Greece

Spain
●Leirana Albariño

Finca Genoveva Rias Baixas 2012 ¥7,700

アカキーズ スパークリング ロゼ キリヤーニ
●Thalassitis Assyrtiko Santorini 2014

レイラーナ アルバリーニョ フィンカ ジェノヴェヴァ リアス バイシャス
●Monastil s.Xll Cister 2011

¥5,200

●Kali Riza Amyndeon Kir-Yianni 2014
カリリーザ アミンデオン キリヤーニ

Italy

●Raminista

＊Franciacorta Rosé Brut Ferghettina 2012 ¥8,700

¥5,700

Naoussa Kir-Yianni 2012 ¥6,700

Austria

¥4,700

Germany

●Nigl Grüner Veltliner

ソアーヴェ クラッシコ ジーニ

“Senftenberger Piri” 2014 ¥6,700

\4,700

ニグル グリュナー ヴェルトリナー センフテンベルガー ピリ

ケットマイヤー ピノグリージョ
●Ca de Noci Querciole 2015
カ デ ノーチ クエルチョーレ

¥6,700

ラミニスタ ナウサ キリヤーニ

フランチャコルタ ロゼ フェルゲッティーナ

●Kettmeir Pinot Grigio 2015

＊ルミエール ペティヤン オランジェ 2015 (山梨) \5,500
●敷島醸造 酒石酸無濾過 2016(山梨) \4,000
●グレイス 甲州 2015 (山梨) \4,200
●上和田 ピノブラン 樫樽熟成 2015 (山形) \5,200
●シャトー勝沼 鳥居平今村 樽熟成 菱山甲州 2013 (山梨) ¥5,700
●五味葡萄酒 ペントピア甲州 桜花 2016 \5900
●グレイス ロゼ 2013 (山梨) \4,800
●シャトー勝沼 鳥居平今村 鳥居 平ルージュ 2014 (山梨) \5,700
●グレイス カベルネフラン 2013 (山梨) \9,800

タラシティス アシルティコ サントリーニ

モナスティル システェル

●Soave Classico Gini 2014

Japan

＊Akakies Sparkling Rosé Kir-Yianni 2015 \5,200

\5,700

●Rosé di Refosco Borc Dodon 2011

Lebanon

\8,900

●Domaine des Tourelles Blanc 2015

●Domaine des Tourelles Veilles Vignes Cinsault 2014
ドメーヌ デ トゥーレル ヴィエイユ ヴィーニュ サンソ―
●Château Khoury Simphonie 2006 \8,600
シャトー クーリー シンフォニー

ジュゼッペ クインタレッリ ヴァルポリチェッラ クラッシコ スペリオーレ

France

●Thick as Thieves Love Letter Sylvaner 2014 ￥7,200
シック アズ シーヴス ラヴ レター シルヴァーナー
●Jamsheed Harem Ma Petite Francine 2015 \6,700

クレマンド ロワール ブリュット“エル”

＊Crémant de Bourgogne Rosé Brut \5,900
クレマンド ブルゴーニュ ロゼ ブリュット

ジャムシード ハーレム マ プティット フランシーヌ

＊Ayala Brut Majeur \7,900

フレデリック マルトレ トラディション ブリュット

＊Brun Servenay Cuvée Selection \8,700
ブリュン セルブネィ キュベ セレクション

＊Etienne Lefèvre Blanc de Noirs \8,900
エティエンヌ ルフェーヴル ブラン ド ノワール

＊Perrier-Jouet Grand Brut \9,800
ペリエ ジュエ グラン ブリュット

＊Charles Heidsieck Brut Réserve \10,700
シャルル エイドシック ブリュット レゼルヴ

＊Taittinger Brut Rosé \13,700
テタンジェ ブリュット ロゼ

Vignoble du Réveur Vibrations 2013 \6,500

\5,700

Australia

＊Crémant de Loire Brut “L” \4,900

＊Frédéric Maletrez Tradition Brut \7,500

¥4,800

ドメーヌ デ トゥーレル ブラン

Classico Superiore 2008 ¥14,700

アヤラ ブリュット マジュール

¥5,100

ビュルガーシュピタール シルヴァーナー トロッケン

¥5,700

●Brunello di Montalcino Tenuta Caparzo 2011
ブルネッロ ディ モンタルチーノ テヌータ カパルツォ
●Giuseppe Quintarelli Valpolicella

ヴィニョブル デュ レヴール ヴィブラシオン

¥4,900

ディール ナーエシュタイナー リースリング
●Bürgerspital Silvaner Trocken 2013

ロゼ ディ レフォスコ ボルク ドドン

●

●Diel Nahesteiner Riesling 2015

●Touraine Chenonceaux Domaine Michaud 2015
トゥーレーヌ シュノンソー ドメーヌ ミショー
●Gascogne Rosé Alain Brumont 2015 \3,800
ガスコーニュ ロゼ アラン ブリュモン
●Bourgogne Clairet Rosé Geantet -Pansiot 2010
ブルゴーニュ クレレ ロゼ ジャンテ パンショ
●Chevery

●Clarott

\5,400

New-Zealand

＊Naturalist White Cambridge Road 2016 \7,900

\5,200

ナチュラリスト ホワイト ケンブリッジ ロード

South Africa

Rouge ‘Le Point du Jour’ Philippe Tessier 2014 \5,900

シュヴェルニィ ルージュ ル ポワン デュ ジュール フィリップ テシエ
●Coteaux Bourguignons Allobrogica

Domaine du Buis –Rond 2015 \5,200

Portugal

コトー ブルギニヨン アロブロジカ ドメーヌ デュ ビュイ ロン
●Zélige –Caravent Pic –Saint-Loup

‘Velvet’ 2011 \6,700

ゼリージュ キャラヴァン ピク サン ルー ヴェルヴェット
●Madiran Château Montus Alain Brumont 2011
マディラン シャトー モンテュス アラン ブリュモン

Shobbrook Wines 2014 ¥6,700

クラロット ショブルック ワインズ

●Crystallum Peter Max Pinot Noir 2015
クリスタルム ピーター マックス ピノ ノワール

¥6,700

＊Velha Reserva Bruto Murganheira 2008 ¥7,200
ヴェーニャ レゼルヴァ ブリュト ムルガネイラ

\6,800

●Gevrey-Chambertin Cuvée Vieilles Vignes Anne et Sébastien Bidault 2013
ジュヴレ シャンベルタン キュヴェ ヴィエイユ ヴィーニュ アンヌ エ セバスチャン ビドー

\9,800

●Quinta das Maias Jaen 2013
キンタ ダス マイアス ジャエン

¥7,000

＊…White Sparkling ＊ …Rose Sparkling ●…White ●…Rosé ●…Red

