
California Cabernet Sauvignon ¥3,500 Vida Organica Cabernet Sauvignon ¥4,200

カリフォルニアカリフォルニア	カベルネソーヴィニョン ヴィダ・オーガニカヴィダ・オーガニカ	カベルネソーヴィニョン

　　　アメリカ：ベリンジャー 　　　　　　	アルゼンチン：ファミリア	ズッカルディ

世界に誇るアメリカワインを造り続けるナパヴァレー

で、で、140年の歴史ある最古のワイナリー。

幅広い料理との相性を良くするために、渋みをおさえ

た、果実味あふれるワインです。夏のベリーのような

香りと滑らかな口当りが特長的です。

有機栽培ぶどうを有機栽培ぶどうを100％使用し、

オーガニック認証機関の認定を取得したワイン。

熟したカシス、芳醇なチェリーの香り、

長くフルーティな余韻などが楽しめます。

Chateau Nicot ¥5,000 Le Difese ¥9,500

シャトーシャトー	ニコ レレ	ディフィーゼ

　　　フランス：シャトー　　　フランス：シャトー	ニコ 　　　イタリア：サッシカイア　　　イタリア：サッシカイア	テヌータ・サン・グイド

200年以上続く歴史あるシャトーです。

構成はしっかりしていて、つやのある口当たりで

タンニンも滑らかな為、

様々な食事との相性が楽しめるワインです。

イタリア赤ワインの頂点を極める

「サッシカイア」が造るサードラベルのワイン。

骨格のしっかりとしたカベルネ・ソーヴィニヨンに、

柔らかみのあるサンジョヴェーゼを

絶妙なバランスでブレンドしております。

Hands of tTime ¥12,000 Chateau de Camensac ¥13,500

ハンズハンズ	オブ	タイム シャトーシャトー	ド	カマンサック

　　　　　　	アメリカ：スタッグス	リープ 　　　　　　	フランス：シャトー	カマンサック

かつて５大シャトーに勝利し、世界を震撼させた

伝説的ワイナリ伝説的ワイナリ―。しっかりした構成力があり、

フルボディながら、しなやかで柔らかいタンニンがワ

イン全体を包み込み、心地良い味わいと

長い余韻をもたらしてくれます。

1855年に5級格付けされたシャトー。

しなやかな果実味を持ち、比較的若いうちから

本領発揮します。深い果実味にも甘みだけでく、

かすかにペッパーのようなスパイシーさのある

この１本は、牛肉との相性抜群です。

La Croix de Beaucaillou ¥16,000

ラ・クロワ・ド・ボーカイユ

　　　　　　	フランス：デュクリュ	ボーカイユ

クリュ･クラッセクリュ･クラッセ2級の中でもトップクラスの

シャトー・デュクリュ・ボーカイユのセカンド

ワイン。口に含んだ瞬間、グッとくる旨味があり、甘

さ、渋さ、酸味が同時に広がり上品で調和の取れた味

わいで、早い時期から楽しめます。

DUMBO WINE SELECTION
RED WINE CABERNET SAUVIGNON カベルネソーヴィニョン



Castel Firmian ¥4,200 Handcraft ¥5,200

カステルカステル	フィルミャン ハンドクラフト

　　　イタリア：メッツァコロナ 　　　アメリカ：デリカート　　　アメリカ：デリカート	ファミリー

北イタリア北イタリア	トレンティーノで造られる

ピノピノ	ノワール。繊細でエレガントな

タンニンや、爽やかな酸味とフルーティーな

味わいでバランスが保たれています。

濃厚で飲み応え抜群。熟したブラックチェリーや

甘いスパイス香が広がります。

ふくよかで深みのある味わいの洗練され

上質ピノ・ノワールです。

Bourgogne Pinot Noir ¥8,000 Cloudy Bay Pinot Noir ¥9,000

ブルゴーニュブルゴーニュ	ピノ	ノワール クラウディークラウディー	ベイ	ピノ	ノワール

　　　フランス：ジャン　　　フランス：ジャン	フルニエ 　　　ニュージーランド：クラウディ　　　ニュージーランド：クラウディ	ベイ

現在ブルゴーニュの次世代生産者として

注目を浴びる新進気鋭の造り手です。

一部一部60年を超える古木からとれる

質の高いブドウを使い、上品な香りと

心地よい酸味のバランスが取れたワインです。

フランスのヴーヴ・クリコ社と西オーストラリア州の

ケープ・マンテル社との共同経営ワイリー。まろやか

な果実味が口の中に広がり、

しっかりとした酸味も感じられます。

ニュージーランドを代表する赤ワインです。

Volnay ¥11,000 Gevrey Chambertin ¥15,000

ヴォルネイ ジュヴレジュヴレ	シャンベルタン

　　　フランス：レイヤンヌ＆パスカル・ブレ 　　　フランス：フィリップ　　　フランス：フィリップ	ルクレール

ブルゴーニュファンに根強い人気を誇るヴォルネイで

すが、その中でもエレガントさで右に出るものはいな

い造り手が、パスカル・ブレです。ワインは力強さを

感じさせながらも繊細でエレガント。ピュアでやさし

い果実味も特徴的です。

ナポレオンが愛した銘醸畑「シャンベルタン」がある

ことでも有名なジュヴレ・シャンベルタン。

遅摘みされたぶどうから造られるワインは、

十分な果実味と飲みやすい柔らかみを備え、キメの細

かなタンニンも感じられる最高級品です。

Rose d'anjou ¥3,800 Cotes du Rhone Rose ¥5,500

ロゼロゼ	ダンジュ コートコート	デュ	ローヌ	ロゼ

　　　フランス：オート　　　フランス：オート	ウーシュ 　　　フランス：ギガル

造るワインの造るワインの95％がフランス国内で売られ、

僅か僅か5%のみが輸出されている日本では非常に

珍しい造り手のロゼ珍しい造り手のロゼ	ダンジュ。フレッシュな

果実味が口一杯に広がり、やや甘口で、

生き生きとした軽やかなワインです。

透明感のある美しいサーモンピンクの色合いが

特徴的でフレッシュな香りとフルーティーな

風味が調和した上品なスタイル。

4種類のブドウ品種を使用しており、

それぞれの個性を凝縮した味わいです。

DUMBO WINE SELECTION
RED WINE PINOT NOIR ピノ ノワール

ROSE WINE ロゼワイン



Chateau de Fontenille ¥4,800 Columbia Valley Merlot ¥6,500

シャトーシャトー	ド	フォントニーユ コロンビアコロンビア	ヴァレー	メルロ

　　　フランス：フォントニーユ 　　　アメリカ：サン　　　アメリカ：サン	ミッシェル

700年以上の長い歴史を礎に、今なお進化を

続ける高品質なワイン。深みのあるルビー色を

した赤で、タンニンがうまく融合した、

ソフトでなめらかな舌触りが非常に飲みやすい

ボルドーワインです。

ワシントン州最大のワイナリーであり、

トップクラスのワイナリーです。メルロトップクラスのワイナリーです。メルロ―主体で、余

韻まで続く甘い果実味が口中に広がり、

少量のシラーがジャミーなアクセントを加えて

おります。飲み飽きしない味わいです。

Chateau Puygueraud ¥7,500 Le Volte ¥8,500

シャトーシャトー	ピュイグロー レレ	ヴォルテ

　　　フランス：シャトー　　　フランス：シャトー		ピュイグロー 　　　イタリア：オルネッライア

1983年のファースト･ヴィンテージより評論家に絶賛さ

れている人気シャトーです。安定した品質と抜群のコ

ストパフォーマンスで定評があります。力強く、しっ

かりとした渋みがとても

バランスの良いワインとなっています。

オルネッライア社はイタリアを代表する世界的な

ワイナリーです。メルローのまろやかさが生き生きと

したサンジョヴェーゼに支えられ、そこに

カベルネ・ソーヴィニヨンによる骨格や深みが

奥行きのある味わいを表現しております。

Chateau Larose ¥10,500

シャトーシャトー	ラローズ

　　　フランス：ラローズ

シャトー・ラローズはボルドー・サンテミリオン特別

級のワインとして、１００年以上もの

長い歴史を持ちます。メルロー種を軸とする

サンテミリオン地区のワインは、

世界中のワインファンが注目する世界中のワインファンが注目する1本です。

Found Stone Shiraz ¥3,000 Borgo Syrah ¥6,300

ファウンドストーンファウンドストーン	シラーズ ボルゴボルゴ	シラー

　　　　　　	オーストラリア：ベルトン	ヴィンヤーズ 　　　イタリア：ルイージ・ダレッサンドロ

本格的なワインを親しみやすい価格で提供し、

成長を続けるオーストラリアの

注目株ワイナリー。ブラックベリーやプラムの

果実味を持ち、スパイシーで複雑味のある

深い味わいのリッチなシラーズです。

イタリア初のシラー品種による原産地呼称統制

ワインワイン(DOC)を取得したワイナリー。

果実味とスパイスを感じる香りと味わい。

程よい酸味が実に爽やかで、デリケートなタンニンも

心地よく、バランスのとれた心地よく、バランスのとれた1本です。

Boom Boom Syrah ¥7,000 Crozes-Ermitage Les Pierrelles ¥8,800
ブーン・ブーン・シラーブーン・ブーン・シラー	コロンビア・ヴァレー クローズクローズ	エルミタージュ	レ	ピエレル

　　　アメリカ：チャールズ・スミス 　　　フランス：ドメーヌ　　　フランス：ドメーヌ	ベル

ワインメーカー・オブ・ザ・イヤーに輝いた世界でも

有数のシラーの名手が手掛けるワイナリー。

濃密な果実のアロマとリッチな果実味は口に

含んだ瞬間、エチケットに描かれた爆弾のように

一気に広がります。

有名ワイン評論家も認める、

クローズエルミタージュのトップ生産者。

程よく熟したブラックチェリー、カシスの濃厚な

果実味がハーブや青胡椒の風味と調和しており、

飲み応えある一本です。

DUMBO WINE SELECTION
RED WINE MERLOT メルロ

RED WINE SYRAH シラー



Fiesta ¥3,500 Cahors Prestige du Malbec ¥4,800

フィエスタ カオールカオール	プレスティージュ	デュ	マルベック

　　　スペイン：ボデガス　　　スペイン：ボデガス	アスル	イ	ガランサ 　　　フランス：シャトー　　　フランス：シャトー	ラマルティーヌ

“フィエスタ“フィエスタ”はスペイン語で「パーティー」を

意味し、色々なパーティーで大活躍間違いなしの

極上スパニッシュです。スペインの星付き

レストラン「マルティン・ベラサテギ」や

「ムガリツ」でも愛されています。

カオール地区最良と高い評価を得る、

120年以上も続く名門ワイナリー。

肉付きがよく、エレガントで、

香りとの見事な調和を見せるバランスの

良いワインです。

La Vendimia ¥5,500 Gnarly Head Old Vine Zinfandel ¥5,500

ララ	ヴェンデミア ナーリーナーリー	ヘッド	オールド	ヴァイン	ジンファンデル

　　　スペイン：パラシオス　　　スペイン：パラシオス	レモンド 　　　アメリカ：デリカート　　　アメリカ：デリカート	ファミリー・ヴィンヤーズ

伝統品種にこだわり高品質のワインを生み出す

パラシオス氏は、オーガニック農法の実施、

低収量を徹底するなど改革を推し進め

注目を集めています。明るく、軽やかな果実味と

心地よい余韻が口の中一杯に感じられる

カリフォルニアジンファンデルと言えばこのワイナ

リー。全米人気リー。全米人気No.1のジンファンデル。ブラックチェ

リーやラズベリーのアロマにチョコレート香。ジュー

シーな完熟果実の甘味と複雑な

スパイス香を持ち、程よいバニラ香が広がります。

La Cote ¥6,800 Chianti Classico ¥8,000

ララ	コート キャンティキャンティ	クラシコ

　　　フランス：シャトー　　　フランス：シャトー	ド	ラ	ネグリ 　　　イタリア：カステッロ　　　イタリア：カステッロ	ディ	ランポッラ

キャンティキャンティ	クラシコの老舗名門ワイナリー。

サンジョヴェーゼ独特の酸味を豊かな果実味が

優しく包み込みます。しっかりとした構成と

キメ細やかなタンニンを持ち、

バランスに優れたワインです。

Barolo Patres ¥9,500 Chateauneuf du Pape ¥14,000

バローロバローロ	パトレス シャトーヌフシャトーヌフ	デュ	パプ

　　　イタリア：カンティーヌ　　　イタリア：カンティーヌ	サン	シルヴェストロ 　　　フランス：クロ　　　フランス：クロ	デュ	モン	オリヴェ

バローロを産する屈指の銘醸地ながら、

リーズナブルなワインが人気の生産者。

フルボディな中にも柔らかさとマイルドな

タンニン、上品な酸味が魅力的。バローロ地域の

特徴が発揮されたおすすめワインです。

フランスで最も権威あるワインガイド

「レ　メイユール　ヴァン　ド　フランス「レ　メイユール　ヴァン　ド　フランス2018」で3つ

星生産者。葡萄は、シャトーヌフデュパプに認められ

たた13品種を全て植え、複雑な集約感を出すために多種

のブレンドを心がけています。

DUMBO WINE SELECTION
RED WINE OTHERS その他ぶどう品種

カリニャン、シラー、グルナッシュ、

ムールヴェードルムールヴェードル	と４種のブドウ品種の

特徴を最大限に引き出したワインです。

ワインの醸造は、ラングドックでワインの醸造は、ラングドックでNo1と呼び声が高いコ

ンサルタントの「クロード・グロ」が指導しておりま

す。


