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【税抜き価格表示です】 
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【Vin Mousseux/ Sparkling Wine】 

スパークリングワイン 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

11,Les Jours Vin Mousseux                       

￥6500                        

レ・ジュール ヴァンムスー（トラミエ） 

フランス ブルゴーニュ地方 

品種：シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・ノワール、グルナッシュ・ブラン 

特徴：果実味の多い辛口 

柑橘の香りが爽やかなに感じられ、キメ細やかな泡が心地よく広がります。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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【税抜き価格表示です】 

【Champagne/ Sparkling Wine】 

シャンパーニュ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

12,Royer Brut Reserve                           ￥8800 

ロワイエ ブリュット  

フランス シャンパーニュ地方  

品種：ピノ・ノワール、シャルドネ 

特徴：コクのある、やや辛口 

2 年以上の瓶熟を経てからリリースされるロワイエ家のスタンダード・キュヴェ。 

バランスの良い酸とミネラルに、優しい果実味が合わさった心地よい味わいです。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

13,14,Champagne Barons de Rothschild                フル￥12000  ハーフ￥6500 

バロン ド ロスチャイルド 

フランス シャンパーニュ地方 

品種：ピノ・ノワール、シャルドネ 

特徴：コクのある辛口 

ロスチャイルド家の精神的価値を代表するシンボルとして、世界でも最も名声の高いワイ

ンの一つであるシャンパーニュを造ろうと考案されたのがシャンパーニュ・バロン・ド・ロ

スチャイルドです。アッサンブラージュによりバランスを追求したキュヴェです。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

15, LOUIS ROEDERER COLLECTION 242                                     ￥15000 

ルイ・ロデレール （コレクション 242 NV） 

フランス シャンパーニュ地方 

品種：シャルドネ、 ピノノワール、 ピノムニエ 

特徴：深みのある辛口 

こちらの「コレクション」ではブレンドによって異なるヴィンテージやテロワールを表現す

るという、新しいコンセプトのもとつくられています。繊細で複雑なルイ・ロデレールなら

ではのスタイルを表現しながらも、ブドウ本来のピュアで凝縮した旨味が一層引き立つ仕

上がりです。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

【税抜き価格表示です】 
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【Vin Blanc / White Wine】 

白ワイン フランス ブルゴーニュ 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

21,Jean Marc Brocard Chablis Sainte Claire                 ￥9000 

シャブリ ジャンマルク ブロカール 

フランス、ブルゴーニュ地方 シャブリ地区 

品種：シャルドネ 

特徴：フレッシュな酸味のある辛口 

シャブリ地区屈指のビオディナミ生産者。とてもフレッシュでバランスがよく、心地よい酸

とフィニッシュのミネラル感が特長の辛口代表白ワイン。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

22, Seguin Manuel Bourgogne Chardonnay                         ￥12000 

セガン マニュエル  

フランス、ブルゴーニュ地方 ボーヌ地区 

品種：シャルドネ 

特徴：樽香のある辛口 

上品系・正統派シャルドネ。シュールリーにて 9ヶ月熟成させます。柑橘系の香りと、熟し

たりんご、蜂蜜香も感じられ。たっぷりとしたコクと旨みを楽しませてくれます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

23, Michel Niellon Chassagne-Montrachet                        ￥18000 

ミッシェル・ニーロン シャサーニュ・モンラッシェ 

フランス、ブルゴーニュ地方 ボーヌ地区  

品種：シャルドネ  

特徴：樽香、骨格のある辛口  

本当に素晴らしく感動的なワインです。偉大なるシャサーニュ・モンラッシェ、テロワール

をしっかりと感じさせる満足感たっぷりの白。あのロバート.パーカー氏に「世界のシャル

ドネ生産者のベスト 5 の一人」と評され、所有畑はわずか 6.5ha、年間生産本数も 4000 本

程で、ワインの入手が非常に困難といわれる最高峰の生産者です。古木から低収量のワイン

を造るのが最上という考えを持ち、ブドウは 1926 年に植えられたものと 1962～1968 年に

植えられたものを主に使用しています。酸度と果実のバランスに優れ、豊満さを感じさせる

シャサーニュ・モンラッシェの王道をいく仕上がりです 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

【税抜き価格表示です】 
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【Vin Blanc / White Wine】 

白ワイン フランス ボルドー 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

24,Gulliver Blanc                                    ￥8500 

ギュリヴェール  

フランス ボルドー地方 

品種：ソーヴィニヨン・ブラン 

特徴：フルーティーな辛口 

ボルドーのソーヴィニヨンらしく、余韻まで新鮮なフルーツ感と口当たりの良さ を感じま

す。シトラスや白桃、ハーブに、フローラルの香りが伴い一層華やかな印象です。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

25,Chateau Charron Acacia                         ￥13000 

シャトー シャロン アカシア 

フランス、ボルドー地方 

品種：ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン 

特徴：深い果実味、辛口 

樽熟成による風格と高級感あふれる香り。セミヨンの旨み、ソーヴィニヨンの爽快でレモン

のようなキリっとした辛さも備えます。果実の密度が高い存在感のある１本です。 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【税抜き価格表示です】 
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【Vin Blanc / White Wine】 

白ワイン その他 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

26,Domaine de Gourgazaud Chardonnay                    ￥8500 

グールガゾー 

フランス、ラングドック地方 

品種：シャルドネ 

特徴：樽香のある辛口 

厚みのある果実味と樽熟成による、まろやかでコクのある味わいが魅力です。ブルゴーニュ

の高級ワインを思わせるワインです。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

27, Bott Geyl Riesling Jules Geyl                      

ボット ゲイル                                       ￥9000   

フランス、アルザス地方 

品種：リースリング  

特徴： 香り、果実味共に高いワイン 

完熟した黄リンゴ、洋梨を思わせる香り。アルザスという北部のワインの名醸地でありな

がら、どこか南の暖かさを感じさせるリースリング。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

28, Ragotiere Muscadet Sevre et Maine Sur Lie               ￥8500   

ラゴティエール  

フランス、ロワール地方 

品種： ミュスカデ 

特徴： キレのある辛口 

雑味の少ない爽やかな果実味と、柔らかなミネラル。 

醗酵中に発生した澱を取り除かず、そのまま残し、ワインと一緒に数ヵ月保存すること

で、澱由来の複雑味や旨味をワイン中に引き出すロワールならではのシュールリー製法が

特徴の白ワイン。 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 
【税抜き価格表示です】 
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【税抜き価格表示です】 
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【Vin Rouge / Red Wine】 

赤ワイン フランス ボルドー 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

41,Chateau Ricaudet                            ￥9000 

シャトー リコーデ 

フランス、ボルドー地方 メドック地区 

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー 

特徴：骨格のあるフルボディ 

メドック地区で造られるグラマラスなワイン。伸びやかな果実味とタンニン、滑らかで奥行

きのある赤ワインらしさをしっかりと感じられる味わいです。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

42, Berrys' Extra Ordinary Claret                      ￥12000 

ベリーズ（エクストラ・オーディナリー・クラレット） 

フランス、ボルドー地方 グラーヴ地区 

品種：メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン 

特徴：熟成による複雑味のあるフルボディ 

シャトー・ランシュ・バージュを手掛けるボルドーの名門カーズ家のグラーヴにあるシャト

ー・ヴィラ・ベルと BBR のコラボワイン。メルロー50%とカベルネ・ソーヴィニヨン 40%、

カベルネ・フラン 10%のブレンドです。丁寧な樽熟成で仕上げたこのワインは、ブラックベ

リーやブルーベリーのアロマに、杉やスパイス、スミレが重なり、ソフトでシルキーなタン

ニンに支えられリッチで丸みのある味わいです。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

43, Margaux du Chateau Margaux                                  ￥18000                   

シャトー・マルゴー/3rd （マルゴー・デュ・シャトー・マルゴー） 

フランス、ボルドー地方 メドック地区 

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー 

特徴： 骨格を感じさせるフルボディ 

メドック第 1級格付け、あの偉大なるシャトー・マルゴーのサードワインです。 

誰もが憧れる 5大シャトーのサードをどうぞお楽しみください。 

ファーストと比べると飲み頃が早いため、早く楽しめるのもポイントです。 

市場には流通しておらず、生産量、供給量ともに非常に限られている大変貴重なワインです。 

※大変流通量が少なく、在庫がない場合もございます。スタッフにお尋ねくださいませ。 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

【税抜き価格表示です】 
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【Vin Rouge / Red Wine】 

赤ワイン フランス ブルゴーニュ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

44,Rochebin Bourgogne Rouge Vieilles Vignes                    ￥9000                     

ロシュバン ＶＶ  

フランス、ブルゴーニュ地方 マコネ地区 

品種：ピノ・ノワール 

特徴：苺のような赤い果実味のミディアムボディ 

マコンで家族経営をしているドメーヌ。 樹齢 50 年以上の古木からとれる葡萄を手摘みで

収穫、ピュアな果実味が自慢です。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

45, David Duband Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge          ￥13000             

ダヴィド デュバン  

フランス、ブルゴーニュ地方 コート・ド・ニュイ地区 

品種：ピノ・ノワール 

特徴：奥行きある味わいのミディアムボディ 

今や数々の三ツ星レストランのワイン・メニューにもオン・リストされる注目の若手醸造

家です。シルキーでエレガントながらも、程よく甘やかな雰囲気もあり、凛としたミネラ

ルがワインに気品を与えています。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

46, Michel Guillard Gevrey-Chambertin                        ￥18000   

ジュヴレ・シャンベルタン（ミッシェル・ギーヤール） 

フランス、ブルゴーニュ地方 コート・ド・ニュイ地区 

品種：ピノ・ノワール 

特徴： 奥行きある味わいのミディアムボディ 

芳醇な果実味に柔らかい酸が丸くなり優しさを醸し出しています。ギーヤールらしい、繊細

な優しさを感じる味わいになっております。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

【税抜き価格表示です】 
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【Vin Rouge / Red Wine】 

赤ワイン その他 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

47, Côtes du Rhône Rouge Valvigneyre Anthony Paret           ￥8000              

ヴァルヴィニエール  

フランス、コート・デュ・ローヌ地方 

品種：シラー 

特徴：凝縮した果実味のあるミディアムボディ 

本来サン・ジョゼフの畑の区画の葡萄の若木をセレクション。深く広がる味わい、適度な

ボリューム感で凝縮した果実味が豊富のミディアムボディです。 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

 

48, Glenelly Estate Reserve Red                     

￥8500                                                                                           

グレネリー エステート  

南アフリカ、ステレンボッシュ 

品種： カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー 

特徴：しなやかさを持つフルボディ 

五大シャトーの立ち並ぶメドック2級のシャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・

ド・ラランドの元オーナーが南アフリカに移ってフレンチ・スタイルのワインを生産して

います。十分な瓶内熟成を経て出荷のため、飲み頃。濃厚でなめらか、しっかりしたボデ

ィのワインです。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

49, ENIRA                                                          ￥8500          

エニーラ  

ブルガリア、バザルジク 

品種：メルロー、カベルネ・フラン 

特徴：味わいのバランスが良いフルボディ  

ワイン・アドヴォケイトにてロバート・パーカーから 100 点満点を獲得したボルドーの超

高級ワイン「ラ・モンドット」(サンテミリオン地区プルミエグランクリュ B)で有名なナ

イペルグ伯爵が、ボルドーにおけるワイン造りと同様の哲学をもって手掛けたブルガリア

ワインです。まろやかで甘やかな赤い果実の香りが印象的。豊かな果実味ときれいな酸

味、そして丸みのあるタンニンのバランスがよくエレガントな味わいです。 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

【税抜き価格表示です】 


