ORANGE
MAKASHIVILI WINE CELLAR KHIKHVI / マカシヴィリ・ワイン・セラー ヒフヴィ •••

（産地：ジョージア

カヘティ）

¥ 6,800

ナツメグや蜂蜜を想わせる風味に複雑なアロマの層が織り重なる。
肉料理や熟成したチーズなどとも相性よし。

MAKASHVILI WINE CELLAR RKATSITELI

/ マカシヴィリ・ワイン・セラー ルカツィテリ

（産地：ジョージア

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

カヘティ）

¥ 6,800

桃やマルメロの豊潤な果実味と複雑味。バランスがよく、フェノリックな要素と長い余韻が魅力。

SHALAURI RKATSITEL WINE CELLAR RKATSITELI

/ シャラウリ・ワイン・セラー ルカツィテリ

（産地：ジョージア

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

カヘティ）

¥ 9,800

ナッツやアプリコット、
ドライフルーツなどの甘やかな香り。
ふくよかでリッチなボディとドライな口当たりが魅力で、
豊潤かつ極上のアンバーワイン。

SHALAURI WINE CELLARS RKATSITELI MTSVANE

/ シャラウリ・ワイン・セラーズ ルカツィテリ ムツヴァネ

（産地：ジョージア

•••••••••••••••••••••••••••

カヘティ）

様々な果実や花々の香しいアロマと、
アーモンドやドライフルーツの香ばしい風味。
軽やかなタンニンで、
ふくよかでバランスの良いアンバーワイン。

¥ 7,800

WINE MENU

WHITE

GLASS WINE
グラスワイン

RED ・ WHITE ・ ORANGE / 赤・白・オレンジ

LE MASOULIER PAYS / マズリエ BW

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

¥ 600 ~

（産地：フランス

ラングドック地方

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

アニアンヌ村）

¥ 3,800

柑橘類やフローラル系の爽やかなアロマ。
鋭くないキリッとした酸と豊かなミネラルが味わいの輪郭にある。

L'ARJOLLE BLANC / ラルジョル・ブラン

RED
L'ARJOLLE ROUGE / ラルジョル・ルージュ

（産地：フランス

ラングドック地方

（産地：フランス

（産地：フランス

プーゾル村）

ラングドック地方

¥ 3,800

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

サン・シニャン村）

LA PIOCHE / ラ・ピオッシュ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

コート・デュ・ローヌ地方

シャトーヌフ・デュ・パプ地区）

LOU MASET / ル・マゼルージュ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ラングドック地方）

ALEGRIA ROUGE / アレグリアルージュ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ラングドック地方）

ボルドー地方

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

コート・ド・ブライ地区）

¥ 4,200

青さのないブドウの熟度を感じさせるフレッシュで豊かな果実味。

CUVÉE DES AMIS / キュヴェ・デ・ザミ

（産地：フランス

¥ 4,800

ロワール地方

FIE GRISV.V. / フィエ・グリ V.V.

¥ 5,200

¥ 4,800

ロワール地方

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

トゥーレーヌ地区）

¥ 6,800

とても華やかなアロマが特徴。フレッシュで心地よい酸と塩っぽいミネラル旨味が広がる。

L'ESTRANGIER / エストランジェ

（産地：フランス

¥ 5,200

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ペイ・ナンテ地区）

香りは熟した白桃、アプリコット、また花のようなニュアンスも。
酸味も柔らかくやさしい飲み心地。

（産地：フランス

みずみずしい果実味タップリで飲みやすいのに旨みシッカリ。飲み飽きしない絶妙な強さ。

（産地：フランス

¥ 3,800

白桃や柑橘系、
品種の特徴である清々しい若草の香り。

¥ 4,200

酸味と果実味、
渋味のバランスが素晴らしく、複雑な味わいの奥行きも感じられる。満足度の高い１本。

（産地：フランス

LA RAZ CAMAN BLANC / ラ・ラズ・カマンブラン

（産地：フランス

果実味が前面に出たフルーティーな味わいが心地良い、なめらかなで芳醇な赤ワイン。

（産地：フランス

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

プーゾル村 ）

飲みやすいスッキリ辛口の白。アロマ系ブドウ品種が生み出す、香り高く華やかな風味。

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

味わいは優しくジューシー。
幅広いタイプの料理に合い単体や軽いおつまみでもOKな万能タイプ。

HOMO ERECTUS / ロモ・エレクチュス

ラングドック地方

ラングドック地方

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ミネルヴォワ地区）

¥ 7,800

熟した洋梨や白桃、ハーブの豊かな香り。とってもまろやかでリッチな口当たり。

心地よい酸を伴ったカシスを思わせる凝縮感した果実味。

INSOUCIANCE / アンスシアンス

（産地：フランス

ラングドック地方

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ミネルヴォワ地区）

¥ 6,800

強烈な赤い果実のアロマと、
爽やかさが混和し、とても飲み心地のよい味わい。

L'EPICURIEN / レピキュリアン

（産地：フランス

LA JASSE NEUVE ROSÉ / ラ・ジャス・ヌーブロゼ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

コート・デュ・ローヌ地方）

¥ 7,800

柔らかくなめらかで豊かな果実味。
スルスル入っていくナチュールの美味しさ満点。

TSOINTSOIN / ツワンツワン

（産地：フランス

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ロワール地方

ブルグイユ地区 ）

（産地：フランス

¥ 7,800

ルーション地方）

¥ 7,800

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

サン・シニャン村）

¥ 3,800

爽やかさを感じさせながら凝縮感のあるベリー系果実の香り。まろやかな酸とミネラルの風味。

（産地：フランス

ラングドック地方

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

プーゾル村 ）

¥ 3,800

熟したチェリーやベリー系果実のニュンスの周りに丸い酸とミネラル。

••••••••••••••••••••••••

ロワール地方）

優しく繊細な果実味と柔らかい酸とミネラルの旨味が広がる。
スパイシーなニュアンスがアクセントの、大地を感じさせるほっこりした味わい。

CH. CAMAN ROSÉ / CH カマン・ロゼ

（産地：フランス

ボルドー地方

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

コート・ド・ブライ地区）

¥ 4,200

チャーミングなベリー系果実の風味。

柔らかくなめらかな飲み口。
南仏ならではの熟したブドウの風味がそのまま詰まっている。

（産地：フランス

ラングドック地方

爽やかさを感じながらも適度な飲みごたえ。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PASCAL SIMONUTTI THE WINE EXPLOSION / オレンジラベル V・V

（産地：フランス

L'ARJOLLE ROSÉ / ラルジェル・ロゼ

熟したブドウがそのまま詰まったようなジューシーさ。

TRINQUETTE / トランケット

ROSE

¥ 9,800

MARRENON LEZ'ARTS GRIS DE GRENACHE. / マレノン レザール グリドグルナッシュ

（産地：フランス

コート・デュ・ローヌ地方）

食中酒向きミネラル系辛口ロゼ。

¥ 3,800

