タレッジョ
ブション･ダル
マンス

約150g(ウォッシュ)

イタリアのウォッシュを代
表するタレッジョ。今回お
届けするものはまさにふ
るさとのタレッジョ渓谷で
つくられています。
塩水で洗われた外皮は
特有の香りがしますが、
中身はミルキーでやさし
い口当たりです。

赤･ややコクあり
魅力的なチェリー色。香
りはチェリーやクローブを
思わせます。口当たりは
まろやかでフレッシュ、と
てもバランスのよい味わ
いです。

赤･ややコクあり
ランガランらしいエレガン
トな味わいです。
伝統 の大 樽 で熟 成 させ
ており、ほんのりスパイス
のような香りと、全体的に
まろやかな味わいが楽し
めます。

マニゴディーン

ブション＝ワインのコルク
栓の形をし、上質のチョ
コレートのように舌の上で
すっと 溶け てい きます。
熟成 につ れ外 皮と 生地
が分かれ、濃厚なコクが

透き通ったいちご色に、
赤い果実を思わせる香り
はまさに赤ワイン。しかし
味わいは清涼感たっぷり
の白ワインのようです。
キリッと冷やしてお楽しみ
下さい。

赤･コクあり
新樽で９ヶ月間熟成、瓶
詰めしてからもカーヴで
熟成させます。
リッチな果実味、上質の
タンニンが特徴。樽の複
雑さが溶け込み、美味し
く、ボリューム感が高いワ

約100ｇ(ハード)

夏に1,500m以上の高
地で過ごし1,000種類
以上の高山植物を食べ
た牛のミルクを使用。豊
かな芳香と凝縮された旨
みは格別。グリュイエー
ルの中でも生産量が限ら

赤・コクあり
比較的、果皮の薄い種
類のぶどうを主体に使用
しているので、タンニンが
控えめ。果実味が豊かで
さっぱりした、口当たりの
良いワインです。家庭料
理に合わせやすいので、
毎日でも楽しんでいただ
けます。

赤･コクあり
地元在来の５品種のぶど
うを使い、土地の風味「テ
ロワール」の特色が濃い
ワイン。ふくよかで豊かな
ボリューム感、スパイスや
黒コショウ、ローリエなど
香草を思わせる香りも豊
かです。

赤･ややコクあり
赤･ややコクあり
フルーティでさっぱり、口
当 た り の 良 い ワイ ン 。 そ
れでいてしっかり熟成し
たぶどうが持つ果実味の
余韻があり、飲み飽きし
ません。

フレッシュなぶどう、野生
の木 い ちご や 花の 上品
な香り。酸味が爽やかで、
柔 ら かな果 実 味 が 魅 力
的。タンニンの余韻と絹
のようなコクの調和がよく
取れています。

1/2個(ウォッシュ)
フランス革命時代、ナント
の街に逃れた 司祭(キ ュ
レ)が造ったと言われる、
歴史あるチーズ。
むっちりした弾力と、ナッ
ツ系 の 風味 、ミ ル クの 甘
みが広がって、ウォッシュ
初心者でも楽しめる味わ

白･すっきり辛口
澄んで輝く、やや黄金色
の液体は、柑橘や桃のよ
うな繊細な香り、花のアロ
マを感じます。滑らかで
バランスの良い味わい、
余韻は長く、爽やかな酸

赤･ややコクあり
赤い果 実 味い っぱ いの
豊かな香り。丸みを帯び
たタンニンとコクのある魅
力的な味わいが特徴。若
いうちから楽しめますが、
数年熟成させるとより華
やかな香りが期待できま
す。

約100ｇ(青カビ)

世界３大ブルーチーズの
一つで 、イ ギリスが生ん
だ傑作。ねっとりとした濃
厚な口当たり で、あと味
に は 蜂 蜜 の 様 な甘 み も
感じられます。全て手作
業の伝 統的 手 法を 守っ

赤･コクあり
赤･ややコクあり
100年以上前から使って
いる木製大樽で6ヵ月間
熟成。フレッ シュ な味わ
いで、さくらんぼやチョコ
レートのニュアンスと、滑
ら かなタン ニンが 感じら
れます。

完熟した果実やスパイス
を思わせる濃厚な香り、
そして豊富なタンニンが
なめらかに溶け込み、心
地よい飲み口。
胡椒をきかせたステーキ
やとんかつにもよくあう、

1/4個(フレッシュ)
表面に贅沢に付けられた
華やかな宝 石はドライパ
パイヤ。生地は生クリーム
が加えられ、なめらかで、
爽や かな酸 味のクリ ーム
チーズ。そこにパパイヤの
甘みが加わってケーキの
ようなおいしさです。

1/2個(白カビ)
名前の通り 、ロレ ーヌで
作られる四角い（＝カレ）
チーズ。新雪のように
真っ白で美しい白カビに
覆われ、ミルキーで塩味
も控えめの優しい味わい。
ドライフルーツが入 った
パンにのせるとより美味
です。

赤･コクあり
赤・ややコクあり
たっぷりと日光を浴びて
熟したぶどうは 、濃厚な
がらも全体的に柔らかく、
果実味を楽しめるバラン
スの取れた味わいのワイ
ンになりました。香りには
スパイシーさも感じられま
す。

完熟した果物のジャムに、
ナッツやバニラの香りが
立ち上る、力強くて複雑
な香り。
密度の高いタンニンは男
性的で厳格な印象。それ
でい て繊 細 で、 丸くコク
があり、複雑な余韻が残

キュレ･ナンテ･
オ･ミュスカデ

約100g(ウォッシュ)

アルプスの栄養豊富な牧
草を食べた牛の無殺菌乳
を使用。まず農家で１週
間熟成、その後パカール
社で25回ほど表 面を洗
い、丁寧に追熟させます。
香ばしくクリーミーで、ミル
クの濃厚な旨みを味わっ
ていただけます。

１個(白カビ)

ロゼ･すっきり辛口

１個(ウォッシュ)
フランスウォッシュチーズ
の王道 、 エポワスと 同じ
製法ですが、小さい分だ
け洗う表面積の割合が増
えるので、味わいも濃厚。
むっちりとした生地の滑
らかな舌触りは格別です。

1/2個(ウォッシュ)
白･すっきり辛口

赤･コクあり

樹齢50年以上のマル
白い花や柑橘系果実の
ベック種から採れるクオリ
爽やかな風味。辛口で
ティー高い果実とタンニ
すが果実味がたっぷ り
ンを尊重して造った 、ボ
で、フレッシュさにかす
ルドーらしい力強さを
かな甘みが加わり、とて
持ったワイン。余韻が長
も心地よい白ワインです。
く、複雑な風味が楽しめ

約100g(セミハード)

ビノ、つまりワインで表面
を拭いて熟成させており、
表皮と生地のコントラスト
が美しい山羊乳製のチー
ズです。甘み･酸味･塩分
のバランスがよく、濃厚な
のにすっきりとした独特の
味わいです。

赤・ややコクあり
熟したイチゴ、黒オリー
ブのような風味で、果実
味たっぷり。しかし酸が
きれいに残っているため、
とてもフレッシュで軽や
か。冷やして飲むのもお

１個(フレッシュ)
赤･ややコクあり
黒っぽいベリー系果実や
黒オリーブの香り。南仏
らしいハーブの風味に柔
らかな質感。タンニンがこ
なれていて旨みもたっぷ
り、色々な料理に合いま

かわいいハート型の表面
にバラの花びらを散りば
めた、牛乳製フレッシュタ
イプのチーズ。クリーミー
で上品な酸味が特徴。ハ
チミ ツ を そえ てデ ザ ート
感覚でもお楽しみ頂けま

赤・軽口

赤・軽口

特に女性からの、樽を使
フランボワーズやカシス
わずタンニン控え目で、
などの甘酸っぱい果実の ブドウのピュアな果実味
香り、口当たりは柔らかく、
をそのまま楽しみたいと
きめ細やかなタンニンが いう要望から実現した、
溶け込んでいて、心地よ
赤いベリー系果実の風
い果実味が長く続く、上 味がたっぷりのグイグイ

熟成の段階で反転させ
ない為、上面にできる
フォンテーヌ（＝泉）と呼
ばれるくぼみが特徴。水
分が多く目の詰まった生
地は、舌の上ですっと溶
けていき、成熟した濃厚
な味わいが口の中に広
がります。

赤・コクあり
本格派好みのフルボ
ディータイプ。トーストや
カカオのような香ばしい
香り、ふくよかな味わいで
タンニンがよく溶け込み、
凝縮感がすばらしいバラ
ンスの取れたワインです。

赤･ややコクあり
果実や香草の複雑で優
雅な香り、そして雑味の
ないピュアな味わいを長
い余韻で楽しめます。赤
ワイン入門としておすす
めの一本です 。お好 み
焼きと相性がよい気軽な
一面も魅力的。

赤･コクあり
小さな赤い果実や香ばし
い バ ニ ラ の香り と 共に 、
完熟した果実の濃厚な
味わいが口の中でゆった
りと長い余韻を残します。
10年以上熟成させること
もできる力のあるワインで

赤・コクあり
完熟ぶどうだけを厳選し、
凝縮感とともに滋味あふ
れる風味を造りだしまし
た。まったりとしてエレガ
ントな香り、口の中でとろ
けるように広がるコクは、
しみじみと感動さえ覚え
ます。

完熟した果物のジャムに、
ナッツやバニラの香りが
力強くて複雑
密度の高いタンニンは男
それ
丸くコク
複雑な余韻が残

小さな赤い果実や香ばし
、
完熟した果実の濃厚な
味わいが口の中でゆった
。
年以上熟成させること
もできる力のあるワインで

、

