Red Wine
赤ワイン
フランス

Moillad Bourgogne Pinot Noir ［Bourgogne AOC］

3,800 /

ボトル

5,500 /

ボトル

6,000 /

ボトル

6,000 /

ボトル

6,500 /

ボトル

7,000 /

ボトル

8,500 /

ボトル

9,500 /

ボトル

10,500 /

ボトル

11,000 /

ボトル

モアラール ブルゴーニュ ピノ・ノワール 2014
フランス ブルゴーニュ地方 AOC | ピノ・ノワール
ブルゴーニュ地方の銘醸ワインを生むピノ・ノワールによりつくられ、輝きのあるルビー色で、野いちごやすみれの芳香と繊細な
味わいが特徴です。

Domaine Roland Sounit Rully La Bergerie Rouge [Rully AOC]
ドメーヌ・ローランド・スニ リュリー ラ・ベルジュリー ルージュ 2013
フランス ブルゴーニュ地方 リュリーAOC | ピノ・ノワール
深みのあるルビー色の外観。ブラックカラントやブラックベリー、レッドチェリーのようなブーケ、しっかりと感じられるタンニンにより、
果実感が引き出され、ワインにはっきりとした構成を与えています。

Domaine Jean Francois Protheau Mercurey Les Varennes Rouge [Mercurey AOC]
ドメーヌ・ジャン・フランソワ・プロート メルキュレイ レ・ヴァレンヌ ルージュ 2014
フランス ブルゴーニュ地方 メルキュレイAOC | ピノ・ノワール
深みのあるルビー色の外観。ストロベリーやラズベリーなどの果実系の香りに加えタバコのようなニュアンスを含むアロマ、リッチな
味わいで長く余韻が残ります。

Moillad Santenay ［Santenay AOC］
モアラール サントネイ 2013
フランス ブルゴーニュ地方 サントネイAOC | ピノ・ノワール
コート・ドール地区で最も南に位置し、日光の恩恵を充分に受け、しっかりとしたボディと豊かな味わいが楽しめます。チーズを
使ったソースの料理との相性は抜群です。

Moillad Fixin ［Fixin AOC］
モアラール フィクサン 2014
フランス ブルゴーニュ地方 フィクサンAOC | ピノ・ノワール
コート・ドゥ・ニュイ地方の最北端に位置する村で、年を経るごとに良い味わいとなり、すばらしいブーケを醸し出す長命の赤ワ
インです。

Savigny-les-Beaune Domaine Moillard ［Savigny-les-Beaune AOC］
サヴィニィ・レ・ボーヌ ドメーヌ・モアラール 2015
フランス ブルゴーニュ地方 サヴィニィ・レ・ボーヌAOC | ピノ・ノワール
コート・ドゥ・ニュイ地方の最北端に位置する村で、年を経るごとに良い味わいとなり、すばらしいブーケを醸し出す長命の赤ワ
インです。

Moillad Morey-Saint-Denis ［Morey-Saint-Denis AOC］
モアラール モレ・サン・ドニ 2012
フランス ブルゴーニュ地方 モレ・サン・ドニAOC | ピノ・ノワール
コート・ドゥ・ニュイ地区、モレ・サン・ドニ村産のワイン。スミレの香りを想わせる芳香があり、優美な中にも力強さを持っていま
す

Moillad Pommard ［Pommard AOC］
モアラール ポマール 2013
フランス ブルゴーニュ地方 ポマールAOC | ピノ・ノワール
ボーヌ地区の南に位置する産地でつくられる、熟したカシスを想わせる香りと心地良い渋味が特徴的で、柔和な味わいを持
ちます。

Nuits-Saint-Georges Domaine Moillard ［Nuits-Saint-Georges AOC］
ニュイ・サン・ジョルジュ ドメーヌ・モアラール 2012
フランス ブルゴーニュ地方 ニュイ・サン・ジョルジュAOC | ピノ・ノワール
コート・ドゥ・ニュイ地区のワイン産業の中心である村から産するこのワインは、コクがあり、色も濃く、バランスのとれた銘酒で
す。

Moillard Volnay ［Volnay AOC］
モアラール ヴォルネイ 2008
フランス ブルゴーニュ地方 ヴォルネイAOC | ピノ・ノワール
ヴォルネイはコート・ド・ボーヌの高地にある村で狭く急な斜面に畑があり、ブルゴーニュ赤ワインのなかで最も女性的といわれ
ることが多いアペラシオンです。チャーミングなヴィンテージのヴォルネイです。

1

Moillad Gevrey-Chambertin ［Gevrey-Chambertin AOC］

11,500 /

ボトル

12,000 /

ボトル

12,500 /

ボトル

18,000 /

ボトル

19,000 /

ボトル

20,000 /

ボトル

20,000 /

ボトル

4,000 /

ボトル

4,000 /

ボトル

4,500 /

ボトル

5,000 /

ボトル

モアラール ジュヴレイ・シャンベルタン 2013
フランス ブルゴーニュ地方 ジュヴレイ・シャンベルタンAOC | ピノ・ノワール
ブルゴーニュ地方のコート・ドゥ・ニュイ地区にあるシャンベルタン村産の赤ワインです。腰が強く、際立った芳香を有するワイン
です。

Moillard Volnay ［Volnay AOC］
モアラール ヴォルネイ 2004
フランス ブルゴーニュ地方 ヴォルネイAOC | ピノ・ノワール
ヴォルネイはコート・ド・ボーヌの高地にある村で狭く急な斜面に畑があり、ブルゴーニュ赤ワインのなかで最も女性的といわれ
ることが多いアペラシオンです。オールドヴィンテージですが親しみやすいワインです。

Moillard Beaune 1er Cru Les Avaux ［Beaune 1er Cru AOC］
モアラール ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・ザボー 2010
フランス ブルゴーニュ地方 ボーヌ・プルミエ・クリュAOC | ピノ・ノワール
ボーヌにはグ36のプルミエ・クリュの畑があり、コート・ド・ボーヌの中で最も広大な面積を有し、北はサヴィニー村、南はポマー
ル村に隣接しています。“レ・ザヴォー”の畑はボーヌのプルミエ・クリュが集まる斜面の中心からやや南に位置します。

Moillard Nuits-Saint-Georges ［Nuits-Saint-Georges AOC］
モアラール ニュイ・サン・ジョルジュ 2005 《1,500ml》
フランス ブルゴーニュ地方 ニュイ・サン・ジョルジュAOC | ピノ・ノワール
コート・ドゥ・ニュイ地区のワイン産業の中心である村から産するこのワインは、コクがあり、色も濃く、バランスのとれた銘酒で
す。ブルゴーニュの傑出年2005年ヴィンテージです。

Moillard Savigny-les-beaune ［Savigny-les-beaune AOC］
モアラール サヴィニィ・レ・ボーヌ 2000 《3,000ml》
フランス ブルゴーニュ地方 サヴィニィ・レ・ボーヌAOC | ピノ・ノワール
コート・ドゥ・ニュイ地方の最北端に位置する村で、年を経るごとに良い味わいとなり、すばらしいブーケを醸し出す長命の赤ワ
インです。ブルゴーニュ優良年の2000年ヴィンテージです。

Moillad Nuits Saint Georges 1er Cru Aux Thorey ［Nuits Saint Georges 1er Cru AOC］
モアラール ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・オー・トレー 2003 《1,500ml》
フランス ブルゴーニュ地方 ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュAOC | ピノ・ノワール
コート・ドゥ・ニュイ地区のワイン産業の中心であるニュイ・サン・ジョルジュに37あるプルミエ・クリュを代表する畑のひとつ。、
オー・トレーは小石も多く、陽当たりがよいうえに水はけにも優れた畑。

Moillad Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes ［Chambolle-Musigny Premier Cru AOC］

モアラール シャンボール・ミュジニィ・プルミエ・クリュ レシャルム 2012
フランス ブルゴーニュ地方 シャンボール・ミュジニィ・プルミエ・クリュAOC | ピノ・ノワール
コート・ド・ニュイの中でも最も優美で女性らしい味わいのワインのひとつ。エレガントなアタック、ブラックカラントやラズベリーのよ
うな小さな赤い果実を想わせる繊細な芳香、心地よいタンニンと芯の強さを感じる構成を持ちます。

Ch.Peyros Magenta ［Madiran AOC］
シャトー・ペイロス マジェンタ 2011
フランス 南西地方 マディランAOC | タナ、カベルネ・フラン
マディランの持つ強い個性を維持しながらも、よりフルーティーな飲みやすさを追求したワインです。タナとカベルネ・フランを使用
し、より円みのあるテイストに仕立てており、ブラックカラントやクラッシュしたベリーのニュアンスが感じられます。

Ch.Degas［Bordeaux Superieur A.C.］
シャトー・デガス 2014
フランス ボルドー地方 ボルドー・シューペリュールAOC | メルロー
高樹齢（平均８０年）のメルロー100％使用。カシスやブラックベリーを想わせるアロマに滑らかなタンニンが調和。樹齢の
高さからくる凝縮感、濃厚なテイストでありながらやさしい口当たり。グラスを重ねるごとに魅力が増すワインです。

Ch.Bonnet Rouge Barrel-Aged［Bordeaux AOC］
シャトー・ボネ ルージュ バレル・エイジド 2012
フランス ボルドー地方 AOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー
世界的に有名な醸造家アンドレ・リュルトン氏が責任を持って生産しています。フルーティな香り、コクのある味わいが特徴の
ボルドー赤ワインの良さを充分兼ね備えたワイン。

Le Petit Lousteau［Médoc AOC］
ル・プティ・ルスティー 2012
フランス ボルドー地方 メドックAOC | メルロー､カベルネ・ソーヴィニヨン
フランス国内の数々のワインガイドでコストパフォーマンスの高さが評価されているワイン。ダークチェリーを想わせる果実味に、
アーモンドやトーストの香りを感じることができる奥深い味わいです。
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Ch.Tour Leognan Rouge ［Pessac-Leognan AOC］

5,500 /

ボトル

5,500 /

ボトル

5,500 /

ボトル

7,000 /

ボトル

8,000 /

ボトル

8,500 /

ボトル

9,500 /

ボトル

12,000 /

ボトル

19,000 /

ボトル

19,000 /

ボトル

シャトー・トゥール・レオニアン ルージュ 2013
フランス ボルドー地方 ペサック・レオニャンAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー
グラーヴの代表的なワイン、シャトーカルボーニュのセカンドワインで、豊かな香りがあり、肉厚な飲みごたえのあるワインです。ブ
ドウ品種はカベルネ・ソーヴィニヨン60％、メルロー40％。

Ch.D'Aurilhac ［Haut-Médoc AOC］
シャトー・オーリャック 2009
フランス ボルドー地方 オー・メドックAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド
カシスやブルーベリーを想わせる凝縮された豊かな香りを持っています。口に含むと最初に力強さを感じますが、後からゆっくり
と広がる味わいはエレガントでやさしさを充分に満喫させる質の赤ワインです。

Ch.Rocher Figeac ［Saint Emilion A.C.］
シャトー・ロシェ・フィジャック 2014
フランス ボルドー地方 サンテミリオンAOC | メルロー、カベルネ・フラン
シャトー・フィジャックに隣接するシャトー。特徴のある豊かな香りを持ち、コクのある滑らかな味わいのワインです。

Le Carillon de Rouget［Pomerol AOC］
レ・カリヨン・ド・ルジェ 2011
フランス ボルドー地方 ポムロールAOC | メルロー、カベルネ・フラン
18世紀初頭に創設したシャトー・ルジェのセカンドワイン。人気醸造家ミッシェル・ローラン氏が醸造を監修したワインです。豊
かな果実味の中になめし皮や土や枯葉の印象を感じることができる表情豊かな味わいのワインです。

Ch.Couhins Lurton Rouge ［Pessac-Léognan AOC］
シャトー・クーアン・リュルトン ルージュ 2007
フランス ボルドー地方 ペサック・レオニャンAOC | メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン
ボルドーの名門アンドレ・リュルトン社が所有するシャトー。ブラックベリーやカシスを想わせる果実味に火打石やミネラルを感じ
させる爽やかなニュアンス、オーク樽からくるアーモンドのようなニュアンスが、ワインの味わいを豊かに表現しています。

Ch.Marquis de Terme ［Margaux AOC］
シャトー・マルキ・ド・テルム 2008
フランス ボルドー地方 マルゴーAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、プティ・ヴェルド、カベルネ・フラン
このシャトーは、300年以上の歴史があり、グラン･クリュ第4級の格付けにふさわしい素晴らしい造りのワイン。収穫から1年
後にオーク樽に詰められたワインは、更に2年間寝かされ、深みのあるルビー色のマルゴーらしいエレガントなワインになります。

Ch.Carbonnieux Rouge ［Pessac-Léognan AOC］
シャトー･カルボーニュ ルージュ 2011
フランス ボルドー地方 ペサック・レオニャンAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド
カルボーニュは13世紀以来の歴史を有するシャトー。フルーティーな香りが豊かに広がり、口当たりは柔らかで、バランスの良
い味わいのワインです。

Ch.Cantenac Brown ［Margaux AOC］
シャトー・カンテナック・ブラウン 2010
フランス ボルドー地方 マルゴーAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン
シャトー・ローザンセグラやブラーヌ・カントナックと隣り合う畑から質の高いぶどうを使用したワインは、その色合い、ブーケ及びコ
クに独特の冴えをもつすばらしい仕上がりです。

Pavillon Rouge du Chateau Margaux
パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー 2011
フランス ボルドー地方 マルゴーAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、プティ・ヴェルド
ボルドーの女王とも称されるシャトー『マルゴー』のセカンドワイン。数あるセカンドワインの中でも特別な存在感を示していま
す。

Ch.Leoville Poyferre ［Saint-Julien AOC］
シャトー・レオヴィル・ポワフェレ 2012
フランス ボルドー地方 サンジュリアンAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、プティ・ヴェルド、カベルネ・フラン
サンジュリアンにあるレオヴィル3兄弟（ポワフェレ、ラス・カーズ、バルトン）のひとつ。豊かなブーケ、バランスのとれた味わいが
評判のワインです。
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Ch.Cos D'Estournel［Saint-Estèphe AOC.］

25,000 /

ボトル

30,500 /

ボトル

35,000 /

ボトル

38,000 /

ボトル

98,000 /

ボトル

148,000 /

ボトル

150,000 /

ボトル

4,000 /

ボトル

4,200 /

ボトル

5,000 /

ボトル

シャトー・コス・デストゥーネル 2008
フランス ボルドー地方 サンテステフAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン
ラフィットに隣接した55ヘクタールの畑を所有しており、2級の中でも特に高い評価を得ています。果実味、バランス、育ちの
良さが本領を発揮しはじめるまで寝かせておく価値のあるワインです。

Ch.Figeac ［Saint-Émilion AOC］
シャトー・フィジャック 2011
フランス ボルドー地方 サンテミリオンAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロー
シャトー・シュヴァル・ブランに隣り合うシャトーでサンテミリオンを代表するシャトーのひとつ。優雅で絶対的な重みと芳醇な風
味を持つ素晴らしいワインです。

Ch.Leoville Las Cases［Saint-Julien AOC］
シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ 2012
フランス ボルドー地方 サンジュリアンAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド
レオヴィル３兄弟の中でも最大の畑を持ち、最も高い評価を得ています。腰が強くブーケが特に個性的で、長期保存に向い
ています。

Ch.Lynch Bages［Pauillac AOC］
シャトー・ランシュ・バージュ 2010
フランス ボルドー地方 ポイヤックAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロー、プティ・ヴェルド
カベルネ・ソーヴィニヨンの比率が高く、製法は伝統的。ワインはタンニン分に富み、まろやかさの中にも厚みがあり、かつ力強
い口当たりが特徴です。

Ch.Mouton-Rothschild［Pauillac AOC］
シャトー・ムートン・ロートシールト 2006
フランス ボルドー地方 ポイヤックAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド
1973年特例によりメドック地区最高峰の仲間入りを果たしたワイン。小さな果物を濃縮させた強い香り、芳醇さと華麗さが
結びつき独自のスタイルを確立させています。1945年以降、毎年変わるアーティスト･ラベルを使用しています。

Ch.Haut Brion ［Pessac-Léognan AOC］
シャトー・オー・ブリオン 2009
フランス ボルドー地方 ペサック・レオニャンAOC | メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン
1855年のメドック格付けの際、メドック以外から選ばれた唯一のワイン。オークの新樽を使用することにより、爽やかな樽香と
タンニンを帯び、果実味のバランスも備わり、比較的早い時期から飲めるワインです。

Ch.Margaux ［Margaux AOC］
シャトー・マルゴー 2006
フランス ボルドー地方 マルゴーAOC | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド
メドックの中で最も贅沢な、そして最も官能的なワインと言われており、紫水晶のような色調と、豊かな香気とフィネスを全て
備えています。見事なまでの上品さ、個性に恵まれている最高峰のワインです。

イタリア

Lungarotti Brezza Rosso [Umbria IGT]
ルンガロッティ ブレッザ・ロッソ 2014
イタリア ウンブリア州 IGT | サンジョベーゼ、メルロー
サンジョベーゼ種の特徴的なグリーンスパイス、ぺッパーやシナモンの香りのするワインです。フレッシュな酸味とフルーティな味わ
いの後に、ほのかな甘みが感じられます。少し冷やして飲むと、フレッシュさがより引き立ちます。

Folonari Valpolicella Ripasso ［DOC］
フォロナリ ヴァルポリチェッラ・リパッソ 2014
イタリア ヴェネト州 ヴァルポリチェッラ・リパッソDOC | コルヴィーナ、ロンディネッラ
伝統的な醸造方法である“リパッソ”方式でつくられています。ガーネットを帯びたルビー色を呈し、クローヴ、ヴァニラなどのスパ
イス、チェリージャムを想わせる芳香があり、ボディはしっかりとしています。甘味のあとにビターさがあり、後味はエレガントです。

Lungarotti Rubesco Rosso di Torgiano [Torgiano DOC]
ルンガロッティ ルベスコ・ロッソ・ディ・トルジャーノ 2012
イタリア ウンブリア州 トルジャーノDOC | サンジョベーゼ、コロリーノ
世界的にも人気高いD.O.C.ロッソ・ディ・トルジャーノ。ジャムのような甘い香りに、樽香に由来するスパイスのニュアンス、果
実の凝縮感があり、ボディはエレガントな味わい。広がりがあり、柔らかくバランスの良いワインです。
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Fattoria di Magliano Heba Morellino di Scansano ［DOCG］

5,500 /

ボトル

6,000 /

ボトル

6,500 /

ボトル

7,500 /

ボトル

9,500 /

ボトル

10,500 /

ボトル

11,000 /

ボトル

4,000 /

ボトル

4,300 /

ボトル

5,500 /

ボトル

ファットリア・ディ・マリアーノ エバ・モレリーノ・ディ・スカンサーノ 2013
イタリア トスカーナ州 マレンマ・トスカーナDOC | サンジョベーゼ、シラー
紫色がかった輝きのあるきれいなルビー色で、柔らかいタンニンと心地よい酸味のバランスがとれたワインです。フレンチオーク樽
で8ヶ月の熟成期間を経て造られています。

Fattoria di Cigliano Chianti Classico ［DOCG］
ファットリア・ディ・チリアーノ キャンティ・クラシコ 2012
イタリア トスカーナ州 キャンティ・クラシコDOCG | サンジョベーゼ
このキャンティ・クラシコは、フレンチオークからくる甘い香りとともにぶどうのクリーンなアロマが持続します。酸とタンニンのバランス
が良く、口当たりは滑らかでエレガントな味わいをもたらし長い余韻を楽しめます。オークの大樽で9ヶ月熟成を経ています。

Lungarotti Montefalco Rosso [ Montefalco DOC]
ルンガロッティ モンテファルコ・ロッソ 2012
イタリア ウンブリア州 モンテファルコDOC | サンジョベーゼ、メルロー、サグランティーノ
全体的に調和が取れた飲みやすい味わいの赤ワイン。ワイルドベリーやプラムのジャムのような香りをベースにシナモンやクロー
ヴなどの印象もあります。熟成した柔らかいタンニンがあり、バランスのよい酸が心地よい後味です。

Ca' Bianca Barolo ［Barolo DOCG］
カ・ビアンカ バローロ 2012
イタリア ピエモンテ州 バローロDOCG | ネッビオーロ
イタリアを代表する赤ワインのひとつです。酸味もしっかりしていながら、ビロードのような柔らかさも併せ持ち、余韻としてリコリス
や熟した赤い果実を想わせる味わいが残ります。

Lungarotti Sagrantino [Montefalco Sagrantino DOCG]
ルンガロッティ サグランティーノ 2009
イタリア ウンブリア州 モンテファルコ・サグランティーノDOCG | サグランティーノ
ルンガロッティおすすめの長期熟成タイプの赤。パワフルで凝縮感とフルーツのフレッシュ感があります。酸味と熟成したタンニン
分が余韻に長く感じられます。

Lungarotti San Giorgio Rosso dell' Umbria [Umbria IGT]
ルンガロッティ サン・ジョルジョ 2006
イタリア ウンブリア州 IGT | カベルネ・ソーヴィニヨン、サンジョベーゼ、カナイオーロ
「スーパーウンブリア」と呼ばれるプレミアムワイン。スパイスやバラのほのかな香りに、ブラックチェリーのジャムのような凝縮感のあ
る甘い香り。口当たりはしっかりとしていますが、ヴェルベットのようなタンニンが心地良い味わい。

Lungarotti Rubesco Vigna Monticchio Torgiano Rosso Riserva ［DOCG］
ルンガロッティ ルベスコ・ヴィーニャ・モンティッキオ・トルジャーノ・リゼルヴァ 2008
イタリア ウンブリア州 トルジャーノ・ロッソ・リゼルヴァDOCG | サンジョベーゼ、カナイオーロ
ベストヴィンテージのみつくられるルンガロッティの代表作。長熟タイプの赤ワイン。樽熟成に由来するバニラのような甘い香り
と、ベルベットのようにしなやかなタンニンが、ワインの酸味と調和した、芳醇な味わいです。

スペイン

Bodegas Palacio Cosme Palacio Y.Hermanos Tinto [Rioja DOCa]
ボデガス・パラシオ コスメ・パラシオ・ヘルマノス・ティント 2011
スペイン 北部地方 リオハDOCa | テンプラニーリョ
フレンチオークの新樽で6〜12ヶ月熟成され、深いルビーの色調を持つワイン。テンプラニーリョ100％の気品あふれる香りと
オーク樽のバニラの香りを兼ね備えたなめらかな口当たりが楽しめます。

Juvé y Camps Casa Vella d'Espiells ［Penedes DO］
ジュヴェ・カンプス カサ・ヴェーリャ・デスピエール 2010
スペイン カタルーニャ地方 ペネデスDO | カベルネ・ソーヴィニヨン主体
オーク樽で1年、瓶内で平均2年以上熟成されます。深みのある色合い、熟れたフルーツのアロマ、ほのかなタンニン、長い余
韻、どれをとってもスケールの大きさを感じます。

Bodegas Palacio Glorioso Reserva [Rioja DOCa]
ボデガス・パラシオ グロリオッソ・レゼルヴァ 2009
スペイン 北部地方 リオハDOCa | テンプラニーリョ
フレンチ及びアメリカンオーク樽で最低12ヶ月熟成され、さらに、3年間の瓶内熟成を経たワインです。鮮やかなルビー色を呈
し、高貴な木の香りと、きめ細かな味わいが特徴です。
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アメリカ

Wente Southern Hills Cabernet Sauvignon [Livermore Valley]

4,000 /

ボトル

4,000 /

ボトル

4,000 /

ボトル

5,500 /

ボトル

5,500 /

ボトル

7,500 /

ボトル

15,300 /

ボトル

4,000 /

ボトル

4,500 /

ボトル

5,500 /

ボトル

ウェンテ サウザン･ヒルズ カベルネ・ソーヴィニヨン 2013
アメリカ カリフォルニア州アラメダ・カウンティ リヴァモア・ヴァレー | カベルネ・ソーヴィニヨン主体
フレンチオークとアメリカンオークを用い、14ヶ月の熟成を経たワインをブレンドしています。チェリーやバニラ、チョコレートのリッチ
なアロマとタンニンが絶妙です。なめらかな余韻をお楽しみいただけます。

Wente Beyer Ranch Zinfandel [Livermore Valley]
ウェンテ ベイヤー・ランチ ジンファンデル 2013
アメリカ カリフォルニア州アラメダ・カウンティ リヴァモア・ヴァレー | ジンファンデル主体
フレンチオーク、アメリカンオークを用い、13ヶ月の熟成を経ているこのワインは、フルーツやチーズのほか、グリルしたお肉料理に
最適です。ラズベリーのフルーティーさ、ブラックペッパーのスパイシーさと、ほのかに感じるバニラの香りが絶妙です。

Wente Sandstone Melrot [Livermore Valley]
ウェンテ サンドストーン メルロー 2012
アメリカ カリフォルニア州アラメダ・カウンティ リヴァモア・ヴァレー | メルロー主体
フレンチオーク、アメリカンオークを用い、16ヶ月の熟成を経たワインをブレンドしています。ブラックベリーやプラムなどの果実香
と、ほのかにトーストしたオークのニュアンスが絶妙です。滑らかなタンニンで長い余韻をお楽しみいただけます。

Wente Charles Wetmore Reserve Cabernet Sauvignon [Livermore Valley]
ウェンテ チャールズ･ウェットモア・カベルネ・ソーヴィニヨン 2013
アメリカ カリフォルニア州アラメダ・カウンティ リヴァモア・ヴァレー | カベルネ・ソーヴィニヨン主体
フレンチオークとアメリカンオークで14ヶ月の熟成を経ています。このワインに使われるカベルネ・ソーヴィニヨンはシャトー・マル
ゴーに由来しています。プラムやベリー系の味わいとシルキーなタンニンがある、エレガントなスタイルのワインです。

Wente Riva Ranch Reserve Pinot Noir [Arroyo Seco]
ウェンテ リヴァ・ランチ・ピノ・ノワール 2012
アメリカ カリフォルニア州モントレー・カウンティ アローヨ・セコ | ピノ・ノワール主体
アロヨ・セコの冷涼な気候のもとで、ゆっくりと完熟したピノ・ノワールは、20ヶ月の熟成を経て深みのある味わいを生み出しま
す。ストロベリークリームのようななめらかさ、ブラックチェリーやクランベリーのような香りが長く続きます。

Murrieta's Well The Spur [Livermore Valley]
ミュリエッタズ・ウェル ザ・スパー 2012
アメリカ カリフォルニア州アラメダ・カウンティ リヴァモア・ヴァレー | プティシラー、プティヴェルド、カベルネ・ソーヴィニヨン他
フレンチオーク樽で24か月熟成。ブラックチェリー、チョコレート、スパイスとトーストしたオークの香り。成熟した滑らかなタンニン
とバランスのとれた酸味が特徴です。品種の絶妙なブレンド技術によって作られる、最高のブレンデッドワイン。

Wente Nth Degree Cabernet Sauvignon
ウェンテ エヌスディグリー カベルネ・ソーヴィニヨン 2013
アメリカ カリフォルニア州アラメダ・カウンティ リヴァモア・ヴァレー | カベルネ・ソーヴィニヨン主体
30樽限定で生産されるウェンテのスモールロットワイン。熟したプラム、ミント、杉、コーヒー、ココアの香りに続いてブラックカラン
ト、熟したラズベリー、ダークチョコレートの香りがします。またイチジクと白コショウのニュアンスも感じられます。

オーストラリア

Wakefield Estate Cabernet Sauvignon
ウェイクフィールド エステート・カベルネ・ソーヴィニヨン 2015
オーストラリア 南オーストラリア クレア・ヴァレー | カベルネ・ソーヴィニヨン
ブラックチェリーやカシスのアロマに、オークのニュアンスがよく溶け込んだ、タンニンと果実味がたっぷり感じられるワインです。果
実味とこの品種の特徴である、素晴らしく優雅なタンニンをお楽しみいただけます。

Bethany Old Vine Grenache [Barossa]
ベサニー オールド・ヴァイン・グルナッシュ 2012
オーストラリア 南オーストラリア バロッサ | グルナッシュ
樹齢80年の古木から収穫されるグルナッシュを使用。収穫時期が遅く、ゆっくりと熟した果実からはチェリーやスパイスの複雑
な香りと風味豊かな味わい。大樽で数か月熟成。口当たりは柔らかく、優しいタンニンと自然な酸味のバランスが絶妙。

Wakefield Jaraman Shiraz
ウェイクフィールド ジャラマン シラーズ 2015
オーストラリア 南オーストラリア クレア・ヴァレー＆マクラーレン・ヴェール | シラーズ
『ジャラマン』とは、アボリジニの言葉で、ワイナリーのシンボルであるタツノオトシゴを意味します。南オーストラリアを代表する２
つの異なる地域のブドウをブレンドすることにより、これまでにない相乗効果が得られる、との考えから開発されたワインです。
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Bethany Shiraz [Barossa]

5,500 /

ボトル

12,500 /

ボトル

4,200 /

ボトル

4,500 /

ボトル

4,500 /

ボトル

4,500 /

ボトル

6,500 /

ボトル

9,000 /

ボトル

4,500 /

ボトル

ベサニー シラーズ 2010
オーストラリア 南オーストラリア バロッサ | シラーズ
ダークチェリーのような色と香り、ほのかにアーモンドの香りも感じられます。力強い味わいですが、口当たりは滑らかで、穏やか
なタンニンによって全体がきれいにまとめられています。フレンチとアメリカンオーク樽で12〜18か月熟成。

Bethany GR 12 Reserve Shiraz [Barossa]
ベサニー GR１２ リザーヴ・シラーズ 2008
オーストラリア 南オーストラリア バロッサ | シラーズ
GRはGeoff(ジェフ)とRobert(ロバート)の頭文字をとったワインで、特に傑出した年にのみ造られます。絹のような質感と、
ブラックベリーや白胡椒、バニラなどの複雑な香りが広がります。後味に黒胡椒や薫香を感じるベサニーのアイコンワインです。

ニュージーランド

Babich Pinot Noir East Coast [East Coast]
バビッチ ピノ・ノワール・イースト・コースト 2015
ニュージーランド イースト・コースト（マルボロー＆ヘンダーソン） | ピノ・ノワール
畑の区画ごとに発酵し、ブレンド後にフレンチオーク樽で熟成。チェリーを想わせる果実香の中にほのかなスパイシーな香り、エ
レガントな味わいが特徴のワインです。トマトソースのパスタ、チキンの赤ワイン煮込みなどとよく合います。

チリ

Bisquertt Ecos De Rulo Single Vineyard Cabernet Sauvignon ［Colchagua Valley］
ビスケルト エコス・デ・ルーロ シングル・ヴィンヤード・カベルネ・ソーヴィニヨン 2013
チリ コルチャグア・ヴァレー | カベルネ・ソーヴィニヨン
コルチャグアヴァレーのエル・チェケンに所有する単一畑で収穫されたブドウのみを使用。幾層から成る土壌や微細な気候条
件が織り成す力強さとコク、複雑味が感じられるフルボディタイプのワインです。

Bisquertt Ecos De Rulo Single Vineyard Merlot ［Colchagua Valley］
ビスケルト エコス・デ・ルーロ シングル・ヴィンヤード・メルロー 2013
チリ コルチャグア・ヴァレー | メルロー
コルチャグアヴァレーのエル・チェケンに所有する単一畑で収穫されたブドウのみを使用。幾層から成る土壌や微細な気候条
件が織り成す、豊かな果実味と滑らかな舌触りが愉しめるフルボディタイプのワインです。

Bisquertt Ecos De Rulo Single Vineyard Carmenere ［Colchagua Valley］
ビスケルト エコス・デ・ルーロ シングル・ヴィンヤード・カルメネール 2013
チリ コルチャグア・ヴァレー | カルメネール
コルチャグアヴァレーのエル・ルーロに所有する単一畑で収穫されたブドウのみを使用。エル・ルーロは、昼夜の寒暖差が大きい
ことから特に傑出したカルメネールを生み出すことができます。力強さだけではなく優雅で複雑な香りと味わいが楽しめます。

Bisquertt Q Clay ［Colchagua Valley］
ビスケルト Qクレイ 2011
チリ コルチャグア・ヴァレー | シラー、カベルネ・ソーヴィニヨン
ビスケルトが考える最高のテロワールを現すワイン。赤い完熟した果実とプラムが溶け合ったスモーキーさのある香り。口当たり
は非常になめらか。フレッシュでバランスの取れた酸味と、素晴らしいアロマの余韻が感じられます。

Bisquertt Tralca ［Colchagua Valley］
ビスケルト トラルカ 2010
チリ コルチャグア・ヴァレー | カベルネ・ソーヴィニヨン、カルメネール、シラー
ビスケルトのアイコンワイン。完熟したレッドベリーやチェリーリキュールのヒントを想わせる複雑なアロマが広がります。しっかりとし
た果実味と甘みを帯びたタンニンがリッチな味わい。余韻にはモカやチョコレートが感じられます。

アルゼンチン

Bodega La Rural Felipe Rutini Reserva Malbec [Mendoza]
ボデガ・ラ・ルラル フェリーペ･ルティーニ・レゼルヴァ マルベック 2013
アルゼンチン メンドーサ | マルベック
凝縮したカシスやブラックベリー、さくらんぼ、梅を想わせる香りと、ビロードのようなタンニン。畑は海抜900から1500メートルと
標高が高く、果実の複雑味と厚みを感じる味わいに仕上がっています。
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