Champagne & Sparkling Wine
N.V. Tradition Brut (Moyat-Jaury Guilbaud)
#1

トラディション・ブリュット/ モイヤ・ジョウリー・ギルボー
フランス / シャンパーニュ地方 / コート・デ・バール地区 【ピノノワール78％ シャルドネ19％ ピノブラン3％】

N.V. J.L. Vergnon Conversation Brut Grand Cru (J.L. Vergnon)
#2

4200yen
[税込4620yen]

プロセッコ・ブリュット・ゼロ / マッツェイ・ヴィッラ・マルチェッロ
イタリア / ヴェネト州 【グレーラ 85% + シャルドネ 15%】

W.O. Western Cape Brut Reserve (Colmant)
#9

5000yen
[税込5500yen]

サラダ・デイズ / フィールド・レコーディングズ
アメリカ / カリフォルニア州 【シャルドネ、シュナン・ブラン、コロンバールの3種のブレンド】

2019 D.O.C.Prosecco Brut Zero (Villa Marcello )
#8

5200yen
[税込5720yen]

ヴァン・ド・フランス・テュルビュラン / ドメーヌ・セロル
フランス / ロワール河流域 【ガメイ・サン・ロマン100%】

2021 Salad Days (Field Recordings)
#7

5000yen
[税込5500yen]

N.V.クレマン・ド・ブルゴーニュ・アン・シャティヨネ・ブリュット / ドメーヌ・オーレリアン
フランス / ブルゴーニュ地方 / シャティヨネ地区 【ピノ・ノワール66%+シャルドネ34%】

2021 Vin de France Turbullent(Domaine Serol)
#6

5000yen
[税込5500yen]

N.V.クレマン・ド・ジュラ・ブリュット・ラピア / ティソ・メール
フランス / ジュラ地方 【ピノ・ノワール＋シャルドネ】

N.V.Crémant de Jura Brut Lapiaz (Domaine Aurelien)
#5

4500yen
[税込4950yen]

N.V.アイム・ブラン・ド・ブラン・フロム・サザン・フランス / ビコーズ
フランス / 【シャルドネ100%】

N.V.Crément de Savoieu (Tissot-Maire)
#4

10000yen
[税込11000yen]

N.V.ジャン・ルイ・ヴェルニョン・コンヴェルサシオン・ブリュット・Grand Cruu / ジャン・ルイ・ヴェルニョン
フランス / シャンパーニュ地方 / コート・デ・ブラン地区 【シャルドネ100%】

N.V. I'm Blanc de Blancs from France (Because)
#3

7800yen
[税込8580yen]

ウェスタン・ケープ・ブリュット・レゼルヴ / コルマン
南アフリカ / 西ケープ州 【ピノ・ノワール52%+シャルドネ48%】

5200yen
[税込5720yen]

Rosé Wine
2019 Méditerranée I.G.P. le Rosé de S (Famille Sumeire)
#10

メディティラネ・I.G.P.・ル・ロゼ・ド・S / ファミーユ・スメール
フランス / プロヴァンス地方 【グルナッシュ50%+サンソー50%】

2019 Coteaux d'Aix-en-Provence Rosé (Château Paradis)
#11

5500yen
[税込6050yen]

スモール・フォレスト・アッパー・ハンター・シラーズ・ロゼ / スモール・フォレスト
オーストラリア / ニューサウスウェールズ州 【シラーズ 100%】

2018 W.O. Botriver Rosebud (Gabriëlskloof)
#14

5000yen
[税込5500yen]

プリティ・ボーイ / デリンクエンテ
オーストラリア / サウス・オーストラリア州 【ネロ・ダーヴォラ100%】

2019 Small Forest Upper Hunter Shiraz Roseo(Small Forest)
#13

5000yen
[税込5500yen]

コトー・デク・サン・プロヴァンス・ロゼ / シャトー・パラディ
フランス / プロヴァンス地方【シラー＋グルナッシュ・ノワール】

2022 Pretty Boy (Delinquente)
#12

4200yen
[税込4620yen]

4500yen
[税込4950yen]

ボットリヴァー・ローズバッド / ガブリエルスクルーフ
南アフリカ / 西ケープ州 【シラー58%+ヴィオニエ42%】

Orange Wine
2021 Art.Terra Curtumenta (Casa Relvas lda)
#15

アート・テッラ・クルティメンタ / カザ・アグリコラ・アレクシャンドレ・レウヴァス
ポルトガル / アレンテージョ地方 【アンタオン・ヴァス50%、アリント45%、ヴィオニエ5%】

2021 Pigato (Koerner)
#16

5800yen
[税込6380yen]

ピガート / コーナー
オーストラリア / サウス・オーストラリア州 【ヴェルメンティーノ100%】

2018 W.O. Western Cape Tin Soldier Semillon (Thorne & Daughters)
#17

4700yen
[税込5170yen]

ウェスタン・ケープ・ティン・ソルジャー・セミヨン / ソーン・ドーターズ
南アフリカ / 西ケープ州 【セミヨン+セミヨン・グリ】

7500yen
[税込8250yen]

White Wine
2019 Chardonnay from Southern France (Because)
#18

シャルドネ・フロム・サザン・フランス / ビコーズ
フランス 【シャルドネ100%】

2020 Pays d'Oc I.G.P. French Touch Blanc (Abbaye de Fontfroide)
#19

8500yen
[税込9350yen]

プイィ・フュメ / マルセル・ラングー
フランス / ロワール河流域 【ソーヴィニヨン・ブラン 100%】

2019 Chablis Grand Cru les Blanchots (Domaine de lʼEnclos)
#26

6200yen
[税込6820yen]

ブルゴーニュ・スール・ラ・ロッシ / ローラン・ブルトゥロー
フランス / ブルゴーニュ地方 / コート・シャロネーズ地区 【シャルドネ90%＋ピノ・ブラン5%＋ピノ・ブーロ5%】

2005 Pouilly Fumé (Marcel Langoux)
#25

5000yen
[税込5500yen]

ソミュール・ラルディル / ドメーヌ・デ・ギュイヨン
フランス / ロワール河流域 【シュナン・ブラン 100%】

2020 Bourgogne Sous la Roche (Laurent Bourtourault)
#24

5000yen
[税込5500yen]

ブルゴーニュブルゴーニュ・アリゴテ / ヴァンサン・ジラルダン
フランス / ブルゴーニュ地方 【アリゴテ100%】

2016 Saumur l'Ardile Blanc (Domaine des Guyons)
#23

4700yen
[税込5170yen]

ボルドー・ブラン / ピエール・リュルトン
フランス / ボルドー地方 【ソーヴィニヨン・ブラン70%＋セミヨン30%】

2017 Bourgogne Aligoté (Vincent Girardin)
#22

4500yen
[税込4950yen]

ミュスカデ・オール・セリ / ドメーヌ・ブレジョン
フランス / ロワール河流域 【ミュスカデ100% (ムロン・ド・ブルゴーニュ100%）】

2018 Bordeaux Blanc (Pierre Lurton)
#21

3950yen
[税込4345yen]

ペイ・ドック・I.G.P.・フレンチ・タッチ・ブラン / アベイ・ド・フォンフロワド
フランス / ラングドック地方 【シャルドネ80％＋ヴェルメンティーノ20％】

2020 Muscadet Hors-Série (Domaine Bregeon)
#20

3950yen
[税込4345yen]

シャブリ・Grand Cru・レ・ブランショ / ドメーヌ・ド・ランクロ
フランス / ブルゴーニュ地方 / シャブリ地区 【シャルドネ100%】

12000yen
[税込13200yen]

White Wine
2017 Vinho Verde D.O.P. Alvarinho (Casa de Vila Nova)
#27

ヴィーニョ・ヴェルデ・D.O.P.・アルヴァリーニョ / カサ・デ・ヴィラ・ノヴァ
ポルトガル / ミーニョ地方【アルバリーニョ100%】

2019 D.O.C. Bianchello del Metauro Boccalino (TERRACRUDA)
#28

8000yen
[税込8800yen]

ブルグンダー・キュヴェ / ゲオルギウム
オーストリア / ケルンテン州 【シャルドネ＋ピノ・ブラン】

2019 W.O. Western Cape Cartology (Alheit Vineyards)
#35

5000yen
[税込5500yen]

ヴェルエ・リースリング / ビオヴァイングート・ヨハネス・ツィリンガー
オーストリア / ニーダーエスタライヒ州 【リースリング100％】

2015 Burgundercuvèe (Georgium)
#34

5500yen
[税込6050yen]

マールボロ・ソーヴィニヨンブラン / キムラ・セラーズ
ニュージーランド / 南島 【ソーヴィニヨン・ブラン100％】

2021 Velue Riesling (Bioweingut Johannes Zillinger)
#33

5000yen
[税込5500yen]

モントレー・シャルドネ / ル・プティ・ペイザン
アメリカ合衆国 / カリフォルニア州【シャルドネ100％】

2021 Marlborough Sauvignon Blanc (Kimura Cellars)
#32

5200yen
[税込5720yen]

ジャスト・ホワイト / シファニ
チェコ / モラヴィア地方 【グリューナー・ヴェルトリーナー40％＋リースリング40％＋ピノ・ブラン20％】

2018 Monterey Chardonnay (Le P'tit Paysan)
#31

4200yen
[税込4620yen]

ファウター 310 シャルドネ フェテアスカ・レガラ / ファウター
モルドヴァ / コドル地方 / 【シャルドネ80% + フェテアスカ・レガラ20%】

2019 Just White (Syfany)
#30

4200yen
[税込4620yen]

ビアンケッロ・デル・メタウロ・ボッカリーノ / テラクルーダ
イタリア / マルケ州 【ビアンケッロ100％】

2018 Fautor 310 Chardonnay & Feteasca Regala (Fautor)
#29

4200yen
[税込4620yen]

ウェスタン・ケープ・カルトロジー / アルヘイト・ヴィンヤーズ
南アフリカ / 西ケープ州 【シュナン・ブラン86%+セミヨン14%】

7500yen
[税込8250yen]

Red Wine
2018 Cabernet Sauvignon from Southern France (Because)
#36

カベルネ・ソーヴィニヨン・フロム・サザン・フランス / ビコーズ
フランス 【カベルネ・ソーヴィニヨン100%】

2019 François Labet Pinot Noir (François Labet)
#37

12000yen
[税込13200yen]

コート・ロティ・シャトー・ド・モンリス / ドメーヌ・クリストフ・セマスカ
フランス / ローヌ河流域 / ローヌ地方北部の栽培地域 【シラー100%】

2010 Volnay (Domaine Michel Lafarge)
#44

10000yen
[税込11000yen]

シャトー・ソシアンド・マレ / シャトー・ソシアンド・マレ
フランス / ボルドー地方 / オー・メドック 【メルロー 66%/カベルネ・ソーヴィニヨン 30%/カベルネ・フラン 4%】

2015 Cote Rotie Chateau de Montlys (Domaine Christophe Semaska)
#43

7500yen
[税込8250yen]

マルサネ・クロ・デュ・ロワ(ドメーヌ・ガジェ) / ルイ・ジャド
フランス / ブルゴーニュ地方 / コート・ド・ニュイ地区 【ピノ・ノワール100%】

2018 Château Sociando-Mallet (Château Sociando-Mallet)
#42

5800yen
[税込6380yen]

ヴァン・ド・フランス・カラミテ / ドメーヌ・フレデリック・アニェレー
フランス / ローヌ河流域 【グルナッシ90%ュ（樹齢30年）+ サンソー10%（樹齢40年）】

2013 Marsannay Clos du Roy (Louis Jadot)
#41

5800yen
[税込6380yen]

ソミュール・ルージュ / ドメーヌ・ギベルトー
フランス / ロワール河流域 【カベルネ・フラン100%】

2019 Vin de France Kalamiter (Domaine Frédéric Agneray)
#40

4500yen
[税込4950yen]

コート・ド・ガスコーニュ・レ・テール・バス / シャトー・ラバル
フランス / 南西地方 【タナ40%+メルロー30%+カベルネ・ソーヴィニョン30%】

2018 Saumur Rouge (Domaine Guiberteau )
#39

4200yen
[税込4620yen]

イル・ド・ボーテ・I.G.P.・ピノ・ノワール / フランソワ・ラベ
フランス / コルシカ島 【ピノ・ノワール100%】

2019 Cotes De Gascogne Les Terres Basses (Chateau Laballe)
#38

4000yen
[税込4400yen]

ヴォルネイ / ドメーヌ・ミシェル・ラファルジュ
フランス / ブルゴーニュ地方 / コート・ド・ボーヌ地区 【ピノ・ノワール100%】

15000yen
[税込16500yen]

Red Wine
2020 Lodi Gnarly Head 1924 Bourbon Aged (Delicato Family Vineyards)
#45

ロダイ・ナーリー・ヘッド 1924 バーボン・エイジド ダブル・ブラック/ デリカート・ファミリー・ヴィンヤーズ
アメリカ合衆国 / カリフォルニア州 【カベルネ・ソーヴィニヨン 100%】

2018 Limniona (Domaine Zafeirakis)
#46

5800yen
[税込6380yen]

アッパー・ヘメル・エン・アーデ・ヴァレー・パーリー・ゲーツ・ピノ・ノワール・リザーヴ / クルーガー・ファミリー・ワインズ
南アフリカ / 西ケープ州 【ピノ・ノワール100%】

2018 W.O. Western Cape Wanderer's Heart (Thorne & Daughters)
#53

6500yen
[税込7150yen]

D.O.ビノス・デ・マドリッド・エル・オンブレ・バラ / コマンドG
スペイン / カスティーリャ・イ・レオン州 【ガルナッチャ(グルナッシュ)100%】

2019 Pearly Gates Pinot Noir (Kruger Family Wines)
#52

5000yen
[税込5500yen]

リベラ・デル・ドゥエロ・エル・バリエンテ/ バルダヤ
スペイン / カスティーリャ・イ・レオン州 【テンプラニーリョ100％】

2017 EL HOMBRE BALA (COMANDO G)
#51

6800yen
[税込7480yen]

トスカーナ・ヴィジィオラミンゴ / マヌエル・プルチーニ
イタリア / トスカーナ州 【サンジョヴェーゼ 65%、シラー15%、カナイオーロとチリエジオーロとその他の品種 20%】

2018 D.O. Ribera del Duero Creta Roble (Valdaya)
#50

4500yen
[税込4950yen]

ピエモンテ・ネッビオーロ・ダルバ / テッレ・デル・バローロ
イタリア / ピエモンテ州 【ネッビオーロ100%】

2020 I.G.T. Toscana Vizioramingo (Manuel Pulcini)
#49

4700yen
[税込5170yen]

アート・テッラ / カザ・アグリコラ・アレクシャンドレ・レウヴァス
ポルトガル / アレンテージョ地方 【シラー50％＋トゥーリガナショナル50％】

2017 D.O.C Nebbiolo dʼAlba (Terre del Barolo)
#48

5800yen
[税込6380yen]

リムニオナ / ドメーヌ・ザフェイラキス
ギリシャ / テッサリア地方 【リムニオナ100%】

2020 Art.Terra Organic (Casa Relvas lda)
#47

5000yen
[税込5500yen]

ウェスタン・ケープ・ワンダラーズ・ハート / ソーン・ドーターズ
南アフリカ / 西ケープ州 【グルナッシュ・ノワール69%＋サンソー21%＋ムールヴェードル10%】

6800yen
[税込7480yen]

