BOTTOLE WINE
◎ SPARKLING

ザルデット プロセッコ トレヴィーゾ ブリュット

Zardetto Prosecco Treviso Brut/Glera/Italia,Veneto

洗練された泡立ち。
白い花やアプリコット、
ハーブの香り。
きれいな酸味があり、
ソフトで調和のとれた生き生きとした味わい
[イタリア／ヴェネト]
[グレラ]

＿＿4000

ルイ ピカメロ クレマン ド ブルゴーニュ ブリュット
Louis Picamelot Cremant de Bourgogne Brut
Pinot Noir,Chardonnay,Aligote,Gamay/France,Bourgogne

柑橘類のようなフルーティな香りで、活き活きとしたワイン。
ふくよかな味わいで、
バランスのよい仕上がり
[フランス／ブルゴーニュ]
[ピノ・ノワール、
シャルドネ、
アリゴテ、
ガメイ]

＿＿4500

エンリコ ガッティ フランチャコルタ ブリュット
Enrico Gatti Franciacorta Brut
Chardonnay/Italia,Lombardia

シャルドネ100%で造られる繊細なイタリア版シャンパーニュ。
綺麗なミネラル感と酸味、
滑らかな果実感のエレガントな味わい
[イタリア／ロンバルディア]
[シャルドネ]

＿＿6500

ルイ ロデレール
シャンパーニュ ブリュット プルミエ

Louis Roederer Champagne Brut Premier
Pinot Noir,Chardonnay/France,Champagne

繊細な香り、
すっきりとしたアタックながら、
リッチな複雑味とコク。
フレッシュさと熟成感、
エレガンスと強さが見事に融和
[フランス／シャンパーニュ]
[ピノ・ノワール、
シャルドネ]

＿＿9000

BOTTOLE WINE
○ WHITE
ロバートソン ソーヴィニヨン ブラン
Robertson Sauvignon Blanc
Sauvignon Blanc/South Africa

フレッシュな酸味に青リンゴや草の香り。
豊かな果実味としっかりしたボディで、
バランス良い仕上がり
[南アフリカ／ロバートソン]
[ソーヴィニヨン・ブラン]

＿＿2800

ジャン クロード マス ヴィニウス シャルドネ
Jean Claude Mas Vinus Chardonnay
Chardonnay/France,Languedoc

パイナップルや青リンゴのフレッシュな果実の香り。
ミネラル分が豊富で、柔らかく上質な酸み。芳醇な味わい
[フランス／ラングドック]
[シャルドネ]

＿＿3200

クズマーノ インツォリア

Cusumano Inzolia/Inzolia/Italia,Sicilia

トロピカルフルーツを想わせる華やかな香りが特徴的。
スッキリとした飲み口
[イタリア／シチリア]
[インツォリア]

＿＿3500

マルカート ジャンニテッサーリ シャルドネ
Marcato GianniTessari Chardonnay
Chardonnay/Italia,Veneto

樽発酵、樽熟成によるバランスの良い樽香。
しっかりした果実味、
酸味の切れ味も良くアフターにミネラルも感じる
[イタリア／ヴェネト]
[シャルドネ]

＿＿3800

ウマニ ロンキ カサル ディ セッラ ヴェルディッキオ
デイ カステッリ ディ イエージ クラシコ スペリオーレ

Umani Ronchi Casal di Serra Verdicchio dei Castellidi
Jesi Classico Superiore/Verdicchio/Italia,Marche

凝縮感あるフレッシュな香り。完熟果実のような滑らかな味わい。
豊富な酸味とシュールリーの複雑味、新鮮な果実の長い余韻
[イタリア／マルケ]
[ヴェルディッキオ]

＿＿4000

BOTTOLE WINE
○ WHITE
シュヴァル カンカール キュヴェ クレマンス

Cheval Quancard Cuvee Clemence
Sauvignon Blanc,Semillon,Muscadelle/France,Bordeaux

新鮮な果実香と溌剌とした酸味、柔らかい木の香り。
果実味と樽の風味が融合した、飲みごたえのある味わい
[フランス／ボルドー]
[ソーヴィニョン・ブラン、
セミヨン、
ミュスカデル]

＿＿4200

トブラール ピノ グリージョ ヴェネツィア ジューリア
Toblar Pinot Grigio Venezia Giulia
Pinot Grigio/Italia,Friuli-Venezia Giulia

淡いピンクゴールド。柑橘系のフレッシュでふくよかな香り。
酸味と果実味のバランスが良く、濃密でアロマティックな味わい

[イタリア／フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア]
[ピノ・グリージョ]

＿＿4500

ポッジョ レ ヴォルピ ドンナルーチェ

Poggio le Volpi Donnaluce
Malvasia,Greco,Sauvignon Blanc/Italia,Lazio

完熟果実の香りに、
アーモンドやバニラの風味。
しっかりとした果実味があり力強くエレガントな味わい
[イタリア／ラツィオ]
[マルヴァジア、
グレコ、
ソーヴィニヨン]

＿＿5000

チェレット モンソルド ランゲ ビアンコ
Ceretto Monsordo Langhe Bianc
Riesling/Italia,Piemonte

綺麗な酸と豊かなミネラルのバランスが良い味わい。
飲み心地が良く、果実感と複雑味のあるワインに仕上がっている
[イタリア／ピエモンテ]
[リースリング]

＿＿5800

ドメーヌ セルヴァン シャブリ ヴィエイユ ヴィーニュ
セレクション マサール
Domaine Servin Chablis Vieilles Vignes Selection Massale
Chardonnay/France,Bourgogne

厚みのある果実味と溌剌としたキレのよい酸味、豊富なミネラル。
生命力にあふれた、
古木ならではのスケールを感じる深い味わい
[フランス／ブルゴーニュ]
[シャルドネ]

＿＿6800

BOTTOLE WINE
● RED
カンティーナ ベリーニ ドン アンジェロ キャンティ
Cantina Bellini Don Angelo Chianti/Italia,Toscana
Sangiovese,Merlot,Cabernet Sauvignon,Canaiolo

赤い果実やスミレの花、
スパイスの香り。
豊かな果実味があり、滑らかな飲み心地が楽しめます

[イタリア／トスカーナ]
[サンジョヴェーゼ、
メルロー、
カべルネ ソーヴィニヨン、
カナイオーロ]

＿＿2800

ジャン クロード マス
ヴィニウス カベルネ ソーヴィニヨン

Jean Claude Mas Vinus Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon/France,Languedoc

凝縮した果実の香りと、樽熟成のニュアンス。
滑らかで豊かなタンニンと柔らかな酸を持つしっかりしたワイン
[フランス／ラングドック]
[カベルネ・ソーヴィニヨン]

＿＿3200

ボデガス カスターニョ ヘクラ

Bodegas Castano Hecula/Monastrell/Spain,Yecla

イチジクやプラムのような果実の香りと、凝縮感のある果実味。
スパイシーで力強く骨格のしっかりした飲み応えあるボディ
[スペイン／イエクラ]
[モナストレル]

＿＿3500

アジエンダ アグリコーラ ロベルト サロット
バルベーラ ダルバ ブリッコ マッキア

Azienda Agricola Roberto Sarotto Barbera d'Alba
Bricco Macchia/Barbera/Italia,Piemonte

ベリーやスパイスの香り。豊富な果実味。
上品で滑らかな、
バランスの良い飲み心地のワイン
[イタリア／ピエモンテ]
[バルベーラ]

＿＿4000

ロッカ ディ モリ
プリミティーヴォ サレント ブリアコ

Rocca dei Mori Primitivo Salento Briaco
Primitivo/Italia,Puglia

濃密な果実の香りに、
スパイシーなニュアンスのある複雑なアロマ。
濃縮感のある果実味と強いタンニンのしっかりとした骨格

[イタリア／プーリア]
[プリミティーヴォ]

＿＿4200

BOTTOLE WINE
● RED
ドメーヌ サンタ デュック レ カトル テール

Domaine Santa Duc Cotes du Rhone Les Quatre Terres
Grenache,Syrah,Mourvedre,Carignan,Cinsault,Clairette
France,Cotes du Rhone

黒い果実やハーブの香り、
スパイスやミネラル感も感じる。
しっかりとしたタンニン、濃厚な果実味で厚みのある味わい

[フランス／コート・デュ・ローヌ]
[グルナッシュ、
シラー、
ムールヴェードル、
カリニャン、
サンソー、
クレレット]

＿＿4500

シャトー ラネッサン レ カレッシュ ド ラネッサン

Chateau Lanessan Les Caleches de Lanessan
Cabernet Sauvignon,Merlot,Petit Verdot,Cabernet Franc
France,Bordeaux

熟した黒果実とややスパイシーなニュアンス。果実味は豊潤で
心地よいタンニンとのバランスに優れ、
コクのある味わい

[フランス／ボルドー]
[カベルネ・ソーヴィニヨン、
メルロー、
プティ・ヴェルド、
カベルネ・フラン]

＿＿4800

カンティーナ トッロ カジョーロ
モンテプルチアーノ ダブルッツォ リゼルヴァ

Cantina Tollo Cagiolo Montepulciano d'Abruzzo
Riserva/Montepulciano/Italia,Abruzzo

完熟果実や甘さのあるスパイシーな香り。
濃厚な果実感となめらかなタンニン、余韻も長い芳醇な味わい
[イタリア／アブルッツォ]
[モンテプルチアーノ]

＿＿5800

ミケーレ サッタ
ピアストライア ボルゲリ ロッソ

Michele Satta Piastraia Bolgheri Rosso/Merlot,Syrah
Sangiovese,Cabernet Sauvignon/Italia,Toscana

ミケーレサッタを世に知らしめたスーパートスカーナ。
キメ細かくエレガントで、深みを持つ余韻豊かな味わい

[イタリア／トスカーナ]
[メルロー、
シラー、
サンジョヴェーゼ、
カベルネ・ソーヴィニヨン]

＿＿6500

ドメーヌ フィリップ ロシニョール
コート ド ニュイ ヴィラージュ ルージュ

Domaine Philippe Rossignol Côte de Nuits Villages 2010
Pinot Noir/France,Bourgogne

華やかで洗練された芳香。瑞々しい果実味にきめ細かなタンニン。
濃縮感のあるエキス分が充実した、
力強い個性を感じるフルボディ
[フランス／ブルゴーニュ]
[ピノ・ノワール]

＿＿7800

