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アクセス

〒107-0062 東京都港区南青山３−４−６ - Aoyama346 3F
予約する
03-6325-3893 - info@apero.co.jp - apero.co.jp
未成年の飲酒は法律で禁止されています

apéro. ワイン・スピリッツ
全ての表示価格は税抜きとなっております

スパークリングワイン
ジュラ サヴォワ
ラ・ブール・ロゼ

ドメーヌ・ド・ムセール

アルザス
クレマン ・コメット

ヴィニョーブル・デ・ ・ルナ

クレマン・ロゼ・プシエール・デトワ
ール

ヴィニョーブル・デ・ ・ルナ

ブルゴーニュ
カミーユ

シャンパン
ラエルト・フレール 、ウルトラディシ
ョン

フルーリー、ブラン・ド・ノワール

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

ムニエ

ラ・プチット・ムロッツ

ブリュットロゼ

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

セップ

レ・ヌフ・ザルパン

スペシャル

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

ジャック・ラセーニュ、ブラン・ド・
ブラン

ドメーヌ・ジャクソン

ドン・ペリニヨン・ロゼ

スー・ル・モン

プルミエール・ヴァンダンジュ

ドメーヌ・セロス

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

プルミエール・ヴァンダンジュ

プルミエール・ヴァンダンジュ

プルミエール・ヴァンダンジュ

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

ガメイ

トラックター・ルージュ

ドメーヌ・ド・ムセール

ドメーヌ・トマ・フィノ

ピノ・ノワール

プールサール・ピント・ビアン

ラ・カピテーン

ドメーヌ・ド・ムセール

ドメーヌ・ド・ラ・パント

ドメーヌ・ド・ラ・パント

ドメーヌ・ティソ、

ペルサン

トゥルソー

ドメーヌ・トマ・フィノ

ドメーヌ・ド・ラ・パント

カルト・ブランシュ

デコルジュマン・タルディフ

ボランジェ ラ・グラン・ダネ

プルミエール・ヴァンダンジュ

ドメーヌ・ジャン・ミシェール

ラングドック＝ルシヨン
グラン・デュ・フォリー

ドメーヌ・ママルタ

赤ワイン
ジュラ サヴォワ
トラックター・カベルネ・ソーヴィニ
ョン

ドメーヌ・トマ・フィノ

ダークサイド マグナム

プレン・シュッド

ドメーヌ・ド・レトヌマン

モンドゥーズ

ドメーヌ・プリウレ・サン・クリ
ストフ

アルボワ・プピヤン、プルサール

ドメーヌ・ピエール・オヴェルノ
ワ・ウイヨン

アルザス
クレオフィ

ヴィニョーブル・デ・ ・ルナ

ボジョレー
フレデリック・コサール ムーラン・
ナ・ヴァン

フレデリック・コサール ジュリエナ

アバランッシュ・ド・プランタン マグ
ナム

ラ・ヴィンニュ・デ・フ マグナム

フレデリック・コサール サン・タムー
ル

ドメーヌ・マルク・ドリエッヌ
ドメーヌ・マルク・ドリエッヌ

ボルドー
キュヴェ・デ・フォントネル

テラコッタ

ディアン

シャトー・ポンテ・カネ

ブルテレミ

シャトー・ポンテ・カネ

シャトー・ル・ピュイ

シャト・カルボニェウ

ルトゥール・デ・ジル

シャトー・プレ・ラ・ランド
シャトー・グラース・フォンラザード

シャトー・ラグラース・フォンラ
ザード
シャト・カルボニェウ

シャトー・ル・ピュイ
ヴィンテージ

シャトー・ル・ピュイ

ブルゴーニュ
レ・コンボット

ブルゴーニュ・ルージュ

ドメーヌ・ダルデュイ

オー・クルー

ドメーヌ・ダルデュイ

サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ

ボーヌ・ルージュ・クロ・デ・ルナル
ド

ポマール

クロ・デ・ラングル・モノポール、ナ
チュール

クロ・デ・ラングル・モノポール

オー・ゼルビュー、 レ・ザルジラ

ドメーヌ・ダルデュイ

ドメーヌ・ダルデュイ

ヴォルネイ

レ・フレミエール

オー・ムロット

ドメーヌ・ダルデュイ

ドメーヌ・ダルデュイ

ドメーヌ・ダルデュイ

ドメーヌ シャンドン ド ブリアイユ
レ・ブレッサンド

レ・ルナルド

ドメーヌ・ダルデュイ

ドメーヌ・マルキ・ダンジェルヴィー
ユ、シャンパン

クロ・デ・ランブレ

プルミエ・クリュ・アン・シャンパン

エシェゾー、グラン・クリュ

ドメーヌ・ダルデュイ

ドメーヌ・ニコラ・ポテル
ドメーヌ・ユベール・ド・モンテ
ィーユ
プルミエ・クリュ レ・レ・ペズロー

ドメーヌ・ユベール・ド・モンテ
ィーユ

クロ・デ・スワッサント・ウーヴレ・
モノポール

ドメーヌ・ド・ラ・プス・ドール

ラングドック＝ルシヨン
カリンゴール・ルージュ

ル・ぺルドロー・ド・ラネ・ルージュ

ドマーヌ・ラ・クロワ・ベル

マス・デ・ケルヌ

アブラカダブラ 赤

レ・プチ・トラヴェル・ルージュ

ル・ブレロー

ドメーヌ・シュマン・デ・レーヴ

マス・デ・ケルヌ

マス・デ・ケルヌ

ムールヴェードル・アルマン

ラタトゥイユ

シェール・ア・カノン

マス・デ・ケルヌ

ドメーヌ・ママルタ

ユートピア

カカウエット

ナンバー７ 赤

ドメーヌ・シュマン・デ・レーヴ

ドメーヌ・ママルタ

ドマーヌ・ラ・クロワ・ベル

グール・デュ・ルー

ル・ケルヌ

ラ・グランジュ・デ・ペール

ドメーヌ・シュマン・デ・レーヴ

マス・デ・ケルヌ

ポワヴル・ダンヌ・ルージュ

ラ・グランジュ・デ・ペール

ロワール
カ・サ・テット

ケザコ

ケザコ

マノワール・ドラテット・ルージ
ュ

ドメーヌ・セバスチャン・ダヴィ
ッド

ドメーヌ・セバスチャン・ダヴィ
ッド

ドメーヌ・トレヴァロン、アルピーユ

ドメーヌ・ド・トレヴァロン

コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ

コリンヌ・ローダニエンヌ

キュヴェ・デ・ガリーグ

ドメーヌ・デ・アマデュー

ドメーヌ・ローラン・コンビエ

ドメーヌ・デ・アマデュー

コエフ

ドメーヌ・セバスチャン・ダヴィ
ッド

プロヴァンス
シャトー・ド・ピバルノン

ローヌ

キュヴェー・エル

マドヌ

ドメーヌ・ローラン・コンビエ

ヴィニョーブル・ヴェルジィエ・
シャント・ペルドリ

クロー・デ・グリーヴゥ

キュヴェー・エル マグナム

シャトー・ド・ボーカステル

ドメーヌ・ローラン・コンビエ

ドメーヌ・ローラン・コンビエ

シャトー・ド・ボーカステル

シャトー・ド・ボーカステル

ドメーヌ・グラムノン、セプ・サント
ネル「ラ・メメ」

シャトー・ド・ボーカステル

国産
グレープリパブリック ロッソ

イレンカ・ピノ・ノワール

ファットリア ダ・サスィーノ、弘前ロ
ッソ

ドメーヌ・ラングメイユ、フリーダム

ドメーヌ・ヘンチキ、マウント・エー
デルストーン

オーストラリア
ロックフォード・バスケットプレス・
シラーズ

その他

ドメーヌ・ラジエ・メレディス

バローロ・ファッレット・ディ・セッ
ラルンガ

白ワイン
ジュラ サヴォワ
シャスラ

トラックター・ブラン

クニエット・マセレーション

ドメーヌ・ド・ムセール

ドメーヌ・トマ・フィノ

ドメーヌ・トマ・フィノ

サヴォール

ル・ゾーヌ・ア・デデ

イストワール・ド・ラ・パント

ドメーヌ・ド・ラ・パント
キュヴェ・オレガヌ

ドメーヌ・ド・ラ・パント
レ・シャラース マールヌ・ブルー

ドメーヌ・ガヌヴァ

レ・シャラース ヴィエイユ・ヴィー
ニュ

ドメーヌ・ガヌヴァ
ドメーヌ・ガヌヴァ
イストワール・ド・ラ・パント

キューべ・デュ・ペペ

ドメーヌ・ド・ラ・パント

ドメーヌ・ガヌヴァ

ジャン・フランソワ・ガヌヴァ、キュ
ヴェ・プレスティージ

アルボワ・プピヤン、エルバージュ・
プロロンジェ

ジャン・フランソワ・ガヌヴァ、 ヴァ
ン・ジョーヌ

ドメーヌ・ピエール・オヴェルノ
ワ・ウイヨン

アルザス
アポジェ・ピノブラン

アメリ

ヴィニョーブル・デ・ ・ルナ

ヴィニョーブル・デ・ ・ルナ

ジェネシス

ピエール・フリック、マセラシオン

ヴィニョーブル・デ・ ・ルナ

ボルドー
ル・グラン・ ヴァン

シャトー・ラグラース・フォンラ
ザード

ブルゴーニュ
レ・ペリエール

シャブリ

コート・ドール

ドメーヌ・ダルデュイ

ドメーヌ・ヤニック・カディウ

ドメーヌ・ヤニック・カディウ

ブルゴーニュ・ブラン

ロランジェ

シャンドン・ド・ブリアイユ、 プルミ
エ・クリュ・イル・デ・ヴェルジュレ
ス

ボーヌ・ブラン・クロ・デ・ルナルド

ムルソー ・リモザン

グラン・クリュ

エクラ・ド・ ソレイユ・シャルドネ

アブラカタブラ 白

ラングドック＝ルシヨン
カリンゴール・シャルドネ

ドマーヌ・ラ・クロワ・ベル

ドメーヌ・シュマン・デ・レーヴ

レ・プチ・トラヴェル

コンステラション

ナンバー７

マス・デ・ケルヌ

ドメーヌ・ママルタ

ドマーヌ・ラ・クロワ・ベル

ロワール
レ・シャルム

テット・デァーンジュ

ランシャントワル・ブラン

マノワール・ドラテット・ルージ
ュ

マノワール・ドラテット・ルージ
ュ

クロ・デュ・レリュ、バスタンガージ
ュ

モンウエー 、ヴーヴレ（甘口）

レ・モン・ダネ

ドメーヌ・ パスカル・コタ

ローヌ
シャトー・モン・ルドン

グラニット

ヴィニョーブル・ヴェルジィエ・
シャント・ペルドリ

ボーカステル・ヴィエイユ・ ヴィーニ
ュ

シャトー・ド・ボーカステル
シャプティエ、エルミタージュ・ド・
ロレ

シャトー・グリエ

国産
グレープリパブリック ビアンコ

ロゼワイン
ラングドック＝ルシヨン
カリンゴール・ロゼ

ナンバー ロゼ

ドマーヌ・ラ・クロワ・ベル

ドマーヌ・ラ・クロワ・ベル

プロヴァンス
ドメーヌ・オット、シャトー・ロマサ
ン

