
9800yen 8500yen

[ 税込9350yen]

13000yen

[ 税込14300yen]

5200yen

[ 税込5720yen]

5800yen

[ 税込6380yen]

#3

#4
マンゴーやライチ、熟した林檎を想わせるアロマにイースト香や樽のニュアンスを持ちます。洋ナ
シや柑橘果実の風味が円熟し、引き締まった酸、細かな泡と混ざり合う逸品です。

 [ ピノ・ノワール80%+シャルドネ10%＋ピノ・ブラン10％ ]

今月のオススメボトルワイン

【 Champagne & Sparkling Wine 】

#1

#2

南アフリカ / 西ケープ州

2015 W.O. Elgin Brut Blanc de Blanc (Elgin Ridge)
エルギン・ブリュット・ブラン・ド・ブラン / エルギン・リッジ
 [ シャルドネ100% ]

N.V. Collection Brut (GYEJACQUOT)

柑橘系のさわやかな香りと、ピノ・ブランをブレンドすることで、
甘みを感じさせる香りを纏った辛口ながらも 柔らかさを感じるグルメシャンパーニュです。
特別価格でのご提供です！

N.V. Bollinger Cuvée Spéciale Brut (Bollinger)
ボランジェ・キュヴェ・スペシャル・ブリュット /  ボランジェ

フランス / ロワール河流域 

2021 Vin de France Turbullent Rosé (Domaine Serol)

 [ ピノ・ノワール 60%＋シャルドネ 25%＋ピノ・ムニエ 15% ]

Recommended WineList

特別価格です！！フランス / シャンパーニュ地方

フランス / シャンパーニュ地方

きめの細かい上質な泡。香ばしいカシューナッツのような芳香、焼きリンゴや蜜を感じるアロマが
複雑な印象。ふくよかな果実味とはっきりとしたトースト香が繊細に混ざり合い余韻も長く、エレガ
ントな飲みごたえのあるシャンパーニュです。

コレクション・ブリュット /  ジエジャコ

ヴァン・ド・フランス・テュルビュラン・ロゼ  /  ドメーヌ・セロル

淡い桜色、イチゴの甘やかで柔らかい香り。繊細な泡立ちと、しっかりとした赤い果実味に、凛と
した酸味。繊細な味付けの和食にピッタリの上品で優しいロゼスパークリングワインです。

 [ ガメイ・サン・ロマン100% ]



5800yen

[ 税込6380yen]

6800yen

[ 税込7480yen]

フォジェール・カブレッタ  / マ・ダルゾン

7500yen

[ 税込8250yen]

フランシュフック・ペーパー・カイト・オールド・ヴァインズ・セミヨン /  ソーン・ドーターズ

9500yen

[ 税込10450yen]

#8
知る人ぞ知る、超入手困難なタスマニアの名門による超希少ワイン！
黄桃、ナッツ香や塩味のあるヌガーのアロマ。クリーミーで複雑且つ、奥行きのある味わい。クリ
スピーな酸が長い余韻を美しく仕上げます。

2018 Chardonnay (Stargazer)
シャルドネ  / スターゲイザー
 [ シャルドネ100% ]

オーストラリア /  タスマニア島

#7

#6
ラングドックの天才女性醸造家「カトリーヌ・ロック」が手掛ける、ブルゴーニュ的なフィネスとエレ
ガントさを備えたナチュラルワインです。
白い花や、レモン、ういきょうなどの香り。アタックは生き生きとしていてフレッシュで、円やかなテ
クスチャーと良く熟した白桃やハシバミの風味やミネラルのノートが感じられるフィニッシュ。

樹齢85年と52年の古樹のセミヨン100%から成る深い味わい。
豊かな果実の旨みと共に、優しい樽の要素がバランス良く、少しふくよかでありつつ、繊細なタイ
プのセミヨンです。飲めば飲むほど味わい深くなり、セミヨンの果実味、ハーブのニュアンスや透
明感や甘味、程よい樽香、バランスが良く、繊細で余韻も長いです。

南アフリカ / 西ケープ州 

 [ セミヨン100% ]

2017 W.O. Paper kite Old Vines Semillon (Thorne & Daughters)

 [ クレレット・デュ・ラングドック30%、ルーサンヌ60%、グルナッシュ・ブラン及びグルナッシュ・グリ10%]

#5

Recommended WineList
今月のオススメボトルワイン

【 White Wine 】

フランス / ブルゴーニュ地方

2015 Bourgogne EMOTION Chardonnay (Vincent Girardin)

 [ シャルドネ100% ]
ブルゴーニュ・エモーション・シャルドネ /  ヴァンサン・ジラルダン

ピュリニー、シャサーニュ、ムルソーの、斜面のふもとにあるアペラシオン　レジョナルの畑の葡
萄で、ピュリニーをメインで使用したハイクオリティなブルゴーニュブランです。
熟したグレープフルーツやアニス、スパイシーなオークの風味。果実味は豊かで旨みたっぷりの
ボリューム感と引き締まった酸のバランスが◎。

2021 Faugères Cabretta (Mas dʼAlezon )
フランス / ラングドック地方



10000yen

[ 税込11000yen]

15000yen

[ 税込16500yen]

5800yen

[ 税込6380yen]

6800yen

[ 税込7480yen]

#12
アロマには色々な種類の茶葉、ドライ・クランベリー、エキゾチックな木片、八角、
コリアンダー、柑橘の皮などがふんだんに感じられます。
味わいにもオレンジ・ピール、クローヴ、スモモなどの風味が口中いっぱいに広がり、エキゾチッ
クさを伴う余韻へと続きます。シンプルに焼いた牛肉、魚の煮付けなど和食とも好相性です。

南アフリカ / 西ケープ州 

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
 [ 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% ]

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

#11
ルビー色をしたざくろやプラムなどの熟した果実、カカオやシガーなどのスパイスを感じ
余韻が長い。 ６か月フレンチオークとアメリカンオークにて熟成。

ヴォルネイ /  ドメーヌ・ミシェル・ラファルジュ
 [ ピノ・ノワール100% ]

#10
古典的ヴォルネイの造り手として一押しのドメーヌ・ミシェル・ラファルジュ。
熟成により本領を発揮するクラシックな造りです。ヴォルネイらしいフローラルな香りとビロードの
ような舌触り。優良年2010年、是非

モルドヴァ / 南部

2019 Aurore Rara Neagră (Fautor)
アウローレ・ララ・ネアグラ  /  ファウター
 [ ララ・ネアグラ100% ]

2010 Volnay (Domaine Michel Lafarge)

シャトー・ソシアンド・マレ /  シャトー・ソシアンド・マレ
 [ 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% ]

プラムジャムの凝縮感のある甘美なアロマ、リッチなココアの香りも感じられる複雑で奥深い香り
が非常に魅力的。ほのかにシナモンなどのニュアンスが重厚感を生み出しています。
樽熟成によるまろやかでシルキーな口当たり。ジューシーな果実味をご堪能いただけます。
メドック格付けに入れば3級クラス以上だとも言われており、オー・メドック地区を代表するシャ
トーです。50周年記念ボトルです！

フランス / ブルゴーニュ地方 / コート・ド・ボーヌ

#9

Recommended WineList
今月のオススメボトルワイン

【 Red Wine 】

フランス / ボルドー地方

2018 Château Sociando-Mallet (Château Sociando-Mallet)



6200yen

[税込6820yen]

5000yen

[税込5500yen]

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】

4700yen

[税込5170yen]

4200yen

[税込4620yen]

5000yen

[税込5500yen]

5000yen

[税込5500yen]

5000yen

[税込5500yen]

5800yen

[税込6380yen]

7500yen

[税込8250yen]

#17 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)
#18 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 Méditerranée I.G.P. le Rosé de S (Famille Sumeire)
#16 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)

Orange Wine

#21 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】

N.V. Bel a Ciao (Chateau de Bel )
#19 ベル・ア・チャオ /  シャトー・ド・ベル

フランス / ボルドー地方  【セミヨン100%】

2021 Pigato (Koerner)
#20 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. Tin Soldier Semillon (Thorne & Daughters)

N.V.Cremant de Bourgogne (Domaine la Croix Trechens)

Sparkling Wine

N.V.クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブラン・ド・ブラン  /  ドメーヌ・ラ・クロワ・トレシャン

Rosé Wine

2021 Spumante Pecorino(Fabulas)
#15 スプマンテ・ペコリーノ  /  ファビュラス

イタリア / アブルッツォ州 【ペコリーノ100%】

#13
フランス / ブルゴーニュ地方 【シャルドネ100%】

2021 Salad Days (Field Recordings)
#14 サラダ・デイズ   /  フィールド・レコーディングズ



4500yen

[税込4950yen]

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%）】

5200yen

[税込5720yen]

10000yen

[税込11000yen]

4800yen

[税込5280yen]

ヴィーニョ・ダ・テーラ・ド・バルバンサ・エ・イリア・サラス /  アデガ・エントレ・オス・リオス

5500yen

[税込6050yen]

5800yen

[税込6380yen]

5000yen

[税込5500yen]

8000yen

[税込8800yen]

2020 Saumur Blanc (Château de Villeneuve)

モントレー・シャルドネ /  ル・プティ・ペイザン

2019 Vino da Terrra de Barbanza e Ilia Saras (Adega Entre Os Rios)

スペイン / ガリシア州  【アルバニーリョ 100%】

2018 Meursault les Narvaux (Domaine Jean Fery et Fils)

オーストリア / ケルンテン州 【シャルドネ＋ピノ・ブラン】

#28 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

#29

2015 Burgundercuvèe (Georgium)

マールボロ・バウンダリー・ファーム・ソーヴィニョン・ブラン /  マヒ

オーストリア / ニーダーエスタライヒ州  【リースリング100％】

ニュージーランド / 南島  【ソーヴィニョン・ブラン100%】

ブルグンダー・キュヴェ /  ゲオルギウム

2018 Monterey Chardonnay (Le P'tit Paysan)
#26

2017 Marlborough Sauvignon Blanc (Mahi)

アメリカ合衆国 / カリフォルニア州【シャルドネ100％】

#27

2021 Velue Riesling (Bioweingut Johannes Zillinger)

#24

ソミュール・ブラン /  シャトー・ド・ヴィルヌーヴ

ムルソー・レ・ナルヴォー /  ドメーヌ・ジャン・フェリー・エ・フィス

#25

フランス / ブルゴーニュ地方 / コート・ド・ボーヌ地区  【シャルドネ100%】

White Wine

2020 Muscadet Hors-Série (Domaine Bregeon)
#22 ミュスカデ・オール・セリ /  ドメーヌ・ブレジョン

#23
フランス / ロワール河流域 【シュナン・ブラン100%】



4700yen

[税込5170yen]

ミネルヴォワ・アルバレット・エ・コクリコ /  ドメーヌ・ジャン・バティスト・セナ

5500yen

[税込6050yen]

12000yen

[税込13200yen]

4700yen

[税込5170yen]

5000yen

[税込5500yen]

ロダイ・ナーリー・ヘッド・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

5800yen

[税込6380yen]

5800yen

[税込6380yen]

7500yen

[税込8250yen]

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％】

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

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%】

#31 カオール・レ・カラド /  ル ヴァン デ ジュール
フランス / 南西地方 【マルベック100%】

2015 Cote Rotie Chateau de Montlys (Domaine Christophe Semaska)

#37
イタリア / ピエモンテ州 【ネッビオーロ100%】

2020 Lodi Gnarly Head 1924 (Delicato Family Vineyards)
#34

2018 Limniona (Domaine Zafeirakis)
#35

2017 W.O. Stellenbosch Syrah Faure Vineyard (Craven Wines)
#36 ステレンボッシュ・シラー・フォール・ヴィンヤード /  クラヴァン・ワインズ

2013 D.O.C.G. Barolo Riserva (Cooperativa Fra Porduttori)
バローロ・リゼルヴァ・コルナーダ /  コーペラティヴァ・フラ・プロデュットーリ

南アフリカ / 西ケープ州 【シラー100％】

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%】

2020 Art.Terra Organic (Casa Relvas lda)

Red Wine

2020 Minervois Arbalète (Domaine Jean-Baptiste Senat)
#30

フランス / ラングドック地方 【グルナッシュ90％＋シラー10％】

#33 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

#32 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

2019 Cahors Les Calades  (Le Vent des Jours )


