
ワイナリー名 容量
商品名 VT

eva0928 デュロン 750 白 12 フランス - - 辛口 ¥1,300 アイレン 80%、ユニ・ブラン 20%

ヴーヴ・アルバン・ヴァン・ムスー・ブリュット NV

テイスティングメモ

eva1113 ヴーヴ・アンバル 750 白 12 フランス - - 辛口 ¥1,400 アイレン100%

シャルル・ランヴィル

グラン・レゼルヴ・ブラン・ド・ブラン・ブリュット
NV

テイスティングメモ

eva1458 An'J 750 白 12 フランス - 辛口 ¥1,600
セミヨン50%、ユニブラン41%、コロンバール5%、シャルドネ2%、

ミュスカ2%

ルイ・フィリベール・ブラン・ド・ブラン・ブリュット NV

テイスティングメモ

eva1500 ヴーヴ・アミオ 750 白 12 フランス ロワール地方 A.O.C.クレマン・ド・ロワール 辛口 ¥2,500 シュナン・ブラン70％、シャルドネ15％、カベルネとグロロー15％

ヴーヴ・アミオ・ジェイ・デ・ヴィラレ・クレマン・ド・ロ

ワール・ブリュット
NV

テイスティングメモ

eva1234 ユニオン・デ・ギュイエンヌ 750 白 12 フランス ボルドー地方 A.O.C.クレマン・ド・ボルドー 辛口 ¥2,500 セミヨン95％、カベルネ・フラン5％

ルイ・ヴァロン・クレマン・ド・ボルドー・ブリュット NV

テイスティングメモ

eva0073 アーサー・メッツ 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C.クレマン・ダルザス 辛口 ¥2,500
ピノ・ブラン 40%、ピノ・ノワール 30%、ピノ・グリ 20%、リースリン

グ 10%

ジー・ペー・ミュラー・クレマン・ダルザス NV

テイスティングメモ

eva0931 シャンパーニュ・ジャック・ブサン 750 白 12 フランス シャンパーニュ地方 A.O.C.シャンパーニュ 辛口 ¥4,500 ピノ・ノワール70％、シャルドネ30％

シャンパーニュ・ジャック・ブサン・グラン・クリュ・ブ

リュット・トラディション
NV

テイスティングメモ

eva0934 シャンパーニュ・フロマンタン・レクラパール 750 白 12 フランス シャンパーニュ地方 A.O.C.シャンパーニュ 辛口 ¥5,000 ピノ・ノワール70.5%、シャルドネ29.5%

５月中旬

再入荷予定 シャンパーニュ・フロマンタン・レクラパール・グラン・ク

リュ・エキストラ・ブリュット
NV

テイスティングメモ

eva0936 シャンパーニュ・フロマンタン・レクラパール 750 白 12 フランス シャンパーニュ地方 A.O.C.シャンパーニュ 辛口 ¥5,500 ピノ・ノワール100%

シャンパーニュ・フロマンタン・レクラパール・グラン・クリュ・ブ

リュット・ブラン・ド・ノワール
NV

テイスティングメモ

eva1297 アーサー・メッツ 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス 辛口 ¥1,800 リースリング 100%

ジー・ペー・ミュラー・リースリング 2013

テイスティングメモ

eva1519 ドメーヌ・ヴィニコール・デ・ヴィッレ・デ・コルマール 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス やや辛口 ¥3,100 ピノ・グリ、リースリング、ゲヴュルツトラミネールほか

オスピス・ド・コルマール　ジャンティ 2014

テイスティングメモ

eva1520 ドメーヌ・ヴィニコール・デ・ヴィッレ・デ・コルマール 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス 辛口 ¥2,900 リースリング 100%

オスピス・ド・コルマール　リースリング 2013

テイスティングメモ

eva1518 ドメーヌ・ヴィニコール・デ・ヴィッレ・デ・コルマール 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス 辛口 ¥3,000 ピノ・グリ　100%

オスピス・ド・コルマール　ピノ・グリ 2012

テイスティングメモ

eva1680 ジェラルド・ヌーメイヤー 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス 辛口 ¥2,100 ピノ・グリ、オーセロワ、シルヴァネール、ミュスカ

ドメーヌ・ジェラルド・ヌーメイヤー・エデルツヴィッ

カー・J
2014

テイスティングメモ

eva1636 ジェラルド・ヌーメイヤー 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス 辛口 ¥2,300 ピノ・ブラン　100％

ジェラルド・ヌーメイヤー・ピノ・ブラン・ラ・チューリッ

プ
2014

テイスティングメモ

eva1637 ジェラルド・ヌーメイヤー 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス 辛口 ¥2,400 リースリング100％

ジェラルド・ヌーメイヤー・リースリング・レ・ゾスピス 2014

テイスティングメモ

eva1638 ジェラルド・ヌーメイヤー 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス 辛口 ¥4,200 リースリング100％

ジェラルド・ヌーメイヤー・リースリング・グランク

リュ・ブリュンデルタール
2013

テイスティングメモ

eva1578 ドメーヌ・サン・レミィ 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス 辛口 ¥2,400 リースリング 100%

サン・レミィ　リースリング・ヴィエイユ・ヴィーニュ 2013

テイスティングメモ

eva1303 ドメーヌ・サン・レミィ 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス 辛口 ¥2,800 ゲヴュルツトラミネール100％

サン・レミィ　ゲヴュルツトラミネール・ヴィエイユ・

ヴィーニュ
2013

テイスティングメモ

eva1304 ドメーヌ・サン・レミィ 750 白 12 フランス アルザス地方 A.O.C. アルザス 辛口 ¥4,700 リースリング　100％

サン・レミィ　リースリング・グラン・クリュ・シュロスベ

ルク
2012

テイスティングメモ

eva1472 ドメーヌ・ポール・ドウチェ・エ・フィス 750 白 12 フランス ロワール地方 A.O.C. サンセール 辛口 ¥2,600 ソーヴィニョン・ブラン100％

ポール・ドウチェ　サンセール・ブラン 2014

テイスティングメモ

eva1471 ドメーヌ・ドミニク・パビオ 750 白 12 フランス ロワール地方 A.O.C. プイィ・フュメ 辛口 ¥2,600 ソーヴィニヨン・ブラン100％

プイィ・フュメ・レ・ヴィエィユ・テッレ 2014

テイスティングメモ

eva1600 ドメーヌ・ローラン・ラヴァンテュルー 750 白 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.シャブリ 辛口 ¥2,900 シャルドネ 100%

ドメーヌ・ローラン・ラヴァンテュルー・シャブリ 2014

テイスティングメモ

eva1599 ドメーヌ・ローラン・ラヴァンテュルー 750 白 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.シャブリ 辛口 ¥3,100 シャルドネ 100%

ドメーヌ・ローラン・ラヴァンテュルー・シャブリ・ヴィ

エィユ・ヴィーニュ
2014

テイスティングメモ

24

超難関と言われるシャブリ・ワイン・アワード最高評価を獲得。地元フランスの重要ワインガイド「ギッド・アシェット」にも度々掲載されています。

平均樹齢50年を越える古樹ブドウから仕込まれるのは、 年間わずか5000本。厳選された原料のみから造られる、希少価値の高い1本で

す。

21

フランスの重要ワインガイド「ギッド・アシェット」連続掲載＆「デカンター誌」高評価の１本。

潔いぐらいのフレッシュ感、凛として清々しい美しきサンセールです。飲み干した後のエレガントな余韻も格別です。

22

ロワール白の銘醸地、プイイ・フュメの掘り出し物!ワイン。

2013年ヴィンテージでは【ジルベール＆ガイヤールガイド】にて91/100点を獲得。 なめらかな口当たりと、溢れ出すジューシーな果実味が

魅力で、爽やかさの中に少しリッチな柔らかさが感じられるワインです。

23

シャブリコンクールで単独No.1を獲得。

シャブリの愛すべきキャラクターである素晴らしいミネラル感と、 綺麗な酸のバランスに優れた1本です。

18

オーガニック、ビオディナミ農法デメター認定付きの、注目の造り手が送り出す1本。

トロピカルな印象の黄色いフルーツ、桃やオレンジなどの果実味、フローラルな薫りがふわっと広がります。

19

オーガニック、ビオディナミ農法デメター認定付きの、注目の造り手が送り出す1本。

華やかでトロピカル、エキゾチックな果実味の凝縮感、薔薇などの香りも感じられます。味わいはとろっと感じるほどの果実の凝縮感、柔らかく

穏やかなミネラル感、ほどよくきいた酸味など、大変バランスのよい印象です。

20

アルザスを代表するグラン・クリュ、シュロスベルクのハイコスパワイン。

繊細な白い花の薫り、柑橘系のフルーツに、温かみを感じるフルーツのフレッシュな果実味がふわっと広がります。果実の凝縮感とキメの細か

いミネラル感が味わいの中心で、酸味もフレッシュでバランスがとれていて優しい印象。地層年代は古生代。土壌は花崗岩が中心。

15

2012年よりオーガニック認証を取得した、北部アルザスで3代続く老舗のワイナリ－。

香りは暖かさを感じるオレンジや白桃のような優しい果実味とすっきりと清涼感のある柑橘系のフルーツの香りが混在している印象。酸味、ミ

ネラルともに丸みを帯びて柔らかく、果実味の凝縮感、奥行きもしっかりと感じられる辛口ワインです。

16

2012年よりオーガニック認証を取得した、北部アルザスで3代続く老舗のワイナリ－。香りはフレッシュなグレープフルーツやシトラスのような柑

橘系。味わいはキュッとひきしまった酸味と緻密で透明感のあるミネラル感がピュアで素直。攻撃的な固さはなく、品のいい清楚な印象。余韻

も非常に長く、フィニッシュに心地のいい苦味を少し感じますが、全体的に繊細で優しい味わいです。

17

デカンター誌でも高評価。オーガニック認証取得、北部アルザスを代表するグラン・クリュ。

香りはレモンやグレープフルーツのようなすっきり柑橘系と、やや温かみを感じさせるオレンジのようなほんわか系の果実味が共存している印

象。引き締まったレモニーな酸味とミネラル感がシャープに感じられる一方、まわりはやわらかさに包まれているように広がっていきます。地層年

代は三畳紀、土壌は粘土石灰質。

12

伝統ある“オスピス”が造る、優しくも高貴な味わい。フレッシュな柑橘香に花のアロマ、上品な石油香、そして蜜のようなニュアンスなど、複雑

で豊かなアロマがたっぷりと現れています。凛とした酸となめらかな旨みのコントラストもまた見事です。ムール貝やアサリのワイン蒸しと相思相

愛。

13

“オスピス”といえば、ブルゴーニュの“オスピス・ド・ボーヌ”が有名ですが、この“オスピス・ド・コルマール”もまた同様に、もともとは修道院が慈善

施設として運営していたところです。ピノ・グリの華やかなアロマと柔らかな口当たり、そして美しい酸と豊かな果実味のバランスが心地よい1

本。

14

醸造家と当社リコメンダーがコラボレーションした、オリジナル・ブレンドワインです。2012年よりオーガニック認証を取得した、北部アルザスで3

代続く老舗のワイナリ－。薫りはオレンジや完熟グレープフルーツなどの温かみのある優しい柑橘系。穏やかで柔らかい酸味、すっと芯の通った

透明感のあるミネラル感、清涼感のあるき繊細な広がり。ゆったりと広がる落着きのあるふくよかさが心地良い味わいです。

9

5世代続く特級シャンパーニュの、ブラン・ド・ノワール。

最高級格付けブージィ村のグランクリュの特級ピノ・ノワール100%からなる ブラン・ド・ノワールで、高級感あるコク旨味が素晴らしい1本で

す。

10

コストパフォーマンスが魅力、シャキッと爽快なレモンの香りに心地よいミネラル感!が特長です。

リースリング特有の柑橘類や桃の香りがたっぷりと漂い、花のアロマとミネラル感も心地よいアロマティックなワイン。キレのよい酸味と豊かな果実

味のバランスも絶妙で、飲むほどになめらかさとボリューム感が増してきます。

11

アルザス品種の魅力が存分に感じられる、華やかなブレンドです。しなやかで力強いピノ・グリに、リースリングの清冽さ、そしてなめらかでスパイ

シーなゲヴュルツトラミネール。フレッシュで清々しい一口目の後に続くのは、完熟フルーツの充実感。飲むほどにさまざまな表情が垣間見える

１本です。魚介類のマリネやムニエル、野菜料理との相性も抜群。

6

アルザスを代表する４品種の絶妙なブレンドが生み出す複雑なフレーバーが堪能できる1本。

口の中に広がるフレーバーは、グレープフルーツ、レモン、くちなしの白い花など、そして余韻には乳酸発酵からくる絞りたてのミルクのようななめ

らかさを感じます。清涼感溢れる味わいは、飲んでいて心地よい春夏向きのスパークです。

7

グランクリュ発、ハイコスパが最大の魅力のシャンパーニュです。

畑はグラン・クリュの村ヴェルズネィの中でも最も高品質と呼ばれる区画、さらにヴェルジィ、アンボネィなど、そうそうたるグラン・クリュの畑を10ha

ほど。ピノ・ノワールの畑を主体にシャルドネの畑を所有しています。

8

極辛口に近いエキストラ・ブリュット・シャンパーニュ。通常生産されない、希少限定品です。

ドサージュも控えめでブドウ本来の旨味を存分に味わうことが出来、優美な味わいの奥深さが楽します。

3

ボルドー産ヴァン・ムスー。セミヨン主体のふくよかな味が絶妙で、黄色い花や果物のアロマに、ユニ・ブランのすっきりした酸味とほろ苦さがプラ

スされ、芳醇かつ後味の良い、キレや喉越しまで美味しい味わいが楽しめます。

4

高品質クレマン・ド・ロワール。

1884年創設なる歴史ある老舗が生み出す上質クレマンは、とにかく上質でキメ細やかな泡が特長。ふくよかな果実味、キレの良い喉越し

が楽しめます。

5

フランス最大級のワインコンクール 『パリ農業コンクール 2013』 、さらにクレマンばかりを集めた 『クレマン・コンクール 2014』 ゴールドメダルを

獲得したダブル金賞のクレマンです。

使用品種

フランス

1

創業140年の、ボルドーでも10の指に数えられる老舗ワイナリー。

ほのかに果実の甘さを感じさせるフルーティでボリューム感あるテイスト、シトラスとリンゴの果実味がシュワシュワっと弾け、グレープルーツの皮を

思わせるほろ苦さが後味に続きます。

2

100年以上の歴史を持つスパークリング専門の造り手が放つ、特別キュヴェ。

清潔感漂う高品質スパークリングは、クリアなゴールデンイエロー、活気に満ちたバブルが勢い良く立ち昇る輝かしさがあります。優雅で心地良

いアロマは、白い花、シトラス、桃、アプリコットなど、透き通るような香りで、新鮮でたっぷりの果実味が口いっぱいに広がります。

EVAWINE　2016年春試飲会　ワインリスト
No. 商品コード 色 入数 国 地方 原産地呼称 味わい 希望小売価格



eva1287 ドメーヌ・モーリス・エカール 750 白 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.ブルゴーニュ 辛口 ¥2,300 シャルドネ 100%

ドメーヌ・モーリス・エカール ブルゴーニュ・シャルド

ネ・レ・ペリエール
2012

テイスティングメモ

eva1361 モワヤール・グリヴォ 750 白 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.ブルゴーニュ 辛口 ¥3,000 シャルドネ 100%

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ブラン 2011

テイスティングメモ

eva1510 ドメーヌ・ヴァンサン・ソヴェストル 750 白 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.サントネ 辛口 ¥3,600 シャルドネ 100%

ドメーヌ・ヴァンサン・ソヴェストル　サントネ・ブラン 2011

テイスティングメモ

eva0956 モワヤール・グリヴォ 750 白 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.リュリー 辛口 ¥3,500 シャルドネ 100%

リュリィ・プルミエ・クリュ ・レ・グレシニィ・ 2011

テイスティングメモ

eva1509 ドメーヌ・ヴァンサン・ソヴェストル 750 白 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.ラドワ 辛口 ¥3,700 シャルドネ 100%

ラドワ・ブラン 2012

テイスティングメモ

eva1293 パトリック・クレメンス 750 白 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.ボーヌ 辛口 ¥5,900 シャルドネ 100%

ボーヌ・プルミエ・クリュ・シャン・ピモン 2012

テイスティングメモ

eva0609 シャルトン・エ・トレブュッシェ 750 白 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.シャサーニュ・モンラッシェ 辛口 ¥7,100 シャルドネ 100%

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・アン

バゼ
2010

テイスティングメモ

eva1513 ドメーヌ・ローラン・スーニ 750 赤 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.ブルゴーニュ ライトボディ ¥2,400 ピノ・ノワール100%

ブルゴーニュ　ピノ・ノワール 2013 2013

テイスティングメモ

eva1512 ドメーヌ・モワヤール 750 赤 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.オート・コート・ド・ニュイ ミディアムボディ ¥2,800

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ピノ・ノワー

ル
2013

テイスティングメモ

eva1511 ドメーヌ・ヴァンサン・ソヴェストル 750 赤 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.ラドワ ミディアムボディ ¥3,500 ピノ・ノワール100%

ラドワ・コート・ド・ボーヌ “レ・シャイヨ” 2013

テイスティングメモ

eva1514 モワヤール・グリヴォ 750 赤 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.マルサネ ミディアムボディ ¥3,400 ピノ・ノワール100%

マルサネ・ルージュ 2013 2013

テイスティングメモ

eva1291 モーリス・エカール 750 赤 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.サヴィニィ・レ・ボーヌ
ミディアム・フルボ

ディ
¥4,400 ピノ・ノワール 100%

サヴィニィ・レ・ボーヌ・プルミエ・クリュ レ・セルパン

ティエール
2011

テイスティングメモ

eva1292 ヴァンサン・ソヴェストル 750 赤 12 フランス ブルゴーニュ地方 A.O.C.ニュイ・サン・ジョルジュ
ミディアム・フルボ

ディ
¥9,400 ピノ・ノワール 100%

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ

レ・サン・ジョルジュ
2009

テイスティングメモ

eva1399 ガバール・ラヴァル 750 白 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー 辛口 ¥1,800
ソーヴィニヨン・ブラン66%、セミヨン27%、ムスカデル

7%

シェ・ド・ラ・トレイユ 2014

テイスティングメモ

eva1466 シャトー・オー・マジネ 750 白 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー 辛口 ¥1,900
ソーヴィニョン・ブラン60%、セミヨン20%、ミュスカデ

ル20%

シャトー・オー・マジネ・ブラン 2014

テイスティングメモ

eva1470 シャトー・ル・グラン・ムーラン 750 白 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー 辛口 ¥2,100 ソーヴィニョンブラン90%、ソーヴィニョングリ10%

シャトー・ル・グラン・ムーラン・ブラン 2013

テイスティングメモ

eva1640 シャトー・ガレス 750 白 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー 辛口 ¥1,900
ソーヴィニョン・ブラン50%、セミヨン40%、ミュスカデ

ル10%

シャトー・ガレス・グラーブ・ブラン 2013

テイスティングメモ

eva1651 シャトー・デュボワ 750 白 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー 辛口 ¥2,500
ソーヴィニョン・ブラン50%、セミヨン45% ミュスカデル

5%

フルール・アマンディーヌ・デュ・シャトー・デュボワ・

シャロン
2012

テイスティングメモ

eva1683 シャトー・スビロー 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,600

メルロー90％　カベルネ・ソーヴィニョン5％ カベルネ・

フラン5％

シャトー・スビロー 2014

テイスティングメモ

eva1690 シャトー・ロック・ド・マンヴィエル 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー ミディアムボディ ¥1,500 メルロー 80％、 カベルネ・ソーヴィニョン 20％

シャトー・ロック・ド・マンヴィエル 2014

テイスティングメモ

eva1409 シャトー・デュボワ 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,800 メルロー 80％、 カベルネ・ソーヴィニョン 20％

シャトー・デュボワ・グラモン 2012

テイスティングメモ

eva1524 カーヴ・コーペラティブ・デ・クインサック 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,500 メルロー85％、 カベルネ・ソーヴィニョン15％

パヴィヨン・レルミタージュ 2012

テイスティングメモ

eva1463 ベイル・ムーラン 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,800 ロー90%、カベルネソーヴィニョン10%

シャトー・バイエレット 2012

テイスティングメモ

eva1525 ジリー・ド・ブレット 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー・シュペリュール
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,800

メルロー70%、カベルネソーヴィニョン 20%、カベル

ネフラン 10%

シャトー・セギノー 2012

テイスティングメモ

eva1687 ユニオン・デ・プロダクテュール・サン・テミリオン 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C.　カスティヨン・コード・ド・ボルドー
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,800

メルロー75%、カベルネフラン 13% 、カベルネソー

ヴィニョン 12%

ロワ・シャルル 2012

テイスティングメモ

48

【ジルベール＆ガイヤール・ワインガイド金賞】

まばゆいゴールドのラベルに負けない華やかなアロマとたっぷりと香り立つ赤系ベリーのフレッシュ感。タンニンも程よく、飲みごたえも十分です。

49

【ボルドー・ワインコンクール金賞】

極旨ワインを生み出す隠れた銘醸地、カスティヨンの秘蔵ワイン。メルローの魅力がたっぷりと詰まった、濃密なベリー感と優雅な飲み心地が

特長です。完熟した果実味と柔らかな酸、上品な渋みの絶妙なバランスが心地よい1本。

45

【ボルドー・ワインコンクール金賞】

真っ赤な果実味がフレッシュに弾ける、ジューシーで軽やかな飲み口と心地よい渋み。愛らしい果実の魅力が活きるミディアムボディタイプで、

少し冷やしても美味しいフルーティーなワインです。

46

【ジルベール＆ガイヤール・ワインガイド金賞】

小粒なベリー感が高貴な印象、しなやかな味わいがエレガント。濃密なブラックベリーの果実味とスパイシーなアロマが感じられ、柔らかな飲み

口にして飲み応えはしっかりのボディ感です。加えて、黒系果実が口中で美しく引き立つ絶妙なバランスです。

47

【ベルリン・ワイントロフィー金賞】

みずみずしくフレッシュにはじける果実味。つややかな赤いベリー感をたっぷり満喫できるジューシーな1本です。渋みは少なくまろやかな味わい

で、いきいきとした酸と軽快な飲み口が楽しめます。

42

オーゾンヌの元醸造長が生み出す白ワイン。

アカシアやジャスミンの柔らかな香りに、オレンジなどの柑橘のフレッシュ感が絶妙に溶け込む優雅なアロマ。一口飲むと、白桃や洋ナシを思わ

せるジューシーな果実味が口中いっぱいに広がります。なめらかな舌触りと丸みのある味わいです。

43

元祖シンデレラワインとして、短期間のうちに高級ボルドーワインの座に上りつめた、[シャトー・ド・ヴァランドロー]。

【神の手】を持つその造り手が、思う存分手間ひまかけて造ったワインです。

44

【ジルベール＆ガイヤール・ワインガイド金賞】

美しい果実味にシルキーな飲み心地のエレガントなボルドーワインで、なめらかでジューシーな味わい。穏やかなタンニンがとても上品です。

39

【パリ農業コンクール金賞受賞】

爽快でみずみずしい柑橘香、桃の香りとグレープフルーツのほろ苦さが感じられます。ピチピチとしたフレッシュ感もあり、キレのよい味わいと同

居する丸い果実味とミネラル感が楽しめます。

40

【ジルベール＆ガイヤール・ワインガイド金賞受賞】

さわやかなレモンの香りにグレープフルーツのほろ苦さ、なめらかな舌触りに引き続き、みずみずしい酸が口中を潤し、清涼感をもたらします。グ

レープフルーツにかぶりついたときのようなジューシーな果実味がたっぷりと広がり、後味には優しい蜜のニュアンスがふわり。わずかにビターな余

韻が、すっきりとした飲み心地をさらに強調しています。41

【マコン・ワインコンクール金賞受賞】

グラーヴらしい爽快かつ高貴なアロマ。グレープフルーツやシトラスの爽やかな香りに、心地よいミネラル感が溶け込みます。さらにハーブのような

フレッシュなニュアンスも感じられ、洗練された酸が凝縮感のある果実味を美しく引き締めています。

36

最も熱烈で香り高いサヴィニィ最高のワイン。

ピュアな果実味由来の甘い香りに、コショウのようなスパイシーな風味が感じられる一方、タンニンと酸は程好く、それにより口当たりは比較的

なめらかな味わいに仕上がっています。

37

グラン・クリュを凌ぐ風格を持つ、素晴らしい出来のプルミエ・クリュワイン。

リッチで芳醇なのにエレガント、そして香りも優雅で華やかです。豊富なミネラルと洗練された酸に加え、もちろんニュイ特有の鉄や土の風味

も。タンニンが甘く、それが濃密なピノの果実味と融合し、心地好い余韻と、飲み干したグラスの残り香として満足感を与えてくれます。

38

爽やかでありながら優雅な味わいの、気品あふれるボルドー白。

花の香りと果実味。少しトロピカルなパッションフルーツやライチの香りに、ナシと白桃のみずみずしさが重なり、とても心地よい香りです。

33

造り手は、創業1851年、フランス革命以前から畑を所有するニュイの名門ドメーヌです。

ほのかな樽香を伴う華やかな香りに、まろやかなタンニンと酸。スミレやブラックベリー、ラズベリーのニュアンスを持つピノは、ニュイらしく胡椒など

のスパイスも垣間見せる辛口に仕上がっています。しっかりとした骨格とボディを備えた大人の風味が楽しめます。

34

特級畑に接する絶好ロケーション、コルトンの丘のアペラシオンから産み出される、 バランスに優れ豊かな果実味を持つ風味の良いピノ・ノ

ワールです。果実味の上品な甘みを包む、シルキーなタンニンに適度な酸味。それに赤い木の実や樽由来の木質のニュアンス、そしてほのか

なスパイスに土、鉄分。時間の経過により特級などが持つシガーの風味も垣間見える、複雑で上質な1本です。

35

名門生産者によるコート・ドールの村名赤ワイン。造り手は、ロバート・パーカーも高く評価した、 5代続くブルゴーニュ名門ネゴシアンです。ブ

ラックベリーやカシスのニュアンスとなめらかな口当たりで、親しみやすい味わいの1本です。

30

ブルゴーニュの代名詞とも言える、ボーヌ1級の白ワイン。当たり年といわれる2012年ヴィンテージで、 香りは穏やかながら豊かなミネラルの深

みと、濃厚なリンゴの蜜のニュアンス、それに付随するほのかなオークとアーモンドの風味が複雑に絡み合います。芳醇でフルーティーなシャルド

ネの丸みのある味わいが魅力的な1本。

31

世界最高峰「モンラッシェ」を生むシャサーニュ村の最上1級畑産シャルドネ。

マンゴーやパッションフルーツなどの、少し南の産地のシャルドネが持つトロピカルフルーツの香りが感じられます。それにトーストやアーモンド、さ

らにミネラルも豊富で、それらが品の良い酸とマッチしてワイン全体を引き締めています。

32

名門評価誌「ギッド・アシェット」で一つ星を獲得した、知られざるドメーヌからのハイコストパフォーマンスな1本。

グラスを近づけただけで豊かな赤い木の実の風味がハッキリと感じられ、作柄の良い年のピノノワールらしい、甘く新鮮な果実味がチャーミング

です。安定感のある味わいは、どんなシーンにもオススメできます。

27

白の銘醸「シャサーニュ・モンラッシェ村」に隣接し、驚くほど良質の白ができる、とロバート・パーカーも推奨したアペラシオン。

華やか且つエレガントで、まったりとした上質なハチミツの甘みが 後を引き、良質でバランスよい風味が楽しめます。

28

『ブラインドで試飲するとピュリニィ・モンラッシェの1級ものと誤りかねない』と、ロバート・パーカーも推奨したフィネスを備えたコート・シャロネーズ

白。

ひと口目の印象は樽の風味に負けないしっかりとした果実味と、スパイシーな辛口の風味が同居。また、豊富なミネラルに、スミレや白い花な

どのニュアンスが上品で、それに伴うビターな味わいとのバランスも素晴らしい1本です。29

年産8500本のみ、希少価値の高いインパクトある1本です。

2012年ヴィンテージは濃密で芳醇。香りとミネラル感は「コルトン・シャルルマーニュ」のよう、飲み口と 味わいには両モンラッシェ村のワインに

通じる濃密さを感じます。

25

ロバート・パーカーも絶賛した、ブルゴーニュ白ワイン。

ACブルゴーニュとは思えないトロッとした質感、 華やかな香りにしっかりとした味わい。コストパフォーマンスもよく、デイリーに楽しめる1本です。

26

グレート・ヴィンテージの2011年らしい、成熟度の高い果実味。

クリアーで淡いイエローの色調に、上品で肌理細やかな香り。白桃、レモン、洋ナシ、バラなどの多様なフレーバーとニュアンス。そこに洗練され

た酸と適度なミネラルが重なり、締まったボディと辛口の果実味を見事に演出しています。



eva1688 ユニオン・デ・プロダクテュール・サン・テミリオン 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C.　サン・テミリオン
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,800 メルロー60%、カベルネソーヴィニョン 40%

シャトー・ヴュー・ガルイユ 2011

テイスティングメモ

eva1465 シャトー・ラ・ムーレル 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,500 メルロー 90％、 カベルネ・フラン 10％

シャトー・ラ・ムーレル 2011

テイスティングメモ

eva1464 シャトー・トージオン 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,800 メルロー 70％、 カベルネ・フラン 30％

シャトー・トージオン　ヴィエイユ・ヴィーニュ 2011

テイスティングメモ

eva1215 シャトー・ヴュー・カッサン 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. メドック
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,900 メルロー 60%、カベルネ・ソーヴィニヨン 40%

シャトー・ヴュー・カッサン 2012

テイスティングメモ

eva1449 ドメーヌ・ファーブル 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. オー・メドック
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,800

カベルネソーヴィニョン55%、メルロー40%、プティ

ヴェルド5%

シャトー・ル・シェーヌ 2012

テイスティングメモ

eva1684 ドメーヌ・ファーブル 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. オー・メドック
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,900

カベルネ・ソーヴィニヨン60％、 メルロー 35％、プ

ティ・ベルドー 5％

シャトー・ラ・トネル 2012

テイスティングメモ

eva1478 シャトー・レザルム・ドゥ・ブランド－ 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. ボルドー
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,600 メルロー70％ 、カベルネ・ソーヴィニョン30％

シャトー・レザルム・ドゥ・ブランド－・キュベ・デュ・

クール
2010

テイスティングメモ

eva1685 シャトー・ド・カンブラン 750 赤 12 フランス ボルドー地方 A.O.C. メドック
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,500 メルロー55％ 、カベルネ・ソーヴィニョン45％

シャトー・ド・カンブラン 2009

テイスティングメモ

eva1396 ヴィニュロン・ド・ラバステン 750 白 12 フランス 南西地方 I.G.P.　コンテ・トロザン 辛口 ¥1,200
ソーヴィニョン・ブラン85%、コロンバール5%、ミュスカ

デル5%、ロアン・ド・ルイユ5%
4月初旬

発売予定 テレオ・ソーヴィニョン 2014

テイスティングメモ

eva1670 ヴィニュロン・ド・ラバステン 750 赤 12 フランス 南西地方 I.G.P.　コンテ・トロザン ミディアムボディ ¥1,300 マルベック　100%

テレオ・マルベック 2014

テイスティングメモ

eva1669 ヴィニュロン・ド・ラバステン 750 赤 12 フランス 南西地方 A.O.C. カオール ¥2,500 マルベック　100%

アストロラーベ・マルベック 2012

テイスティングメモ

eva1598 アレクサンドロ・シレッシュ 750 赤 12 フランス - - フルボディ ¥2,500 メルロー65%、 シラー35%

レ・ドゥ・テロワール・ルージュ 2013

テイスティングメモ

eva1473 ドメーヌ・デュ・パラディ 750 白 12 フランス ラングドック地方 I.G.P.　ヴァン・ド・ペイ・ドック 辛口 ¥1,500 ミュスカ・ダレキサンドリー80％、シャルドネ20％

ドメーヌ・デュ・パラディ・ブラン　“ランフィニ” 2014

テイスティングメモ

eva1452 カーヴ・サン・デジラ 750 白 12 フランス ローヌ地方 I.G.P. ラルディッシュ 辛口 ¥1,900 ヴィオニエ100％

カーヴ・サン・デジラ・ヴィオニエ 2014

テイスティングメモ

eva1363 カーヴ・サン・デジラ 750 赤 12 フランス ラングドック地方 I.G.P.ヴァン・ド・ペイ・ダルデッシュ
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,500 シラー 100%

カーヴ・サン・デジラ・シラー・ヴァン・ド・ペイ・ダル

デッシュ
2013

テイスティングメモ

eva1077 シャトー・トゥーランス 750 赤 12 フランス ラングドック地方 A.O.C.ミネルヴォア
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,500

シラー35%、グルナッシュ35%、ムールヴェドル

15%、カリニャン15%

シャトー・トゥーランス 2013

テイスティングメモ

eva1662 セリエ・デ・ドゥファン 750 赤 12 フランス ローヌ地方 A.O.C. コート・デュ・ローヌ ¥1,600
グルナッシュ70％、サンソー15％、シラー10％、ムールヴェードル

５％

マルキーズ・デ・シャルム・コート・デュ・ローヌ・ヴィエ

イユ・ヴィーニュ
2012

テイスティングメモ

eva1663 セリエ・デ・ドゥファン 750 赤 12 フランス ローヌ地方 A.O.C. コート・デュ・ローヌ ¥1,600 グルナッシュ70％、シラー25％、ムールヴェードル5％

レ・クレ・ド・ランクラーヴ・コート・デュ・ローヌ・レゼ

ルヴ・ヴィエイユ・ヴィーニュ
2012

テイスティングメモ

eva1608 ドメーヌ・グラン・ニコレ 750 赤 12 フランス ローヌ地方 A.O.C. コート・デュ・ローヌ
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,600

グルナッシュ70％、カリニャン10％、ムールヴェードル10％、シラー

10％

グラン・ニコレ・コート・デュ・ローヌ 2014

テイスティングメモ

未定 シャトー・レ・ザムルーズ 750 赤 12 フランス ローヌ地方 I.G.P.ヴァン・ド・ペイ・ダルデッシュ
ミディアム・フルボ

ディ
￥2,800（予定） グルナッシュ 100%

3月下旬

発売予定 コトー・ド・ラルデッシュ・グルナッシュ 2012

テイスティングメモ

未定 シャトー・レ・ザムルーズ 750 赤 12 フランス ローヌ地方 I.G.P.ヴァン・ド・ペイ・ダルデッシュ
ミディアム・フルボ

ディ
￥2,100（予定） シラー 100%

3月下旬

発売予定 コトー・ド・ラルデッシュ・シラー 2012

テイスティングメモ

未定 シャトー・レ・ザムルーズ 750 赤 12 フランス ローヌ地方 A.O.C. コート・デュ・ローヌ
ミディアム・フルボ

ディ
￥2,100（予定） シラー 85%、グルナッシュ 15%

3月下旬

発売予定 シャトー・レ・ザムルーズ・コート・デュ・ローヌ・ラ・バ

ルバール
2014

テイスティングメモ

eva1497 ミシェル・ガシェ 750 白 12 フランス ラングドック地方 - 辛口 ¥2,100 ヴィオニエ100％

ミシェル・ガシェ・ヴィオニエ・ヴァン・ド・フランス 2014

テイスティングメモ

eva1262 ミシェル・ガシェ 750 赤 12 フランス ローヌ地方 A.O.C. コート・デュ・ローヌ
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,100 グルナッシュ85％、シラー15％

ミシェル・ガシェ・コート・デュ・ローヌ・セルシウス 2012

テイスティングメモ

eva1604 ミシェル・ガシェ 750 赤 12 フランス ラングドック地方 A.O.C.コスティエール・デュ・ニーム
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,500

グルナッシュ50％、シラー20％、ムールヴェードル

20％、サンソー5％、カリニャン5％

ノストル・パイ・ルージュ・コスティエール・デュ・ニー

ム
2012

テイスティングメモ

72

トロっとしたネクターのような印象の、果実感たっぷりな白ワイン。高級品種ヴィオニエを100％、贅沢に使用しています。

桃、あんずなどのフルーツ感、ワイン王国では最高満点5つ星を獲得。肉厚な果実をかみ締めているようなふくよかな味わい、コストパフォーマ

ンスも非常に良い魅力的な1本です。

73

ロバート・パーカーが選んだ【2013年最も素晴らしく最高にお買い得なワイン】3本の中の1本。

ラズベリーやチェリーの赤果実たっぷりのいい香り、さらにハーブやふんだんなスパイスも加わり、チャーミングかつ官能的な香りが湧き出るように

漂ってきます。

74

ロバート・パーカー大絶賛、93-94点を獲得したワインです。

グラスに注いだ瞬間から、花のような香りをしっかりと感じます。濃厚なエキスと、極めて柔らかい舌触りとともに、スミレの香りが口の中を一杯に

する心地よい味わいです。

69

2013年日本で開催された世界最優秀ソムリエコンクールで見事優勝したパオロ・バッソ氏とのコラボレーションにより生まれた新商品。

南仏らしいグルナッシュの凝縮感がたっぷり味わえる、ハイコスパな1本です。

70

2013年日本で開催された世界最優秀ソムリエコンクールで見事優勝したパオロ・バッソ氏とのコラボレーションにより生まれた新商品。

南仏らしいシラーのスパイシー感がたっぷり味わえる、ハイコスパな1本です。

71

2007年ヴィンテージは、あのフランスの超有力ワイン評価本『ギッド・アシェット』の2010年版で、見事最高満点の三ツ星★★★獲得とさら

にラベル掲載の【クー・ド・クール(=心に残る衝撃的なワイン)賞】のダブル受賞を獲得した超怪物ワイン。

甘味を感じさせる凝縮した果実味、そして外観・香りから想像した以上にタンニンの力強さ、そして豊かな酸味が口の中いっぱいに広がりま

す。

66

パリ農業コンクール金賞。美しい果実味となめらかな旨みがたまらない絶品ローヌです。つややかに熟したチェリーの香りに、ザクロやクランベリー

の明るい果実味とカシスやブラックベリーの濃厚なアロマが絶妙に溶け合う素晴らしいベリー感。一口飲んだ瞬間に口中に広がるなめらかさが

とても心地よく、落ち着いた深みのある味わいにゆったりと満たされる充実の飲み応えです。パテやソーセージと最高のマリアージュ。豚肉料理

とも相性抜群です。67

オランジュ・ワインコンクール金賞。濃厚なブラックベリーやカシスに、リコリスやブラックペッパー、クローヴのスパイシーな香りが溶け込む魅惑的な

アロマ。ふっくらと丸みのあるボディ感と、それを支える緻密なタンニンのバランスが絶妙で、飲み応えもたっぷり。飲むほどに膨らむボリューム感と

まろやかな旨みがとても心地よい味わいです。鴨肉とよく合い、ソテー、鴨鍋、燻製などとの相性は抜群です。

68

ローヌの天才醸造家[フィリップ・カンビ]がコンサルタントをつとめるワインです。

スパイシーさと、赤黒果実のフルーツ感がしっかりと感じられます。濃いルビー色のフルボディで、いきいきとしてスムーズなきめ細かな印象、古

典的ローヌを代表する味わいです。

63

北ローヌの銘酒『コンドリュー』を生み出す高級品種、ヴィオニエ100％の辛口白ワイン。

桃やメロン、パイナップルの香りがたっぷり溶け込んだ、ネクターのような果実味に、アプリコットや紅茶のフレーバー。さらにナッツ類の香ばしい

ニュアンスも感じられる、コクのある複雑な味わいです。

64

スパイシーなシラー100%のワインです。黒果実と、獣のような香りがグラス一杯に立ち込めます。口に含めばきめの細かいしなやかな口当た

りで、非常にエレガント。ブラックチェリーやカシスの完熟した濃厚さとアフターに長く残る余韻は、まるでバラやスミレの大きな花束に顔をうずめて

いるかのようです。

65

マコン・ワインコンクール金賞。優雅でアロマティックな南仏ミネルヴォアワイン。

軽やかなベリー感とバラの香りがとても魅惑的で、なめらかな舌触りと伸びやかな酸が強調するピュアな果実味が特長です。シラーをはじめと

した南仏4品種の絶妙ブレンドが織り成す、複雑な味わい。

60

黒々とした果実味に上質な樽香が柔らかく溶け込む魅惑のアロマ。カシスリキュールを思わせるような紫の果実味に、ブラックベリーのつややか

なアロマ、そしてそれを柔らかく包み込むコーヒーの香ばしさ。力強いタンニンはカオールの真骨頂です。

61

産地の境界を越え、最高品質のブドウだけで造る贅沢で特別なキュヴェ。華やかでエレガントなシラーと絶妙に絡み合う重厚なメルローの味

わいが印象的です。愛好家を呻らせる、複雑で深い味わい。

62

ジルベール＆ガイヤール・ワインガイド金賞。

トロピカルフルーツの甘い香りが口の中一杯に広がります。爽やかな酸味とまろやかな苦味が心地よい、バランスのとれた1本です。

57

【マコン・ワインコンクール金賞】

メドックらしい渋みの効いた、力強い飲み応え!!6年の熟成を経た超大当たり2009年ヴィンテージの充実の味わい!!

濃密なアロマと品格のある優雅な飲み心地はさすがメドック!!

58

グレープフルーツやライムを皮ごと丸かじりしたような、とびきりフレッシュな香りの白ワインです。さらに、青リンゴや若い洋ナシ、ハーブの香りが加

わり、食欲をかきたてられます。

59

パリ農業コンクール金賞受賞。

カシスリキュールのようなリッチなアロマに、プルーンのコンポートを思わせる濃密な果実味。リコリスやクローヴのスパイシーな香りもわずかに溶け

込み、思わず食欲をそそられます。口当たりはまろやかで、しっとりとした紫の果実味と穏やかな酸味のバランスが心地よい味わいです。

54

【ベルリン・ワイントロフィー金賞】「ワインエンスージアスト」誌でも87/100の高得点を獲得。

カベルネ・ソーヴィニョン主体のこのオー・メドックは、オーク樽熟成によるリッチでエレガントな味わいが特長です。優雅なアロマに柔らかな渋みと

旨みの絶妙なバランスが楽しめます。オー・メドックらしい品格を感じる堂々とした味わいです。

55

【ベルリン・ワイントロフィー金賞】のオー・メドックの実力派クリュ・ブルジョワ。

完熟ラズベリーやブルーベリーを思わせる、甘く濃厚な果実味。さらにその果実味にリッチな樽香がふわりと寄り添い、とても華やかな印象で

す。一口飲めば、果実の凝縮感が口中いっぱいに広がり、ジューシーな酸との見事なバランスが感じられます。

56

かわいいハートラベルが、記念日のプレゼントにも最適な1本。2010年のボルドー当たり年は、まさに飲み頃で、滴るようなカシスの凝縮感

に、ラズベリーの甘酸っぱい芳香、そこへふわりと漂う花の香りがとても上品です。明るいトーンの果実味と求心力のある味わいのバランスが美

しく、後味のほろ苦さもまた絶妙なアクセント。真っ赤なイチゴの余韻も印象的です。

51

【ベルリン・ワイントロフィー金賞】

濃厚なカシスのアロマと豊かなベリー感。口中をたっぷりと満たすリッチな果実味が特長です。 緻密なタンニンと美しい酸のボリューム感は飲み

応えも十分で、後味のほろ苦さが引き寄せるまろやかな旨みも程よいアクセントとなっています。

52

【ベルリン・ワイントロフィー金賞】

上品なカシスと花のアロマ、フルーティかつ甘みの少ない軽やかな味わいが好印象。きめ細かなタンニンと渋みのバランスも程よく、心地良い飲

み口の１本です。

53

黒々としたカシスの凝縮感とラズベリーの果実味、わずかなスパイス感と森林のような清々しさが溶け込む魅惑的なアロマ、一口飲んだ瞬間

の口当たりは、驚くほどにまろやかで、その直後に押し寄せる豊富なタンニンとのバランスが素晴らしい1本です。

50

【パリ農業コンクール金賞】

サンテミリオンらしさにあふれた、豊満で優雅な味わい。充実した果実味とまろやかな旨みが印象的で、気品に満ちた飲み心地。

メルロー由来の豊かな果実味とカベルネの品格が絶妙に調和しています。



eva1506 マス・ラヴァル 750 赤 12 フランス ラングドック地方 I.G.P.ペイ・デュ・レラウル フルボディ ¥3,700
シラー 70%、グルナッシュ 20%、ムールヴェードル

10%

マス・ラヴァル・グラン・キュヴェ 2013

テイスティングメモ

eva1419 フォルミージネ・ペデモンターナ 750 白 12 イタリア エミリア・ロマーニャ州 I.G.T トレッビアーノ・エミリア 辛口 ¥1,100 トレッビアーノ100％

トレッビアーノ・エミリア・フリッツァンテ NV

テイスティングメモ

eva0123 フォルミージネ・ペデモンターナ 750 赤 12 イタリア エミリア・ロマーニャ州 D.O.C ランブルスコ 辛口 ¥900 ランブルスコ・グラスパロッサ100％

グラスパロッサ・ディ・カステルヴェトロ NV

テイスティングメモ

eva1535 カンティーナ・ロマニョーリ 750 白 12 イタリア エミリア・ロマーニャ州 - 辛口 ¥3,700 ピノ・ネロ80%、シャルドネ20%

ヴィラ・デステ・スペシャル・リザーヴ・ブリュット 2011

テイスティングメモ

eva0846 ラ・ヴァレ 750 白 12 イタリア ロンバルディア州 D.O.C.G.フランチャコルタ 辛口 ¥4,100 シャルドネ75%、ピノ・ネロ20%、ピノ・ビアンコ5%

ラ・ヴァレ・フランチャコルタ・ブリュット・プリム NV

テイスティングメモ

eva1673 ラ・ヴァレ 750 白 12 イタリア ロンバルディア州 D.O.C.G.フランチャコルタ 辛口 ¥6,300 シャルドネ85%、ピノ・ビアンコ15%

ラ・ヴァレ・フランチャコルタ・ブリュット・サテン NV

テイスティングメモ

eva1674 ラ・ヴァレ 750 白 12 イタリア ロンバルディア州 D.O.C.G.フランチャコルタ 辛口 ¥4,900 シャルドネ100%

ラ・ヴァレ・フランチャコルタ・レギィユム・ブリュット・ミ

レジマート
2009

テイスティングメモ

eva1327 ドリガーティ 750 白 12 イタリア トレンティーノ州 D.O.C.トレント 辛口 ¥8,700 シャルドネ 60%、ピノ・ネロ 40%

メティウス・ブリュット・リゼルヴァ 2009

テイスティングメモ

eva1271 カンティーナ・ロマニョーリ 750 白 12 イタリア エミリア・ロマーニャ州 I.G.T. マルヴァジア・エミリア 甘口 ¥2,500 マルヴァジア100％

サッソネロ・マルヴァジア 2013

テイスティングメモ

eva1416 デ・ルーカ 750 白 12 イタリア カラブリア州 D.O.C.チロ 辛口 ¥1,300 グレコ・ビアンコ100％

テッレ・ディ・カターリ・チロ・ビアンコ 2014

テイスティングメモ

eva1529 デ・ルーカ 750 赤 12 イタリア カラブリア州 D.O.C.チロ ミディアムボディ ¥1,300 ガリオッポ100%

テッレ・ディ・カターリ・チロ・ロッソ 2013

テイスティングメモ

eva1625 アジェンダ・アグリコーラ・トッレ・ヴァランノ 750 白 12 イタリア カンパーニャ州 I.G.P.カンパーニャ 辛口 ¥1,300 ファランギーナ100%

レ・ドゥエ・テヌーテ・ファランギーナ・ベネヴェンターノ 2014

テイスティングメモ

eva1626 アジェンダ・アグリコーラ・トッレ・ヴァランノ 750 赤 12 イタリア カンパーニャ州 I.G.P.カンパーニャ ミディアムボディ ¥1,300 アリアニコ100%

レ・ドゥエ・テヌーテ・アリアニコ・ベネヴェンターノ 2014

テイスティングメモ

eva1496 セルジオ・モトゥーラ 750 白 12 イタリア ラツィオ州 I.G.T.グレケット・チヴィテッラ・ダリアーノ 辛口 ¥2,600 グレケット100%

ポッジョ・デラ・コスタ 2013

テイスティングメモ

eva1418 カンティナ・デル・バローネ 750 白 12 イタリア カンパーニャ州 - 辛口 ¥4,000 フィアノ・デ・アヴェリーノ100％

フィアノ・デ・アヴェリーノ≪パルティチェラ928≫ 2012

テイスティングメモ

eva1417 カンティーネ・デッランジェロ 750 白 6 イタリア カンパーニャ州 D.O.C.G.グレコ・ディ・トゥフォ 辛口 ¥3,500 グレコ100％

グレコ・ディ・トゥーフォ 2013

テイスティングメモ

eva1628 ラ・ギベリーナ 750 白 12 イタリア ピエモンテ州 D.O.C.Gガヴィ・デル・コムーネ・ディ・ガヴィ 辛口 ¥4,000 コルテーゼ100％

ガヴィ・デル・コムーネ・ディ・ガヴィ・メトード・クラシ

コ・ミレジマート
2011

テイスティングメモ

eva1627 ラ・ギベリーナ 750 白 12 イタリア ピエモンテ州 D.O.C.Gガヴィ・デル・コムーネ・ディ・ガヴィ 辛口 ¥2,500 コルテーゼ100％

ガヴィ・デル・コムーネ・ディ・ガヴィ・マイニン 2014

テイスティングメモ

eva1330 ラ・ギベリーナ 750 赤 12 イタリア ピエモンテ州 D.O.C.モンフェラート
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,800 メルロー 100%

モンフェラート・ロッソ・ピトゥィ 2012

テイスティングメモ

eva0357 ダル・チェロ 750 白 12 イタリア ヴェネト州 - 辛口 ¥3,100 シャルドネ100%

テヌータ・ディ・コルテ・ジャコーベ・メソード・クラシコ・スプマン

テ・ブリュット

テイスティングメモ

未定 ダル・チェロ 750 白 12 イタリア ヴェネト州 I.G.T.デッレ・ヴェネツィエ 辛口 ￥1,700（予定）

4月上旬

発売予定 テヌータ・ディ・コルテ・ジャコーベ・ピノ・グリージョ 2015

テイスティングメモ

eva1125 ダル・チェロ 750 ロゼ 12 イタリア ヴェネト地方 I.G.T.デッレ・ヴェネツィエ 辛口 ¥1,900 ピノ・グリージョ100％

テヌータ・ディ・コルテ・ジャコーベ・ピノ・グリージョ・

ラマート
2014

テイスティングメモ

eva1437 ダル・チェロ 750 白 12 イタリア ヴェネト州 D.O.C.ソアーヴェ 辛口 ¥1,600 ガルガネーガ100%

テヌータ・ディ・コルテ・ジャコーベ・ソアーヴェ・コル

テ・ジャコーベ
2014

テイスティングメモ

eva1643 ダル・チェロ 750 白 12 イタリア ヴェネト州 D.O.C.G. ソアーヴェ・スペリオーレ 辛口 ¥3,700 ガルガネーガ100%

テヌータ・ディ・コルテ・ジャコーベ・ソアーヴェ・スペリ

オーレ・ヴィネト・ルンカータ
2012

テイスティングメモ

eva1126 ダル・チェロ 750 白 12 イタリア トスカーナ州 I.G.T.トスカーナ 辛口 ¥2,000 シャルドネ 100%
99

96

ピノ・グリージョから仕込まれる可愛らしいサーモンピンクのロゼ。

優しい花のアロマとベリー系の優しい酸を感じさせる果実の味わい。可憐な見かけの印象よりもかなり飲み応えを感じます。後味には、微かな

苦味もある大人のロゼ。サーモンのマリネなどのオードブルに絶好のマリアージュです。

97

[デキャンター誌]のソアーヴェ特集で最高の 【アウトスタンディング】評価を獲得。【この造り手こそ[ソアーヴェ]の新たなスター!!】 との評価を得

ました。

シトラスやアプリコット、桃の香りが、ハチミツのような甘い果実味とともに広がります。口の中に含むとなんとも快適なほろ苦さを含んだ洋ナシを

想わせる余韻がとても印象的です。98

生産本数わずか6000本の稀少キュヴェ。

白い花の上品な香り、そしてフレッシュで快適なミネラル感と酸をしっかりと残しながら、果実のボリューム感はたっぷりと感じられます。さらには

ナッツのような香ばしさも漂い、まるで最高級のブルゴーニュにも匹敵する完成度です。

93

ピエモンテの銘酒「ガヴィ」の注目ワイナリーが放つ赤ワイン。

ブルーベリー、ダークチェリー、カシスの凝縮感、さらにバラやスミレの花の香りも漂ってきます。味わいは非常になめらかで、ほのかに甘みを感じ

る上等な質感。緻密なタンニンと旨みが層をなし、ボリューム感も十分です。

94

熱狂的なシャンパンマニアの造り手が手がける本格派スパーク。

上品な白い花と青リンゴなどの果物の香りが華麗な泡立ちと絶妙に溶け合い、ナッツを思わせる香りも感じます。余韻には、ブラン・ド・ブラン

らしいキレのある酸味と果実味のニュアンスが残ります。

95

最高評価獲得ワインも産み出すトスカーナの新星ワイナリー。

洋ナシなどの果実味にしっかりとした酸味が融合し、ほろ苦いテイストが後味を引き締める、厚みのある味わいです。

90

最高評価トレ・ビッキエーリ獲得。

パイナップルのようなトロピカルフルーツや黄色の花、続いてアプリコットや洋梨などのまろ味のある果物の甘い香り。さらに硫黄分を含んだ石灰

質土壌に由来する鉱物的な力強いミネラルと伸びやかな酸が、全体感を引き締めて洗練された印象に仕上げています。

91

生産本数わずか、ピエモンテ白の銘酒「ガヴィ」から造るコルテーゼスパークリング。

フレッシュなレモンやグレープフルーツ、さらにはライムや青リンゴの果実味、そして白い花の心地よい香りが、きめ細かくも優しい泡立ちに絶妙

に溶け込んでいます。

92

[ヴェロネッリ]2010年版に初登場し、注目のワインとしてクローバーマークを獲得。

青リンゴやレモン、さらにはライムにパッションフルーツ、多様な果実の溢れる香りと後口に残る綺麗な酸とミネラル感が気持ちのよい味わいで

す。

魚介類のオードブルやパスタとの相性も抜群です。

87

銘酒[タウラージ]を産みカンパーニャ赤の最重要品種[アリアニコ]。

小さな赤果実のチャーミングな香りにスパイスのニュアンスがほのかに香り、口当たりはまろやかでバランスもよく余韻も楽しめます。

88

最高権威[ガンベロ・ロッソ]で5年連続最高評価トレ・ビッキエーリを獲得。「年間最優秀ブドウ栽培者」の称号も得ました。

淡い麦わら色で、まず白い花や洋ナシ、桃など果物の香りが漂ってきます。口に含めば厚みのあるボディと綺麗な酸が骨格を構成、後味に

豊富なミネラル分からくる心地よい苦みが感じられ、すぐに次の一杯が欲しくなるような飲み心地です。

89

カンパーニャの銘酒[フィアノ・デ・アヴェリーノ]。

標高928メートルに位置する最高区画の畑に植えられた極上ブドウだけから、年間たった 4000本だけ特別に仕込まれる稀少キュヴェです。

ミネラル感十分の素晴らしいバランスです。

84

イタリア半島のつま先「カラブリア」の伝統銘酒。

造り手はチューリッヒ国際ワインコンクールで金賞獲得の新星。果実味溢れる快適な飲み心地で、フレッシュでフルーティな味わい。酸味とミネ

ラルがしっかりとあり、爽やかな柑橘系を思わせる酸味は暖かい季節にぴったりです。

85

辛い料理におすすめのワイン、ガリオッポ100％です。チェリーやアセロラなどの豊かな果実の香りに加えて、ガリオッポの特徴であるスパイシー

な香り。果実味と酸のバランスが絶妙で柔らかくてやさしい飲み口。カレーやエスニック料理などスパイシーな辛めの料理にも気軽にあわせやす

い個性的な味わいです。

86

南イタリア随一の高級ワイン産地[カンパーニャ]の伝統品種[ファランギーナ]を100％使用。

南国のトロピカルフルーツの豊かな香りに加えて白い花の香りも立ち込めてきます。黄色の果実と草花の香り、ミネラルとアロマが高いながらも

フレッシュ感をも伴う優しい口当たりです。最後にレモンを想わせるとても快適な酸味が、長い余韻とともに弾けます。

81

イタリア屈指のワイン評価誌[ヴェロネッリ]や[ガンベロ・ロッソ]に毎年登場。［フランチャコルタ］の注目ワインです。

合計60ヶ月以上の熟成という時間と手間をかけて仕上がったその味わいは、優しくきめ細かい泡立ちとともに漂ってくる白桃と洋梨、さらには

白い花の優しい香りがふんわりと拡がるなかに、デリケートなミネラル感があります。ほんのりとした甘みと綺麗な酸が持続性の長い泡と綺麗に

溶け合っています。82

地元イタリアガイド誌で最高満点評価を出した高品質スパークリングワイン。

60ヶ月という長期の瓶熟成を経てリリースされるこのスプマンテは、とても繊細ながら持続のある泡立ちと熟した果実の香りにスパイス香がほの

かに混じる凛とした高貴な香りが特長です。

83

ヴィニ・イタリー国際ワインコンクール金賞。[ヴィラ・デステ]の造り手が放つ、甘口フリッツァンテ。

パイナップル・マンゴー・パパイヤにパッションフルーツと、フルーツパーラーにいるかのような南国の果実の香りが満載。白い花などの香りも重なり

エキゾチックな印象も。口当たりはどこまでもスムーズでアロマティック。

78

イタリアの超一流ホテルでしか飲めない、価値ある1本。30ヶ月以上の瓶内熟成を経ており、高級シャンパンをも凌ぐ味わいです。

泡は上品に溶け込み、口に含んだ瞬間、泡がきめ細かく口中を包み流れていきます。熟成によって落ち着いた果実味とともに、泡がやわらか

く優しく弾け、喉を通すと高級ミレジム・シャンパンのような香ばしい熟成香が、長く気持ち良い余韻となって横たわります。

79

イタリアのワイン評価誌[ヴェロネッリ]では90点以上のワインに与えられる [トレ・ステッレ]も獲得。

25ヶ月熟成によりクリーミーさが生まれ、ビロードのような柔らかく豪華な味わいに仕上がっています。また、滑らかなストラクチャーをバックに、黄

色の果実やローストしたアーモンドの風味が豊かに広がっていきます。

80

イタリア屈指のワイン評価誌[ヴェロネッリ]や[ガンベロ・ロッソ]に毎年登場。極めて細かく持続性のある泡立ちはクリーミーと表現したいほど繊

細です。

完熟した果実の香りが時間の経過とともに変化しはっきりと感じられ、白い花、ドライフルーツや炒ったナッツの香りが伴います。

75

ロマネ・コンティの使用樽で18ヶ月も熟成した究極のガレージワイン。

深紅のバラのように高貴なアロマと黒果実を煮詰めた甘い香りが複雑に絡まって、グラスから立ちのぼります。口の中には肉厚に熟したカシス、

ブラックチェリーそしてシナモンや丁子のスパイシーさが広がり、舌を優しく刺激します。

イタリア

76

辛口フリッツァンテ。

心地よい白い花や果実の明瞭なアロマ、さらに青リンゴやグレープフルーツの芳醇な香り。味わいは細かくシュワシュワと溌剌としていて、バブル

に包まれた果実味が素晴らしく上質。厚みのあるフレッシュでフルーティな味わいが広がります。

77

ブルーベリーやプラム、バラの花びらのように魅惑的でフルーティな香りのランブルスコ。口あたりは優しく細かなバブルがクリームのように心地よく

広がり、熟した果実味の甘味がやさしく感じられます。



テヌータ・モンテキアッシィ・ポデーレ・ビアンキーノ・

シャルドネ・ディ・トスカーナ
2013

テイスティングメモ

eva1356 ダル・チェロ 750 赤 12 イタリア トスカーナ州 I.G.T.トスカーナ
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,100 サンジョヴェーゼ100%

テヌータ・モンテキアッシィ・サンジョヴェーゼ・セル

ヴェレーロ
2013

テイスティングメモ

eva1265 ダル・チェロ 750 赤 12 イタリア トスカーナ州 D.O.C.コルトーナ フルボディ ¥4,900 シラー 100%

テヌータ・モンテキアッシィ・クラーニス 2011

テイスティングメモ

eva1432 マロッティ・カンピ 750 白 12 イタリア マルケ州
D.O.C.ヴェルディッキオ・ディ・カステッリ・ディ・イ

エージ・クラシコ
辛口 ¥1,800 ヴェルディッキオ 100%

ヴェルディッキオ・ディ・カステッリ・ディ・イエージ・ク

ラシコ・アルビアーノ
2014

テイスティングメモ

eva1334 マロッティ・カンピ 750 白 12 イタリア マルケ州
D.O.C.ヴェルディッキオ・ディ・カステッリ・ディ・イ

エージ・クラシコ
辛口 ¥2,800 ヴェルディッキオ 100%

ヴェルディッキオ・ディ・カステッリ・ディ・イエージ・ク

ラシコ・リゼルヴァ・サルマリアーノ
2011

テイスティングメモ

eva1622 マロッティ・カンピ 750 ロゼ 12 イタリア マルケ州 - 辛口 ¥2,500 ラクリマ100%

スプマンテ・ブリュット・ロゼ 2014

テイスティングメモ

eva1623 マロッティ・カンピ 750 赤 12 イタリア マルケ州 D.O.C.ラクリマ・ディ・モッロ・ダルバ ミディアムボディ ¥1,900 ラクリマ 100%

ラクリマ・ディ・モッロ・ダルバ・ルビコ 2014

テイスティングメモ

eva1624 マロッティ・カンピ 750 赤 12 イタリア マルケ州
D.O.C.ラクリマ・ディ・モッロ・ダルバ・スペリオー

レ

ミディアム・フルボ

ディ
¥2,800 ラクリマ 100%

ラクリマ・ディ・モーロ・ダルバ・スペリオーレ・オル

ニョーロ
2013

テイスティングメモ

eva1407 チウ・チウ 750 。 12 イタリア マルケ州 D.O.Pファレリオ 辛口 ¥1,500
トレッビアーノ50%、パッセリーナ30%、ペコリーノ

20％

ファレリオ 2014

テイスティングメモ

eva1433 チウ・チウ 750 白 12 イタリア マルケ州 D.O.Pファレリオ 辛口 ¥1,600
トレッビアーノ50%、パッセリーナ30%、ペコリーノ

20％

ファレリオ・オリス 2014

テイスティングメモ

eva1671 チウ・チウ 750 白 12 イタリア マルケ州 D.O.Pヴェルデッキオ・ディ・カステッリ・ディジェシ 辛口 ¥1,900 ヴェルディッキオ 100%

アルビヌス・ヴェルディッキオ・ディ・カステッリ・ディ・

イエージ
2014

テイスティングメモ

eva1408 チウ・チウ 750 白 12 イタリア マルケ州 I.G.P.マルケ 辛口 ¥1,900 パッセリーナ100％

エヴォエ 2014

テイスティングメモ

eva1508 チウ・チウ 750 白 12 イタリア マルケ州 D.O.C.G.オッフィーダ・ペコリーノ 辛口 ¥2,100 ペコリーノ 100%

メルレッタイエ 2014

テイスティングメモ

eva1526 チウ・チウ 750 赤 12 イタリア マルケ州 D.O.P.ピチェーノ ミディアムボディ ¥1,500 モンテプルチアーノ 50%、サンジョヴェーゼ50%

ロッソ・ピチェーノ 2014

テイスティングメモ

eva1406 チウ・チウ 750 赤 12 イタリア マルケ州 D.O.P.ピチェーノ
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,500 モンテプルチアーノ 50%、サンジョヴェーゼ50%

ロッソ・ピチェーノ・ピッキオ 2014

テイスティングメモ

eva1434 チウ・チウ 750 赤 12 イタリア マルケ州 I.G.P.マルケ
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,500

バルベーラ 40%、サンジョヴェーゼ30%、メルロー

30%

ロッソ・サン・カーロ 2014

テイスティングメモ

eva1435 チウ・チウ 750 赤 12 イタリア マルケ州 D.O.P.ロッソ・ピチェーノ・スペリオーレ フルボディ ¥2,500 モンテプルチアーノ 70%、サンジョヴェーゼ30%

ゴティコ・ロッソ・ピチェーノ・スペリオーレ 2011

テイスティングメモ

eva1672 チウ・チウ 750 赤 12 イタリア マルケ州 I.G.T.マルケ フルボディ ¥3,600 モンテプルチアーノ 100%

イ・バルトロメイ 2011

テイスティングメモ

eva1268 チウ・チウ 750 赤 12 イタリア マルケ州 D.O.C.オフィーダ・ロッソ フルボディ ¥4,000
モンテプルチアーノ70％、カベルネ・ ソーヴィニョン

30%

ヴェナスコ 2008

テイスティングメモ

eva1536 アッポローニオ 750 白 12 イタリア プーリア州 I.G.T.プーリア 辛口 ¥1,500 シャルドネ100%

エルフォ・シャルドネ 2014

テイスティングメモ

eva1130 アッポローニオ 750 白 12 イタリア プーリア州 D.O.P サリーチェ・サレンティーノ 辛口 ¥1,800 シャルドネ80%、ソーヴィニョン・ブラン20%

サリーチェ・サレンティーノ・ビアンコ 2013

テイスティングメモ

eva1533 アッポローニオ 750 赤 12 イタリア プーリア州 I.G.T.プーリア ミディアムボディ ¥1,600 プリミティーヴォ100%

エルフォ・プリミティーヴォ 2014

テイスティングメモ

eva1493 アッポローニオ 750 赤 12 イタリア プーリア州 I.G.T.プーリア ミディアムボディ ¥1,600 ネグロアマーロ 100%

エルフォ・ネグロアマーロ 2014

テイスティングメモ

eva1376 アッポローニオ 750 赤 12 イタリア プーリア州 I.G.P.サレント フルボディ ¥2,300 ネグロアマーロ 50%、プリミティーヴォ 50%

ヴァッレ・クーパ 2011

テイスティングメモ

eva1492 アッポローニオ 750 赤 12 イタリア プーリア州 D.O.P.サリーチェ・サレンティーノ フルボディ ¥2,300 ネグロアマーロ 80%、マルヴァジア・ネッラ 20%

サリーチェ・サレンティーノ・ロッソ 2012

テイスティングメモ

eva1375 アッポローニオ 750 赤 12 イタリア プーリア州 I.G.P.サレント フルボディ ¥2,600 プリミティーヴォ 100%

123

驚くほどの芳醇な香りと濃密なタンニンで、地元レストランでも大人気となっている1本です。

濃厚な香りと果実味で、柔らかい酸味とタンニンがとても滑らかに変化して飽きのこない味わい。力強く甘みを帯びた余韻が長く楽しめます。

124

120

軽やかに香るレッドベリーやプラムの果実味に少しスパイシーさとスモーキーなニュアンスも感じる複雑な香り。柔らかいタンニンがあるフルーティ

な味わいです。

121

ネグロアマーロの旨味が凝縮された、ハイコストパフォーマンスな1本。

軽やかに香るブラックベリー、チェリー、プラムの果実が芳しく、一口飲むとジューシーで溢れんばかりの果実味が口いっぱいに広がります。葡萄

の果実の旨

味たっぷりの仕上りです。122

ネグロ・アマーロとプリミティーヴォ、プーリアを体言するブレンド。

プリミティーヴォがもたらす、チェリーやブラックベリー、カシスジャムのような濃密な果実の香りと、ネグロ・アマーロのコーヒーのような甘苦さが見事

に調和しています。

117

モンテプルチアーノとカベルネ・ソーヴィニョンの絶妙ブレンド。

厳しい選別をされた最高に完熟したブドウのみから仕込まれ、バリックでの18ヶ月を含み3年間の熟成を経てリリース。豊かなボディと上品なタ

ンニン、そしてまろやかな口たり、このバランス感はまるでボルドーの最高級ワインを想わせるほど。甘みを帯びた力強い余韻も長く長く続いてい

きます。118

シャルドネらしいキレと酸味、南イタリアらしい果実味は、前菜や魚介系料理との相性ピッタリです。

119

シャルドネとソーヴィニョン・ブランのブレンドが快適な1本。

フルーティな味わいの中に柑橘系や青リンゴを想わせる爽快な香り、さらに微かな苦味がアクセントとなりとても快適な飲み口です。口に含ん

だときの溌剌とした酸と豊かな果実味のバランスが絶妙です。

114

メルロー、バルベーラ、サンジョヴェーゼの3品種を絶妙にブレンド。ラズベリー、カシス、そしてスミレやバラの花を想わせる官能的な甘い香りが

弾けるように広がり、溢れんばかりの果実の凝縮感が感じられます。豊かなボディと上品なタンニン、そしてまろやかな口当たりで、最後にもた

らされるバルベーラ特有の優しい酸味とほろ苦さは絶妙なバランスです。

115

造り手「チウ・チウ」が一押しする自信の1本。

地元評価誌でも高い評価を得た本商品は、豊かなボディと上品なタンニン、ほろ苦さを含んだスパイスやハーブの香りが感じられ、調和のとれ

た滑らかな飲み口とすばらしい凝縮感が特長です。

116

有名評価誌[ヴェロネッリ]で95点を獲得。

造り手が最も得意とする品種モンテプルチアーノ100%の赤は、ワイナリー史上最高傑作とも言える出来映え。豊かなボディと上品なタンニ

ン、そしてまろやかな口当たり、 さらには長い余韻の中にほのかに感じる苦味がとても快適です。

111

2013年はインターナショナル・オーガニックワイン・アワードで96点という高得点を獲得。トップゴールドアワードも受賞しました。

新着の2014年もペコリーノらしい特長が見事に表現されており、開けたてから上品な白い花と熟した果物の香りが溢れ出て、口に含むとすぐ

に風味の良さが実感できます。長い余韻も楽しめますので、ゆっくり時間をかけて飲める1本です。

112

地元イタリアでも大人気となっている、［チウ・チウ］が放つベスト・コストパフォーマンスワインのひとつ。

深いルビー色と凝縮したカシスやラズベリーの甘いしっとりとした果実の香りが開けたてから広がり、モンテプルチアーノのたくましさとサンジョヴェー

ゼの華やかな果実味が絶妙に溶け合った抜群の飲み心地です。

113

地元イタリアでも大人気。深いルビー色と凝縮したカシスやラズベリーの甘いしっとりとした果実の香り。豊かなボディと上品なタンニン、快適な

酸とほろ苦さを含んだスパイスやハーブの香りがもたらす見事なハーモニ ー。調和のとれた滑らかな飲み口とすばらしい凝縮感が楽しめます。

108

大人気［チウ・チウ］が放つベスト・コストパフォーマンス白ワイン。

造り手が最も重視する品種ペコリーノと同じ、地場品種のパッセリーナ、そしてトレッビアーノの絶妙なブレンド。

109

大人気ワイナリー[チウ・チウ]が、［ソアーヴェ］と並ぶ人気の[ヴェルデッキオ]を手がけました。

「魚にはヴェルデッキオ」という言葉もあるほど海の幸には抜群の相性。厚みのあるミネラルとしなやかな酸、そして心地よい苦みがバランス良く

仕上がっています。

110

日本を代表するイタリアワインプロフェッショナル3人が、 「今、飲んでおきたい50本のイタリアワイン!!」にセレクトした1本。

輝きがある麦わら色。リンゴや甘い白い花の香りがとても印象的、加えてアーモンドの香りも現れてきます。なめらかで心地よい味わいで、余

韻のふくよかさ、持続性ともに十分です。

105

スタンダードキュヴェながら、[ガンベロ・ロッソ]で2グラス獲得も珍しくないラクリマ100％ワイン。

綺麗なすみれ色、グラスに注いた瞬間からバラやスミレなどの花のロマンチックな香りが漂い、口に含めば、チェリーやブルーベリー、さらにはオレ

ンジなど果物の果実味満載です。

106

単一畑から収穫されたラクリマ100%のみを使用。

薔薇の花びらをエキスにしたような、ロマンチックな香りはまさにラクリマの特徴を存分に表しています。口に含めば、チェリーやスミレ、ブラックベ

リー、さらにはオレンジなど果物の果実味が溢れだし、フルーツパーラーにいるような気分に。非常に柔らかくシルキーなタンニンに仕上がってい

ます。107

大人気ワイナリー「チウチウ」が造る白ワイン。

ミックスフルーツと白い花の甘くエレガントな香りと、生き生きとフレッシュな果実味が素晴らしいバランスで溶け合っています。口に含むとほのか

に感じるスパイシーな苦味がなんとも心地よく、飽きることなく何杯でも飲み続けられる1本です。

102

イタリアを代表するワイナリーの仲間入りを果たした凄腕が放つ爽快な白ワイン。

グレープフルーツなどの柑橘系果実のフルーティな果実味が溢れ、やがて白い花や白桃を想わせる甘い果実の香りが立ち込めてきます。後

味にほんのりと感じられる苦味も心地よく、果実の酸と甘味がギッシリと詰まった飲み応え十分の白ワインです。

103

イタリアソムリエ協会発行の[ドゥエミラヴィーニ]で連続最高評価を獲得した、スーパー・ヴェルディッキオ。

清涼感のある青リンゴやハーブの香り、さらにはまろやかで柔らかい柑橘系果実のフルーティな果実味が溢れてきます。果実味、酸味、ミネラ

ルのバランスが絶妙で最後にヴェルディッキオの特徴であるほのかな苦味が口中を締めてくれます。

104

ラクリマ種を使用した希少なロゼ・スプマンテ。

泡とともに立ち込める薔薇の香りがエレガントでロマンチック。ボトルを開けると薔薇の花びらを思わせる華やかで妖艶な香りが立ち込め、それ

が絶妙な優しい泡立ちに溶け込んでいきます。チェリーやスミレ、さらにはオレンジなど果物の果実味が溢れだし、まるで果樹園の中にいるよう

な感覚をおぼえる1本。

99

トスカーナの銘醸エリア[コルトーナ地区]の完熟シャルドネを100%使用しています。

鮮やかな桃、パイナップルなどの果実の香りや、黄色や白の花の香り。そして、マンゴーなどトロピカルフルーツを想わせる風味。 アペリティフとし

て、前菜やハム、魚介料理、白身の肉料理などや、クリームソース系のパスタとも相性抜群です。

100

最高評価獲得ワインも産み出すトスカーナの新星ワイナリー。

ベリーやプラム、そしてスミレの花の甘く芳醇な香りはサンジョベーゼの醍醐味。口に含むと柔らかく、酸味とタンニンがまろやかに溶け込んだ奥

深い味わいです。

101

【インター・ナショナルワインチャレンジ】【デキャンター・アワード】 【シラー・デュ・モンド】など、数多くのコンクールでその実力が評価されています。

畑の最高区画から生み出されたシラーは、赤いベリーとプラムの強烈な果実味にスモーキーかつスパイシーな印象。そこに、トスカーナらしい、

やさしい酸とエレガントなタンニンが絶妙に溶け込み、濃厚ながらも柔らかな飲み心地に仕上がっています。コーヒーやハーブを想わせる余韻も

たっぷりです。



テラニョーロ・プリミティーヴォ 2011

テイスティングメモ

eva1531 アッポローニオ 750 赤 12 イタリア プーリア州 I.G.P サレント フルボディ ¥2,500 ネグロ・アマーロ100%

テラニョーロ・ネグロ・アマーロ 2011

テイスティングメモ

eva1405 アッポローニオ 750 赤 12 イタリア プーリア州 D.O.P コペルティーノ フルボディ ¥2,100
ネグロアマーロ 70%、モンテプルチアーノ 20%、マル

ヴァジア・ネッラ10%

コペルティーノ 2013

テイスティングメモ

eva1374 アッポローニオ 750 赤 12 イタリア プーリア州 D.O.P.コペルティーノ フルボディ ¥2,900 ネグロアマーロ 70%、モンテプルチアーノ 30%

ディヴォート 2008

テイスティングメモ

eva1402 カルーソ＆ミニーニ 750 白 12 イタリア シチリア州 I.G.P. テッレ・シチリアーネ 辛口 ¥1,300 カタラット100%

タサーリ・カタラット 2014

テイスティングメモ

eva1451 カルーソ＆ミニーニ 750 白 12 イタリア シチリア州 I.G.P. テッレ・シチリアーネ 辛口 ¥1,600 グレカニコ100％

テッレ・ディ・ジュマーラ・グレカニコ 2014

テイスティングメモ

eva1490 カルーソ＆ミニーニ 750 白 12 イタリア シチリア州 D.O.C.シチリア 辛口 ¥1,800 シャルドネ100％

クソーラ・シャルドネ 2014

テイスティングメモ

eva1488 カルーソ＆ミニーニ 750 白 12 イタリア シチリア州 I.G.T.テッレ・シチリア－ネ 辛口 ¥1,900 ジビッボ100％

コルテ・フェッロ・ジビッボ 2014

テイスティングメモ

eva1668 カルーソ＆ミニーニ 750 白 12 イタリア シチリア州 D.O.C.シチリア 辛口 ¥1,900 グリッロ100%

ティンプーネ・グリッロ 2014

テイスティングメモ

eva1484 カルーソ＆ミニーニ 750 白 12 イタリア シチリア州 D.O.C.デリア・ニヴォレッリ 辛口 ¥2,500 カタラット100％

イスーラ・カタラット 2014

テイスティングメモ

eva1482 カルーソ＆ミニーニ 750 赤 12 イタリア シチリア州 I.G.P. テッレ・シチリアーネ ミディアムボディ ¥1,300 ネッロ・ダーヴォラ 85%、メルロー 15%

タサーリ・ネロ・ダーヴォラ・メルロー 2014

テイスティングメモ

eva1483 カルーソ＆ミニーニ 750 赤 12 イタリア シチリア州 I.G.T.テッレ・シチリア－ネ ミディアムボディ ¥1,600 フラッパート50％、ネレッロ・マスカレーゼ50％

テッレ・ディ・ジュマーラ・フラッパート 2014 2014

テイスティングメモ

eva1491 カルーソ＆ミニーニ 750 赤 12 イタリア シチリア州 D.O.C.シチリア
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,800 カベルネ・ソーヴィニヨン100％

クソーラ・カベルネ・ソーヴィニョン 2013

テイスティングメモ

eva1489 カルーソ＆ミニーニ 750 赤 12 イタリア シチリア州 D.O.C.シチリア
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,900 ネロ・ダーヴォラ100％

コルテ・フェッロ・ネッロ・ダーヴォラ 2013

テイスティングメモ

eva1667 カルーソ＆ミニーニ 750 赤 12 イタリア シチリア州 I.G.T.テッレ・シチリア－ネ
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,000 ペリコーネ100％

サキア・ペコリーネ 2014

テイスティングメモ

未定 カルーソ＆ミニーニ 750 赤 12 イタリア シチリア州 D.O.C.デリア・ニヴォレッリ フルボディ ¥2,600 ネロ・ダーヴォラ100％

2016年秋

発売予定 クターヤ・ネッロ・ダーヴォラ 2013

テイスティングメモ

eva1486 カルーソ＆ミニーニ 750 赤 12 イタリア シチリア州 D.O.C.デリア・ニヴォレッリ フルボディ ¥3,700 シラー100％

シラー・リゼルヴァ 2009

テイスティングメモ

未定 カルーソ＆ミニーニ 500 白 12 イタリア シチリア州 D.O.C.マルサラ 辛口 ￥3,500（予定） グリッロとカタラットのブレンド

参考商品

マルサラ・セッコ －

テイスティングメモ

eva1700 ピエトラドルチェ 750 白 12 イタリア シチリア州 D.O.C.エトナ 辛口 ¥4,100 カリカンテ100%

ピエトラドルチェ・エトナ・ビアンコ 2014

テイスティングメモ

eva1702 ピエトラドルチェ 750 ロゼ 12 イタリア シチリア州 D.O.C.エトナ 辛口 ¥4,100 ネレッロ・マスカレーゼ100%

ピエトラドルチェ・エトナ・ロサート 2014

テイスティングメモ

eva1701 ピエトラドルチェ 750 赤 12 イタリア シチリア州 D.O.C.エトナ ミディアム ¥4,100 ネレッロ・マスカレーゼ100%

ピエトラドルチェ・エトナ・ロッソ 2014

テイスティングメモ

eva1703 ピエトラドルチェ 750 赤 12 イタリア シチリア州 D.O.C.エトナ
ミディアム・フルボ

ディ
¥6,700 ネレッロ・マスカレーゼ100%

アルキネーリ・エトナ・ロッソ 2013

テイスティングメモ

eva1642 サン・ミケーレ・ア・トッリ 750 赤 12 イタリア トスカーナ州 D.O.C.G.キャンティ ミディアム ¥1,500
サンジョベーゼ80%、カナイオーロ10%、コロリーノ

５％、メルロー5%

サン・ミケーレ・ア・トッリ・キャンティ 2014

テイスティングメモ

eva1136 ペラゼッタ 750 赤 12 イタリア トスカーナ州 I.G.P.トスカーナ ミディアムボディ ¥1,500 サンジョベーゼ90%、チリエジオーロ 10%

サーラ・トスカーナ・ロッソ 2013

テイスティングメモ

eva1415 ペラゼッタ 750 赤 12 イタリア トスカーナ州 I.G.P.トスカーナ
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,000

サンジョヴェーゼ70%、チリエジオーロ 20%、カベル

ネ・ソーヴィンィヨン10%

ペラゼッタ・モンテクッコ・ロッソ・アルフェノ 2013

テイスティングメモ

eva1676 ファットリア・レオナーノ 750 赤 12 イタリア トスカーナ州 D.O.C.G.キャンティ・クラシコ
ミディアム・フルボ

ディ
¥4,100 サンジョヴェーゼ100%

147

[モンタルチーノ]近郊エリアの絶好区画のサンジョヴェーゼ主体。

ベリーやプラム、そしてスミレの花の甘く芳醇な香りはサンジョベーゼの醍醐味。酸味とスパイスのニュアンス、そして優しいタンニンが口の中で溶

け合い、さらには奥底から感じられるほろ苦さがとても快適です。

148

トスカーナの秘宝、大きな可能性を秘めた期待の地域[モンテクッコ]。偉大なる[ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ]と[モレリーノ・ディ・スカンサー

ノ]の中間に位置する絶好区画のサンジョヴェーゼを主体としたワインです。

ベリーやプラム、そしてスミレの花を想わせる甘く芳醇な香りが心地よく広がります。

149

144

エトナの伝説を作った新進ワイナリーがついに登場!!

エトナ独特のミクロクリマを見事に体現した極旨ワイン！シチリアのピノ・ノワールとも呼ばれるネレッロ・マスカレーゼ。明るく透明感のあるルビー

レッド色。赤い果実とバラやスパイスの香り溢れる柔らかな飲み心地です。

145

エトナの伝説を作った新進ワイナリーがついに登場!!

エトナ独特のミクロクリマを見事に体現した極旨ワイン！樹齢40-80年のぶどうから造られた凄腕ワイナリーの大注目ワイン!!各ガイド誌でも

高評価の常連。

146

オーガニック・キャンティの先駆者が造る、ハイコストパフォーマンスな1本。

紫のエッジに深みのあるルビー色。草花と熟成した果実の香りが心地よく、伸びのいい酸と豊かなタンニンがバランスよく混在し、ミネラルのグ

リップもしっかりしています。口当たりは流麗で果実味のコクも持ち合わせたバランスのとれたキャンティです。

141

この地を語るのに欠かせないのが、マルサラ酒。

食前、食後にピッタリなご当地酒精強化ワインです。

142

エトナの伝説を作った新進ワイナリーがついに登場!!

エトナ独特のミクロクリマを見事に体現した極旨ワイン！火山性土壌と標高の高さに由来するミネラル感あふれるフレッシュな白。

143

エトナの伝説を作った新進ワイナリーがついに登場!!

エトナ独特のミクロクリマを見事に体現した極旨ワイン！ネレッロ・マスカレーゼ100%の稀少ロゼ。生産本数はわずか8000本しかありませ

ん。可憐なサーモンピンク色。トロピカルフルーツや花の繊細で豊かな香りが魅力です。

138

エレガントで女性的なスタイルのワイン。過去にはロバート・パーカーも90点をつけています。

力強いフローラルのアロマ、イキイキとした果実味の中にしっかりとした芯が感じられます。バラとスイートハーブの甘い香りが鼻腔を抜け、貫き通

すように活気づいた爽快な余韻が続きます。

139

2012年はイタリア有力ガイド誌で最高評価の最高3つ星とともに91点を獲得。

プルーンやブラックベリーなどの果実の香りに優しく美しい花の香りが溶け込み、さらにはスパイスやダークチョコレートの香りも顔を覗かせます。

ただ強いだけではない、最高級のネッロ・ダーヴォラだけが持ち合わせるエレガントさも備えた、ワイナリー最高の自信作。

140

有力ガイド「ヴェロネッリ」で最高3つ星とともに91点獲得。

最高区画のシラーを手摘みで厳選収穫し、500リットルのフランス産樽で24ヶ月熟成。ベリーやプラムの濃密な果実味と胡椒などのスパイ

シーな香りを強く感じながらも、やさしい酸とエレガントなタンニンが絶妙に溶け込み、デリケートで柔らかな飲み心地のワインです。

135

国際的コンクール　ムンドゥス・ヴィニ金賞。2013年は有力ガイド「ヴェロネッリ」で最高3つ星90点も獲得。

シチリア地場品種フラッパートとネレッロ・マスカレーゼの絶妙ブレンドは、赤いベリー系果実のフレッシュな香りとスパイスのニュアンス、そしてバラ

やスミレの優雅な花の香り。さらには、ピノ・ノワールを想わせるエレガントな酸と華やかな香りがとても印象的です。

136

2013年ヴィンテージは有力ガイド「ヴェロネッリ」に初登場。注目すべきワインに与えられるクローバーマークも得ました。

手摘みで厳選収穫したブドウを、50%は大樽で10ヶ月熟成。プラムやカシス、ブラックベリーの果実やジャム、そしてスミレの花の香り。やさし

いタンニンと丸みのある酸味が絶妙なバランスに仕上がっています。

137

国際的コンクール　ムンドゥス・ヴィニ金賞。

熟した甘いブラック・チェリーにラズベリーの香りが一杯に拡がり、これぞシチリアとも言うべきその土着品種の力強く魅惑的な風味がゆったりと

漂ってきます。

132

南イタリアらしい、ミネラル感たっぷりの土着品種グリッロの白ワイン。

南国フルーツや洋ナシ、メロンなどの果実味と花の香りが開けたてから溢れ出します。香ばしいアーモンドとスパイスのニュアンスも重なり、とても

複雑な味わい。瑞々しい口当たりの辛口ながら、厚みと重さのある豊潤な飲み応えで、後味にはほんのりとした甘味も感じられます。

133

太陽の恵みを存分に浴びた最高区画のブドウ（カタラット）を厳選。白や黄色の花束を思わせる華やかなブーケ、さらに樽由来のバニラの

香りが複雑に混じった芳醇なアロマ。複雑性に富み、厚みと重さのあるしっかりとした飲み応えです。

134

コンクール受賞常連のベストセラーシチリア赤ワイン。

木いちごやラズベリー、チェリーなどのフルーティで 芳しい香り。シチリアの豊富な太陽を存分に浴びた風味豊かな完熟ブドウが もたらす豊かな

果実味が広がります。

129

燦々とした太陽の恵みを十分に浴びた地元シチリアの品種グレカニコを100％使用。

白い花のアロマとトロピカルフルーツを思わせる心地よいフレッシュ感に、柔らかい酸味とほのかに感じる心地よい苦味が飽きることない飲み心

地です。

130

ブルゴーニュで毎年開催される[シャルドネ]だけを集めた国際ワインコンクール、シャルドネ・デュ・モンドで金賞受賞。

青リンゴや白い花の香りにトロピカルフルーツのアロマ穏やかな酸味が心地よいフレッシュな飲み口。生き生きとしたフルーティーな味わいの中に

レモンやハチミツのニュアンスも楽しめます。

131

燦々とした太陽の恵みを存分に浴びたジビッボ（モスカート・ダレッサンドリア）から産まれる濃密な果実味。

トロピカルフルーツやアプリコットなど、南国フルーツの果実味満載です。

126

芳醇な香りと濃密なタンニンが楽しめる、ハイコストパフォーマンスワイン。

カカオを想わせるアロマ、魅惑的な完熟ジャムの旨味とヴァニラの芳醇な味わいが絶妙の柔らかさで顔を覗かせます。強い余韻も長く楽しむこ

とが出来ます。

127

６年熟成リゼルヴァ。「ディヴォート」とは、「神に感謝する年」を意味し、まさに神に感謝するかのような大当り年だけに造られる、 造り手渾身

の一本です。濃厚果実味と魅惑的な完熟ジャムの旨味が素晴らしく、時間の変化とともにヴァニラの芳醇な味わいも絶妙の柔らかさで 溶け

込んできます。キャラメルを想わせる甘い香りはより濃厚で、ヴェルベットのようなタンニンも長い余韻とともに口の中に広がります。

128

ロバート・パーカー高評価、コンクールでも受賞常連のベストセラーシチリアワイン。

シチリアの豊富な太陽を存分に浴びた風味豊かな完熟ブドウが もたらす豊かな果実味が広がります。

124

プーリアの人気品種「プリミティーヴォ」の濃厚果実味たっぷりの赤ワイン。

カシス、プラムのベリー系の香りに、ブラックペッパーやハーブの香り。野性的で南イタリアらしさ溢れる凝縮した果実味も持ちつつ、コーヒーのよ

うな甘苦さも広がります。

125

造り手アッポローニオが最も得意とするネグロ・アマーロ。

魅惑的な完熟ジャムの旨味にコーヒーのような甘苦さが見事なまでに調和しています。スパイスを効かせた肉料理やミートソース系のパスタに

は相性バツグンです。



キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ・レ・バンディーテ 2011

テイスティングメモ

eva1675 ファットリア・レオナーノ 750 赤 12 イタリア トスカーナ州 I.G.P.トスカーナ
ミディアム・フルボ

ディ
¥3,100

サンジョヴェーゼ50%、メルロー25%、カベルネ・ソー

ヴィンィヨン25%

コマンダトール・エンリコ・ロッソ 2011

テイスティングメモ

eva1444 ササ・アントニオ 750 赤 12 イタリア トスカーナ州 D.O.C.アンティモ
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,800

サンジョヴェーゼ75%、シラー15%、 メルロー5%、

カベルネソーヴィニョン5%

≪ウォンテッド≫サンアンティモ・ロッソ 2013

テイスティングメモ

eva1250 ササ・アントニオ 750 赤 12 イタリア トスカーナ州 D.O.C.G.ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ フルボディ ¥4,700 サンジョベーゼ 100%

マルティナ・ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 2008

テイスティングメモ

ササ・アントニオ 750 赤 12 イタリア トスカーナ州 D.O.C.G.ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ フルボディ \4700（予定） サンジョベーゼ 100%

2016年秋

発売予定 マルティナ・ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 2010

テイスティングメモ

eva1629 カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ 750 白 12 イタリア ピエモンテ州 - 辛口 ¥2,500 ペラヴェルガ100％

ベリス・ペレニス 2014

テイスティングメモ

eva1631 カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ 750 赤 12 イタリア ピエモンテ州 D.O.C.ヴェルドゥーノ ミディアムボディ ¥3,000 ペラヴェルガ100％

カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ・バッサドーネ 2014

テイスティングメモ

eva1632 カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ 750 赤 12 イタリア ピエモンテ州 D.O.C.バルベーラ・ダルバ フルボディ ¥3,200 バルベーラ100%

カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ・バルベーラ・ダルバ・

ブリッコ・デル・ククーロ
2013

テイスティングメモ

eva1255 カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ 750 赤 12 イタリア ピエモンテ州 D.O.C.G.バルバレスコ フルボディ ¥4,600 ネッビオーロ 100％

カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ・バルバレスコ 2010

テイスティングメモ

eva1337 カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ 750 赤 12 イタリア ピエモンテ州 D.O.C.G.バルバレスコ フルボディ ¥5,600 ネッビオーロ 100％

カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ・バルバレスコ・ラ

バーヤ
2009

テイスティングメモ

eva1338 カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ 750 赤 12 イタリア ピエモンテ州 D.O.C.G.バローロ フルボディ ¥6,300 ネッビオーロ 100％

カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ・バローロ・マッサラ 2008

テイスティングメモ

eva1633 カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ 750 赤 12 イタリア ピエモンテ州 D.O.C.G.バルバレスコ
ミディアム・フルボ

ディ
¥8,700 ネッビオーロ 100％

カステッロ・ディ・ヴェルドゥーノ・バルバレスコ・ラ

バーヤ・リゼルヴァ
2009

テイスティングメモ

eva1695 キンタ・ダ・リシャ 750 白 12 ポルトガル ミーニョ地方 D.O.C.ヴィーニョ・ヴェルデ やや辛口 ¥1,300 アリント40%、ロウレイロ30%、トラシャドゥーラ30%

3月下旬

発売予定 アンジョス・デ・ポルトガル・ヴィーニョ・ヴェルデ 2015

テイスティングメモ

eva1381 キンタ・ダ・リシャ 750 白 12 ポルトガル ミーニョ地方 D.O.C.ヴィーニョ・ヴェルデ 辛口 ¥1,500
ロウレイロ42.5%、トラシャドゥーラ42.5%、アルヴァ

リーニョ15%

キンタ・ダ・リッシャ　ヴィーノ・ヴェルデ 2014

テイスティングメモ

eva1697 キンタ・ダ・リシャ 750 白 12 ポルトガル ミーニョ地方 D.O.C.ヴィーニョ・ヴェルデ 辛口 ￥2,100（予定） アルバリーニョ100%

3月下旬

発売予定 ポウコ・コムン・ヴィーニョ・ヴェルデ・アルバリーニョ 2015

テイスティングメモ

eva1013 ペレ・ベントゥーラ 750 白 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.カバ 辛口 ¥1,500 マカベオ35％、チャレッロ35％、パレリャーダ30％

ディヴィーナ・カバ・ブリュット NV

テイスティングメモ

eva0208 カナルス・ナダル 750 白 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.カバ(エル・プラ・デル・ペネデス) 辛口 ¥2,100 マカベオ50%、チャレッロ38%、パレリャーダ12%

カナルス・ナダル・ブリュット NV

テイスティングメモ

eva1445 ボデガス・イーホス・デ・アルベルト・グティエレス 750 白 12 スペイン
カスティーリャ・イ・レ

オン州
D.O.ルエダ 辛口 ¥1,300 ベルデホ100％

ベルデロル・ベルデホ・ルエダ 2014

テイスティングメモ

eva0927 マス・ロド 750 白 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.ペネデス(メディオーナ) 辛口 ¥1,600 パレリャーダ100%

マス・ロド・ガラニア 2012

テイスティングメモ

eva1390 マス・ロド 750 白 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.ペネデス(メディオーナ) 辛口 ¥2,000 モントネガ100％

マス・ロド・モントネガ 2012

テイスティングメモ

eva1382 Ｋ５ワイナリー 750 白 12 スペイン バスク自治州
D.O.チャコリ・デ・ゲタリア(＝バスク語表記：

ゲタリアコ・チャコリーナ)
辛口 ¥2,800 オンダラビ・ズリ100%

チャコリ・K5・アルギニャーノ 2013

テイスティングメモ

eva1962 ボデガス・アス・ラサス 750 白 12 スペイン ガリシア州 D.O.リアス・バイシャス 辛口 ¥3,200 アルバリーニョ100％

アウレゴ・アルバリーニョ・リアス・バイシャス・スパー

クリング・ブリュット
2014

テイスティングメモ

eva1961 ボデガス・アス・ラサス 750 白 12 スペイン ガリシア州 D.O.リアス・バイシャス 辛口 ¥2,100 アルバリーニョ100％

アウレゴ・アルバリーニョ 2014

テイスティングメモ

eva1583 ラガール・デ・コスタ 750 白 12 スペイン ガリシア州 D.O. リアス・バイシャス 辛口 ¥2,800 アルバリーニョ100％

ラガール・デ・コスタ・アルバリーニョ 2014

テイスティングメモ

eva1969 バルバラ・フォレス 750 白 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.テラ・アルタ 辛口 ¥2,100 ガルナッチャ・ブランカ97%、ヴィオニエ3%

バルバラ・フォレス・ブラン 2014

テイスティングメモ

171

2011年がパーカー92点を獲得。スペイン最高級リアス・バイシャス産アルバリーニョ白ワインです。

オレンジ、レモンの華やかなシトラスに、蜜リンゴ、白桃、アカシアの蜂蜜、白い花の清らかでストレートなアロマ。充実した果実味と厚みのある

口当たりは、オールシーズン通して楽しめる1本です。

172

ミネラル感たっぷりの繊細な味わいは後を引く美味しさ。

シトラス、白桃、白い花、ローズマリーなどの芳香が優しく香り、フレッシュな果実味、レモンのような繊細な酸が最高の心地良さを感じさせてく

れます。そして程良いミネラルが全体を引き締め、余韻まで完璧にきれいな仕上がりです。

173

注目のスペイン固有白ブドウ品種ガルナッチャ・ブランカに少量のヴィオニエを加えた希少な白ワイン。受賞歴多数の注目の生産者です。

爽やかでフレッシュな柑橘香に、たわわに実った白桃、洋梨、リンゴのアロマ。そしてジャスミンのような香り高い花、蜂蜜の印象も感じられま

す。酸の広がりとミネラル感がとても上品で上質で、凝縮した味わいでありながら、綺麗でフレッシュな余韻も楽しめます。

168

ワインジャーナリストにも知られていないことがある超希少固有品種モントネガを100％使用。

地元カタルーニャの秀逸ワインを集めた[カタルーニャ・ワイン・ガイド]で高得点を出し、“Extraordinary and Original”(傑出して独創的)

の評価を獲得。アロマティックな香り、味わいも白いフルーツの果実味がとてもフレッシュで若々しく、後に続くミネラルがとても心地良いワインで

す。169

美食王国バスクからのおすすめ「チャコリ」。

たっぷりのシトラスフルーツの果実味、高く繊細な酸、とにかくフレッシュ爽快。ビターな余韻が全体を引き締めています。

170

リアス・バイシャス産アルバリーニョ100％の本格派辛口スパークリング。

レモン、グレープフルーツの柑橘のアロマに、焼き立てブリオッシュの香ばしさ、グラニュー糖のような甘やかさ、白くて小さな花の香りがふわりと開

くような上品な印象。アルバリーニョ種らしいたっぷりの酸に加え、瓶内二次発酵による香ばしいフレーバー、デリケートな泡の口当たりが楽しめ

ます。

165

ロバート・パーカーお墨付きの高品質カバ。ギーア・ペニンでも「コスパ度最高満点五ツ星」を獲得しています。

リンゴ、洋梨、白桃、白い花などの華やかで優しいアロマ。味わいも柔らかくエレガントで、果実味と酸のバランスが良好な、素直なスタイルの

カバです。

166

白ワイン銘醸地ルエダ産、注目の固有品種ベルデホを100％使用。

青リンゴ、キウイ、白桃、タイムやローズマリー、フェンネルなどのアロマティックでハーバルな香りが特徴の、さわやかなワインです。

167

カバ3品種として知られるパレリャーダ種を100％用いた非常にフレッシュで軽やかな白ワイン。

口に含むと、フレッシュでみずみずしい果実、繊細で爽やかな酸とミネラル感が非常に心地良い味わいです。

162

ブリュッセル国際ワインコンクール、ヴィーニョ・ヴェルデ・コミッションでW金賞を受賞。

ポルトガルの隣国スペインでは高級白ワインとなる高貴品種アルバリーニョをブレンドした、贅沢なヴィーニョ・ヴェルデです。フレッシュな柑橘系

の果実味、酸も豊かで、余韻にレモンピールやグレープフルーツの白い部分のようなビターな味を感じる、後引く美味しさです。

163

ブリュッセル国際ワインコンクール、チャレンジ・デュ・ヴァンのW金賞受賞。

隣国スペインでは高級白ワインとなる高貴品種アルバリーニョ100％の本格辛口、ワンランク上のヴィーニョ・ヴェルデ。華やかなフローラルのア

ロマ、凝縮した果実味、ミネラル、スパイスの印象もあり長い余韻も楽しめます。

164

国際線ファーストクラスへの納入実績もある、大注目のカバ生産者「ペレ・ベントゥーラ」。

ほぼ１年熟成のシャンパン製法スパークリングは、華やかな味わいに加え、泡にボリューム感のあるハイコスパな１本です。

159

ガンベロ・ロッソで最高評価[トレ・ビッキエーリ]を獲得。最高峰のバローロとも同格の評価を得ています。

ブラックベリーなどの黒系果実にすみれの花の香りがじわじわと拡がり、さらにスパイスやコーヒーにカカオなど、多様な要素がぎっしりと詰まった

圧倒的な凝縮感が素晴らしいワインです。

160

イタリアソムリエ協会発刊の重要ガイド[ドゥエ・ミッレ・ヴィーニ誌]で 最高評価の「チンクェ・グラッポリ」。また、2015年版に掲載された20000

本の中からは、 「今年のベスト10本」にも選出されています。

極上のネッビオーロだけが醸し出す、力強くもエレガントさを兼ね備えた見事な完成度が実感できる味わいです。

ポルトガル・スペイン

161

”緑ワイン”ヴィーニョ・ヴェルデ。

標高770mの高地で育った樹齢30年の古木ブドウを使用しています。上質な酸が、すがすがしい清涼感をもたらし、青リンゴ、レモンやライ

ム、グレープフルーツの爽快なアロマが元気いっぱいに弾けます。

156

厳選したブドウから仕込みバリック（小樽）で熟成。生産本数は3000本の希少ワインです。

ラズベリー、カシス、そしてスミレやバラの花の香り、さらにはマスカットを想わせる官能的な甘い香りが弾けるように拡がり、口に含みますと溢れ

んばかりの果実味の凝縮感に圧倒されます。バルベーラ特有の優しい酸味とほろ苦さが絶妙なバランスで溶け合っています。

157

極上畑[ラバーヤ]のブドウも使用。「イ・ヴィーニ・ディタリア・レ・グイデ・デ・エスプレッソ」で、 最高ランクの「チンクエ・ボッティリエ」を獲得。ブラッ

クチェリーやプラムなどの果実の香りにスミレの花やスパイスの香りも加わり、口に含むと力強くもエレガントさを兼ね備えたタンニンが、すでに円

熟という言葉が相応しい高貴な味わいをもたらします。

158

バルバレスコ屈指の極上畑「ラバーヤ」のブドウから造られた、イタリアワインガイド誌 [ガンベロ・ロッソ][ヴェロネッリ]でも高評価を獲得した1

本。

ブラックチェリーやプラムなどの果実やスミレの花を想わせる優雅な香り。口に含むと厳選された高品質なネッビオーロだけが醸し出す力強くもエ

レガントさを兼ね備えたタンニンが堪能できます。

153

2010年ヴィンテージを一足早くお試し下さい!!

154

このエリアの数件の生産者のみが栽培している稀少黒ブドウ品種ペラヴェルガ。

黒ブドウから仕込まれた白ワインで、ややピンクがかった濃いめの色調。ラベルに描かれたヒナギクの花が満開に咲いた花畑にたたずんでいるよ

うな感覚です。

155

国王も愛したとされる伝説のワイン。

1840年代、当時のピエモンテ・サルデニァ国王のカール・アルベルトはピエモンテにあるこのワイナリーを買収し、自らの別荘にしてしまったほどこ

のワイナリーのワインを愛したと言われます。チェリーを想わせる果実味とスパイスの香りが一杯に溢れます。

150

ペトリュスの樽で仕込まれた贅沢なトスカーナ。2007年は[ガンベロ・ロッソ]で最高評価のトレ・ビッキエーリも獲得。2011年も最高級のスー

パートスカーナに勝るとも劣らない味わいです。ハーブやスパイス、さらにはコーヒーを想わせる香りが漂い、赤く小さな果実のジャムのような凝

縮した果実味とエレガントなタンニンが絶妙なバランスで溶け合い、そして豊かでボリュームのあるボディを作り上げています。

151

[サンアンティモ]は1996年にできたDOC。トスカーナで認められている品種であればなんでも使用できるため、ワイナリーの個性が如実に表

れる大変興味深いタイプのワインです。ベリー系の果物の凝縮した果実味に加えてビターチョコレートやヴァニラの香りも楽しめます。やさしいタ

ンニンが特長です。

152

イタリアワインの王様、ブルネッロ。

芳醇なベリー系の果実の香り、続いてジャムのように熟したフルーツの濃縮したアロマが芳醇に香ります。さらに時間が経過すると、タバコやチョ

コレートを想わせる複雑な香りもじわじわと沸き立ち、力強く厚みのあるタンニンも滑らかになりシルキーな飲み口へと変化していきます。

149

ペトリュスの樽で仕込まれた希少価値の高い話題性あるキャンティ・クラシコ。

特別な区画の厳選されたぶどうだけを使用して仕込まれたこちらのワインは、赤い果実、リコリス、スパイスなどの香りが複雑に絡み合い、輪郭

のしっかりとした余韻の長い骨太な1本に仕上がっています。



eva1970 バルバラ・フォレス 750 赤 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.テラ・アルタ
ミディアム・フルボ

ディ
¥3,000 モレニーリョ70％、ガルナッチャ・ティンタ30％

バルバラ・フォレス・エル・テンプラーリ 2013

テイスティングメモ

eva1658 マス・ブランチ・イ・ジョヴェ 750 白 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.コステル･デル･セグレ 辛口 ¥3,900 ガルナッチャ・ブランカ70%、マカベオ30%

サオネット・ブラン 2014

テイスティングメモ

eva1654 マス・ブランチ・イ・ジョヴェ 750 白 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.コステル･デル･セグレ 辛口 ¥3,000 マカベオ80%、ガルナッチャ・ブランカ20%

サオ・ブラン 2014

テイスティングメモ

eva1657 マス・ブランチ・イ・ジョヴェ 750 赤 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.コステル･デル･セグレ
ミディアム・フルボ

ディ
¥3,900

テンプラニーリョ 50%、ガルナッチャ 30%、カベルネ・ソー

ヴィニヨン 15%、シラー 5%

サオネット・ティント 2013

テイスティングメモ

eva1655 マス・ブランチ・イ・ジョヴェ 750 赤 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.コステル･デル･セグレ フルボディ ¥2,800
テンプラニーリョ40%、ガルナッチャ35%、カベルネ・ソー

ヴィニョン20%、シラー3%、メルロー2%

サオ・アブリバット 2010

テイスティングメモ

eva1656 マス・ブランチ・イ・ジョヴェ 750 赤 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.コステル･デル･セグレ フルボディ ¥3,900
ガルナッチャ55%、カベルネ・ソーヴィニヨン25%、テンプラ

ニーリョ20%

サオ・エクスプレシウ 2009

テイスティングメモ

eva1584 コカ・イ・フィト 750 白 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.テラ・アルタ 辛口 ¥2,100 ガルナッチャ・ブランカ70%、マカベオ30%

ジャスピー・ブラン 2014

テイスティングメモ

eva1585 コカ・イ・フィト 750 白 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.テラ・アルタ 辛口 ¥2,900 ガルナッチャ・ブランカ80%、マカベオ20%

ジャスピー・ドール 2013

テイスティングメモ

eva1587 コカ・イ・フィト 750 赤 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.モンサン
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,000

ガルナッチャ45%、カリニェナ25%、シラー15%、カ

ベルネ・ソーヴィニヨン15%

ジャスピー・ネグレ 2012

テイスティングメモ

eva1586 コカ・イ・フィト 750 赤 12 スペイン カタルーニャ州 D.O. エンポルダ
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,500 カリニェナ55%、ガルナッチャ35%、シラー10%

トカ・デ・ララ 2014

テイスティングメモ

eva1588 コカ・イ・フィト 750 赤 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.モンサン
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,800 ガルナッチャ55%、カリニェナ25%、シラー20%

ジャスピー・マラグダ 2011

テイスティングメモ

eva1589 コカ・イ・フィト 750 赤 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.モンサン フルボディ ¥4,100 シラー50%、ガルナッチャ30%、カリニェナ20%

コカ・イ・フィト 2010

テイスティングメモ

eva0755 ボデガ・デル・アバ 750 白 12 スペイン
カスティーリャ・イ・レ

オン州
D.O.ビエルソ 辛口 ¥1,600 ゴデーリョ100%

ゴティン・デル・リスク・ゴデーリョ 2012

テイスティングメモ

eva1659 ボデガ・デル・アバ 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・レ

オン州
D.O.ビエルソ ミディアムボディ ¥1,700 メンシア100%

ゴティン・デル・リスク・メンシア 2012

テイスティングメモ

eva1561 ボデガス・ナバロ・ロペス 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・

ラ・マンチャ州
D.O.バルデペーニャス ミディアムボディ ¥1,100 テンプラニーリョ100％

ドン・アウレリオ・テンプラニーリョ・セレクシオン 2014

テイスティングメモ

eva1605 ボデガス・ナバロ・ロペス 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・

ラ・マンチャ州
D.O.バルデペーニャス ミディアムボディ ¥1,300 テンプラニーリョ100％

ドン・アウレリオ・バリカ 2013

テイスティングメモ

eva1568 ボデガス・ラ・カンデラリア 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・

ラ・マンチャ州
D.O. ラ・マンチャ ミディアムボディ ¥1,300 テンプラニーリョ 100%

クーボ・セレクシオン 2013

テイスティングメモ

eva0534 ボデガス・デル・ロサリオ 750 赤 12 スペイン ムルシア州 D.O. ブーリャス ミディアムボディ ¥1,300 モナストレル100％

テソロ・デ・ブーリャス 2009

テイスティングメモ

eva0537 ボデガス・デル・ロサリオ 750 赤 12 スペイン ムルシア州 D.O. ブーリャス
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,600

モナストレル60%、シラー25%、テンプラニーリョ

15%

テソロ・デ・ブーリャス・セレクシオン 2008

テイスティングメモ

eva1164 ボデガス・アルセーニョ 750 赤 12 スペイン ムルシア州 D.O. フミーリャ
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,400 モナストレル100%

アルセーニョ・モナストレル・12メセス 2011

テイスティングメモ

eva1165 ボデガス・アルセーニョ 750 赤 12 スペイン ムルシア州 D.O. フミーリャ フルボディ ¥1,500 シラー85%、モナストレル15%

アルセーニョ・プレミウム　50バリカス 2012

テイスティングメモ

eva0536 ボデガス・ドメコ・デ・ハラウタ 750 赤 12 スペイン ラ・リオハ州 D.O.Ca　リオハ ミディアムボディ ¥1,500 テンプラニーリョ 100%

サンチョ・バロン 2009

テイスティングメモ

eva1339 ボデガス・アバニコ 750 赤 12 スペイン ラ・リオハ州 D.O.Ca　リオハ ミディアムボディ ¥2,000 テンプラニーリョ85%、グラシアーノ15%

アサーニャ・リオハ・ビーニャス・ビエハス 2012

テイスティングメモ

eva1167 ボデガス・ラ・ミラグロサ 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・レ

オン州
D.O. リベラ・デル・ドゥエロ

ミディアム・フルボ

ディ
¥1,600 ティント・フィノ(テンプラニーリョ)100%

ミルカンポス・ビーニャス・ビエハス 2012

テイスティングメモ

eva1388 セリェール・マロンドロ 750 赤 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.モンサン
ミディアム・フルボ

ディ
¥1,600 ガルナッチャ45%、カリニェナ45%、シラー10%

ベスリュム 2011

テイスティングメモ

198

2008年はパーカー93点を獲得。

最高標高800mの高地で栽培された平均樹齢55年～75年の古木から収穫されたブドウをオーク樽で16ヶ月も熟成させた極上キュヴェ。

なめらかでしなやかな果実味が凝縮されていて、ベルベットのようなタンニン、こなれて上質な酸、豊かな旨みが緻密な味わいを織り上げてい

ます。

195

パーカー90点、樹齢65年の古木ブドウを使用。

甘酸っぱいフルーツのアロマに続いてシナモン、ナツメグ、クローブなどの甘苦スパイス、ふわっと香るフラワリーな印象。口中では凝縮した果実

味、冷涼感もある上質な酸、シルキーできめ細かいタンニンが感じられます。

196

パーカー92点、銘醸リオハワイン。

[ビーニャス・ビエハス]とは「古木」を意味し、その名の通り45～70年の古木ブドウを使用。ベリー、スパイスなどの香りが複雑に絡み合い、口

に含めば凝縮した赤果実の果実味、生き生きとして快活な酸が繊細で豊かに広がります。タンニンは上質なシルクのようにしなやかで、余韻

も長く楽しめます。197

パーカー94点を獲得したこともある高評価ワインで、樹齢80年以上の古木ブドウ使用。

しなやかな果実味、樽由来の甘香ばしさ、ベルベットのタンニン、繊細で上質な酸、スパイシーさ、深い旨みを伴ったミネラル感。なめらかな口

当たりが大変エレガントなワインです。

192

パーカー90点以上[テソロ・デ・ブーリャス]シリーズの上級キュヴェ。

500Lのアメリカンオーク新樽で17ヶ月熟成されたその味わいは、ダークチェリー、野生のベリーがふくよかに、ワイルドに香り、そしてリコリス、オリ

エンタルスパイスなどのビターでスパイシーな印象も。濃密で甘やかな果実味がゆったりと広がり、しっかりとしたボリューム感のある赤ワインで

す。193

パーカー90点。地元スペイン権威のワインガイド[ギア・ペニン]でも92点という高得点を獲得。

樽熟成12ヶ月を施したキュヴェは、熟してとても良好な果実味、石灰質土壌による特徴的な味わいで、ぶどう由来の甘やかなフレーバーが

バランスよく馴染んでいます。スパイシーでビターな余韻も良いアクセントとなっています。

194

パーカー92点、「クローズ・エルミタージュの地中海バージョン」と絶賛された1本。

森のベリーのジャムをトッピングしたヨーグルト、カシス、プラムの果実香、リコリス、クローブ、ナツメグのスパイス、ローズマリーやタイムのハーブ、か

すかにビターチョコレートのニュアンス。果実味、タンニン、酸がバランス良く、とてもなめらかでしなやかな口当たりに仕上がっています。

189

標高750m高地で育った樹齢50年ブドウを使用し、仏オーク樽で6ヶ月熟成しています。

[ギア・ペニン]においても、毎年コストパフォーマンス度で最高評価が付くほどの素晴らしい品質で、緻密なる果実味、ベルベットのタンニン、

樽から来る甘香ばしさ、じんわり広がる旨みを伴った繊細な酸が絶妙なバランスです。

190

2009年、2011年はパーカー90点を獲得。

ダークチェリー、ブラックベリー、ラズベリーなどの森のフルーツのジャム、そしてそれを入れたヨーグルトなどの甘酸っぱくチャーミングな香り。シナモ

ンやナツメグなどの甘くて苦いスパイスの印象もあります。丸いタンニンとおだやかな酸が全体をきれいにまとめ上げています。

191

パーカー90点。親しみやすく、かつ飲みやすいベルベットのテクスチャー。

標高900-950mの高地で栽培された平均樹齢40年の古木モナストレルは、特徴的なアロマに加え、酸と果実味のバランスが取れたハイコ

スパな1本に仕上がっています。

186

パーカー90点獲得。高級白ワイン品種のアロマティックで快適な香りが豊かで、一口含めばシトラスの凝縮した充実果実味が口いっぱいに

広がっていきます。繊細な酸、続いて味わい深い旨み、さらにミネラリーな印象が全体をきっちりと引き締めています。

187

パーカー90点獲得。メンシアのエレガントな味わいが楽しめます。

深い紫色、オークのトースティな芳香、アジアンスパイス、満開の桜、お香、ブラック・ラズベリーの複雑な香り。口中では層が厚くビロードのよう

な口当たりで、秀逸なボリューム感で余韻も長く感じられます。

188

標高800mの高地畑で栽培される古木テンプラニーリョ100％。接木なしの自根ブドウを使用しており、果実味と旨みが凝縮されています。

深いガーネット色。熟したダークチェリー、ブルーベリー、プラムの果実香、シナモン、ナツメグ、クローブの甘苦スパイス、バルサム、ローズマリーの

ハーバルな印象。口に含めば、ナチュラルでピュアな果実味、しなやかなタンニンが広がります。

183

スペイン権威の[ギア・ペニン]にて二年連続コストパフォーマンス度「最高満点五ツ星」を獲得。

樹齢40年～80年の超古木から生み出された1本は、旨みたっぷりでありながら野暮ったくならず、凝縮して緻密な味わいは洗練されており、

エレガントなスタイルに仕上がっています。

184

08年ヴィンテージがパーカー91点を獲得した、最高樹齢80年の希少ワイン。

ダークチェリー、プラム、甘いスパイス、ミネラルに、モカコーヒーのような香ばしさ。黒果実の凝縮した果実味、高めの酸が全体をきっちりと引き

締め、しなやかなタンニン、樽熟成から来る甘く香ばしい印象が特徴的です。

185

2008年はパーカー92＋点、ギア・ぺニンも３年連続93点。

エッジはガーネットがかったチェリー色。熟したフルーツ、スパイシーさ、クリーミーなオーク樽のニュアンス、トースティ、複雑でテロワールらしく、ミネ

ラルの豊かなアロマ。味わいはパワフルでトースティ、熟したタンニンが素晴らしい、コカ・イ・フィトの最上級キュベです。

180

最高樹齢70年のガルナッチャ・ブランカとマカベオから造られたフレッシュな白で、リンゴ、白桃、洋梨などの白果実に、レモンの柑橘系の爽やか

さもプラスされた心地良い香り。白い花、フレッシュハーブ、白胡椒、スモーキーなミネラルの印象もあります。リリース後すぐにパーカーポイント

89点がついた実力派です。

181

フレンチオーク樽熟成のエレガントな白ワイン。この2013年がファースト・ヴィンテージで、最高樹齢70年の古木ブドウ使用しています。樽のフ

レーバーを付け過ぎないよう、一部のワインのみをフレンチオーク樽で6ヶ月間熟成。蜜の多いリンゴ、フリージアの花、蜂蜜、ホイップバターの

芳香とエレガントな味わい。

182

最高樹齢60年、オーク樽熟成。過去ヴィンテージではパーカー高得点を獲得。

ダークチェリー、プラム、甘いスパイス、ミネラルに、モカコーヒーのような香ばしさが乗った複雑な香り。黒果実の凝縮した果実味、高めの酸が

全体をきっちりと引き締め、しなやかなタンニン、樽熟成から来る甘く香ばしい印象が特徴的です。

177

[マス・ブランチ・イ・ジョヴェ]のスタンダード・キュヴェながら、フレンチオーク(40％)アメリカンオーク(60％)樽で8ヶ月熟成させた贅沢な1本。

熟したチェリー、イチゴの赤果実系とスミレのフローラル系アロマがギュッと凝縮しています。上質な酸、柔らかいタンニンとのバランスも良好で、

飽きのこない味わいです。

178

数々のワイン評価誌で90点を獲得、金賞も多数受賞。

ダークチェリー、カシス、桑の実などの黒果実系の香りに加え、シナモン、ナツメグの甘苦スパイス、カカオの香ばしい香り、ユーカリやバルサムの

すがすがしいアロマと複雑な要素が次々に現れます。果実味、ゆったりと広がる豊富な酸、シルキーできめ細かなタンニンは全く嫌味がなく、

長く余韻も楽しめます。179

エレガントで上質な赤ワインに仕上がった、サオシリーズの最上級キュベ。高評価連発のその味わいは、カシスリキュールやジャム、プラムを煮

詰めたコンポートなどの凝縮したフルーツのアロマ。カカオ、ダークチョコレート、エスプレッソの香ばしさ、シナモンやナツメグの甘苦スパイス、上等

のスコッチのような芳香さえ香り立ちます。ベルベットのタンニン、しなやかな口当たり、そして上質な酸のバランスがすばらしい1本です。

174

パーカー91点獲得の、希少固有品種モレニーリョ使用ワイン。

生産量はわずか4,000本程度。モレニーリョという希少固有品種とガルナッチャ・ティンタで造り上げられた一本で、ブラインドで飲むとまるでピ

ノ・ノワールかのような味わいが感じられます。

175

アート・コンシャスなワイナリー[マス・ブランチ・イ・ジョヴェ]が手がける、ステンレスタンク醸造のフレッシュな白ワインです。

リンゴや白桃などの白果実、レモンやグレープフルーツの柑橘、そしてフローラルが混じり合った優しい芳香。親しみやすい癒し系の白ワインで

す。

176

過去ヴィテージでパーカー90点以上を複数回獲得した実力。[ギーア・ペニン]も「90点＆コストパフォーマンス度四ツ星」。

レモン、グレープフルーツの柑橘の芳香が引き立ち、温度が上がるにつれて蜜リンゴ、桃、パッションフルーツなどのみずみずしい果実のアロマが

押し寄せます。さらに蜂蜜、ホワイトペッパー、上品なバニラがふんわりと香り、リッチな気分にさせてくれます。



eva1565 リベラリア・エノロヒカ／アレグロ・コン・スピリト 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・レ

オン州
D.O. トロ

ミディアム・フルボ

ディ
¥1,600 ティンタ・デ・トロ 100%

モンテ・イニエスタ 2011

テイスティングメモ

eva1563 ボデガス・ランガ 750 白 6 スペイン アラゴン州 D.O.カラタユ 辛口 ¥2,400 ガルナッチャ・ブランカ100％

パイ　 Π　ブランコ 2013

テイスティングメモ

eva1562 ボデガス・ランガ 750 赤 12 スペイン アラゴン州 D.O.カラタユ
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,400 コンセホン100%

パイ　Π 2012

テイスティングメモ

eva1660 ボデガス・マルタ・マテ 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・レ

オン州
D.O. リベラ・デル・ドゥエロ

ミディアム・フルボ

ディ
¥1,700 テンプラニーリョ100％

ピシデ・リベラ・デル・ドゥエロ 2013

テイスティングメモ

eva1538 ボデガス・J.A.カルボ・カサフス 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・レ

オン州
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ

ミディアム・フルボ

ディ
¥1,800 テンプラニーリョ100％

カサフス・スプレンドーレ 2013

テイスティングメモ

eva1539 ボデガス・J.A.カルボ・カサフス 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・レ

オン州
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ フルボディ ¥2,800 テンプラニーリョ100％

カサフス・ベンディミア・セレクシオナダ 2012

テイスティングメモ

eva1342 ボデガス・ブリエゴ 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・レ

オン州
D.O.リベラ・デル・ドゥエロ フルボディ ¥2,700 テンプラニーリョ100%

ニニン 2009

テイスティングメモ

eva1972 メルム・プリオラーティ 750 赤 12 スペイン カタルーニャ州 D.O.Q. プリオラート
ミディアム・フルボ

ディ
¥2,000

ガルナッチャ45%、カリニェナ35%、シラー10%、カ

ベルネ・ソーヴィニヨン10%

アルディレス・メルム・プリオラーティ 2007

テイスティングメモ

eva1422 ボデガ・イニエスタ 750 白 12 スペイン
カスティーリャ・イ・

ラ・マンチャ州
D.O.マンチュエラ 辛口 ¥1,900 マカベオ100％

フィンカ・エル・カリール・ブランコ 2014

テイスティングメモ

eva1423 ボデガ・イニエスタ 750 白 12 スペイン
カスティーリャ・イ・

ラ・マンチャ州
D.O.マンチュエラ 辛口 ¥1,900 シャルドネ 100%

フィンカ・エル・カリール・バレリア 2013

テイスティングメモ

eva1582 ボデガ・イニエスタ 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・

ラ・マンチャ州
D.O.マンチュエラ ミディアムボディ ¥1,900

テンプラニーリョ60%、プティ・ヴェルド30%、シラー

10%

フィンカ・エル・カリール・ティント 2012

テイスティングメモ

eva1653 ボデガ・イニエスタ 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・

ラ・マンチャ州
D.O.マンチュエラ フルボディ ¥4,500 ボバル100%

フィンカ・エル・カリール・パオロ・アンドレア 2012

テイスティングメモ

eva1066 ボデガ・イニエスタ 750 赤 12 スペイン
カスティーリャ・イ・

ラ・マンチャ州
D.O.マンチュエラ フルボディ ¥3,400

シラー40%、カベルネ・ソーヴィニヨン30%、プティ・

ヴェルド30%

コラソン・ロコ・プレミウム 2010

テイスティングメモ

eva1698 ボデガ・イニエスタ 500 白 12 スペイン
カスティーリャ・イ・

ラ・マンチャ州
D.O.マンチュエラ やや甘口 ¥1,800 モスカテル100％

ドゥルセ・コラソン 2015

テイスティングメモ

eva1581 ボデガ・イニエスタ 500 ロゼ 12 スペイン
カスティーリャ・イ・

ラ・マンチャ州
D.O.マンチュエラ やや甘口 ¥1,900 ボバル100％

ドゥルセ・コラソン・ロサード 2014

テイスティングメモ

eva1542 ヴィンツァー・クレムス 750 白 12 オーストリア クレムス - 辛口 ¥2,000 グリューナー・フェルトリーナー100％

ヴァンツァー・クレムス・グリューナー・フェルトリーナー・リ

エド・サングル―べ
2014

テイスティングメモ

eva1570 ルーマンケルター 750 白 12 ドイツ モーゼル地方 - やや辛口 ¥2,000 リースリング55％、ケルナー45％

ティモ・ディンハート・ノヴィ・セッコ・トロッケン 2014

テイスティングメモ

eva0900 ビンツ＋ブラット 750 白 12 ドイツ ラインヘッセン地方 - 辛口 ¥1,800
シルヴァーナー　50％、リヴァーナー　15％、バッフス

35％

ビンツ＋ブラット　フランコナ 2011

テイスティングメモ

eva1574 ビンツ＋ブラット 750 白 12 ドイツ ラインヘッセン地方 - 辛口 ¥2,000 リースリング　85％、ゲヴュルツトラミネール　15％

ビンツ＋ブラット　リースリング＆ゲヴュルツトラミ

ネール
2014

テイスティングメモ

eva1189 PLOB 750 白 12 ドイツ モーゼル地方 - 辛口 ¥2,000 リースリング100％

クリフハンガー・リースリング 2013

テイスティングメモ

eva1571 ルーマンケルター 1000 白 12 ドイツ モーゼル地方 - やや辛口 ¥2,100 リースリング45％、リヴァーナー45％、その他10％

ルーマンケルター・ハウスマルク・ファインヘルプ 2014

テイスティングメモ

eva1192 バッテリーベルク 750 白 12 ドイツ モーゼル地方 - 辛口 ¥3,000 リースリング　100％

バッテリーベルク・C.A.I ・リースリング 2012

テイスティングメモ

eva1194 バッテリーベルク 750 白 12 ドイツ モーゼル地方 - やや辛口 ¥6,000 リースリング 100%

ステファンベルク・リースリング 2012

テイスティングメモ

eva1553 ヴァインハウス・レス 750 白 12 ドイツ ライン地方 - やや辛口 ¥1,800 リースリング　100％

ヴァインハウス・レス・ライン・リースリング 2013

テイスティングメモ

eva1546 ツァーリンガー 1000 白 12 ドイツ バーデン地方 - やや辛口 ¥2,400 グートエーデル（シャスラ）100％

222

老舗のワイナリー、バルタザール・レスの特別プロデュースキュヴェ。

しっかりと熟したリンゴや柑橘系の果実のフレッシュな薫り、白いお花のような可憐な薫りが優しく広がります。味わいは、きゅっと引き締まるよう

なフレッシュな酸味、凛とのびやかなミネラル感が骨格であるので、ほんのり優しい残糖感があってもバランスがよく、まさに癒しの味わいです。

223

219

お得な１リットルサイズのオーガニックワイン。

青りんごや柑橘系の果実味、ほんのり感じる白い可憐なお花のような繊細な香りが優しく広がります。味わいは、爽やかな果実味に酸味、キ

メが細かく緻密なミネラル感。ほのかな残糖感はありますが、しっかりとした酸味とのバランスがよく、何杯でものみたくなる１本です。

220

2011年はパーカー90点の実力派。

白いお花の可憐さ、すっきりした青りんごなどの果実味、やわらかいミネラル感が繊細で涼しげなモーゼルらしい印象の香りです。味わいは、優

しい果実味の凝縮感、キメの細かい透明感のある柔らかいミネラル感、軽くレモンをしぼったようなフレッシュで心地のいい酸味がバランスよく溶

け合っています。221

パーカー93点。ワイナリー所有の一番古い畑は、急斜面で南向きで日当たりがよく、鉄分っぽさを多く含んでいます。そのワインは、繊細かつ

エレガントにしっかりと中心に芯の通った非常に完成度の高い味わいになっています。今や希少なアメリカ産の台木に接ぎ木をしない自根の葡

萄を使用しています。

216

ワイン雑誌でも絶賛された、辛口モダン・ドイツワイン。

様々な料理に合わせたい１本で、香りはグレープフルーツなどの柑橘系、オレンジ、メロンなどのフレッシュでフルーティな印象。口に含んだ瞬

間にふわっと果実味の凝縮感がひろがり、柔らかい酸味とミネラル感が支えてくれます。はじめは軽やかな印象ですが、じわじわと旨味が表れ

てきます。217

リースリングとゲヴェルツの２大人気品種の絶妙なブレンド。

ゲヴュルツは15％だけのブレンドですが、主張がしっかりしているためその割合が絶妙なバランス。リースリングの引き締まった酸味、ゲヴュルツ

の華やかさやボディがお互いを補い、長所を最大限に引き延ばしています。

218

リースリングの銘醸地・モーゼルのプロジェクト辛口ワイン。モーゼルユンガーの中の４人の才能ある生産者による夢のコラボワインです。

涼しげな青りんごのような果実味、柔らかいミネラル感、白い小さなお花のような香りが優しく広がります。味わいは、果実の凝縮感、ミネラル

感、酸味は程よく柔らかさもあり、優しい辛口に仕上がっています。

213

「世界ロゼ・コンクール2015」にて銀賞を受賞した実力派の1本。

ピンクゴールドの淡い色合い。チェリー、ラズベリー、ストロベリー、アセロラ、ローズヒップと小さな赤果実が盛りだくさんのチャーミングなアロマ。ほ

んわかと桜の花のような、フローラルな印象にも癒されます。

オーストリア・ドイツ

214

ニコライホーフも推奨する老舗のワイナリーの自信作。

爽やかでフレッシュなハーブ、柑橘系のグレープフルーツ、またピーチなどの温かみを感じるよう果実味、ほのかに白胡椒を思わせるほんのりスパ

イシーな感じもあります。果実味、ミネラルの凝縮感を感じ、酸味は穏やかですが、ミネラルがしっかりと支えてくれている印象です。

215

モーゼルの微発泡オーガニックワイン。2012年フランス開催の自然派ワインのコンテスト、「チャレンジ・ミレジム・ビオ」でトップ５のゴールドメダ

ル受賞の生産者です。レモンやライムやグレープフルーツ、青リンゴのようなさわやかでフレッシュなフルーツの香りが溢れ、味わいもフルーツの酸

味が軽やかに消える爽やかなやや辛口です。

210

ボデガ・イニエスタの最新作上級赤ワイン。

標高770mの樹齢70～80年の古木ボバル100％をフレンチオーク新樽100％で12ヶ月間熟成。ブドウの出来の良い年にしか造らない

特別キュヴェです。高樹齢ブドウがもたらす凝縮した旨みが特長で、長男の名前を冠したイニエスタ選手が最も寵愛するワインです。

211

標高770mの良い高地畑から収穫したブドウを用い、300Lのフレンチオーク樽100％で18ヶ月熟成、その後12ヶ月の瓶熟成。緻密でし

なやかな果実味、ベルベットのタンニン、くせになるスパイシーさが一体となり、素晴らしいバランスに仕上がっています。

212

[ドゥルセ・コラソン]とはスペイン語で「スウィート・ハート」。希少なるデザート白ワインです。

マスカットらしい甘やかでフルーティな香り、さらにリンゴ、グレープフルーツのフレッシュさ、アカシアの蜂蜜、春先に咲く花々、ローズマリーやフェン

ネルなどの野のハーブも感じられます。

207

FCバルセロナ所属イニエスタ選手所有のワイナリー。自身の結婚式でも1杯目に供されたのがこのワインです。

レモンやグレープフルーツの柑橘、リンゴが凝縮した心地良いアロマ。ほかに白い花、白コショウ、ミネラルの複雑な印象もあります。とってもク

リーンでフレッシュ、繊細な酸が美味しい上級の白ワインです。

208

2013年バッカス国際ワインコンクールで銀賞受賞。バレリアはイニエスタ選手の娘の名前で、本人も最もお気に入りのアイテム。

300Lのフレンチオーク樽で30日間発酵後、フレンチオーク樽で2ヶ月間熟成させた白ワインのトップキュヴェで、ブドウの出来の良い年にしか

造りません。

柑橘のほかに黄桃、パイナップル、蜜リンゴの黄色い果実のアロマが印象的で、アカシアの蜂蜜のような上品な甘い香りも感じられます。209

ボデガ・イニエスタの上級フィンカ・エル・カリールシリーズの絶妙ブレンド樽熟成赤ワイン!!

フレンチオーク新樽100％で4ヶ月熟成されており、チョコレートやカカオ、モカコーヒーの香ばしさと甘酸っぱい果実味が溶け合い、リッチな気

分にさせてくれる一本です。

204

パーカー92点。フレンチオーク熟成の贅沢キュヴェ。

銘醸地リベラ・デル・ドゥエロの標高950m、樹齢90年以上の畑から収穫したティンタ・デル・パイスを100％使用した果実味・熟成感ともに

豊かな1本です。

205

パーカ92点。ロバート・パーカーにも、「ウニコ」を生む銘醸地の中でも最上級の生産者のひとつと称される生産者です。

濃縮したカシスリキュール、プラム、ブラックベリー、ダークチェリーの甘やかなアロマ。モカコーヒーの甘香ばしさ、リコリス、シナモン、ナツメグ、黒コ

ショウのスパイシーさ。緻密で凝縮した甘やかな果実味、しなやかでベルベットの舌触りのタンニン、濃厚で飲み応えたっぷりのボディです。

206

パーカー91点。銘醸地の9年熟成ワイン。

パプリカ、熟成肉、なめし革、リキュール漬けの熟したチェリーなどの成熟した香り。口中では洗練されて味わい深く、しなやかで心地良いタンニ

ン、良好な酸。9年の熟成を経た極上プリオラートの実力が発揮された1本です。

201

08年ヴィンテージはパーカー91点。見た目のインパクトのみならず、味わいも傑出しています。

ネーミングの由来は、ブドウ畑の面積が3.1416haだったため。平均樹齢は80年の古木から取れたぶどうは、様々な要素を含んだアロマを醸

し出し、さらにみずみずしく甘やかな果実味、おだやかでゆったりとした酸、シルキーできめの細かいタンニンが感じられます。

202

パーカー90点、さらに、ベルリン・ワイントロフィー金賞。標高900mの高地畑で育ったテンプラニーリョを使用しています。

300Lのフレンチオーク(新樽および1年使用樽、90%)とアメリカンオーク(新樽および1年使用樽、10%)で8ヶ月熟成させた贅沢キュヴェ。

赤～黒果実の凝縮した旨みと甘やかなタンニン、酸のバランスも良好です。

203

銘醸リベラ・デル・ドゥエロでも屈指の造り手[カサフス]が放つ高評価ワイン。2010年はパーカー93点を獲得しています。

標高875mの高地畑から収穫した樹齢60年の古木ティンタ・デル・パイス(テンプラニーリョ)を100％使用。オーク新樽6ヶ月熟成の贅沢

キュヴェは、緻密な果実味、シルキーできめ細やかなタンニン、高めで上質な酸、キュッと締まった旨み、スパイシーでミネラル感も豊かです。

199

2年連続パーカー92点を獲得、樹齢100年ブドウも入ったキュヴェ。

ゴージャスで生き生きとしたブーケ。野イチゴ、マラスキーノ・チェリー、ダーク・プラムが美しく輪郭取られた香り。口中ではジューシーでビロードの

ようなタンニン、クリスプな酸、緻密な果実味。フィニッシュも果実味が押し寄せ、余韻は非常に長く、スパイスや白コショウを思わせる素晴らし

いバリューです。200

標高900mの高地畑で栽培されている、樹齢60～80年の古木ガルナッチャ・ブランカ種を100％使用。

グレープフルーツ、レモン、黄色いリンゴ、黄桃、蜂蜜、白い花、へーゼルナッツなどの豊かなブーケ。そして、スモーキーでミネラリーな余韻がい

つまでも続き、ゆっくりと楽しめる1本です。



ツァーリンガー・グートエーデル・ミルト 2013

テイスティングメモ

eva1573 Ｄｒ．von．バッサーマンヨーダン 750 白 12 ドイツ ファルツ地方 - 辛口 ¥3,100 ソーヴィニヨン・ブラン100％

Ｄｒ．von．バッサーマンヨーダン・ソーヴィニヨン

ブラン
2014

テイスティングメモ

eva1206 ワグナー・ステンプル 750 白 12 ドイツ ラインヘッセン地方 - 辛口 ¥4,100 ソーヴィニヨン・ブラン 100%

ワグナー・ステンプル・ソーヴィニヨン・ブラン・トロッ

ケン
2013

テイスティングメモ

eva0926 サンダー 750 白 12 ドイツ ラインヘッセン地方 - 辛口 ¥3,700 ジルヴァーナ 100%

サンダー・シュロスベルク・ジルヴァーナー・アルト・

レーベ・トロッケン
2012

テイスティングメモ

eva1572 ドライシークアッカー 750 ロゼ 12 ドイツ ラインヘッセン地方 - 辛口 ¥2,500
シュペートブルグンダー　85％、サンクトラウレント

15％

ドライシークアッカー・ピノ＿＆CO. 2014

テイスティングメモ

eva1545 ベルグ・ラベンスベルグ 750 赤 12 ドイツ バーデン地方 - ミディアムボディ ¥3,200 レンベルガー　100％

ヘイトリンガー・ベルグ・ラベンスベルグ・レンベルガー 2012

テイスティングメモ

eva1549 ベルグ・ラベンスベルグ 750 赤 12 ドイツ バーデン地方 - ミディアムボディ ¥3,200 シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）100%

ヘイトリンガー・ベルグ・ラベンスベルグ・シュぺートブ

ルグンダー
2012

テイスティングメモ

eva1543 バルタザール・レス 750 赤 12 ドイツ ラインガウ地方 - ミディアムボディ ¥3,000 シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）100%

ヴォン・ウンサレム・ラインガウ・ピノ・ノワール・トロッ

ケン
2013

テイスティングメモ

eva1550 ツィアライゼン 750 赤 12 ドイツ バーデン地方 - ミディアムボディ ¥3,500 シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）100%

ツィアライゼン・テュッペン・シュペートブルグンダー・

アンフィルタード
2012

テイスティングメモ

eva1547 ボイラー 750 赤 12 ドイツ ヴュルテンベルク地方 -
ミディアム・フルボ

ディ
¥3,500 ツヴァイゲルト100％

ステットナー・ツヴァイゲルト 2013

テイスティングメモ

eva1548 ボイラー 750 赤 12 ドイツ ヴュルテンベルク地方 -
ミディアム・フルボ

ディ
¥4,500 レンベルガー100％

ボイラー・ステットナー・レンベルガー 2013

テイスティングメモ

231

スイスの国境沿い、ドイツ最南端エリア。土壌はブルゴーニュと全く同じ、ジュラ紀の石灰質土壌。

繊細で可憐な果実味、ミネラリティ、酸味の抜群のバランスで、非常にピュアな味わいに仕上がっています。

232

ビオディナミ農法実践の若きカリスマ生産者が放つ赤ワイン。

ツヴァイゲルトはオーストリアを代表する赤ワイン用の品種で、オーストリアとゆかりの古いヴュルテンベルクならでは。スパイシーで完熟葡萄の

果実味溢れる香り、ストラクチャーやボディはしっかりある一方、柔らかくシルキーに仕上がっています。三畳紀のコイパー系土壌。

233

ビオディナミ農法実践の若きカリスマ生産者が放つ赤ワイン。

濃い紫系の完熟ベリー、スパイシーでふわっと抜けるような華やかな薫り。味わいはしっかりと熟した果実味の凝縮感、良質な酸味、ミネラル

感も非常にのびやかです。タンニンはキメが細かく、シルキーで滑らか、流れるように柔らかく、密度は高いのに軽やかに広がっていきます。

228

バーデンで最も古い750年以上の歴史を誇る老舗ワイナリーのビオロジック栽培実践赤ワイン。

香りはブラック系のベリーやプラム、それからほのか に赤系のベリーもあり、スパイシーな感じも特徴的です。 味わいはベリー系の程良い酸味、

引き締まったミネラル 感、やや土っぽさを感じる野生味もありますが、全体的 に力強さもありエレガントな印象。程良いタンニンがはお肉との

相性抜群です。229

バーデンで最も古い750年以上の歴史を誇る老舗ワイナリーのビオロジック栽培実践赤ワイン。

冷涼地で本領を発揮することが多いシュペートブルグンダー。ワインが造られるクライシュガウはバーデンの中でも北部に位置し、朝晩の寒暖

の差が激しく、古くからワインの銘醸地として知られています。三畳紀のコイパー系土壌。

230

ラインガウはシトー派の修道士によってに選ばれた良質な畑が広がる産地です。老舗のバルタザー・レスは赤の造り手としても優れており、この

ワインは透き通るほど淡い色彩で繊細できめ細かく、滑らかでしっとりしたエレガンスが楽しめます。和食とのマッチングもおすすめしたいシュペー

トブルグンダーです。（オーガニック転換中。）

225

ビオロジック栽培の急成長ワイナリー。

非常にナチュラルかつ、雑味の少ないクリーンな味わいで、しっかり辛口ですが、完熟しているソーヴィニヨン・ブランならではの穏やかな香りやふ

くよかな味わいが特徴的です。とても香りの抜けがいいワインなので、フレッシュハーブなどを使ったお料理との相性は抜群です。土壌は古生代

の火山性系。226

ジルヴァーナーの自根、1950年代からオーガニック栽培を実践している老舗ワイナリー。

ナシや桃、柑橘系の果実の柔らかい香り、ほんのりスパイシーさもある複雑な香りが広がっていきます。果実味はありますが、酸味は穏やか

で、ミネラル感もふっくらとしていて、非常に繊細な味わいで時間の経過とともにどんどん変化をしていきます。

227

スタイリッシュな辛口のビオロゼ。

特徴はビオロジック栽培ですが、非常にクリーンで清潔な造り、しっかりと辛口でミネラリー。あか抜けてスタイリッシュで高品質。近年のドイツワ

インのトレンドそのものを表現しているかのような洗練されたワインです。

223

オーガニック歴25年以上の先駆者的ワイナリー。グートエーデル（シャスラ）の品種の特徴である柔らかい酸味と透明感のある繊細なミネラ

ル感は、和食系にもよく合います。土壌はレス・ローム。

224

ファルツの３大銘醸ワイナリーのひとつで、300年続く伝統あるワイナリーが手がける1本。

ドイツ最有力評価誌ゴーミヨで好評価４つ星獲得。清涼感のあるフレッシュなハーブ、エキゾチックでほんのりスパイシーな香り、温かみのある

フル―ツを思わせるような果実味の香りが優しく広がっていきます。フレッシュフルーティな酸味とミネラル感、果実味の凝縮感が絶妙です。


