earth to glass - By the Glass 〜本日の有料試飲ワイン〜
★試飲後、その銘柄をボトルでお買い上げいただいた場合該当銘柄の試飲料が全額OFF(50ccの場合)or半額(100ccの場合)になります。

Black Glass Challenge ブラック グラス チャレンジ ～ワイン好きの方におすすめ～
？？？

50cc

¥1,300

生産国・ヴィンテージ・品種” を当てると、その場でAoyama Wine Base オリジナルグッズをプレゼント！！

Sparkling 泡
N.V.

100cc

Henriot Brut Souverain
アンリオ ブリュット・スーヴェラン

¥1,800

シャンパーニュ・モンターニュ・ド・ランス

シャルドネ、ピノ・ノワール主体。白い花、ブリオッシュのような上品なアロマが長く余韻に続きます。
最初の一杯に！ 秋めくこの季節にぴったりな しゅわしゅわ。

White 白
2019

50cc

Vouvray Clos Du Bourg Sec (Huet)
ヴーヴレイ・クロ・デュ・ブール・セック（ユエ）

100cc

¥1,300

¥2,400

¥2,100

¥3,800

¥1,000

¥1,800

¥1,200

¥2,200

フランス・ロワール

シュナンブラン。カリンや黄りんごの蜜のような、優しい甘さが広がります。
酸味とやや控え目なハーブ香がなんとも言われえぬ、上品な１本です！

2019

Puligny-Montrachet (D.Jean Chartron)
ピュリニィ・モンラッシェ（ドメーヌ・ジャン・シャルトロン）

フランス・ブルゴーニュ

エキゾチックなフルーツとデニッシュやナッツの芳香が程よく混ざり合い、なんともエレガントな1本！
ピュリニーらしい綺麗な果実味に、キレのある酸と引き締まったフィニッシュ。

2018

Gewurztraminer “Bollenberg” (Valentin Zusslin)
ゲヴュルツトラミネール・ボーレンベルグ（ヴァランタン・チュスラン）

フランス・アルザス

スパイスや蜂蜜、バラなど複雑なアロマが感じられます。
ゲヴェルツトラミネールらしい、ほろ苦さも特徴です！

2018

Petit Clos Sauvignon Blanc Marlborough (Clos Henri)
プティ・クロ ソーヴィニヨン・ブラン（クロ・アンリ） ニュージーランド・マールボロ
サンセールのトップ生産者アンリ・ブルジョワが新天地ニュージーランドで造り出すフルーティーなワイン。
柑橘系やトロピカルフルーツの香りと、爽やかな青さが印象的です！

Red 赤
2018

50cc

Artemis Cabernet Sauvignon (Stag's Leap Wine Cellars)
アルテミス カベルネ・ソーヴィニヨン(スタッグス・リープ・ワイン・セラーズ )

100cc

¥1,600

¥2,800

¥1,200

¥2,100

¥1,200

¥2,200

¥1,500

¥2,800

¥1,500

¥2,800

¥1,900

¥3,600

アメリカ・カリフォルニア

言わずと知れた歴史的ワイナリー。
完熟したブラックチェリーやカシス、スパイスなどが濃密に混ざり合う、力強いスタイル。

2017

Bourgogne Pinot Noir (Jean-Pierre-Guyon)
ブルゴーニュ ピノ・ノワール（ジャン・ピエール・ギヨン）

フランス・ブルゴーニュ

ヴォーヌ・ロマネ村の優良生産者。カシスやブラクカラント、スパイスのニュアンス。
全房発酵で造られるため、通常のピノ・ノワールとは異なり、スパイシーで複雑味のある、一風変わったスタイル。

2015

Lanzaga (Bodega Lanzaga)
ランサガ（ボデガ・ランサガ）

スペイン・リオハ

リオハの名門ワイナリーに産まれ、独立。テンプラニーリョ、グラシアーノなどのブレンドのミディアムボディ。
赤系果実に薔薇のようなエレガントな香り。スパイス、黒コショウのニュアンスに、シルキーなタンニン。

2015

Merlot Riserva (Ronco Severo)
メルロー リゼルヴァ（ロンコ・セヴェロ）

イタリア・フリウリ・ヴェネツｲア･ジューリア

グラマラスな果実味に、まろやかな酸味と僅かにチョコっぽさが感じられます♪
しっかりとした赤ワインがお好きな方にオススメです！ちなみにエチケットは、生産者のお子様がモデルになっているらしい。。

2018

Crown Prince Pinot Noir (Bass Phillip)
ピノ・ノワール ”クラウンプリンス” (バス・フィリップ) オーストラリア・ギップスランド
南半球最高のピノ・ノワール生産者の一人!! これを飲まずしてニューワールドのピノは語れません。
飲むと、どこまでもやさしく、じわりと染み込むような、ダシ系。 和食ともバッチリの相性です。

2012

Les Pagodes Cos
レ・パゴ・デ・コス

フランス・ボルドー

言わずと知れたサンテステフの名門シャトー、コス・デストゥルネルのセカンドワイン。
柔らかいタンニンやブラックチェリーの丸い果実味が優しく寛大な印象を与えます。

Rose ロゼ
2019

50cc

Green Songs Pinot Noir Rosé (Green Songs)
グリーン・ソングス ピノ・ノワール ロゼ (グリーン・ソングス）

¥900

100cc

¥1,400

ニュージーランド・ワイララパ

日本人醸造家コウヘイ氏が作るワイン。ピノ・ノワール由来の軽やかなロゼ色と香りを意識した軽快なスタイル。
アセロラ、ラズベリー、ワイルドチェリーといったフルーツの軽快な酸が心地よい。

Yellow 黄
2012

Chateau-Chalon （ Beau Generation 9)
シャトー・シャロン （ボー・ジェネラシオン・ヌフ）

50cc

フランス・ジュラ

100cc

¥1,500

¥2,800

50cc

100cc

ジュラ地方の至宝。 サヴァニャン100%にて、伝統的な製法で造られる特殊ワイン。
スモーキーでナッティーな芳香が複雑に絡み合い、どこまでも長く、美しい余韻が続きます。

『スタッフのおすすめ 〜お気に入りのワインを皆様に〜』
White

2018

Green Songs Pinot Gris (Green Songs) り ゅーのすけのおすすめ
グリーン・ソングス ピノ・グリ（グリーン・ソングズ） ニュージーランド・ネルソン

¥900

¥1,600

日本人栽培醸造家コウヘイ氏がニュージーランドで作るワイン！
パッションフルーツやグレープフルーツのような凝縮感のある果実味がとってもジューシー。

50cc

100cc

Red

2014

♡ ひとみのおすすめ ♡
Amarone (Corte Cavedini)
アマローネ (コルテ・カヴェディーニ) イタリア・ヴェネト

¥1,600

¥3,000

コルヴィーナ-コルヴィノーネ主体。お天道様のパワーがぎっしり詰まった凝縮感のある１本。
ですが、不思議と、決してしつこくない、単体でゆっくりと楽しめるエレガントなアマローネ。

Georgia ジョージア
White

〜ジョージア大使の同級生が勧めるワイン〜
〜ジョージア料理のお供にどうぞ〜

2019

Kondoli Kisi & Mtsvane (Marani)
コンドリ キシ・ムツヴァネ （マラニ）

50cc

100cc

¥1,000

¥1,800

¥900

¥1,600

¥900

¥1,600

¥1,000

¥1,800

カヘティ

こちらは、伝統的なアンバーワインの製法ではなくヨーロピアンスタイルで造られたワイン。
オレンジワインはちょっと・・・。でも、ジョージアワインは飲んでみたいという方にお勧め！！
フレッシュな瑞々しい白桃を思わせ、美しく完成されたジョージアワイン。

Orange

2018

Tsarapi (Shalva Gvaramadze)
ツァラピ（シャルヴァ・グヴァラマゼ）

カヘティ

ルカツィテリ。聞きなれない品種ですが、ジョージアでは、かなりメジャー品種です！！
スモモ、黄桃の甘いやわらかな香り。香りとは裏腹に味わいにはしっかりとしたコクが。伝統的な手法で作られます。

2018

Kisi ＆ Mtsvane (Shalva Gvaramadze)
キシ・ムツヴァネ (シャルヴァ・グヴァラマゼ）

カヘティ

こちらも発音しにくい聞きなれぬ品種キシ、ムツヴァネのブレンド。熟したコンポート、日本の出汁を思わせる
旨味が特徴的です。ツァラピに比べるともう少しコクがあり、ふくよかな味わい。定番のオレンジワインスタイル。

Red

2017

Napareuli (Marani)
ナパレウリ（マラニ）

カヘティ

伝統的なアンバーワインの製法ではなくヨーロピアンスタイルで造られたワイン。
サペラヴィ種１００％ 珍しいブドウで果肉も黒く色づきアントシアニン・ポリフェノールたっぷり！！
クレオパトラが美しくなるために飲んだとされる。若々しいカシスの風味。タンニンは丸みがあり、ミディアムボディ。
グレートヴィンテージ由来の凝縮感や複雑性、カシス、杉の香りにヴェルヴェットのような舌触り。

Red Semi-Sweet

Kindzmarauli (Marani)
キンズマラウリ（マラニ）

¥1,000

カヘティ

黒ぶどうの土着品種サペラヴィから造られる、ジョージアを代表するセミスイートワインです！
素朴で甘すぎないカシスジャムのような味わい。ポリフェノールも通常より多く含まれており、
あの絶世の美女、クレオパトラも愛飲していたとか。。

Sweet 甘口
N.V

50cc

Spiced Mead (Maxwell)
スパイス ミード (マックスウェル)

オーストラリア

¥900

ミード（蜂蜜酒）は、蜂蜜を発酵させて造ったユニークな珍しい飲み物! シナモンとクローブの香り、蜂蜜と柑橘類の味わいが
口いっぱいに広がります。氷を入れても良し、これからの季節は温めて飲んでも良し♪

2004

Tokaji Aszu 5 Puttonyos (Hetszolo)
トカイ アスー 5プットニョシュ(ヘートソーロ)

¥1,700

ハンガリー・トカイ

世界3代貴腐ワインの一つの熟成甘口ワインで、5プットニョシュは優れた年にしか作られない。
貴腐由来の蜂蜜の香り、林檎のコンポート、ナッツ、デーツ、紅茶などの官能的な熟成香が長い余韻へ続く。

YouTubeでワインの解説なども行ってます！ご登録よろしくお願いします♪

