THE CELLAR BOOK OF
RESTAURANT THE TERRACE
HOTEL LIMANI
TENMAYA HOTELS AND RISORTS CO,.LTD

Please be happy with best of wine.
みなさまがたの幸せなひとときがワインと共に過ごせますように

TENMAYA HOTELS AND RESORTS
WINE DERECTOR M.YASUDA
AND
HOTEL LIMANI
CHEF SOMMELIER J.KAMISAKA

INDEX

No1

SPARKLING WINE
牛窓の空と海とスパークリングワイン

（スパークリングワイン） 1ページ

SPARKLING WINE

No2

晴れの日には、シャンパンを

（スパークリングワイン）

GREECE WHITE WINE

2ページ

グリークの香り高きアスプロス

No3
（ギリシャの白ワイン）

GREECE WHITE WINE

3ページ

No4

エーゲ海の神々より世界への贈り物

（ギリシャの白ワイン）

4ページ

No5

FRANCE WHITE WINE
バーガンディの芳香豊かな最高峰たち

（ブルゴーニュの白ワイン）
5ページ

No6

FRANCE WHITE WINE
厳選されたフレンチブランたち

（フランスの白ワイン）

6ページ

No7

ITALY WHITE WINE
誇り高きイタリアンビアンコの騎士団

（イタリアの白ワイン） 7ページ

GREECE RED WINE

No8

ヘラクレスの血とワインの神デュオニソス

（ギリシャの赤ワイン）
8ページ

No9

GREECE RED WINE
エーゲに沈む夕日のエリュトロス

（ギリシャの赤ワイン）

９ページ

No10

FRANCE RED WINE

コート・ド・ニュイの極上セレクト（ブルゴーニュ地方の赤ワイン）
１０ページ

No11

FRANCE RED WINE
魅惑のバーガンディから南方へ

（ブルゴーニュ地方の赤ワイン）
１１ページ

No12

FRANCE RED WINE
華麗なボルドー界のエリートたち

（メドック地区の赤ワイン）
１２ページ

No13

FRANCE RED WINE
偉大なワインを生み出すポイヤック

（メドック地区の赤ワイン）
１３ページ

FRANCE RED WINE
神秘的な魅力のクラレットたち

No14
（ボルドー地方の赤ワイン）１４ページ

FRANCE RED WINE
聖エミリヨンの巡礼者

（サンテミリオン地区の赤ワイン） １５ページ

ITALY RED WINE
繊細で優雅な北イタリア

No16
（イタリアの赤ワイン）

ITALY RED WINE
誉れ高きロッソたち

No15

(イタリアの赤ワイン）

１６ページ

No17
１７ページ

APERITIF
お食事前のオススメお飲物

RECOMMENDED NON ALCOHOL
ノンアルコールをお愉しみください

SPARKLING WINE (Carl Jung)

850yen

泡立ち抜群のおすすめノンアルコールスパークリングワイン (120ml)
A sparkling sweet wine, with all the flavours and no alcohol

WHITE WINE RIESLING (Carl Jung)
マスカット系の香りの酸味の効いたノンアルコール白ワイン
An easy to enjoy white Riesling with no alcohol

800yen
リースリング (120ml)

RED WINE MERLOT (Carl Jung)
口当たりがやさしい飲みやすいタイプのノンアルコール赤ワイン
A pleasant red Merlot with no alcohol

800yen
メルロー (120ml)

BEER
ビールテイスト ノンアルコール

KIRIN FREE BEER

700yen

本物のビールテイスト キリンフリー(334ml)
0.00% alcohol with the classic taste developed by Kirin.

OTHER BEVERAGE
ソフトドリンク

OOLONG TEA

600yen

ウーロン茶
An healty tea plenty of polyphenols that can be served cold or hot

GINGER ALE

600yen

ジンジャエール
A pleasantly spicy and elegant soft drink

SURGIVA SPARKLING WATER OR MINERAL WATER 1200yen
スルジーヴァ 750ml (発泡性ミネラルウォーターかミネラルウォーターをお選び下さい)
Italian mineral water.

Please select sparkling or natural mineral water

EVIAN MINERAL WATER

1200yen

エヴィアン 750ml (ミネラルウォーター)
The world`s most famous french natural mineral water

PERRIER

1400yen

ペリエ 750ml（発泡性ミネラルウォーター）
The world`s most famous french sparkling mineral water

FRESH BEVERAGE
フレッシュジュース

FRESH ORANGE JUICE
フレッシュ オレンジ ジュース
Our orange juice is made by freshly squeezed fruits.
Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

1,200yen

APERITIF
お食事前のオススメお飲物

BY THE GLASS
グラスワイン

GLASS CHAMPAGNE

1,800yen

気品ある泡立ちのシャンパーニュ(120ml)
Enjoy the attractive perlage of a glass of champagne

GLASS SPARKLING WINE

1000yen

さわやかに乾杯 スパークリング ワイン(120ml)
What about a "Campai" with a refreshing glass of sparkling Brut?

GLASS WHITE WINE / Grillo di Sicilia (Antonini Ceresa)

800yen

おすすめ白ワインの グリッロ(120ml)
Light and refreshing white from Sicily

TODAY’S WHITE WINE SELECTION

1,000yen～

本日のおすすめ白ワイン(120ml)
White wine selection of the day, ask to our sommelier

GLASS RED WINE / Nero D’Avola di Sicilia(Antonini Ceresa) 800yen
シチリアの香り 赤ワインのネーロ ダヴォーラ (120ml)
Sip this red wine and take a breath of Sicily

TODAY’S RED WINE SELECTION

1,000yen～

本日のおすすめ赤ワイン(120ml)
Red wine selection of the day, ask to our sommelier

BEER
ビール

KIRIN DRAFT BEER

800yen

すっきり「キリン生ビール」一番搾り(350ml)
The classic Ichiban Shibori from Kirin

KIRIN DOMESTIC BEER

900yen

キリン瓶ビール一番搾り岡山工場限定醸造(500ml)
The classic Ichiban Shibori from Kirin in bottle

MYTHOS BREWERY
「神話」を意味するギリシャのビール （330ml)
With a name like this, this beer has certainly a story to recount

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

1,000yen

SPARKLING WINE
牛窓の空と海とスパークリングワイン

VENETO
ヴェネト州（イタリア）

Astoria Prosecco di Valdobbiadene
アストリア

プロセッコ

6,000yen

ヴァルドッビアーデネ (750ml)

Grape varieties：Glera

Colour：Yellow with green reflections

Aroma：Intense bouquet with a fruity predominance. (peach, melon)
Taste：Harmonius, very rounded and aromatic.

PELOPONNESU PENINSULA
ペロポネス半島（ギリシア）

Ode Panos Brut NV /Domaine Spiropalous
オデ パノス ブリュット/ドメーヌ

11,000yen

スピロプロス (750ml)

Grape varieties：Moscholifero 100%

Colour：Yellowish-white colour

Aroma：Dominant rose aroma.
Taste：Brut with a pleasant fruitiness. (green apple and banana)

CHAMPAGNE
シャンパーニュ地方（フランス）

Ayala
アヤラ

Brut

Majeur NV

ブリュット

12,000yen

マジュール (750ml)

Grape varieties：Chardonnay, Pinot Noir, Meunieur

Colour：Light gold

Aroma：Delicate citrus and white flower aroma.
Taste：Balanced, precise, but fruity. Ideal as aperitifs.

CHAMPAGNE
シャンパーニュ地方（フランス）

Drappier Carte D'or Brut NV
ドラピエ

カルト

ドール

16,000yen

ブリュット (750ml)

Grape varieties：Pinot Noir, Chardonnay, Meunier

Colour：Light gold

Aroma：Stone fruits notes. (peach)
Taste：Complex with a characteristic note of quince jelly.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No1

SPARKLING WINE
晴れの日には、シャンパンを

CHAMPAGNE
シャンパーニュ地方（フランス）

Ruinart

Blancs de Blanc NV

リュイナール ブラン

ド

20,000yen

ブラン (750ml)

Grape varieties：Chardonnay

Colour：Yellow with green reflections

Aroma：Fresh fruits notes. (ripe citrus)
Taste：Notes of nectarine, citrus, mineral finish. Persistent release of bubbles.

CHAMPAGNE
シャンパーニュ地方（フランス）

Krug

Grand Cuvee Brut NV

クリュッグ

グランキュヴェ

28,000yen

ブリュット (750ml)

Grape varieties：Chardonnay, Pinot Noir, Meunier

Colour：Deep gold

Aroma：Flowers, ripe dried fruits and marzipan notes.
Taste：Flavours of hazelnut, nougat, barley sugar, citrus fruits, almonds, brioche and honey.

CHAMPAGNE
シャンパーニュ地方（フランス）

2007 Perrier Jouet Belle Epoque
ペリエ

ジュエ

ベル

30,000yen

エポック 2007年 (750ml)

Grape varieties：Chardonnay, Pinot Noir, Meunier

Colour：Pale yellow with hints of green

Aroma：White fruits (white peach, pear, grapefruits) aromas.
Taste：A pleasant vivacity with a marked minerality.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No2

GREECE
WHITE WINE
グリークの香り高きアスプロス

EVIA
エヴィア地区（ギリシャ）

2013 Ktima Avantis Organic / Avantis Estate
クティマ

アヴァンティス

6,000yen

オーガニック / アヴァンティス エステート

2013年 (750ml)

Grape varieties： Assyrtiko,Viogner,Muscat (organic) Colour：Yellow with green reflections
Aroma：White flower bouquet .
Taste：Fruity and delicate.

LAKONIA
ラコニア地区（ギリシャ）

2010 Kydonitsa Organic /

Theodorakakos Estate

7,000yen

キドニツァ・オーガニック / セオドラカコス エステート 2010年 (750ml)
Grape varieties：Kydonitsa(organic)

Colour：Yellow with green shades

Aroma：yellow fruits mainly
Taste：Fruity and delicate.

MARKOPULO
マルコプロ地区

（ギリシャ）

2015 Savatiano /

6,000yen

Papagiannakos Estate

サヴァティアノ / パパヤナコス エステート 2015年 (750ml)
Grape varieties：Saviatano

Colour：Lemon bright

Aroma：White fruits aroma.
Taste：Citrus with delicate oak notes.

2013 Vareli Papagiannakos
ヴァレリ

/ Papagiannakos Estate

8,000yen

パパヤナコス/ パパヤナコス エステート 2013年 (750ml)

Grape varieties：Saviatano

Colour：green yellow

Aroma：wood, spices and citrus fruits.
Taste：Citrus with oak fine balance.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No3

GREECE
WHITE WINE
エーゲ海の神々より世界への贈り物

CRETE
クレタ島

（ギリシャ）

2014 Lyrarakis Plyto/ Lyrarakis Estate
リララキス

プリト

7,000yen

2014年 / リララキス エステート (750ml)

Grape varieties：plyto

Colour：Straw-yellow

Aroma：Green-apple, lemon and citrus
Taste：High acidity, but good balance. Hints of minerality.

SANTORINI
サントリーニ島

（ギリシャ）

2013 Katsana / Gavalas winery
2013年 / ガバラス

カチャノ

ワイナリー

8,000yen
(750ml)

Grape varieties：Katsano, Gaidouria

Colour：Yellow with green highlights

Aroma：flowers, honey and lemon blossom.
Taste： pleasant acidity and a long after taste.

2013 Dolphins Santorini / Avantis Estate
ドルフィン

8,000yen

2013年 / アヴァンティス エステート (750ml)

サントリーニ

Grape varieties：Assyrtiko

Colour：Lemon medium

Aroma：citrus fruits aromas (lemon, lime)
Taste：High acidity, but good balance. Hints of minerality.

2015 Gavalas Santorini / Gavalas winery
ガバラス

サントリーニ

2015年 / ガバラス

Grape varieties：Assyrtiko

10,000yen

ワイナリー (750ml)
Colour：bright yellow – whitecolour.

Aroma：pear, lemon and pineapple
Taste： dry,smooth, rich, fruity and full-bodied. Hints of minerality.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No4

FRANCE WHITE WINE
バーガンディの芳香豊かな最高峰たち

CHABLIS
シャブリ地区（フランス）

2013 Chablis Grand Cru
シャブリ

特級畑「レ クロ」

15,000yen

Les Clos / La Chablisjenne
2013年 / ラ シャブリジェンヌ (750ml)

Grape varieties：Chardonnay

Colour：Pale yellow

Aroma：Musky, lemon, mint and raw pineapple notes.
Taste：Ripe flavours of citrus peel, minerals and spices
Silky on entry, then dense in the middle with outstanding minerally persistence.

COTE DE BEAUNE
コート ド ボーヌ地区（フランス）

2013 Meursault

1er cru Sous Le Dus Dane / Domaine Leflaive

28,000yen

ムルソー 1級畑 スール ド ダーヌ 2013年/ ドメーヌ ルフレーヴ (750ml)
Grape varieties：Chardonnay

Colour：Bright pale yellow green

Aroma：Grapefruit, lemon with a whiff of white truffle.
Taste：Lemon zest flavour with a light pleasant minerality.

2008 Corton Charlemagne Grand Cru / Domaine Philippe Charlopin Parizot
25,000yen
コルトン シャルルマーニュ 特級畑 2008年 / ドメーヌ
Grape varieties：Chardonnay

フィリップ

シャルロパン

パリゾ(750ml)

Colour：Yellow with green reflections

Aroma：Floral notes (acacia), citrus, toasted almond and honey.
Taste：Combination of fruit flavours (baked pears and figs) and mineral character.

2013Puligny Montrachet
ピュリニー

/ Domaine Henri Boillot

モンラッシェ 2013年 / ドメーヌ

Grape varieties：Chardonnay

アンリ

18,000yen

ボワイヨ (750ml)
Colour：Yellow

Aroma：Citrus blossom and stone fruits. (white peach, apricot, musk melon)
Taste：Stone and citrus fruits with a creamy texture and an energetic minerality.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No5

FRANCE
WHITE WINE
厳選されたフレンチブランたち

PESSAC LEOGNAN
ペサック

レオニャン地区 （フランス）

2003 Chateau de Fiuzal (Cru classe de Graves )
シャトー ド フューザル

12,000yen

2003年 (750ml)

Grape varieties：Sauvignon, Semillion, Muscadelle

Colour：Bright yellow

Aroma：Baked apple and pears with honey notes.
Taste：Complex, oily with ripe white fruits, honey and marked toast flavours.

LANGUEDOC
ラングドック地方

（フランス）

2014 Limoux IIIB & Auromon Blanc / Jean Claude Mas
リムーブラン 2014年 / ジャン

クロード

8,000yen

マス (750ml)

Grape varieties：Chardonnay

Colour：Light gold

Aroma：Dairy and oak notes.
Taste：Complex, creamy with butter flavours with a reminiscent of tropical fruits, long finish.

PROVENCE
プロヴァンス地方（フランス）

2012 Cassis / Clos Sainte Magdeleine
カシー 2012年 / クロ

サン

マグレーヌ

9,000yen

(750ml)

Grape varieties：Marsanne, Clairette, Ugni blanc, BourboulencColour：Light gold
Aroma：Delicate nose with a hint of toast, mineral and eucalyptus.
Taste：Complex, pepper and white flowers flavours.
with a long finish of honey and a light of bitterness.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No6

ITALY WHITE WINE
誇り高きイタリアンビアンコの騎士団

PIEMONTE
ピエモンテ州（イタリア）

2014 Gavi del Comune di Gavi / Fontanafredda

8,000yen

ガヴィ デル コムーネ ディ ガヴィ 2014年 / フォンタナフレッダ (750ml)
Colour：Pale yellow with green reflections

Grape varieties：Cortese100%
Aroma：Flowers and white fruits.
Taste：Light and fresh with a very pleasant acidity.

TRENTINO ALTO ADIGE
トレンティ－ノ アルト アディジェ州（イタリア）

2014 Gewurztraminer / Andrian

7,000yen

ゲヴェルツトラミネール 2014年 / アンドリアーノ (750ml)
Grape varieties：Traminer

Colour：Pale gold

Aroma：Fruity, floral and spicy.
Taste：Stone fruits (Lychee and apricot), a hint of salinity with a honeyed lusty finish .

VENETO
ヴェネト州（イタリア）

2012 Soave Classico Foscarino / Inama

9,800yen

ソアヴェ クラシコ フォスカリーノ 2012年 / イナマ (750ml)
Grape varieties：Garganega

Colour：Pale yellow

Aroma：Stone fruits, creamy melon and mineral notes. (flint)
Taste：Elegant, aged for six months in neutral oak barrels with a slightly bitter finish.

SARDEGNA
サルディーニャ州（イタリア）

2011 Vermentino di Sardegna / Cantina S. Maria la Palma

6,000yen

ヴェルメンティーノ ディ サルディーニャ 2011年 / カンティナ サンタ マリア ラ パルマ (750ml)
Colour：Light yellow with green reflections

Grape varieties：Vermentino

Aroma：White fruits (apple, white peach) with citrus and herbaceous notes. (rosemarine)
Taste：Fresh with a pleasant acidity.

SICILIA
シチリア州（イタリア）

2013 Grillo / Antonini Ceresa
グリッロ

2013年 / アントニーニ

5,000yen

チェレーザ (750ml)

Grape varieties：Grillo

Colour：Light yellow

Aroma：Floreal notes.
Taste：Light and fresh with a good acidity balance.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No7

GREECE RED WINE
ヘラクレスの血とワインの神デュオニソス

Nemea
ネメア地区 （ギリシャ）

2013 Gofas Nemea / Estate Constantine Gofas

6,000yen

ネミオス・イノス / エステート・コンスタンティン・ゴファス 2013年 (750ml)
Grape varieties：Agiorgitiko

Colour：Intense purple

Aroma：Red fruits with spice notes. (chocolate)
Taste：Red fruits (red berries and cherry) with a pleasant acidity .

2010 Gofas Romeo&Juliet/
ゴファス

8,000yen

Estate Constantine Gofas

ロミオ＆ジュリエット / エステート・コンスタンティン・ゴファス

Grape varieties：Agiorgitiko, Cabernet Sauvignon

2010年 (750ml)

Colour：Deep purple

Aroma：Red and black fruits with some spice notes.(vanilla)
Taste：Smooth,Full body with a black fruits character.

EVIA
エヴィア地区（ギリシャ）

2010 Avantis Syrah Organic / Avantis Estate
アヴァンティス

9,000yen

シラー・オーガニック / アヴァンティス エステート

Grape varieties：Syrah (organic)

2010年 (750ml)

Colour：Deep ruby

Aroma：Black fruits with hints of black pepper, tobacco and cinnamon aromas.
Taste：Complex, predominance of black fruits jam and vanilla with a long finish.

2010 Mavri Koudoura / Avantis Estate

11,000yen

マヴロ クンドゥラ / アヴァンティス エステート 2010年 (750ml)
Grape varieties：Mandilaria

Colour：Medium ruby

Aroma：Red fruits (cherry) and vanilla notes.
Taste：Red cherry, vanilla and pronounced oak flavour with a herbaceous aftertaste.

2010 Avantis Syrah Collection / Avantis Estate
アヴァンティス

シラー・コレクション / アヴァンティス エステート

Grape varieties：Syrah (organic)

20,000yen
2010年 (750ml)

Colour：Opaque garnet

Aroma： black fruit, jam, pepper, sweet spices, pepper ink, coffee, chocolate and tobacco.
Taste：fine-grained tannins, powerful structure and long length.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No8

GREECE RED WINE
エーゲに沈む夕日のエリュトロス

CRETE
クレタ島

（ギリシャ）

2014 Lyrarakis Kotsifali/ Lyrarakis Estate
リララキス

コツィファリ

6,000yen

2014年 / リララキス エステート (750ml)

Grape varieties：Kotsifali

Colour：Clear ruby

Aroma：red fruits, sweet spices and a hint of leather.
Taste：lightly tannic but very harmonious.

LAKONIA
ラコニア地区（ギリシャ）

2007Mavroudi Organic /

8,000yen

Theodorakakos Estate

マヴルディ・オーガニック / セオドラカコス エステート 2007年 (750ml)
Grape varieties：Mavroudi (organic)

Colour：Deep ruby

Aroma：A rich bouquet of cherry and milc chocolate.
Taste：Full body with a long finish.

Amyndeon
アミンデオン地区 （ギリシャ）

2014 Kali Riza / Kir Yianni

8,000yen

カリ・リーザ / キリ・ヤーニ 2014年 (750ml)
Grape varieties：Xinomavro

Colour：Intense purple

Aroma：Red fruits with spice notes.
Taste：Red fruits (red berries and cherry) with a pleasant acidity .

Naoussa
ナウサ地区（ギリシャ）

2012 Ramnista

9,000yen

/ Kir Yianni

ラミニスタ / キリ・ヤーニ

2012年 (750ml)

Grape varieties：Xinomavro

Colour：Deep purple

Aroma：Red and black fruits with some spice notes.
Taste：Smooth, Full body with a black fruits character.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No9

FRANCE RED WINE
コート・ド・ニュイの極上セレクト

COTE DE NUITS
コート ド ニュイ地区 （フランス）

2012 Chambolle Musigny
Domaine Anne-Francoise Gros

17,000yen

シャンボール ミュジニー 2012年 / ドメーヌ アンヌ フランソワーズ グロ (750ml)
Grape varieties：Pinot Noir

Colour：Garnet

Aroma：Rich fruits (cherry) pronounced aromas.
Taste：Very fruity and perfumed vintage with a silky texture and a peasant finish.

2007 Vosne Romanee 1er Cru Les Beaux Monts
Domaine Daniel Rion

18,000yen

ヴォーヌ ロマネ 1級畑 レ ボーモン 2007年 / ドメーヌ ダニエル リオン (750ml)
Grape varieties：Pinot noir

Colour：Deep ruby

Aroma：Ripe red fruit, spice (cloves, cinnamon) and a hint of coffee.
Taste：An elegant Pinot Noir, harmonius with nice tannin and good grip.

2013 Gevrey Chambertin 1er Cru Les Seuvrees
Domaine Robert Groffier

21,000yen

ジュブレイ シャンベルタン 1級畑 レ スーブレ 2013年 / ドメーヌ ロベール グロフィエ (750ml)
Grape varieties：Pinot noir

Colour：Deep ruby

Aroma：Black and red fruits (strawberry), liquorice, a hint of violet and animal notes.
Taste：Very complex, rich fruits, dark sour berry, smoky and gamy with a long finish.

2012 Nuits Saint Georges 1er Cru Les Chaignots
Domaine Robert Chevillon

25,000yen

ニュイサン ジュルジュ 1級畑 レ シエニョ 2012年 / ドメーヌ ロベール シュヴァイヨン (750ml)
Grape varieties：Pinot noir

Colour：Deep ruby

Aroma：Intensily aromatic richness with fruity nuances that evolve in mild floral scents.
Taste：An outstanding Burgundy, very complex, dark fruits,
berries and liquorice with a pleasant logn finish.

2007 Gevrey Chambertin Grand Cru Chambertin
Domaine Camus

28,000yen

ジュブレイ シャンベルタン特級畑 シャンベルタン 2007年 / ドメーヌ カミュ (750ml)
Grape varieties：Pinot noir

Colour：Bright ruby

Aroma：Black cherry, wild blackberry, liquorice with complex mild spicy notes. (nutmeg)
Taste：A very expressive Burgundy with a velvety texture and a perfect balance
of tannin and freshness.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No10

FRANCE RED WINE
魅惑のバーガンディから南方へ

COTE DE BEAUNE
コート ド ボーヌ地区 （フランス）

2011 Beaune 1er Greves Vigne de L'Enfant Jesus
Domaine Bouchard

23,000yen

ボーヌ 1級畑 グレーヴ ヴィニュー ド ランファン ジェジュ 2011年 / ドメーヌ ブシャール (750ml)
Grape varieties：Pinot Noir

Colour：Purple ruby

Aroma：Red fruits (strawbery and cherry) and a hint of rose.
Taste：Cherry with some earthly reminiscences and a good grip.

2007 Pommard 1er Cru Clos Blanc
Domaine Machard de Gramont

12,000yen

1級畑 クロ ブラン 2007年 / ドメーヌ マシャール ド グラモン (750ml)

ポマール

Grape varieties：Pinot Noir

Colour：Ruby

Aroma：Sweet berries and earthly notes.
Taste：Black cherries and dark fruits with a nice complexity and a solid finish.

COTE DU RHONE ROUGE
コート

デュ

ローヌ地方 （フランス）

2001 Hermitage / Vidal Fleury
エルミタージュ 2001年 / ヴィダル

13,000yen

フルーリー (750ml)

Grape varieties：Syrah

Colour：Pale ruby

Aroma：Black cherry and blackberry with pronounced black pepper and floral notes.
Taste：Very enjoyable. Sweet black fruits with a hint of olive and black pepper.

SUD-WEST
南西地方地方 （フランス）

2009 Cahors / Domaine de la prince

8,000yen

カオール 2009年 / ドメーヌ ド ラ プランス (750ml)
Grape varieties：Malbec, Merlot, Tannat

Colour：Deep ruby

Aroma：Ripe fruits with tobacco scented.
Taste：Plum, raisin and tobacco with ample tannins and good acidity.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No11

FRANCE RED WINE
華麗なボルドー界のエリートたち

ST-ESTEPHE A.O.C
サンテステフ村（フランス）

2011 Chateau Lafon Rochet

16,000yen

シャトー ラフォン ロッシェ 2011年 (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Deep ruby

Aroma：Black forest fruits, stone and green notes.
Taste：Sweet and tart red fruits with a soft texture and a crisp finish.

SAINT-JULIEN A.O.C.
サンジュリアンポイヤック村（フランス）

2007 Chateau Lagrange

18,000yen

シャトー ラグランジュ 2007年 (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Deep ruby with purplish tints

Aroma：Dark, red fruits, Cassis with a hint of capsicum.
Taste：Plums and dark berries with powerful tannin and acidity.

ST-ESTEPHE A.O.C
サンテステフ村（フランス）

2002 Chateau Calon Segur

22,000yen

シャトー カロン セギュール 2002年 (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Deep ruby with bluish tints

Aroma：Black fruits, tobacco and some minerality notes
Taste：Austere, plenty of black fruits on the palate, cigar box, tobacco aromas .
with a medium finish.

MARGEAUX A.O.C.
マルゴー（フランス）

2006 Chateau Durfort Vivens
シャトー デュフォール

17,000yen

ヴィヴァン 2006年 (750ml)

Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Deep ruby

Aroma：Complex aroma, floral, black cherry, truffle, thyme and black plume notes.
Taste：Full body with silky tannins and a pleasant freshness.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No12

FRANCE RED WINE
偉大なワインを生み出すポイヤック

PAUILLAC A.O.C.
ポイヤック村（フランス）

2009 Chateau Lynch Mussas

15,000yen

シャトー ランシュ ムーサ 2009年 (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Deep ruby

Aroma：Intense blackcurrant, tobacco, vanilla and earthy notes.
Taste：Black and red fruits (cassis, raspberry) with notes of ceddar and mineral.

2007 Chateu Grand Puy Lacoste

20,000yen

シャトー グランピュイ ラコスト 2007年 (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Deep ruby

Aroma：Black fruits (blackberry), cinnamon, tobacco and a touch of green pepper.
Taste：A classic Pauillac, cassis, plum, violet with a long finish.

1984 Chateau Lafite Rothschild

80,000yen

シャトー ラフィット ロートシルト 1984年 (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Dark ruby

Aroma：Ripe blackcurrants, vanilla, violet with earthy notes
Taste：An outstanding classic, cassis and blackberry with a cherry finish

1987 Chateau Lafite Rothschild

100,000yen

シャトー ラフィット ロートシルト 1987年 (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Dark ruby

Aroma：Ripe black fruits with earthy, leather and mineral notes (graphite)
Taste：More than complex, fruity, silky tannin with a long and smooth finish

1979 Chateau Latour

180,000yen

シャトー ラトゥール 1979年 (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Ruby with purplish tints

Aroma：Blueberry, walnut, cedar and mineral notes. (graphite, pencil shavings)
Taste：Outstanding expressiveness. A gorgeous entry on the palate, black cherry .

dominance with still a presence of cherry stone.
Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No13

FRANCE RED WINE
神秘的な魅力のクラレットたち

MEDOC A.O.C.
メドック地区（フランス）

2007 Chateau Potensac

12,000yen

シャトー ポタンサック 2007年 (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Purple

Aroma：Ripe blackberry, cassis, cedar, vanilla, liquorice with mineral notes.
Taste：Well structured, blackberry, pepper, mint and a dusty oak finish.

HAUT MEDOC A.O.C.
オー メドック地区（フランス）

2011 Chateau Sociando Mallet
シャトー

ソシアンド

14,000yen

マレ 2011年 (750ml)

Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

Colour：Ruby

Aroma：Cassis, cedar, leafy and earthy aromas .
Taste：Firm, bright, crisp and fresh with blackberry, spice and tobacco flavour.

PESSAC LEOGNAN A.O.C.
ペサック村

レオニャン村 （フランス）

2011 Le Clarence de Haut Brion

30,000yen

ル クラランス ド オーブリオン 2011年 (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc Colour：Deep ruby
Aroma：Blackcurrants, tobacco, leather and a slight star anice note.
Taste：Rich berry fruits with very well integrated tannins and a earthy minerality.

POMEROL A.O.C.
ポムロール地区（フランス）

2011 Chateau de Sales

13,000yen

シャトー ド サル 2011年 (750ml)
Grape varieties：Merlot, Cabernet Franc

Colour：Deep ruby

Aroma：Plum, honeyed spice, truffles, peppermint, chocolate, roasted nuts and raisin notes.
Taste：Creamy with dried fruits (prune) predominance and with a pleasant finish.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No14

FRANCE RED WINE
聖エミリヨンの巡礼者

ST-EMILION A.O.C.
サンテミリオン地区（フランス）

2011 Chateau Croix Figeac
シャトー

クロワ

9,000yen

フィジャック 2011年 (750ml)

Grape varieties：Merlot, Cabernet Franc

Colour：Opaque ruby

Aroma：Strong cherry and dark berries aroma, chocolate and a hint of espresso coffee.
Taste：Dark berry, truffle and mineral notes with a finish of bitter chocolate.

ST-EMILION A.O.C.
サンテミリオン地区（フランス）

2008 Virginie de Valandraud
ヴェルジニー

15,000yen

ヴァランドロー 2008年 (750ml)

Grape varieties：Merlot, Cabernet Franc

Colour：Ruby

Aroma：Freshly crushed red and dark fruits, espresso, violets and mineral notes.
Taste：Silky and fruity, very well balanced. Long and powerful finish.

ST-EMILION A.O.C.
サンテミリオン地区（フランス）

2004 Chateau Beau Sejeur Becot

20,000yen

シャトー ボーセジュール ベコ 2004年 (750ml)
Grape varieties：Merlot, Cabernet Franc

Colour：Deep ruby

Aroma：Black berries, truffle, licorice, espresso and floral notes. (cherry blossom)
Taste：Very round wine with a silky black cherry and stone finish.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No15

ITALY RED WINE
繊細で優雅な北イタリア

PIEMONTE
ピエモンテ州（イタリア）

2007 Barolo / Terre del Barolo Barolo

12,000yen

バローロ 2007年 / テッレ デル バローロ バローロ (750ml)
Grape varieties：Nebbiolo

Colour：Garnet with orange reflections

Aroma：Complex, dried fruits, chocolate, eucalyptus and herbs notes.
Taste：Tart and tannic, but not austere. A very unique wine.

VENETO
ヴェネト州（イタリア）

2012 Amarone della Valpolicella / Pieropan

15,000yen

アマローネ デッラ ヴァルポリッチェッラ 201年 / ピエロパン (750ml)
Grape varieties：Corvina

Colour：Deep garnet

Aroma：Intense bouquet, cherries, black cherry , plum , licorice and roasted coffee.
Taste：Very balanced with a supreme finish.

VENETO
ヴェネト州（イタリア）

2009 Colli di Conegliano C. di Concenigo / Bellenda Docg 8,000yen
コッリ ディ コネリアーノ コントラーダ コンチェニゴ 2009年 / ベッレンダ (750ml)
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot,Marzemino

Colour： Ruby with purplish tints

Aroma：Red fruits (raspberry) and violet notes.
Taste：Rounded, harmonius with a pleasant herbaceous character.
Taste：Small black fruits (blueberries, blackberries), tobacco and a long finish.

TOSCANA
トスカーナ州（イタリア）

2013 Chianti Classico Brolio / Barone Ricasoli
キャンティ クラシコ ブロリオ 2013年 / バローネ リカゾリ
Grape varieties：Sangiovese

9,000yen

(750ml)

Colour：Dark ruby

Aroma：Black fruits, spices (vanilla) with woody and hearbaceous notes.
Taste：Small black fruits (blueberries, blackberries), tobacco and a long finish.

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No16

ITALY RED WINE
誉れ高きロッソたち

TOSCANA
トスカーナ州（イタリア）

2012 Brunello di Montalcino / Col D'orcia Docg
ブルネッロ

ディ

モンタルチーノ 2012年 / コルドルチャ

Grape varieties：Sangiovese (organic)

15,000yen

(750ml)

Colour：Dark ruby

Aroma：Black fruits (prune) and spices (vanilla) aromas.
Taste：Black fruits, tart with persistent tannin, very balanced with a long finish.

TOSCANA
トスカーナ州（イタリア）

2013 Guidalberto / Sassicaia / Tenuta San Guido
グイダルベルト 2013年 / サッシカイア（テヌータ サン グイド）
Grape varieties：Cabernet Sauvignon, Merlot

15,000yen

(750ml)

Colour：Ruby

Aroma：Black fruits with leafy and earthly notes (sweet tobacco and fallen leaves)
Taste：A Bordeaux style wine from Tuscany. Very well structured

BASILICATA
バジリカータ州（イタリア）

2011 Aglianico del Vulture / Re Manfredi Doc
アリアニコ デル ヴゥルトレ 2011年 / レ マンフレディ

(750ml)

Grape varieties：Aglianico

Colour：Deep ruby

11,000yen

Aroma：Dominance of bitter cherry, candied fruits, aromatic herbs and notes of vanilla
Taste：Rich and tastefull with firm tannin and a long creamy finish of spices

PUGLIA
プ－リア州（イタリア）

2011 Murgia Rosso / Botromagno Igp
ロッソ 2011年 / ボトロマーニョ

ムルジャ

8,000yen

(750ml)

Grape varieties：Aglianico, Montepuciano

Colour：Deep Ruby

Aroma：Red fruits (cherry), chocolate, tobacco and notes of spices (vanilla, thyme)
Taste：Rounded and powerfull with soft tannin and a good finish

SICILIA
シチリア州（イタリア）

2014 Nero D'Avola / Antonini Ceresa Igt
ネーロ

ダヴォーラ 2014年 / アントニーニ

チェレーザ

Grape varieties：Nero d`Avola

5,000yen
(750ml)
Colour：Ruby

Aroma：Red fruits with a hint of spice
Taste：A nice structure with some pleasant tannins

Tax is not included to the above price.
表記の価格には、別途消費税が加算されます。

No17

