
サルヴァトーレでしか味わうことのできない厳選された世界のワイン 自然派ワイン ( 有機農法ワイン）には、このマークが付いています
 ※画像はイメージです ※Image is for illustration purposes

SPARKLING WINE & CHAMPAGNE    

ローランペリエ ブリュット L-P

モエ エ シャンドン モエ アンペリアル

サルヴァトーレがシャンパーニュ騎士団より「オフィシエ」と言う称号を授与された由緒正しいシャンパンメゾン。

高級シャンパーニュの代名詞。説明はいりませんよね。。。

・生産者 Laurent-Perrier / ・葡萄品種 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Mounier

・生産者 Moët & Chandon / ・葡萄品種 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Mounier

Laurent-Perrier Brut L-P (France)

Moët & Chandon Moët Impérial (France)

¥11,000

¥12,500

カステロ ロンゴバルド ミレジマート

マルティーニ ブリュット

マルティーニ プロセッコ

シャンドン ブリュット NV

フェラーリ マキシマム ブリュット

ランソン ブラックラベル ブリュット

サルヴァトーレでしか飲めないすっきりスパークリング。

イタリアンスパークリング世界シェアNo.1、気軽さとその味わいから、幅広い人々に支持されています。

カジュアルにフレッシュ感のある味わいが楽しめるので世界中で大人気のプロセッコ。

シャンパンに引けを取らない正統派スパークリングの代表。

シャンパーニュと並ぶ上質スパークリング！泡がきめ細かく口当たりはやさしいです。

英国王室に愛されるレッドクロスのシャンパーニュ。気品あふれる超極上辛口シャンパーニュ。

・生産者  Serre di Pederiva  /・葡萄品種 Glera, Others

・生産者 Martini & Rossi / ・葡萄品種 Chardonnay, Glera

・生産者 Martini & Rossi / ・葡萄品種 Glera

・生産者 Chandon / ・葡萄品種 Chardonnay, Pinot Noir

・生産者 Ferrari / ・葡萄品種 Chardonnay

・生産者 Lanson / ・葡萄品種 Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Mounier

Castello Longobard Millesimato (Veneto)

Martini Brut (Italia/Piemonte)

Martini Prosecco (Italia)

Chandon Brut NV (Australia)

Ferrari Maximum Brut (Italia/Alto Adige)

Lanson Black Label Brut (France)

¥3,500

¥4,300

¥6,000

¥7,800

¥9,000

¥11,000

Champagne シャンパーニュ

“サルヴァトーレ クオモ”
シュヴァリエ叙任、
シェフお気に入りの
シャンパーニュ

シュヴァリエ叙任

シュバリエとは…
シャンパーニュの伝導、発展に寄与する人々に与えられる称号で名誉職とされ
ている。1656年にフランス シャンパーニュ地方の有力者や生産者によって設
立された、数あるフランスの騎士団の中でも最も由緒ある団体のひとつである
シャンパーニュ騎士団(オルドル デ コトー ドゥ シャンパーニュ)が、シャンパーニ
ュの普及に貢献した人を認定する。

¥3,850

¥4,730

¥6,600

¥8,580

¥9,900

¥12,100

税込

税込

税込

税込

税込

税込

¥12,100

¥13,750

税込

税込



※画像はイメージです ※Image is for illustration purposes

WHITE WINE

ロンボ ビアンコ カンティーナ クリテルニア

トルマレスカ シャルドネ

オーガニック ビアンコ

ヤンモ ビアンコ

グレコ フィアーノ

驚きのコストパフォーマンス！気軽に飲みたいこの店にぴったりの白ワイン。

白桃のような香りが特長で、フレッシュかつ、ほどよい酸味が魅力のワイン。

柑橘系的フレッシュワインを楽しめるオーガニック白ワイン。

海と山の恩恵を受けたカンパーニアの豊かな土地から生まれた、ナポリをイメージしたワイン。

無農薬・無肥料栽培 バジリカータの新星ワイナリー。

・生産者  Cantina Cliternia  /・葡萄品種 Trebbiano, Malvasia

・生産者 Antinori / ・葡萄品種 Chardonnay

・生産者 La Mura / ・葡萄品種 Cataratto

・生産者 Villa Matilde / ・葡萄品種 Falanghina, Greco

・生産者 Feudi del Vescovo / ・葡萄品種 Greco, Fiano

Rombo Bianco Cantina Cliternia (Italia/Molise)

Tormaresca Chardonnay (Italia/Puglia)

Organic Bianco (Italia/Sicilia)

Jammo Bianco (Italia/Campania)

Greco Fiano (Italia/Basilicata)

¥3,500

¥4,000

¥4,200

¥4,400

¥5,200

ミッレルーチ ヌラグス

ファランギーナ デル サンニオ

チロ ビアンコ

アルタモーラ エトナビアンコ

シャルドネ

イタリアNo.1コストパフォーマンス白ワインに選出された恵まれた気候のサルデーニャ島より。

ナポリのあるカンパーニャ州の白ワインといったらコレ！

セージや花のブーケ、シトラスなど柑橘系を彷彿とさせる香り。爽やかな果実味。

『ガンベロロッソ』2019、2020トレビッキエーリ2年連続最高賞受賞！

モンラッシェを意識し、長期熟成を目指したイタリア白ワインの歴史を変えた1本。

・生産者  Pala  /・葡萄品種 Nuragus

・生産者 Cantina Del Taburno / ・葡萄品種 Falanghina

・生産者 Scala / ・葡萄品種 Greco

・生産者 Cusumano / ・葡萄品種 Carricante

・生産者 Planeta / ・葡萄品種 Chardonnay

Milleluci Nuragus (Italia/Sardegna)

Falanghina Del Sannio (Italia/Campania)

Ciro Bianco (Italia/Calabiria)

Alta Mora Etna Bianco (Italia/Sicilia)

Chardonnay (Italia/Sicilia)

¥6,200

¥6,600

¥7,200

¥8,200

¥15,000

¥3,850

¥4.400

¥4,620

¥4,840

¥5,720

税込

税込

税込

税込

税込

¥6,820

¥7,260

¥7,920

¥9,020

¥16,500

税込

税込

税込

税込

税込



RED WINE

リオーネ デル ファルコ ロッソ

ヴェンティテッレ モンテプルチャーノ ダブルッツォ

アンチーレ アリアニコ

グースバンプ

イ ムリ ネグロアマーロ

レガレアーリ ネロダーヴォラ

カジュアルにお楽しみいただける最強コスパワイン。

ソフトでバランスがよくよい親しみやすい味わいです。

プルーン、ブラックベリー、レーズンの香りと野性味あふれる味わいが人気です。

遅摘みされたシチリア産完熟ブドウから造られる滑らかな口当たりのワイン。

『リアルワインガイド』で旨安大賞と旨安賞を２年連続獲得！ベリー風味満載。

シチリア固有品種のネロ・ダーヴォラから造られる果実味豊かなワイン。

・生産者 Botter / ・葡萄品種 Merlot, Saigiovese

・生産者 Zonin / ・葡萄品種  Montepulciano

・生産者 Nosia  / ・葡萄品種 Aglianico

・生産者 Feudo Arancio  / ・葡萄品種 Nero d'Avola, Syrah, Merlot

・生産者 Vigneti del Salanto  / ・葡萄品種 Negro Amaro

・生産者 Regaleali  / ・葡萄品種 Nero d'Avola

Rione del Falco Rosso (Italia/Veneto)

Ventiterre Montepulciano ｄ'Aburuzzo (Italia/Abruzzo)

Ancile Aglianico (Italia/Campania)

Goose Bump (Italia/Sicilia)

I MURI Negroamaro (Italia/Puglia)

Regaleali Nero d'Avola (Italia/Sicilia)

¥3,500

¥4,000

¥4,200

¥4,600

¥5,000

¥5,600

※画像はイメージです ※Image is for illustration purposes

コステラ

キャンティ クラッシコ

YUME モンテプルチアーノ ダブルッツォ

エトナ ロッソ

コスタ ダマルフィ ロッソ

タウラージ ラディーチ リゼルヴァ

しっかりした骨格を持ちつつも、口当たりはマイルドで飲みやすさがあります。。

熟したベリーを想わせる香りと凝縮感のある果実味が特長で長い余韻が楽しめます。

“果実味”“樽感”“余韻”　素晴らしい凝縮感をもつワイン。

イタリア国内年間最優秀ワイナリーに選出、フレッシュな赤い果実の風味とシャープな酸味が調和しています。

カンパニア州のワインの中ではマイナーながら超高評価！みずみずしい味わいに感動。

「イタリアを代表する10本のワイン」のひとつに選出された実績を誇ります。

・生産者 Argiolas / ・葡萄品種 Cannonau, Bovale Sardo, Carignano

・生産者 Lilliano / ・葡萄品種  Sagiovese

・生産者 Caldora  / ・葡萄品種 Montepulciano

・生産者 Benanti  / ・葡萄品種 Nerello Mascarese, Narello Cappuccio

・生産者 Marisa Cuomo  / ・葡萄品種 Aglianico, Piedirosso

・生産者 Mastroberaridino  / ・葡萄品種 Aglianico

¥6,000

¥6,500

¥6,800

¥7,800

¥8,500

¥13,800

Costera (Italia/Sardegna)

Chianti Classico (Italia/Toscana)

YUME Montepulciano d'Abruzzo (Italia/Abruzzo)

Etna Rosso (Italia/Sicilia)

Costa d'Amalfi Rosso (Italia/Campania)

Taurasi Radici Riserva (Italia/Campania)

¥3,850

¥4,400

¥4,620

¥4,950

¥5,500

¥6,160

税込

税込

税込

税込

税込

税込

¥6,600

¥7,150

¥7,480

¥8,580

¥9,350

¥15,180

税込

税込

税込

税込

税込

税込


