ͻͱΓͷ੨ͷເ͔Β࢝·ͬͨɺେͳετʔϦʔ

θφʔτ

ϰΣωτभɹθφʔτ

ZENATO
LUGANA METODO CLASSICO BRUT
ϧΨʔφɾϝτυɾΫϥογί
金色を帯びた濃い麦わら黄色 。上品で
クリーミーな泡が持続する。桃や柑橘
類のヒント、洋ナシやリンゴを感じる
白い花の芳香がスムースな感触ととも
に心地よく広がる。バランスの取れた
生き生きとした味わいで、シルキーな
酸味が芯とフレッシュさを与えている。
アペリティーヴォや食事全般に 。

750ml ʷ 6

750ml

ɹθφʔτϧΨʔφ
ʢ ϖεΩΤʔϥʣͱϰΝϧϙϦνΣοϥɾΫϥο
γί
ʢ ίελϧϯΨʣʹ ܭIBͷϒυാΛॴ༗ɻϧΨʔφͰɺൺ

ઃ͞Ε·ͨ͠ɻՈͷՈʹੜ·ΕͨηϧδΦɺ༮গ͔ظΒՈۀ

ֱతԹஆͳީؾͷܙΈΛड͚ͨւൈ N ɺೆ͖ͷଠݹͷණଯੵ

Λख͍ͳ͕Βɺ͓ͷͣͱϧΨʔφͷʹֶ͍ͭͯΜͰ͍͖·͢ɻ

༝དྷͷ೪࣭ੴփͷാͰɺ͍ݹͷͰथྸ  ͷτϨοϏΞʔϊɾ

ϧΨʔφͰϒυഓ͕ΜʹͳΓ࢝ΊΔͱɺ།Ұແೋͷಛผͳ

σΟɾϧΨʔφ͕ɺϰΝϦϙϦνΣοϥͰɺ͜ͷΤϦΞͰಛʹඪߴ

ϒυɺͦͯ͠ϫΠϯΛΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱɺʹ͍ࠜͨͱݧܦ

փͱ
ʢ ͱݺΕΔʣమΛؚΉෳࡶͳͷാͰɺΞϚϩʔω

ઃ࣌ɺ࣌·ͩͦ͜·Ͱ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨணछͷτϨοϏ

ͷͨΊͷϒυ͕ഓ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

ΞʔϊɾσΟɾϧΨʔφͷັྗͱՁΛݟग़͠ɺ͍͔ͭ͜ͷϒυ͕ੈ
քΛ੮͢רΔͱ৴͡ɺനϫΠϯͷੜ࢈ʹऔΓ͔͔Γ·͢ɻઈ͑ؒͳ͍

ɹ ʹཱ पΛܴ͑ͨθφʔτɻηϧδΦ͕ɺϫΠϯ

࣮ͱݧվྑʹΑΓɺ൴ͷ࡞Γग़͢ϫΠϯੈքʹ௨༻͢ΔҒେͳϫ

Γɺͦͯ͠ʹ͍ͩѪɺࡏݱηϧδΦͷ࠺Χϧϥ

ΠϯͱมΛ͛ɺϧΨʔφϫΠϯͷൃలʹେ͖͘ߩ͢·͠ݙɻ

ͱɺ൴Βͷࢠ ڙɺΞϧϕϧτͱφσΟΞ͕ܧঝ͍ͯ͠·͢ɻςϩϫʔϧ
ͱͷਂ͍͕ܨΓɺͦͯ͠ Ҏ্ʹΘͨΓணछʹՁΛ༩͑ଓ
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ɹϧΨʔφͰͷϫΠϯΓʹޭͨ͠θφʔτɺϧΨʔφͰͷݧܦ

͚͖ͯͨՈͷ౷ͱྺ࢙ɺ͔͚͕͑ͷͳ͍࣌ؒʹΑͬͯɺϧΨʔ

ͱ࣮Λͱʹ ʹϰΝϧϙϦνΣοϥͰΞϚϩʔωΓʹ

φɺϰΝϧϙϦνΣοϥɺͦͯ͠θφʔτͷ໊ΛੈքʹΒ͠Ί͍ͯ·

औΓ͔͔Γ·͢ɻϦύοιϫΠϯͷ෮ʹڵશྗΛ͗ɺϰΣωτͷ

͢ɻເΛ࣋ͪଓ͚ɺ࣮͢ݱΔͨΊͷஎ·͵ྗΛଓ͚ͨηϧδΦɺͦ

දతݺশͷനϫΠϯ
ʢϧΨʔφʣ
ͱϫΠϯ
ʢΞϚϩʔωʣ
ɺߴ࠷ʹڞ࣭

ͯ͠θφʔτϑΝϛϦʔɺࠓͳ͓ເΛ͍ଓ͚ɺ࣍ͳΔεςʔδͱ

ΛތΔك༗ͳϫΠφϦʔͱͯ͠ͷ֬ͨݻΔҐΛங্͖͛·ͨ͠ɻ

͔͍·͢ɻ

熟成

瓶内 24 か月

ぶどう品種

トレッビアーノ・ディ・ルガーナ
原産地呼称

D.O.C.
熟成

瓶内 64 か月

750ml ʷ 6

4948657 403453
্

750ml

ˇ6,500

LUGANA SERGIO ZENATO RISERVA
ϧΨʔφɾηϧδΦɾθφʔτɾϦθϧϰΝ

4948657 403002
750ml

タイプ

白 辛口
ぶどう品種

トレッビアーノ・ディ・ルガーナ
原産地呼称

D.O.C.
熟成

ステンレスタンク4〜5か月、
瓶内 2〜 3か月

ˇ2,400

ポデーレ・マッソーニの単一畑 。明る
い輝きを持つ黄金色 。花や柑橘類 、南
国系果実 、スパイス 、バニラなどの豊
かな芳香。優れたバランスでミネラル
感と深みのある味わい。熟成に適して
いる。ホワイトソースのパスタ、リゾッ
ト、中熟のチーズ 、湖魚料理などと。

750ml ʷ 6
4948657 403019
1500ml ʷ 1ʢശೖʣ4948657 403439
্

タイプ

白 辛口
ぶどう品種

トレッビアーノ・ディ・ルガーナ
原産地呼称

D.O.C.
熟成

新 樽とトノーにて約 6か月、
瓶内 12か月

750ml ˇ6,500 1500ml ˇ16,500

BARDOLINO CHIARETTO

ROSÉ SAN BENEDETTO

όϧυϦʔϊɾΩΞϨοτ

ϩθɾαϯɾϕωσοτ

明るいパープルの輝きを持つコーラル
ピンク色 。花やラズベリー、スグリなど
の新鮮な赤い果物の香りがフレッシュ
を際立たせている。繊細でバランスの
とれた味わい。アペリティーヴォとして
最 適 。プリモ・ピアット、湖 魚や白身
肉とも好相性 。

タイプ

ロゼ 辛口
ぶどう品種

コルヴィーナ 65%
ロンディネッラ 25%
モリナーラ 10%
原産地呼称

明るいスミレ色の輝きを持つコーラル
ピンク色。白い花やラズベリー、ワイル
ドストロベリー、カラントなど新鮮な赤
いフルーツの香り。デリケートでバラン
スの取れた 、フレッシュでミネラル溢れ
る味わい。アペリティーボやプリモピ
アット、湖魚や白身肉と相性抜群 。

D.O.C.

4948657 403026
্

ステンレスタンク

750ml ˇ1,800

タイプ

ロゼ／辛口
ぶどう品種

ロンディナイア、ピノ・ネロ、
カベルネ・フラン
原産地呼称

I.G.T
熟成

熟成

750ml ʷ 6

ͷߴ͍ւൈ NͷʹकΒΕͨೆ౦͖ͱೆ͖ͷɺ೪࣭ੴ

ྨ͍ͳكΔઌݟͷ໌Ͱ֬৴͠ɺϒυഓΛ࢝Ί·͢ɻϫΠφϦʔ

原産地呼称

I.G.T.

タイプ

白／発泡／辛口

ϧΨʔφɾαϯɾϕωσοτ

্

LN ɺΨϧμބͷೆބ൞ ɺϖεΩΤʔϥɾσϧɾΨϧμͷͰ

ぶどう品種

トレッビアーノ・ディ・ルガーナ

明るく生き生きとした麦わら黄色 。上
質でしっかりとした泡が立ち上る。熟
したパイナップルやトロピカルフルー
ツ、イースト由来のアーモンドやパンな
どの繊細で果実味を感じるアロマ。ミ
ネラル感溢れる豊かな味わい。アペリ
ティーヴォや食事全般と良く合う。

LUGANA SAN BENEDETTO

750ml ʷ 6

ɹθφʔτ ʹηϧδΦɾθφʔτʹΑͬͯɺϰΣϩʔφ͔Β

タイプ

白／発泡／辛口

ˇ3,500

緑色の輝きを持つ麦わら黄色 。フレッ
シュで複雑なアロマが口中に広がる。
ドライアップル、パイナップルから洋ナ
シやバニラの香りへと変化する。味わ
いはふくよかで、長い余韻を楽しめる。
アペリティーヴォとして最 適 、また前
菜 、魚料理 、冷たい料理などにも。

ʮϧΨʔφͷࠢʯ
ͱʮϰΝϧϙϦνΣοϥͷϋʔτʯΛ٧Ίͨɺ
͘ߴؾਗ਼Β͔ͳϫΠϯ

ϧΨʔφɾϝτυɾΫϥογίɾύɾυθ

4948657 403071
্

LUGANA METODO CLASSICO
PAS DOSÉ

750ml ʷ 6

4948657 403460
্

750ml

ステンレスタンク

ˇ2,200

VALPOLICELLA SUPERIORE
ϰΝϧϙϦνΣοϥɾεʔϖϦΦʔϨ
ルビーレッド色 。アーモンドやスミレの
繊細なヒントから、モレロチェリーやベ
リー系果実を想わせる芳しいアロマへ
と続く。しっかりとした骨格と豊かな
風味が口中に広がり、心地よい余韻が
長く続くパスタ料理 、赤身肉のロース
トやグリルとともに 。

タイプ

赤／ミディアムボディ
ぶどう品種

コルヴィーナ・ヴェロネーゼ85%
ロンディネッラ10%
コルヴィノーネ5%
原産地呼称

D.O.C.
熟成

750ml ʷ 6

4948657 403040
্

750ml

オークの大樽で12 か月

ˇ2,600
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ͻͱΓͷ੨ͷເ͔Β࢝·ͬͨɺେͳετʔϦʔ
ϰΣωτभɹθφʔτ

RIPASSA VALPOLICELLA RIPASSO
SUPERIORE

CORMÌ
ίϧϛ

ϦύοαɾϰΝϧϙϦνΣοϥɾϦύοιɾεʔϖϦΦʔϨ

ルビー色 。ブラックベリーやブラック
チェリーなどの 赤いフルーツの 香り。
コルヴィーナ由来のしっかりとしたミネ
ラルとフレッシュさ、メルロー由来のま
ろやかで甘やかなタンニンを感じる、
バランスの良い味わい。典型的な地中
海料理 、ローストやグリルした肉やサ
ラミと相性が良い。

750ml ʷ 6

4948657 403095
্

750ml

タイプ

赤／フルボディ
ぶどう品種

コルヴィーナ 50％、
メルロー
50％
原産地呼称

I.G.T.
熟成

トノーと大 樽にて12か月＋
瓶内 6か月

熟 成 でガーネット色 へと変 化 。チェ
リーやドライフルーツ、プラムなどのエ
レガントでスパイシーな香り。月桂樹 、
リキュール漬けのチェリーなどの味わ
いで口当たりはまろやか。バランスが
非常に良く長期熟 成に最適 。狩猟肉
のロースト、熟成チーズと。単体でも。

4948657 403064
750ml ʷ 6
1500ml ʷ 1ʢശೖʣ4948657 403422
750ml ˇ9,000 1500ml ˇ22,000

4948657 403057
্

ΞϚϩʔωɾσοϥɾϰΝϧϙϦνΣοϥɾΫϥογί
タイプ

赤／フルボディ
ぶどう品種

コルヴィーナ・ヴェロネーゼ
80% 、ロンディネッラ10%、
オゼレータ10%、
クロアティーナ
原産地呼称

D.O.C.G.
熟成

3 〜 4か月陰干し（アパッシメ
ント）
、スラヴォニア産オーク
の大樽で36か月以上＋瓶内
数か月

タイプ

赤／フルボディ
ぶどう品種

コルヴィーナ・ヴェロネーゼ85%
ロンディネッラ10%
コルヴィノーネ5%
原産地呼称

D.O.C.
熟成

750ml ʷ 6

ˇ3,000

AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO

্

アマローネの絞り粕を入れて再発酵さ
せたワイン。濃いルビーレッド色 。ブ
ラックチェリーやプラムなどの芳醇な
アロマにチョコレートやスパイスを感
じるエレガントなタンニン。スムースな
口当たりでバランスの良いまろやかな
味わい。狩猟肉 、グリルやローストし
た肉 、味付けしたチーズなどと。

750ml

ˇ3,600

フランス産トノーで18〜19か月、
瓶内 6か月

AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO SERGIO ZENATO RISERVA
ΞϚϩʔωɾσοϥɾϰΝϧϙϦνΣοϥɾΫϥογίɾηϧδΦɾθφʔτɾϦθϧϰΝ

明るく深みのあるルビー色 。熟 成で
ガーネット色へと変化 。チェリー、マラ
スカチェリー、森の果実などに 、濃 厚
でスパイシーなブーケ。しっかりとし
た骨格で複雑味がありふくよかな味わ
い。狩猟肉のロースト、赤身肉のグリ
ル、熟成チーズと。瞑想ワインにも。

750ml ʷ 6
4948657 403033
1500ml ʷ 1ʢശೖʣ4948657 403446
্

750ml ˇ19,000 1500ml ˇ40,000

タイプ

赤／フルボディ
ぶどう品種

コルヴィーナ 80%、ロンディ
ネッラ 10%、 オ ゼ レ ー タ、
クロアティーナ 10%
原産地呼称

D.O.C.G.
熟成

約 4か月陰干し（アパッシメ
ント）
、オークの大樽にて4 年
以上＋瓶内 1 年以上

オーナー ゼナートファミリー
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スリーボンド貿易株式会社

お問い合わせ先： TEL 03-5447-6991
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