
PAYS D’OC I.G.P WINE LIST
PAYS D’OC I.G.P（IGPペイ・ドック）のワインとは、 南フランスのラングドック・ルーション地方で造られるワインのこと。

フランス国内で最も歴史が古く、最も広いぶどう畑があるからこそ、色々なぶどう品種から、幅広い味わいの白・ロゼ・赤ワインが造られています。
IGPはEUが規定した地理的表示制度のひとつで、 産地の環境や風土に由来する優れた産品であることを保証しています。

IGPペイ・ドックワインの特徴は、手頃で親しみやすいことと、全部で58種類ものぶどう品種が使われていること。
どのワインも、各ぶどう品種の特徴を生かし、自由なスタイルで表現されています。

★IGPペイ・ドックと20種類のワインの詳細は、
特設サイトもご参照ください。
https://www.paysdoc-wines.jp/

1620年から続く由緒ある蔵元。南仏のまばゆい
太陽の光を浴びた完熟ブドウ由来の果実味があり
ながらスムーズな飲み口で、バランスのとれたワ
イン。●㈱ヴィノスやまざき

オーガニックワインらしい、果物そのものをほお
ばったような味わいが印象的。まろやかなタンニ
ンとフレッシュな酸味が心地よい。●サントリー
ワインインターナショナル株式会社

ボルドーの大手グループ・カステル社が手掛ける。
煮詰めたイチゴや熟した赤系果実の香りが漂い、
やさしい味わい。メルロー85％、カベルネ・ソ
ーヴィニヨン15％。●国分グループ本社㈱

“ル・ジャジャ”はキャラフ入りの陽気なワイ
ンを表す南仏のスラング。気軽に飲めるが、シラ
ー特有のスパイシーさやスモーキーさ、ボリュー
ム感もあって質も高い。●豊通食料㈱

樹齢55年の古木から摂れたカリニャンというブ
ドウ品種主体。スパイスやブラックベリー、ココ
アなどの香りが次々とグラスから現れ、たっぷり
とした果実味を楽しめる。●㈱Mottox

マルベックらしいプラムやモカ、スグリの香り。
スムーズでバランスの取れた味わいながら新樽や
大桶を使って熟成したため余韻も長く、フルボデ
ィタイプ。●㈱スマイル

ボルドーのバロン ド ロートシルト ラフィット
社が南仏で手掛ける赤。ブルーベリーやスミレの
華やかな香りが漂いエレガント。●サントリーワ
インインターナショナル株式会社

丁寧に栽培したピノ・ノワールをオーク樽で熟成
させた赤ワイン。完熟したチェリーやイチゴジャ
ムなどの上品なアロマ、南フランスならではの芳
醇な果実味が特徴的。●㈱Mottox

オーガニックワイン。新鮮なリンゴやアプリコッ
ト、パイナップルの豊かな香りと、樽熟成による
ナッツやトースト香が混じり合った辛口のフルボ
ディ。酸味もきれい。●㈱スマイル

ワイン専門誌でも高く評価される生産者。ソーヴ
ィニョン・ブランらしい、ハーブの香りがするさ
わやかな辛口の味わいのなかに、旨みも感じられ
る白。●㈱ヴィノスやまざき

ハーブ香に加えて、華やかな白い花や白桃の香り
もあり、南仏のソーヴィニョン・ブランらしい魅
力に満ちている。フレッシュでさわやかな飲み心
地。●㈲カリテ・エ・プリ

ブルゴーニュ出身の生産者によるヴィオニエとい
うブドウ品種を使った白は、果実の香りが魅力的。
まろやかさとボリューム感、酸味のバランスよく、
やや蜂蜜の風味も。●東亜商事㈱

トロピカルフルーツ、ライチ、砂糖漬けのパイナ
ップルの香り。マスカット100%らしく口あた
リはフレッシュかつ丸みがあり、蜂蜜のような余
韻が残る。●㈲カリテ・エ・プリ 

標高100mの地中海性気候の畑で栽培された良
質なブドウを使用。新鮮な果実とフローラルなア
ロマ。味わいは引き締まり、後味には生き生きと
した酸や塩味を感じる。●㈱スマイル

南仏コルビエールにある最も古い名門ワイナリー
のひとつ。ゲヴュルツトラミネールというブドウ
品種特有のライチや白桃の香りが漂い、味わいも
芳醇。●㈱ラック・コーポレーション

評価の高いミネルヴォワ地方の畑で摂れたブドウ
を使用。柑橘系果実のフレッシュで、溌剌とした
香りが印象的。すっきりした辛口で、透き通った
美しい酸味も感じられる。●㈱徳岡

熟したリンゴ、砂糖で煮詰めた梨、白桃を思わせ
る甘く、豊かな香り。さらにアーモンドやヘーゼ
ルナッツのような香ばしさもあり、白ながら長い
余韻が魅力。●サッポロビール株式会社

南フランスの有名生産者が手がける、完熟したシ
ラーを使った親しみやすく現代的なロゼ。スパイ
スやドライフルーツの香り。きれいな酸味があり、
すっきりと飲みやすい。●㈱ファインズ

柑橘類、チェリーやラズベリーなど赤系果物の香
り。フレッシュな果実味が口のなかでたっぷり広
がり、余韻も楽しめる辛口のロゼ。●サントリー
ワインインターナショナル株式会社

香りにはさくらんぼやラズベリー、小さな赤い花
や胡椒のニュアンスがある。生き生きした果実味
と酸味のバランスがいい辛口のロゼ。●サントリ
ーワインインターナショナル株式会社

提供店／東京和食 文史郎
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提供店／RIGOLETTO WINE AND BAR

提供店／現バー

提供店／来夢来人、欧風小皿料理 沢村

提供店／HENRY GOOD SEVEN
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提供店／HENRY GOOD SEVEN、MUSMUS
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提供店／RIGOLETTO WINE AND BAR
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ロランジュレ
カベルネ・ソーヴィニヨン2018
（ヴィニョーブル・ロルジュリル）

スクレ・ド・リュネス　
ピノ・ノワール2018 
（ヴィニョーブル ジャンジャン）

ロシュ・マゼ　
メルロー2017
（カステル）

4  ル・ジャジャ・ド・ジョー
ルージュ　シラー2018
（シャトー・ド・ジョー）

コーテ・マス カリニャン 
ヴィエイユ・ヴィーニュ2017
（ドメーヌ・ポール・マス）

ディー・エー
マルベック2017（ジャン=クロード・
マス　エステーツ＆ブランズ）

オーシエール　セレクション
ペイ・ドック2017
（ドメーヌ・ドーシエール）

ラ･フォルジュ･エステイト
ピノ･ノワール2017
（ドメーヌ・ポール・マス） 

ヴィニウス　オーガニック
シャルドネ2018（ジャン=クロード・
マス エステーツ＆ブランズ）

プティ・プロ
ソーヴィニヨン・ブラン2017
（ドメーヌ・デュ・プティ・プロ） 

ドメーヌ・レ・ヨズ
ソーヴィニヨン・ブラン2017
（ドメーヌ・レ・ヨズ）

レ･ジャメル 
ヴィオニエ2017
（バデ・クレマン） 

ミュスカ セック
IGP ペイ・ドック2017
（ドメーヌ ベルマーレ）

ドメーヌ・フェランディエール
リースリング2016（ジャン=クロー
ド・マス　エステーツ＆ブランズ） 

IGPペイ・ドック ゲヴュルツトラミ
ネール　メゾン・ヴィアラード
2016(ドメーヌ・オリオル) 

フライング・ソロ グルナッシュ・
ブラン ヴィオニエ ＩＧＰ 
ペイ・ドック2018（ドメーヌ・ガイダ）

ラ・キュベ・ミティーク
ブラン2017
（ヴィナデイス）

レゼルヴ・スペシアル
シラー　ロゼ2017
（ジェラール・ベルトラン）

フォルタン
リトラル グルナッシュ ロゼ
2018 (フォルタン)

レ・ゾルム・ド・カンブラス
ロゼ2018
（カステル）
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Recommended Menu
◉牛ヒレ肉の黒こしょう炒め
2,500円 
16:00 ～ 23:00

月～土11:00 ～ 26:00 （L.O. 25:30）
日・祝11:00 ～ 23:00（L.O. 22:15）
ランチ時間平日11：00～ 15：00（L.O.15：00）
土日11：00～ 16：00（L.O.16：00）
席数108席／禁煙　☎03-5220-1358

丸の内ハウス
東京都千代田区丸の内1-5-1　新丸ビル 7F

営業時間 平日 11:00 ～翌4:00 日曜・祝日・連休最終日 11:00 ～ 23:00
※店舗により異なります

○お問い合わせ／丸の内コールセンター
 03-5218-5100   11:00-21:00

※ただし、日曜・祝日は20：00まで（連休の場合は最終日のみ20：00まで）
主催／主催／ IGPペイ・ドックワイン委員会　協力／丸の内ハウス、小学館『Oggi.jp』

デザイン／Kumagaigraphix

#TastePaysdOc
#ペイドック

#PaysOcIGPWines

vinspaysdocigp

Pays.dOc.IGP.Wines

 SO TIRED  （ソータイアード）

 RIGOLETTO WINE AND BAR （リゴレット ワイン アンド バー）

 欧風小皿料理 沢村

I G P ペ イ・ドックワイン に 合 わ せ た い 各 店 自 慢 の 定 番 料 理

●ダイニング

●ダイニング

●熟成酵母パンと欧風小皿料理
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南フランスの多彩なワイン

無料試飲付きミニセミナー◉会場：ライブラリー（丸の内ハウス）

20種類のワインをグラスで楽しめる8日間

2019年12月6日(金)～12月13日(金)
『丸の内ハウス』（新丸ビル7階）

Semaine des Vins Pays d’Oc IGP

◉岩中豚の大判生姜焼き
780円 
17:00 ～ L.O

◉クリームチーズの味噌漬け
600円 
17:00 ～ L.O.

◉合鴨の陶板焼き
1,000円
17:00 ～ L.O.

◉トルティーヤチップス
728円 
17:00 ～ L.O.

◉12月6日(金)　19時～
「IGPペイ・ドックの赤ワイン」
株式会社食レコ代表取締役、
レコール・デュ・ヴァン講師／
瀬川あずささん

※当選されてセミナーに参加された方には、
ペイ・ドックワインオリジナル手帳＆ペンを差し上げます。

◉12月9日(月)　19時～
「IGPペイ・ドックの白ワイン」
フレンチレストラン『スゥリル』
ソムリエ／進藤康平さん

◉12月10日(火)　19時～
「IGPペイ・ドックのロゼワイン」
チェンバロ奏者／
曽根麻矢子さん

◉イベリコ豚のグリル
1,600円 
17:00 ～ L.O.

◉ベーコンポテト
1,250円 
17:00 ～ L.O.

月～木・土11：00～ 26：00(フードLO25：00 ドリンクLO25：30)
金・祝前日11：00～ 28：00(フードLO27：00 ドリンクLO27：30）
日・祝11：00～ 23：00(フードLO22：00 ドリンクLO22：30）
ランチ時間　平日11：00～ 15：30(LO15：00） 土日祝11：00～ 16：30(LO16：00）
席数91席／禁煙　お子様の入店について／ランチタイムおよび土日祝日は終日可
☎03-5220-2351

月～土11:00 ～ 28:00( L.O.27:30）
日・祝11:00 ～ 23:00( L.O.22:30）
ランチ時間11:00 ～ 15:00( L.O.14:00）
席数33席／ 17:00以降は子供・ベビーカー不可／
カラオケ、ボトルキープ有／男性は女性と同伴のみ入店可
☎03-5218-5210

月～木・土11:00 ～ 26:00( L.O.25:00）
金・祝前日11:00 ～ 28:00( L.O.27:00）
日・祝11:00 ～ 23:00( L.O.22:00）
ランチ時間11:00 ～ 16:00( L.O.16:00）
席数42席／禁煙／カウンター席有
☎03-5222-5133

月・火・土11:00 ～ 24:00(L.O.23:15) 
水・木・金11:00 ～ 28:00(L.O.27:30)
日・祝11:00 ～ 23:00(L.O.22:30)
ランチ時間11:00 ～ 15:00(L.O.14:00)
※全日15:00 ～ 17:00(CLOSE)
席数38席／禁煙／終日20歳未満不可
☎03-3211-6999

※各回限定20名。要事前予約。
※Oggi.jp（https://oggi.jp/）の記事
から申込専用ページでご予約ください
（以下のQRコードは直接申込ページへ
リンクします）。抽選の上、当選された方
にご連絡します。

※価格はすべて税別

月～木・土11:00 ～ 26:00
(L.O.フード23:00 ドリンク25:30)
金11:00 ～ 26:00(L.O.フード25:00 ドリンク25:30)
日・祝11:00 ～ 23:00(L.O.フード22:00 ドリンク22:30)
ランチ時間 11:00 ～ 16:00(L.O.16:00)
席数50席／禁煙／☎03-5220-0267

月～木・土11:00 ～ 26:00
(L.O.フード25:00 ドリンク25:30)
金11:00 ～ 28:00(L.O.フード27:00 ドリンク27:30)
日・祝11:00 ～ 23:00(L.O.フード22:00 ドリンク22:30)
ランチ時間 11:00 ～ 15:00(L.O.14:30)
席数38席／ 22:00迄禁煙
☎03-5218-5200
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◉牛頬肉の赤ワイン煮込み
マッシュポテト添え
1,800円 
17:00 ～ L.O.

◉牛ほほ肉の赤ワイン煮込み
2,250円 
17:00 ～ L.O.

月～土11:00 ～ 26:00( L.O. 25:30）
日・祝11:00 ～ 23:00( L.O. 22:15）
ランチ時間 11:00 ～ 15:00(L.O.15:00）
席数108席／平日は子供・ベビーカー不可／
個室有／禁煙
☎03-6270-0520

月～土11:00 ～ 28:00(L.O. 27:00）
日・祝11:00 ～ 23:00( L.O. 22:00）
ランチ時間 11:00 ～ 17:00(L.O.16:00）
席数58席／禁煙／ベビーカー不可／カウンター席有
☎03-3240-0033
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 東京和食 文史郎

 来夢来人  （ライムライト）

 ソバキチ

 現バー

 HENRY GOOD SEVEN（ヘンリーグッドセブン）

 MUSMUS (ムスムス）●和食酒場

●バー

●蕎麦・酒・肴

●バー

●ダイニング

●無国籍料理
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