
Domaine Fournie Tradition Cahors
フルニエ トラディッション カオール / カオール地区 マルベック
“マルベックの天才”が手掛ける、マルベック100％の味わいは
凝縮した果実味と滑らかで柔らかいタンニン！

CHATEAU PEYROU
シャトーペイルー / ボルドー地区 メルロー・カベルネソーヴィニヨン
丸みのあるタンニンと上品さを感じさせるまろやかな味わい。

Morgon
モルゴン / ロワール地方 タナ
美しいガーネットの色調。
ストロベリーのアロマとやわらかいタンニンが心地良いワインです。

Saint Estephe de Montrose
サンテステフ ド モンローズ / ボルドー地方 カベルネソーヴィニヨン・メルロー
艶のある重厚な色合いに熟した果実の風味、
フレッシュで柔らかなタンニンのバランスが楽しめる、奥深いワイン。

Cote Rotie Cave de la Visitation
コート ロティ カーヴ ドゥ ラ ヴィジタシオン / ローヌ地方 シラー
香り高く、長命で深いタンニンがあります。
芳醇な熟成感と深遠で長大な余韻を残します。

Cotes du Rhone Rouge
ジャンベルトー コート・デュ・ローヌ レゼルブ / コート・デュ・ローヌ地方
果実の風味が口いっぱいに広がります。
柔らかい飲み口に芳醇な余韻が特徴のワイン。

Cotes du Rhone Domaine Roger Perrin
コートデュローヌ ドメーヌ ロジェペラン / コート・デュ・ローヌ地方
よく熟した果実味とスパイシーな風味の中に
ほんのりキャラメルのような香ばしさ。繊細なタンニンも特徴。

Chateau de Ciffre Saint-Chinian
シャトー ドゥ シフレ サンシニアン / ラングドック地方

南の太陽をたっぷりと浴びた、
カシスやチェリーを思わせるスパイシーな赤ワイン

Saint Joseph  - Domaine de Blacieux -
サンジョセフ ドメーヌ ドゥ ブラシュー / コート・デュ・ローヌ地方　
赤黒系果実の香りとスパイス、バニラの芳しい香り。
凝縮した果実味の中に豊富なタンニンと程良い酸味がある。

シラー ・ グルナッシュSyrah · grenache

西岡シェフ推薦
ワイン

子ブタの料理にはこの
ワイン！

Vin rouge

La Croisado  Pino Noir
ラ・クロワザード ピノノワール / ラングドッグ地方
早積み果実と完熟果実をブレンド。
バニラの香るフレッシュでフルーティなハイコストパフォーマンスワイン！

Ile de Beaute Pino Noir
イル ド ボテ ピノノワール ヴィエイユ ヴィーユ / コルシカ島
珍しいコルシカ島のピノノワール。
程よい酸味とミネラル感のある果実味が楽しめます。

Sancerre Rouge  - Domaine du la PERRIERE -
サンセール ルージュ ドメーヌ・ドゥ・ラ・ぺリエール / ロワール地方
ブルゴーニュに負けないようなエレガントさを持つ
チャーミングなピノノワール。しっかりしたミネラル感が特徴。

Cote de Nuits-Villages  - Henri Naudin Ferrand -
コート ド ニュイ ヴィラージュ アンリ ノーダン フェラン / ブルゴーニュ地方　　
赤色フルーツのニュアンスとタンニン分が明確な、
フレッシュで骨格のしっかりしたバランスを持つワイン。

ピノノワールPino noir

Esprit de Fontana
エスプリ ド フォンタナ / ボルドー地方 メルロー・カベルネソーヴィニヨン
赤い果実の風味にほんのりスパイスの香り。
きめ細かいタンニンと程よいコクを楽しめるまろやかな味わい。

Cabernet Sauvignon  - Domaine Bassac -
カベルネ ソーヴィニヨン ドメーヌ・バサック / ラングドック地方 カベルネソーヴィニヨン
ふくよかでジューシー。酸は控えめでタンニンはしっかりしています。
まろやかで厚みもある自然派ワイン。

Chateau Reverdi
エスプリ ド フォンタナ / ボルドー地方 メルロー・カベルネソーヴィニヨン
果実味豊かでスパイシー。ほんのりローストの香りと
たっぷりのタンニンが印象的。力強いながらまるみのあるワイン。

CHATEAU LES HIVERS GRILLET
シャトー レ ジヴィエール グリエ / ボルドー地方 メルロー
旨みと綺麗な酸のバランスが素晴らしいワイン。丸みのある味わい。

Chateau Moulin de Canhaut
シャトー ムーラン ドゥ キャノー / ボルドー地方 カベルネソーヴィニヨン・メルロー
パリのワインコンペティションで金賞を受賞するなど、
その品質は折り紙つき。ふくよかで柔らかい果実味が魅力。

カベルネソーヴィニヨン＆メルロー
Cabernnet sauvignon & melot

赤ワイン
Vin Blanc

Goulaine Touraine Sauvignon
グレーヌ トゥーレーヌ ソーヴィニヨン / ロワール地方
花や植物の豊かな香り。
微かにトロピカルな果実の特徴も楽しめる、喉を癒すワインです。

Sauvignon Gris  - Domaine du Colombier -
ソーヴィニヨン グリ ドメーヌ・デュ・コロンビエ / ロワール地方
ソーヴィニヨンブランのレモンや青りんごのような
爽やかさにふくよかな厚みを持たせたような味わい。

Touraine SauvignonBlanc Guy Allion
トゥーレーヌ ソーヴィニヨンブラン ギィ アリオン / ロワール地方
グレープフルーツや爽やかなハーブを思わせる。
柔らかい果実味の口当たりが良くスッキリした味わい。

Sancerre  - Domaine du la PERRIERE -
サンセール ドメーヌ・ドゥ・ラ・ぺリエール / ロワール地方　
フルーティでアカシヤのような白い花の香りの中に
ミネラル感の漂う、バランスの取れた優しいワイン。

ソーヴィニヨンブランSauvignon blanc

Les Tannes en Occitanie Chardonnay
レタンヌ オクシタン シャルドネ / ラングドック地方
フレッシュで程よいコクのある味わい。
国際コンクール金賞のお墨付きワインです。

La Croisado Reserva 
ラ・クロワザード / ラングドック地方
フルーティで心地よい酸味、バランスの良い味わい。
洋ナシやアプリコット、バニラのアロマが華やかに広がります。

Novellum
ノヴェラム / コート・ド・ルーション地方
なめらかな口当たりとシャープな酸。
程よい果実味も楽しめる優れたワイン。

Chablis  - Charles Renoir -
シャブリ シャルル ルノワール / ブルゴーニュ地方
心地よいミネラル感やシトラスフルーツが感じられます。
酸が立ちすぎず口当たりの良い綺麗な辛口。

Saintveran
サンヴェラン / ブルゴーニュ地方
果実味豊かでフルーティ。
独特なハーブの香りも広がり、さわやかな余韻を楽しめる。

シャルドネChardonnay

白ワイン


