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フランス ブルゴーニュ 

マルサネ ルージュ  2020  ￥5.000  12 本                             

生産者 フェヴレ  ＊濃厚なルビー色。プルーンを思わせる赤い果実のアロマ。味わいは、果実味豊かで、タンニン、

優れたアロマが心地よく長く続く。 

オーコートドニュイ ルージュ フュ ド シェーヌ  2020  ￥2.840                                        

生産者 ギィ シモン  ＊畑はニュイ・サン・ジョルジュ村の端に面したエリアにあります。葡萄の平均樹齢は 40 年。

収穫後、低温で発酵し、後にステンレスタンクにて主発酵。熟成にはオーク樽を用いて 15 か月間熟成（新樽比率 25％）。 

トーストを思わせる樽の香りに肉厚感あふれるミネラルが心地良く、バランスよい酸も素晴らしい。 

シャブリ 1er ラ フォレ  2020  白  ￥10.800  完売                                         

生産者 ヴァンサン ドーヴィサ  ＊ラ・フォレはモンマンも名乗ることが可能な 1 級畑だが、ドーヴィサでは本来の

畑名を用いる。4.50ha という広大な面積を所有しているため、区画ごとにミクロクリマの変化があり、それらをブレ 

ンドすることで風味に複雑さが生まれる。 

 

フランス  アルザス 

ゲヴュルツトラミネール アムゼル 2019  白 ￥5.300  6 本                  

生産者 マルク テンペ  ＊粘土泥灰土壌で育つ少収量のゲヴュルツトラミネールをやさしくプ レス後、37hl のフー

ドルで 23 ヶ月発酵・熟成し瓶詰。金木犀や黄金飴、キャラメリゼしたアロ マ、しっかりとしたアタックとボリュー

ム感、複雑味が増したキャラメ ルの甘やかさと香りに強さのあるエッセンス、長いアフターが印象 的です。 

ピノノワール アムゼル  2019  ￥7.000   12 本                                       

生産者 マルク テンペ  ＊ブルーゴーニュ樽で 22 ヶ月発酵・熟成し 21 年 8 月に瓶詰 めしました。ジューシーなラ

ズベリーやさくらんぼ ジャム、ブラックベリーの香りを感じます。柔らかくたっぷりのエキ スが拡がり、やさしい

タンニンとボリューム感、丸みのある上質でア フターの長い仕上がりです。 

アンヌ  2019  白 ￥2.950  完売    ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ 60 ﾋﾟﾉｸﾞﾘ 40 

生産者 マルク テンペ  ＊リースリングとピノグリを 9 月に収穫しプレス後、フードルで 24 ヶ月発 酵・熟成し 21

年 9 月に瓶詰。粘性のある黄金がかったグリー ンイエロー色、カリンや摘みたてアプリコット、白胡椒やディルの 

アロマを感じます。ジューシーで果実味たっぷりの甘みを感じるアタックは 完熟みかんの甘みが拡がり、ボリュームが増したエキ

スやたっぷりの 旨味がアフターを彩ります。 

ミュスカ ヴァンダンジュ タルディヴ  2010  白  ￥4.850  完売 ﾐｭｽｶﾀﾞﾙｻﾞｽﾌﾞﾗﾝ､ﾐｭｽｶﾀﾞﾙｻﾞｽﾛｾﾞ､ﾐｭｽｶｵｯﾄﾈ

ﾙ 

生産者 クリスチャン ビネール  ＊朝露と乾燥した夏の理想的な条件が整い貴腐菌の付着が進んだ ミュスカ 3 品種

をプレスし古いフードルで 11 ヶ月発酵・熟成。 グリマスカットやママレード、アプリコット、 キャラメル香、ア

タックは香りが全面的に押し出されじわじわと甘味 がプラスされていき口中にしっかりと拡がります。 

コート ダムルシュヴィール ピノ  2020  ￥5.500   10 本                                                                                      

生産者 クリスチャン ビネール  ＊アムルシュヴィール村の最も美しい丘に位置しグランクリュ・ケフェ ルコフと

境界線を共にする畑で育つブドウを、フードルで 12 ヶ月熟成。フランボワーズやザクロ、フローラル香、摘みたて

ベリーの酸を感じるア タック、フレッシュな果汁は若々しくチャーミングな印象です。ﾋﾟﾉｸﾞﾘ 75 ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ 25。 

ピノノワール  2020  ￥5.500  8 本 

生産者 クリスチャン ビネール  ＊風化した石灰岩と泥土が長年蓄積された土壌のピノノワールを昔ながらの足踏

みピジャージュをしながら醸し・発酵後、フードルで 12 ヶ月熟成。サンスフル。ラズベリーやイチゴジャム、フロ 

ーラルな香りを感じます。上品なアタックにフレッシュな酸味とタンニン、バランスのよいワインです。 
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フランス シャンパーニュ 

デクロ フレール ブリュット 泡 ￥4.000  36 本                      

生産者 ジエジャコ  ＊規定上ネゴシアンですが、すべて自分で世話・管理している為、実質はレコルタンの生産者

です。平均樹齢はなんと 40 年でクオリティの高いブドウを作ります。ピノノワール主体でとても芳醇な味わいにな 

っています。白い果実と非常に魅惑的な花の香りが強く感じられます。ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ 80 ｼｬﾙﾄﾞﾈ 20。 

サロン 泡  2012 ￥120.000  2 本 

生産者   ＊最高評価のグラン・クリュのシャルドネ 100％で造られる、最高品質の「ブラン・ド・ブラン」と言えば、

まさにこの「サロン」を筆頭に上げる方も少なくないでしょう。こちらは 1911 年から生産を始めましたが、ブドウ

の出来の良い年にのみ、ヴィンテージ・シャンパーニュとして造られています。非常に基準が厳しく、他のシャンパ

ーニュに比べ、リリースされない年がとても多いのがこのシャンパーニュの特徴です。 

フランス ボルドー 

 シャトー サントバルブ  2016  ￥2.000  12 本 

生産者 カシスやブラックベリーを思わせる黒系果実の香りに胡椒などのスパイスやバニラのニュアンスにタバコや

腐葉土のような熟成香も感じられます。キメ細かなタンニンと上品な酸と果実味のバランスが取れた、重厚感のある

飲み応えの楽しめるワインです。ﾒﾙﾛ 85 ｶﾍﾞﾙﾈ F7 ﾌﾟﾁｳﾞｪﾙﾄﾞ 5 ｶﾍﾞﾙﾈ S3。 

シャトー モンペラ ルージュ  2020  ￥2.500  12 本 

生産者 爆発的に 01 年から人気の出たシャトー。数々の名声も手にしてきました。メルローを主体とした厚みとパワ

ーのある 1 本です。ﾒﾙﾛ 80 ｶﾍﾞﾙﾈ S15 ｶﾍﾞﾙﾈ F5。 

イタリア 

ベルコッレ バローロ  2018  ￥3.000  9 本                                       ピエモンテ 

生産者 ボジオ ファミリーエステイト  ＊チェリー等の黒系果実とすみれ、なめし皮、コーヒー、白コショウ等を伴

う複雑な香り。しっかりとしたオーク樽の華やかなアロマ。赤系果実とミネラルやスパイスのニュアンスでバランス

が良く、上品なタンニンと豊かな果実味が感じ取れ上品な余韻が長く続く。 

ガヴィ サン ピエトロ オーガニック  2020  白  ￥2.000  12 本 

生産者 テヌータ サン ピエトロ  ＊白い花やレモン、ライムなどの柑橘類を思わせる爽やかな香りに火打石やハー 

ブのニュアンスも。フレッシュな果実味とのびやかな酸、長い余韻の楽しめる ワインです。コルテーゼ種。 

アリオット 2018  ￥2.900     ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ 60 ｶﾍﾞﾙﾈ Sなど 40                              トスカーナ 

生産者 テヌータ ボデルノーヴォ  ＊輝くルビーレッド色、チェリーやブランデーに漬けたフルーツ、ハーブやミネ

ラルのトーンを持つエレガントな香り。心地良いタンニンと酸味を持つとてもエレガントで芳醇なワイン。中世にピ

サ近郊の丘陵地帯を支配した豪商の名前に由来しています。トスカーナの海側で育った珍しいサンジョヴェーゼのワインです。 

エトナ ロッソ 2021  ￥3.500   4 本                                              シチリア 

生産者 テッレ ネーレ  ＊輝くルビーレッド色。赤い果実の香り、ほんのりバルサムも感じる。しっかりしたストラ

クチャーでエレガントな口当たり、調和のとれた味わい。白身、赤身ベースのお料理、野菜や中熟のチーズと合わせ

たい。１０００L～３０００L のフレンチオーク大樽で１０～１１ヵ月間熟成。ﾈﾚｯﾛﾏｽｶﾚｰｾﾞ 95 ﾈﾚｯﾛｶﾌﾟｯﾁｮ 5。 

ポデーレ 27 メトド クラシコ モスカート ド シラキュース  2016 泡  ￥5.000  4 本   

生産者 カンティーネ プピロ  ＊瓶内二次発酵。ワイナリーのスペシャル・キュヴェで、2010 年の最初のヴィンテ

ージから、2014 年と 2016 年の 2 回しか醸造されませんでした。モスカート・ビアンコで造られた麦わら色、フロ

ーラルな香り、みずみずしさもありながらきりりとした辛口。貝、エビ、サーモンなどの魚料理、アヒルや、ホロホ

ロ鳥、フォアグラやチーズにも最適です。 

㈱ヴィノーブ tel 092-922-7410 fax 092-928-3608  価格に消費税は含まれておりません 


