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■ Canals & Munné

カナルス&ムンネ
Cava カバ

No.1 - ディオニスス ブリュット･ナチューレ
⽩・泡・⾟⼝

No.2 - インスパラブル ブリュット
瓶内熟成:

標準価格:

20 ヶ⽉

¥2,190

⽩・泡・⾟⼝

レゼルバ ブリュット・ナチューレ

瓶内熟成:

標準価格:

25 ヶ⽉

¥1,970

レゼルバ ブリュット

品種︓チャレッロ 60%, シャルドネ 30%, マカベオ 10%

品種︓マカベオ 40%, チャレッロ 30%, パレリャーダ 30%

オーガニック製法、きめ細かい泡⽴ちでクリーミー

フレッシュで花のような⾹り、すっきりとソフトでバランス◎

グレープフルーツのような味わいにキレの良いスッキリ感あり

No.3 - ロゼ ピノ・ノワール ブリュット
ロゼ・泡・⾟⼝

瓶内熟成:

標準価格:

20 ヶ⽉

¥3,400

レゼルバ ブリュット
品種︓ピノ･ノワール 100%
ストロベリー、フランボワーズのような⾹り

■ Care by Bodegas Añadas

カレ by ボデガス・アナダス
Cariñena カリニェナ

No.5 - カレ ブランコ ソブレ リアス
⽩・⾟⼝

No.7 - カレ ティント ソブレ リアス
2020

標準価格:

¥1,390

⾚・ミディアム

2020

品種: ガルナッチャ･ブランカ 60%, シャルドネ 40%

品種: ガルナッチャ 75%, シラー25%

フレッシュ＆クリーンでクリスピー

3 ヶ⽉フレンチオーク樽にて熟成

⽩い花、レモン、パイナップルの⾹り

熟した果実の味わい

No.9 - カレ ティント クリアンサ
⾚・ミディアム

標準価格:

¥1,390

No.11 - カレ フィンカ バンカレス
2018

標準価格:

¥1,720

⾚・フルボディ

2016

標準価格:

¥2,890

品種: ガルナッチャ 100%

品種: テンプラニーリョ 70%, メルロ 30%

樹齢 80 年以上のブドウを使い、

8 ヶ⽉アメリカンオーク樽にて熟成

14 ヶ⽉フレンチオーク樽にて熟成

スパイシー且つミネラル感あり

ベリー、シナモン等の複雑且つ⼒強い⾹り、フルボディでエレガント

■ El Sacramento by Viñas Leizaola エル･サクラメント by ヴィーニャ･レイザオーラ
Rioja リオハ
No.6 - パロマ･デ･サクラメント ブランカ
⽩・⾟⼝

No.12 - カミノス･デ･サクラメント ティント
2019

標準価格:

¥3,880

⾚・フルボディ

2017

標準価格:

¥3,880

品種: ビウラ 80%, マルバシア 10%, ガルナッチャ･ブランカ 10%

品種: テンプラニーリョ 93%, グラシアーノ 7%

コンクリートタンクでの発酵の後、フレンチオーク樽にて 12 ヶ⽉熟成

フレンチオーク樽にて 17 ヶ⽉熟成

⻩桃・蜂蜜・レモンを思わせクリーミーな⼝当たり

フレッシュな⾚果実系のアロマに、バランスの良い重厚感

シルキーでエレガント、⾼級ブルゴーニュのようなニュアンスあり

エレガントなタンニン
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■ Ermita del Conde

エルミタ･デル･コンデ
Castilla y León カスティーヤ・イ・レオン

No.8 - エルミタ･デル･コンデ テンプラニーリョ & アルビーリョ
2016

⾚・ミディアム

標準価格:

¥1,960

品種: テンプラニーリョ 80%, アルビーリョ 20%
樽熟成 10 ヶ⽉（フレンチオーク 60%, アメリカンオーク 40%）
果実味豊か、⽩品種アルビーリョがブレンドされ良い飲み⼝に
味わいに膨らみを感じ、濃い紫⾊で艶のあるワイン
滑らかなタンニンが特徴

■ Vi de Vila Porrera by Cims de Porerra ヴィ･デ･ヴィラ ポレラ by シムス･デ･ポレラ
Priorat プリオラート
No.13 - ヴィ・デ・ヴィラ ポレラ
2017

⾚・フルボディ

標準価格:

¥4,060

品種: カリニェナ主体, ガルナッチャブレンド
樽熟成 18 ヶ⽉
ねっとりと熟した果実、⽢草、胡椒のニュアンス
細かいタンニンとビードロのような滑らかさが特徴

■ Sánchez Romate

サンチェス・ロマテ
Rueda ルエダ / Ribera del Duero リベラ・デル・デュエロ / Jerez ヘレス

No.4 - モモ ブランコ
⽩・⾟⼝

No.10 - モモ ティント
2021

標準価格:

¥1,750

標準価格:

¥3,270

品種: ティンタ・デル・パイス(テンプラニーリョ)85% カベルネ・ソーヴィニヨン 12%

品種: ベルデホ 80% ビウラ 20%

メルロ 3%

350HL ステンレスタンクで発酵後、6 ヶ⽉間貯蔵。
薄⻩⾊にヴェルデホの緑が混ざった⾊合い、アップル・トロピカルなフレーバー

No.14 - マナカス ラム エキストラアネホ
Alc. 38%

レッドチェリーの⾊合い、ベリー系の⾹り
熟成に使われるフレンチオーク新樽とアメリカンオークのアクセントもあり

No.15 - アブダクティッド ウイスキー
標準価格:

¥3,650

ジャマイカ及びパナマから取り寄せた 2 年熟成のラムを、アモンティリャードと
オロロソで使⽤されていた樽に⼊れ、ソレラ熟成を⾏ったユニークなラム
明るい琥珀⾊で、アモンティリャードのニュアンスあり、バニラ・ココア・プラム・
トフィー等の味わい、⻑い余韻

2018

D.O. Ribera del Duero リベラ・デル・デュエロ

D.O. Rueda ルエダ

700ml

⾚・ミディアム

700ml

Alc. 40%

標準価格:

¥7,130

スコットランドから買い付けた原酒を、アモンティリャード・オロロソ・ペドロヒメネスの樽
に詰め替え、シェリー独⾃のソレラシステムでさらに 7 年間熟成
2020 年にファーストリリース、今後平均熟成年数は⻑くなる予定
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