Vini del Toscana

トスカーナ ワインフェア

1 6 世 紀 前 半 、 全 盛を極 めたトスカーナ地 方 のフィレンツェ。
そのフィレンツェの 実 質 的な 支 配 者であったメディチ 家 のカトリーヌ・メディチ がフランス王 アンリ
二 世 のもとに嫁ぎました。
まだ 非 常 にシンプルであった中 世フランス料 理でしたが、カトリーヌに同 行した優 秀なイタリアの
料 理 人 、それと共 に嫁 入り道 具として持ち込まれた三つ 又フォークなどによって現 代フランス料 理
に発 展していったとい わ れています。
当 時 のメディチ 家 の 食 卓 に並んでいたの はトスカーナ地 方 の 名 産である牛 肉を使った料 理とトス
カーナワインとい わ れています。
コース料 理 のメインディッシュ
「 和 牛 の 炭 火 焼き」 や 新メニュー「ビステッカ アッラ フィオレン
ティーナ」などとご一 緒 に「ブルネッロ ディ モンタルチーノ」や「キャンティ」に代 表されるトスカー
ナワインをお 楽しみください。

Vino Rosso
赤ワイン

2014 Solengo

<Argiano>

ソレンゴ
<アルジャーノ >

(Cabernet Sauvignon,Petit Verdot,Merlot,Syrah)

18,360
16,200

2010 50 & 50

<Avignonesi e Capanelle>

チ ンクァンタ エ チ ンクァンタ
<アヴィニョネージ エ カパ ンネッレ >

(Merlot,Sangiovese)

21,600
18,360

2012 Brunello Di Montalcino
<Banfi>

ブルネッロ ディ モンタルチーノ
<バ ンフィ>

10,800
9,720
(Sangiovese Grosso)

2016 Brunello Di Montalcino
<Caparzo>

ブルネッロ ディ モンタルチーノ
<カパルツォ>

(Sangiovese Grosso)

12,960

(Cabernet Sauvignon,Merlot,Cabernet Franc,Petit Verdot)

11,880
9,720

2013 Castello di Bolgheri
<Castello di Bolgheri>

カステッロ ディ ボルゲリ
<カステッロ ディ ボルゲリ >
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表 示 価 格 はすべて税 込 みです。
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Vino Rosso
赤ワイン

2013 Dvořák Op. 95
<Colmano>

ドヴォルザーク O p . 9 5
<コルマーノ >

(Sangiovese)

5,400

2014 Case Via Pinot Nero
<Fontodi>

10,800
7,560
(Pinot Nero)

“カーセ ヴィア” ピノ ネロ（ピノ ノワール）
<フォントディ>

2014 Chianti Classico
<Fontodi>

(Sangiovese )

7,560
6,480

キャンティ ルフィナ リゼルヴァ “ニポッツァーノ”
<フレスコバルディ>
(Sangiovese,Canaiolo,Malvasia Nera )

7,560

キャンティ クラッシコ
<フォントディ>

2014 Chianti Rufina Riserva "Nipozzano"
<Frescobaldi>

2014 Bolgheri Rosso
<Grattamacco>

ボルゲリ ロッソ
<グラッタマッコ >

(Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc,Merlot,Sangiovese)

5,400
6,480

2015 Belcore

<I Giusti & Zanza>

ベルコーレ
<イ ジュスティ エ ザ ンツァ>

(Sangiovese,Merlot)

7,560
5,400

2010 Brunello Di Montalcino "Campo di Marzo"
<Il Valemtiano>

ブルネッロ ディ モンタルチーノ “カンポ ディ マルツォ”
<イル ヴァレンティアーノ >
(Sangiovese grosso)

9,720

2014 Vino Nobile Di Montepulciano
<La Bracesca>

ヴィーノ ノビレ ディ モンテプルチアーノ
<ラ ブラッチェスカ >

2

(Prugnolo Gentile,Merlot)

表 示 価 格 はすべて税 込 みです。

7,560
Ristorante REAL

Vino Rosso
赤ワイン

2012 Il Nero di Casanova
<La spinetta>

イル ネーロ ディ カサノヴァ
<ラ スピネッタ >

(Sangiovese)

6,480
5,400

(Merlot,Cabernet Sauvignon)

5,400

(Sangiovese grosso)

9,720

(Sangiobese grosso)

7,560
5,400

ブルネッロ ディ モンタルチーノ“ヴィーニャ ロレート”
<マストロヤンニ >
(Sangiovese Grosso)

21,600

2015 Zizzolo

<Le Fornacelle>

ジッゾロ
<フォルナチェッレ >

2010 Brunello Di Montalcino
<Lecciaia>

ブルネッロ ディ モンタルチーノ
<レッチャイア >

2009 Rosso di Toscana "Millenium"
<Lecciaia>

ロッソ ディ トスカーナ “ミッレニウム”
<レッチャイア >

2012 Brunello Di Montalcino "Vigna Loreto"
<Mastrojanni>

2009 Carmignano Riserva
<Matroneo>

カルミニャーノ リゼルヴァ
<マトロネオ >

(Cabernet Sauvignon, Sangiovese)

7,560
6,480

2015 Chianti Classico "Retromarcia"
<Monte Bernardi>

キャンティ クラッシコ “レトロマルチャ”
< モンテベルナルディ>

(Sangiovese)

5,400

(Sangiovese)

8,640

2013 Chianti Classico Reserva "Sa'Etta"
<Monte Bernardi>

キャンティ クラッシコ リゼルバ
< モンテ ベルナルディ>
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表 示 価 格 はすべて税 込 みです。
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Vino Rosso
赤ワイン

2010 Tzibgana

<Monte Bernardi>

ツィンガナ
< モンテ ベルナルディ>

(Merlot,Cabernet,Peti verdo)

12,960
10,800

(Sangiovese Grosso)

15,120
12,960

(Sangiovese,Cabernet Sauvignon )

8,640
7,560

(Sangiovese)

7,560

(Merlot)

15,120
10,800

(Sangiovese,Ciliegiolo)

6,480
5,400

(Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc)

86,400
75,600

2012 Brunello Di Montalcino
<Pertimali>

ブルネッロ ディ モンタルチーノ
<ペルティマリ >

2012 Fili di Seta
<Pertimali>

フィリ ディ セータ
<ペルティマリ >

2014 Chianti Classico
<Querciabella>

キャンティ クラッシコ
<クエルチャベッラ >

2010 La Ricolma

<San Giusto A Rentennano>

ラ リコルマ
< サン ジュースト ア レンテンナーノ >

2012 Toscana Rosso "Istriciaia"
<Sassetti Livio>

トスカーナ ロッソ
< サセッティ リヴィオ >

1997 Sassicaia

<Tenuta San Guido>

サッシカイア
<テヌータ サン グイド >

1999 Sassicaia

<Tenuta San Guido>

サッシカイア
<テヌータ サン グイド >

4

54,000

(Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc) 43,200

表 示 価 格 はすべて税 込 みです。

Ristorante REAL

