Rose Wine

Washington Oregon
Wine Fair

ワシントン州

ロゼ

チャールズ

チャールズ

Rosé / Charles & Charles
オレゴン州

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

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

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。
是非この機会にお楽しみ下さい。

カリフォルニア州

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

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
エヴォリューション ラッキー

ソーコルブロッサー

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
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。

フィッシュハウス

エヴォリューション ピノノワール

Glass ￥650
Bottle ￥3,900

ハウスワイン

ワシントン コロンビア ヴァレー
ソーヴィニヨンブラン / ルーサンヌ
柑橘類、
レモンの皮とピーチのいきいきとしたノー
トに導かれたバランスのとれたワイン。

ブーンブーン シラー

Glass ￥900
Bottle ￥4,900

チャールズスミスワイン

Kung Fu Girl Riesling / Charles Smith Wines
ワシントン
Glass ￥900
リースリング
Bottle ￥4,900
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。

ナインハッツリースリング

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

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。
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

ロングシャドウズ

ワシントン コロンビア ヴァレー
リースリング

ナインハッツ

Bottle ￥5,500

シトラスと洋ナシのノートが魅力的なレベルのミネラル、
酸と一緒になったフレッシュで余韻の長いフィニッシュ。

シラー

ロングシャドウズ

Nine Hats Syrah / Long Shadows
ワシントン コロンビアヴァレー
シラー / カベルネソーヴィニヨン / プティヴェルド

Bottle ￥8,300

洗練されたタンニンが口中を駆け巡りる。
長くいきいきとしたフィニッシュ。

チャールズスミスワインズ

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

ソーヴィニヨンブラン

Glass ￥1,000
Bottle ￥5,900

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。

Nine Hats Riesling / Long Shadows

イヴ シャルドネ

オレゴン ウィラメット ヴァレー
ピノノワール
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。

Fish House / House Wine

カンフーガール リースリング

ソーコルブロッサー

Evolution Pinot Noir / Sokol Blosser

ワイン オブ サブスタンス

ナインハッツ

メルロ

ロングシャドウズ

Nine Hats Merlot / Long Shadows
ワシントン コロンビアヴァレー
シャルドネ/ソーヴィニヨンブラン

Bottle ￥8,300

ブルーベリーとナツメグのデリケートなブーケがビ
ン・チェリー、モカ、カシスと土っぽいノートのフレー
バーを伴って見事に発展し、活気溢れる味わい。
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

Sauvignon Blanc / Wines of Substance

Pinot Noir Willamette Valley / Ken Wright Cellars

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

オレゴン ウィラメットヴァレー
ピノノワール

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

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！

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。
シャルドネ

レコール

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。

レコール

Cabernet Sauvignon / L’Ecole No. 41
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。

Chardonnay / L’Ecole No. 41
ワシントン コロンビアヴァレー
シャルドネ

カベルネソーヴィニヨン

Bottle ￥8,800

チェスターキッダー

ロングシャドウズ

Chester-Kidder / Long Shadows
Bottle ￥7,900

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 / シラー / プティヴェルド
ブラックベリーとスイート・ハーブのゴージャスな
アロマ。
クリーミーなテキスチャーとデリケートな
フィネスを持った余韻の非常に長い赤ワイン。

Bottle ￥15,000

