
 ヴァンピックル銀座店　おすすめ白ワイン

1 Ch.du Pin 16 Bordeaux ¥3,800 (税込 ¥4,180 ）

(品種 ソーヴィニョンブラン主体 地方 ボルドー ）

グレープフルーツや青リンゴ、ハーブの香りにセミヨン種のふくよかさも感じられる、すっきり辛口。

2 "Classique Blanc" 16 Ch.d'Angles ¥3,800 (税込 ¥4,180 ）

(品種 ブールブーラン他 地方 ラングドック ）

凝縮されたトロピカル果実の香りとヴォリュームのあるボディ…南仏の景色をも彷彿させるハイクオリティワイン！

3 Muscadet Sevre et Maine 17 B.Huteau ¥4,200 (税込 ¥4,620 ）

(品種 ミュスカデ 地方 ロワール ）

料理を選ばない大人気辛口ワイン！爽やかさ・ミネラル溢れる味わいとシュールリーならではの酵母の香り。

4 Mont Perrat Blanc 15 Bordeaux ¥5,800 (税込 ¥6,380 ）

(品種 ソーヴィニョンブラン 地方 ボルドー ）

ソーヴィニヨンらしいフレッシュな柑橘系果実とミントやディルのハーブに

タルの香りが溶け込んだボリューミーな余韻。デスパーニュ家が贈る高品質ボルドー。

5 Vin de Franz Rose（ロゼ） 18 F.Saumon ¥5,800 (税込 ¥6,380 ）

(品種 グロロー・ガメイ 地方 ロワール ）

イチゴやクランベリーのような可愛らしい香りと旨味満載！ロゼ好きな方へオススメの粋なワイン！

6 Riesling 16 M.Fonne ¥6,200 (税込 ¥6,820 ）

(品種 リースリング 地方 アルザス ）

超一流生産者のもとで修業を積んだアルザスの新星！

パインや黄桃、ライチの華やかなアロマを伸びのある酸がしっかり支える旨みたっぷりリースリング！

7 Faugeres"Rocalhas” 16 G.Sauvage ¥7,500 (税込 ¥8,250 ）

(品種 グルナッシュブラン他 地方 ラングドック ）

基本的に１人でワインを手掛ける愛情たっぷりなワイン！

柑橘に白桃や洋ナシのまろやかさと豊満なロースト香でどっしりとしたボリューム感！

8 Chablis 1er "Mont de Milieu" 16 Samuel Billaud ¥8,200 (税込 ¥9,020 ）

(品種 シャルドネ 地方 ブルゴーニュ ）

シャブリの名門ドメーヌが手掛ける1級畑の上質シャルドネ!! フレッシュなリンゴ、柑橘類、蜂蜜の果実味豊かな香り。

ほんのりスパイシーでスモーキーさを感じます。ドライで緊張感のあるミネラル。長い余韻が楽しめます。

9 VDF"L.DANGE" 15 A.Bain ¥9,500 (税込 ¥10,450 ）

(品種 ソーヴィニヨンブラン 地方 ロワール ）

「ワインは大地と人をつなぐ一番素晴らしいもの」熱く語る情熱の生産者！

完熟ソーヴィニヨンブランを使用したトロピカルで旨みの濃縮とハーブの二面性。常識を超えた驚愕のテイスト！

10 Chassagne Montracheｔ 15 Bachelet Monnot ¥10,800 (税込 ¥11,880 ）

(品種 シャルドネ 地方 ブルゴーニュ ）

「未来を継ぐ新しい造り手」と絶賛される若き兄弟の物語！今知らなきゃ損！

よく熟れた果実ならではまろやかなフレーバーとフレンチオークのリッチなボリュームは絶大なスケール感！



ヴァンピックル銀座店　おすすめ赤ワイン

1 Ch.du Pin 16 Bordeaux ¥3,800 (税込 ¥4,180 ）

(品種 カベルネ主体 地方 ボルドー ）

赤系果実の香りとフレッシュな酸がいきいきとしたボルドーワイン！リーズナブルな本格派！

2 Cotes du Rhone Villages "Signargues" 17 Montaguette ¥4,200 (税込 ¥4,620 ）

(品種 グルナッシュ主体 地方 ローヌ ）

フランス最少の協同組合「エステザルグ協同組合」のひとり!!  たっぷり詰まった果実味と、スパイシーさが食欲をそそる!!

3 Beaujolais Villages "Tentation" 15 J.C.Lapalu ¥5,500 (税込 ¥6,050 ）

(品種 ガメイ 地方 ボジョレー ）

ボジョレーを代表する生産者のひとり！

イチゴやフランボワーズの香りの中にバナナやメロンのニュアンスも！本物のボジョレーを召し上がれ！

4 Coteaux Bourguignons 15 J.Roty ¥5,900 (税込 ¥6,490 ）

(品種 ピノノワール 地方 ブルゴーニュ ）

華やかさもありつつ、しっかりと抽出されたエキスのコク！ハイバランスのコスパ最強ブルゴーニュルージュ！

6 Bugey Ｍｏｎｄｅｕｓｅ 12 Luc Bauer ¥7,500 (税込 ¥8,250 ）

(品種 モンドゥーズ 地方 サヴォア）

サヴォアの伝統を蘇らせる新鋭生産者！栽培の難しいモンドゥーズこそ彼の真髄のワイン！

フレッシュな赤系果実とよく溶けたタンニン、酸と共に香る樽の風味……スタイリッシュかつ深遠な驚愕テイスト

5 Crozes Hermitages 16 A.Graillot ¥7,800 (税込 ¥8,580 ）

(品種 シラー 地方 ローヌ　）

今やクローズ・エルミタージュを代表する実力派！

熟れたイチジクやペッパー、スミレのようなパンチのあるスパイシーさと芳醇な香り....まるでお手本のような仕上がり！

7 Ch.Martet "Reserve de Famille" 15 Bordeaux ¥7,800 (税込 ¥8,580 ）

(品種 メルロ 地方 ボルドー　サント･フォア　）

シンデレラワインの生みの親が作りだした家族のための特別品！

メルロ－ならではの柔らかさと、ヴォリューム感に樽の香りもよく溶け込んだリッチなフルボディー！

8 Vinsobres"La Papesse" 15 Gramenon ¥9,900 (税込 ¥10,890 ）

(品種 グルナッシュ他 地方 ローヌ ）

南ローヌのトップ生産者 グラムノンのグルナッシュ主体のキュベ!! 黒系果実にスミレのようなスパイシーな香り

なめし皮やどことなく漢方にも似た奥深く多彩な香りは探究しても収まりそうにない素晴らしい出来栄え!!

9 Morey-St-Denis "Clos Solon" 14 C.Bryczek ¥9,900 (税込 ¥10,890 ）

（品種ピノノワール 地方 ブルゴーニュ ）

ポーランド移民が始まりのブリチェック家はピノノワールの澄んだ果実味を表現した実直な蔵元。濃厚な果実味と

リッチなオーク・フレーバー、花びらの香りを伴うアロマ!! 口当たりは滑らかで、クラシックかつエレガントな味わい

10 Fleuｒ de Clinet 13 Pomerol ¥11,800 (税込 ¥12,980 ）

(品種 メルロー他 地方 ポムロール ）

あのロバート・パーカーが１００点を付けたシャトークリネのセカンドが登場!!

プラムやブラックベリー、ダークチョコレートが層をなす肉厚な果実とシルキーなタンニン！メルローの本場ポムロール！


