Washington & Oregon
Wine Fair

Rose Wine

ワシントン州

ロゼ

オレゴン州

豊かな果実味といきいきとした酸のバランスが見事にとれた

アメリカ
合衆国

是非この機会にお楽しみ下さい。

チャールズ

ワシントン コロンビアヴァレー
シラー / ムールヴェドル / グルナッシュ他

ワシントン州とオレゴン州のワインは
エレガントでリッチな味わいが特徴。お食事を引き立てるワインです。

チャールズ

Rosé / Charles & Charles

ワイルド・ラズベリーとチェリーのノートがリードし、
活気溢れるシトラス、
ラベンダーへ移行していく。
活気に満ちたロゼ。

Glass ￥900
Bottle ￥4,900

Red Wine
エヴォリューション ビックタイム レッド

Sparkling Wine

オレゴン
サンジョベーゼ / シラー / モンテプルチアーノ

エヴォリューション スパークリング

ソーコルブロッサー

Evolution Sparkling / Sokol Blosser

Glass ￥900
Bottle ￥4,900

口中に広がる風味豊かなノートのヒントを持ったス
トラクチャーのしっかりとしたリッチな赤ワイン。

オレゴン
ピノグリ / リースリング他7種類の白ブドウ
白桃とシトラスのヒントを伴ったアプリコット、梨の
アロマ。
ドライな味わい、爽やかなフィニッシュ。

カベルネソーヴィニヨン

Glass ￥1,000
Bottle ￥5,900

ワイン オブ

サブスタンス

Cabernet Sauvignon / Wines of Substance
ワシントン コロンビア ヴァレー
カベルネソーヴィニヨン

Bottle ￥4,900

リッチ、
ダーク、滑らか、深く奥行きがある。
デリシャス、複雑で感動的。
スムースで長く、素晴らしい。

White Wine
白
お勧め

ソーコルブロッサー

Evolution Big Time Red / Sokol Blosser

ピノグリ

ソーコルブロッサー

Pinot Gris / Sokol Blosser
オレゴン ダンディーヒルズ
ピノグリ
青りんごと白い花のアロマ。いきいきとした酸。
非常にクリーンで、
ミネラル感あるフィニッシュ。

エヴォリューション ラッキー

ザ ヴェルヴェットデビル メルロ

Glass ￥1,000
Bottle ￥5,900

ソフトでまろやかな甘さを伴った
瑞々しくトロピカルな味わい。

カンフーガール リースリング

赤
お勧め

Bottle ￥3,900

チャールズスミスワイン

ワシントン
リースリング
白桃、マンダリン・オレンジとアプリコット、きりっと
ミネラルを感じるフィニッシュ。最高の1本。

Bottle ￥4,900

チャールズスミスワインズ

ジューシーでデリシャス。梨、ゴールデンプラムの豊か
なアロマとフレーバーを持ったフレッシュなワイン。

ワイン オブ サブスタンス

ワシントン エンシェント レイクス
ソーヴィニヨンブラン
パパイヤ、キウイのアロマ、ほのかにジャスミン。
ミネラルと果実のバランスが食欲をそそるワイン。

Bottle ￥6,500

ブーンブーン シラー

チャールズ スミス ワインズ

Boom Boom Syrah / Charles Smith Wines
ワシントン
Glass ￥1,200
シラー / ヴィオニエ
Bottle ￥6,900

ネルムズロード

カベルネソーヴィニヨン

ウッドワードキャニオン

Nelms Road Cabernet Sauvignon / Woodward Canyon
ワシントン
カベルネソーヴィニヨン

Bottle ￥7,900

メルロ

レコール

Merlot / L’Ecole No 41
ワシントン コロンビアヴァレー
メルロ / マルベック / カベルネフラン他

Bottle ￥8,300

ブラックベリー、
スミレとミントの層を成した魅惑的
なアロマ。スパイスのバランスのとれた層、きめ細
かなタンニン、
シームレスなフィニッシュ。

ロングシャドウズ

Nine Hats Chardonnay / Long Shadows
ワシントン コロンビア ヴァレー
シャルドネ

Bottle ￥6,500

最初から最後まで層を成した奥行きをもたらす活気
に満ちた酸と快活な中盤の味わいによって見事な
バランスをとったテキスチャー。
レコール

ワシントン コロンビアヴァレー
シャルドネ

ピノノワール

ウィラメットヴァレー

ケンライト セラーズ

Pinot Noir Willamette Valley / Ken Wright Cellars
オレゴン ウィラメットヴァレー
ピノノワール

Bottle ￥8,800

フローラルでスパイスのニュアンス。
フルーツにフォーカスした特性を持ったワイン。
世界を代表するオレゴンピノノワール！

Chardonnay / L’Ecole No. 41

カベルネソーヴィニヨン

レコール

Cabernet Sauvignon / L’Ecole No. 41
Bottle ￥7,900

テキスチャー、
ミネラルとエレガントにバランスをと
ったリッチなストラクチャー。複雑味が加わった
余韻の長いフィニッシュ。
シャルドネ

Glass ￥1,000
Bottle ￥5,900

オレゴン ウィラメット ヴァレー
ピノノワール

引き締まったブラック・ベリー、
よく熟したタンニン、
素晴らしいテキスチャーとおおらかで長いフィニッ
シュの見事なバランスを持つワイン。

Sauvignon Blanc / Wines of Substance

シャルドネ

ソーコルブロッサー

爆発的なアロマ。スパイス、
ブルーベリーとしっかり
とした場所の特徴・
・Washington州。芳醇でリッチ- 大満足間違いなし。

Eve Chardonnay / Charles Smith Wines
Glass ￥1,000
ワシントン
シャルドネ
Bottle ￥5,900

シャルドネ

エヴォリューション ピノノワール

Evolution Pinot Noir / Sokol Blosser

チャーミングな印象。シルキーでジューシーな
果実味に富んだワイン。

Kung Fu Girl Riesling / Charles Smith Wines

ナインハッツ

Bottle ￥4,900

ソーコルブロッサー

オレゴン
ピノグリ / リースリング他8種類の白ブドウ

ソーヴィニヨンブラン

ワシントン
メルロ / カベルネフラン / マルベック
その名の通り、ピュアなベルベット。凝縮してリッチ
であるが、純粋でフォーカスした味わい。

Evolution Lucky No.9 / Sokol Blosser

イヴ シャルドネ

チャールズ スミス ワインズ

The Velvet Devil Merlot / Charles Smith Wines

ワシントン コロンビアヴァレー
カベルネソーヴィニヨン

Bottle ￥9,900

ブラック・ベリーとカシスのフレーバーが埃っぽい
洗練されたタンニンと一緒になったバランスの見事
なフィニッシュの赤ワイン。

ウッドワードキャニオン

Chardonnay / Woodward Canyon
ワシントン
シャルドネ
ミネラルのノートとバランスをとった複雑なアロマ。
エレガントで洗練された味わい。時間と共に、深み
が増すリッチな味わい。

カベルネソーヴィニヨン

Bottle ￥11,000

アーティストシリーズ

ウッドワードキャニオン

Cabernet Sauvignon Artist Series / Woodward Canyon
ワシントン コロンビアヴァレー
カベルネ / カベルネフラン / プティヴェルド
熟したブラック・フルーツのアロマ、胡椒、ハーブと
ベリーのクラシックな特徴を持ったリッチでエ
レガントな味わい。

Bottle ￥15,000

Rose Wine
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Wine Fair

ワシントン州

ロゼ

オレゴン州

豊かな果実味といきいきとした酸のバランスが見事にとれた

ワイルド・ラズベリーとチェリーのノートがリードし、
活気溢れるシトラス、
ラベンダーへ移行していく。
活気に満ちたロゼ。

アメリカ
合衆国

是非この機会にお楽しみ下さい。

チャールズ

ワシントン コロンビアヴァレー
シラー / ムールヴェドル / グルナッシュ他

ワシントン州とオレゴン州のワインは
エレガントでリッチな味わいが特徴。お食事を引き立てるワインです。

チャールズ

Rosé / Charles & Charles

Glass ￥900
Bottle ￥4,900

Red Wine
エヴォリューション ビックタイム レッド

ソーコルブロッサー

Evolution Big Time Red / Sokol Blosser

Sparkling Wine

オレゴン
サンジョベーゼ / シラー / モンテプルチアーノ

エヴォリューション スパークリング

ソーコルブロッサー

Glass ￥900
Bottle ￥4,900

口中に広がる風味豊かなノートのヒントを持ったス
トラクチャーのしっかりとしたリッチな赤ワイン。

Evolution Sparkling / Sokol Blosser
オレゴン
ピノグリ / リースリング他7種類の白ブドウ

カベルネソーヴィニヨン

白桃とシトラスのヒントを伴ったアプリコット、梨の
アロマ。
ドライな味わい、爽やかなフィニッシュ。

Glass ￥1,000
Bottle ￥5,900

サブスタンス

ワシントン コロンビア ヴァレー
カベルネソーヴィニヨン

Bottle ￥4,900

リッチ、
ダーク、滑らか、深く奥行きがある。
デリシャス、複雑で感動的。
スムースで長く、素晴らしい。

White Wine
白
お勧め

ワイン オブ

Cabernet Sauvignon / Wines of Substance

ピノグリ

ソーコルブロッサー

Pinot Gris / Sokol Blosser
オレゴン ダンディーヒルズ
ピノグリ
青りんごと白い花のアロマ。いきいきとした酸。
非常にクリーンで、
ミネラル感あるフィニッシュ。

エヴォリューション ラッキー

ザ ヴェルヴェットデビル メルロ

Glass ￥1,000
Bottle ￥5,900

ソーコルブロッサー

ソフトでまろやかな甘さを伴った
瑞々しくトロピカルな味わい。

カンフーガール リースリング

赤
お勧め

Bottle ￥3,900

チャールズスミスワイン

ワシントン
リースリング
白桃、マンダリン・オレンジとアプリコット、きりっと
ミネラルを感じるフィニッシュ。最高の1本。

Bottle ￥4,900

チャールズスミスワインズ

ジューシーでデリシャス。梨、ゴールデンプラムの豊か
なアロマとフレーバーを持ったフレッシュなワイン。

ワイン オブ サブスタンス

Sauvignon Blanc / Wines of Substance
ワシントン エンシェント レイクス
ソーヴィニヨンブラン
パパイヤ、キウイのアロマ、ほのかにジャスミン。
ミネラルと果実のバランスが食欲をそそるワイン。

ナインハッツ

シャルドネ

Bottle ￥6,500

ロングシャドウズ

ワシントン コロンビア ヴァレー
シャルドネ

Bottle ￥6,500

最初から最後まで層を成した奥行きをもたらす活気
に満ちた酸と快活な中盤の味わいによって見事な
バランスをとったテキスチャー。

Glass ￥1,000
Bottle ￥5,900

オレゴン ウィラメット ヴァレー
ピノノワール

レコール

ワシントン コロンビアヴァレー
シャルドネ

Boom Boom Syrah / Charles Smith Wines
ワシントン
Glass ￥1,200
シラー / ヴィオニエ
Bottle ￥6,900

ネルムズロード

カベルネソーヴィニヨン

ウッドワードキャニオン

Nelms Road Cabernet Sauvignon / Woodward Canyon
ワシントン
カベルネソーヴィニヨン

Bottle ￥7,900

引き締まったブラック・ベリー、
よく熟したタンニン、
素晴らしいテキスチャーとおおらかで長いフィニッ
シュの見事なバランスを持つワイン。
メルロ

レコール

Merlot / L’Ecole No 41
ワシントン コロンビアヴァレー
メルロ / マルベック / カベルネフラン他

Bottle ￥8,300

ピノノワール

ウィラメットヴァレー

ケンライト セラーズ

Pinot Noir Willamette Valley / Ken Wright Cellars
オレゴン ウィラメットヴァレー
ピノノワール

カベルネソーヴィニヨン

Bottle ￥7,900

Bottle ￥8,800

レコール

ワシントン コロンビアヴァレー
カベルネソーヴィニヨン

Bottle ￥9,900

ブラック・ベリーとカシスのフレーバーが埃っぽい
洗練されたタンニンと一緒になったバランスの見事
なフィニッシュの赤ワイン。

ウッドワードキャニオン

Chardonnay / Woodward Canyon
ミネラルのノートとバランスをとった複雑なアロマ。
エレガントで洗練された味わい。時間と共に、深み
が増すリッチな味わい。

チャールズ スミス ワインズ

Cabernet Sauvignon / L’Ecole No. 41

テキスチャー、
ミネラルとエレガントにバランスをと
ったリッチなストラクチャー。複雑味が加わった
余韻の長いフィニッシュ。

ワシントン
シャルドネ

ブーンブーン シラー

フローラルでスパイスのニュアンス。
フルーツにフォーカスした特性を持ったワイン。
世界を代表するオレゴンピノノワール！

Chardonnay / L’Ecole No. 41

シャルドネ

ソーコルブロッサー

ブラックベリー、
スミレとミントの層を成した魅惑的
なアロマ。スパイスのバランスのとれた層、きめ細
かなタンニン、
シームレスなフィニッシュ。

Nine Hats Chardonnay / Long Shadows

シャルドネ

エヴォリューション ピノノワール

Evolution Pinot Noir / Sokol Blosser

爆発的なアロマ。スパイス、
ブルーベリーとしっかり
とした場所の特徴・
・Washington州。芳醇でリッチ- 大満足間違いなし。

Eve Chardonnay / Charles Smith Wines
Glass ￥1,000
ワシントン
シャルドネ
Bottle ￥5,900

ソーヴィニヨンブラン

Bottle ￥4,900

チャーミングな印象。シルキーでジューシーな
果実味に富んだワイン。

Kung Fu Girl Riesling / Charles Smith Wines

イヴ シャルドネ

ワシントン
メルロ / カベルネフラン / マルベック
その名の通り、ピュアなベルベット。凝縮してリッチ
であるが、純粋でフォーカスした味わい。

Evolution Lucky No.9 / Sokol Blosser
オレゴン
ピノグリ / リースリング他8種類の白ブドウ

チャールズ スミス ワインズ

The Velvet Devil Merlot / Charles Smith Wines

カベルネソーヴィニヨン

アーティストシリーズ

ウッドワードキャニオン

Cabernet Sauvignon Artist Series / Woodward Canyon
Bottle ￥11,000

ワシントン コロンビアヴァレー
カベルネ / カベルネフラン / プティヴェルド
熟したブラック・フルーツのアロマ、胡椒、ハーブと
ベリーのクラシックな特徴を持ったリッチでエ
レガントな味わい。

Bottle ￥15,000

