ノラ・ジョーンズとワインに酔いしれるひととき。
ノラ・ジョーンズとワイン専門店「エノテカ」がコラボしたプレイリスト
「ワインと楽しむノラ・ジョーンズ」の公開を記念して、サローネ ヴァンドルディでは
山本昭彦氏セレクトによるワインと、
オリジナルのワインカクテルをご用意しました。
この機会にワインとノラ・ジョーンズに酔いしれるひとときをお楽しみください。
全日15時から20時の間（ピアノ定期演奏の時間を除く）、
プレイリストを流しています。
*その他の時間もリクエストいただけます。お気軽にお申し付けください。

ENOTECA WINE
ワインセレクト

山本 昭彦 氏

SALONE VENDREDI

Norah Jones

表示価格は全て税別です。

ワインジャーナリト。
ワインレポート
（https://www.winereport.jp/）代表。読売新聞記者としてヨミウリ・オンラインのワイン欄を
担当。2014年に独立。
ヴィノテーク、
ワイン王国など専門誌に寄稿。
ロック評論も専門誌に寄稿。著書に
「ブルゴーニュと日本を
つないだサムライ」
（イカロス出版）
「50語でわかる！最初で最後のシャンパン入門」
「読めば身につく! これが最後のワイン入門」
（講談社）
「死ぬまでに飲みたい30本のシャンパン」
（講談社+α新書）
「おうち飲みワイン100本勝負」
（朝日新書）
など。

WINE COCKTAILS

W IN E L IS T

すべてバイザグラスとボトルでご提供。ボトルワインのテイクアウェイもご利用いただけます。

LOUIS ROEDERER
BRUT PREMIER

BY.OTT ROSE

ルイ・ロデレール・ブリュット・プルミエ

バイオット ロゼ

造り手：ルイ・ロデレール

造り手：ドメーヌ・オット

生産地：フランス 、シャンパーニュ 地方

ノラ・ジョーンズのアルバム
「PICK ME UP OFF THE FLOOR」の収録曲から３つの楽曲を選び、

品種：ピノ・ノワール、
シャルドネ、
ピノ・ ムニエ

生産地 ：フランス プロヴァンス地方
品種：グルナッシュ、サンソー、
シラー

当店のバーテンダーが楽曲をイメージして作り上げた、3つのオリジナルカクテル。

「 手仕事の芸術品」
と賞される丁寧なシャンパーニュ

Heartbroken, Day After

1500

Espresso, Vanilla Icecream, Vanilla Syrup, Milk, Chocolat Powder

失恋した次の日、振り返るのではなく新しい道を見つける。

繊細さとまろやかさが表現された、
スタンダード・キュヴェ。淡い黄金色の輝き、
持続性の強い繊細な泡立ち。西洋サンザシ、
トースト、アーモンドなどの豊かで
精緻な香り。
アタックはすっきりとしていますが、複雑味とコクがありとてもリッチ。
リザーヴワインのブレンドにより、豊かな果実味とストラクチャー、繊細さやまろや
かさが絶妙なバランスで表現されています。

Short (90cc) 2000 | Regular (120cc) 2800 | Bottle 15000

優しく、芳醇な果実味が特徴のキング・オブ・ロゼ
ブドウは、サン・ロレンツォの畑の若樹のブドウを使用。
グラスに注ぐと、桃やアプリ
コットにパッションフルーツ、マンゴーなどのトロピカルフルーツのアロマが溢れま
す。
すっきりとした口当たりの後には、
フレッシュな柑橘系果実味に甘いスパイスの
ニュアンス。ふくよかな果実味にほのかな苦味が重なり、繊細でありながら上質な
ロゼらしい複雑味も併せ持っており、
まさにキング・オブ・ロゼのエッセンスが詰
まった入門編的 1 本です 。

Short (90cc) 1200 | Regular (120cc) 1500 | Bottle 8500

それは些細な出来事だったと、少しずつ受け入れいてく、
そして自分は大丈夫だと言い聞かせ
るのです。
そんなHeartbroken, Day Afterな全ての女性にほろ苦いエスプレッソと甘く香り高
いバニラのモクテル(ノンアルコールカクテル)を。王道のバランスであるエスプレッソとバニラア
イスの組み合わせを、イタリアンスタイルのアイスカプチーノのニュアンスに仕立てました。デ
ザートとしても楽しめるこのモクテルは、
もし貴方が失恋していなくても、
きっと優しい気持ちを

VINA ESMERALDA

もたらしてくれるはずです。

ヴィーニャ・エスメラルダ
造り手：トーレス
生産地：スペイン カタルーニャ州
品種：モスカテル、
ゲヴェルツトラミネール

Say No More

TRIMBACH RIESLING
RÉSERVE
トリンバック リースリング・レゼルブ
造り手：トリンバック
生産地：フランス、
アルザス地方
品種：リースリング

1700

Rosso〝CASTELLO DI AMA〟, Dubonnet Rouge, Orange & Lemon,
Estragon & Mint, Ginger Ale

何かにぶつかってしまった時。
それでも気持ちを正しい方向へ進めようという願い。
そんな失望と希望の狭間の葛藤を切り取ったSay no moreのために作ったのは、
キャンティの
名ワイナリー・CASTELLO DI AMA（カステッロ・ディ・アマ）の赤ワイン。
キナのリキュールの香
りを添えたモヒート。
この異質なふたつを合わせたカクテルです。エストラゴン、
ミント、ジン
ジャーエールという少し変わった組み合わせで作られるこのモヒートには、新たな発見というイ

「エメラルドのワイン」
という意味の香り豊かな白ワイン
造り手であるトーレスは”キング・オブ・スペイン”と呼ばれ、
「 世界で最も称賛さ
れるワインブランド」にも選ばれた誉れあるワイナリー。バラやライチ、シトラスや
マスカットなどのエレガントなアロマが特徴。口に含むと、溌剌とした酸とほのか
に甘さを感じる果実味が見事なハーモニーを奏でます。優しい口当たりに、完熟
した柑橘系のフルーツを感じさせる味わいで、香り豊かな長い余韻が続きます。

Short (90cc) 1000 | Regular (120cc) 1200 | Bottle 7000

アルザスの名門が造る、
ワンランク上のシリーズ
グリーンがかったイエローの色合い。白桃や酸味を感じるレモンなどの柑橘系の
豊かなアロマが広がります。口に含むと感じられるマルメロやグレープフルーツの
若々しい果実味が爽やかな印象。余韻は長く、透明感を伴ったキレのある風味は、
ザワークラウトや魚料理、白身肉とよく調和します。今開けても十分に楽しめます
が、長期熟成のポテンシャルを兼ね備えているため、寝かせても愉しむことができ
る上質な白ワインです。

Short (90cc) 1300 | Regular (120cc) 1600 | Bottle 9000

メージも込めています。何もアイデアのない真夜中のような時間にも、やがて朝陽が昇り当たり
前のような希望が訪れます。
このカクテルでそんな時間をお過ごしください。

TARDIEU LAURENT
CÔTES DU RHÔNE

Heaven Above

2000

Plymouth Gin, CAMPARI, Antica Formula, Champagne〝LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER〟,
Rosemary, Orange peal

CHIANTI CLASSICO
AMA

タルデュー・ローラン
コート・デュ・ローヌ ギィ・ルイ・ルージュ

キャンティ・クラシコ・アマ

造り手：タルデュー・ローラン

造り手：カステッロ・ディ・アマ

生産地：フランス、
ローヌ地方

生産地：イタリア トスカーナ地方

品種：グルナッシュ、
シラー、
ムールヴェードル

品種：サンジョヴェーゼ、
メルロ

SALONE VENDREDIのロケーションとノラ・ジョーンズの曲がもたらす「気づき」。
イタリアの王道カクテルであるNEGRONI（ネグローニ）
をシャンパンで仕上げたこちらのカク
テルのテーマは“何かに気づく時間”。大切な事への気づきや思い出をひとり見つめ返してい
る、
そんな瞬間を描写したHeaven Above。
そこに寄り添うようなカクテルがあれば…と思いな
がら作りました。
まったりとしたビターさと仄かな甘さのNEGRONIに、オレンジとローズマリー
の鮮烈な香り。
スッキリとしたアタックのLOUIS ROEDERER（ルイ・ロデレール）が飲み口の素
晴らしさを演出しています。

オーナーの父ギィと叔父ルイへのオマージュワイン

キャンティ・クラシコの重鎮が手掛けるスタンダードワイン

ブドウは、
グルナッシュは樹齢50-60年、
シラーは樹齢40年の古樹から収穫された
ブドウを使用。外観は深みのあるルビーレッド。熟したプラムやラズベリーの濃密な果
実香に加えて、赤いリコリス菓子の甘やかなニュアンスがアクセントになっています。
口当たりはスムースで、洗練された酸と凝縮した果実味のバランスが絶妙。微かに
紅茶やミネラルの風味を伴う余韻が、
フィニッシュにかけて長く続いていきます。

ブドウは、サン・ロレンツォの畑の若樹のブドウを使用。外観は朱色を含んだルビー
レッドの色合い。
グラスに注ぐとラズベリーやチェリーなどの赤系果実のフレッシュな
アロマが広がり、
スパイスや土のような深みのあるニュアンスが折り重なります。口当
たりは柔らかく、
エレガントな印象。
なめらかなタンニンに酸味とスパイスの風味がア
クセントとなり、
綺麗な調和が感じられる1本です。

Short (90cc) 1400 | Regular (120cc) 1700 | Bottle 9500

Short (90cc) 1500 | Regular (120cc) 1800 | Bottle 10000

Norah Jones
“PICK ME UP OFF THE FLOOR”

ノラ・ジョーンズ
「ピック・ミー・アップ・オフ・ザ・フロア」
初回限定盤： ￥3,630(税込)

[SHM-CD+DVD]

通常盤： ¥2,860（税込）[SHM-CD]

UCCQ-9571

UCCQ-1125

[初回限定盤] [通常盤] ボーナス・トラック2曲収録
[初回限定盤] 別冊スコア・ブックレット 3曲分付

Now On Sale

人とお 酒と音 楽と。

食と音 楽が奏でる特別な時 間、大人のためのサロンラウンジ

高速
首都

通り
中央

線
銀座

神田

町
馬喰 町
馬
小伝

橋
日本
JR 新

みずほ銀行
●

Exit 3

総武

OVOL

日本橋ビル

マンダリン
オリエンタル
東京

通り
江戸

大手町
駅

福徳神社
本町出入口

YUITO

日本銀行

呉服橋出入口

三井本館

三越

前駅
三越

MORNING ［MON - FRI］7：30 -10：30
LUNCH
11：00 -14：00
CAFE
14：00 -17：00
DINNER
17：00 -23：00

永代
通り

東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル 1F

salone-vendredi.jp

山路を登りながら

東西
外堀

ＪＲ東京駅

レストラン＆カフェ・バー
［サローネ ヴァンドルディ］

首都高速

通り

［FOOD 22：00 l.o.／DRINK 22：30 l.o.］

コレド室町

江戸橋出入口

半蔵門
線

CLOSE / 施設に準ずる

三井ガーデンホテル
日本橋プレミア

1F

Exit 1

昭和通り

TEL. 03-3548-0130

本線

駅

江戸橋JCT
●

線

日本
橋

駅

コレド
日本橋

日本橋
郵便局

東京メトロ銀座・半蔵門線
「三越前」駅 地下直結／JR横須賀・総武快速
「新日本橋」駅 地下直結
JR中央・山手・京浜東北線
「神田」
駅 徒歩6分／JR各線
「東京」
駅 徒歩11分

