
Sparkling wine

バルディビエソ リミテッド ブリュット

VALDIVIESO LIMITED BRUT
産地 : チリ／クリコ・ヴァレー

品種 : シャルドネ、ピノ･ノワール

リンゴや洋梨、白い花の香り。控えめな酸味。

爽やかな柑橘の風味とふくよかな質感。

Glass ¥545

(¥600)

Bottle ¥3,270

(¥3,600)
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バルディビエソ ブリュット ロゼ
VALDIVIESO LIMITED BRUT ROSE
産地 : チリ／クリコ・ヴァレー

品種 : ピノ･ノワール、シャルドネ

チャーミングなアロマにストロベリーの果実味。

引き締まった酸と細やかな泡、フレッシュな辛口。

スパークリングワイン
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Glass ¥636

(¥700)

Bottle ¥3,818

(¥4,200)
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ジャカール モザイク ブリュット
Jacquart Mosaique Brut
産地 : フランス／シャンパーニュ

品種 : シャルドネ、ピノ･ノワール、ピノ･ムニエ

泡立ちが長くエレガント。

リンゴや洋梨を想わせるフルーティーなブーケ。

トースト香やナッツのニュアンス。

口当たりはパワフルなアタック、味わいはエレガント。

パテ･ド･カンパーニュ、鮮魚のポワレ、魚介のアヒージョとご一緒に。

Bottle ¥9,000

(¥9,900)
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Bottle ¥12,000
(¥13,200)

モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル
MOET ＆ CHANDON MOET IMPERIAL
産地 : フランス／シャンパーニュ
品種 : ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ･ムニエ

グリーンアップル、洋梨などの新鮮な果実、白い花のニュアンス。

ブリオッシュ、シリアルなどの熟成した香り。

フレッシュでありながらエレガント。口当たりはしなやかで芳醇。

アペリティフからデザートまで、様々なお料理とご一緒に。

Bottle ¥15,000
(¥16,500)

モエ・エ・シャンドン ロゼ・アンペリアル
MOET ＆ CHANDON ROSE IMPERIAL
産地 : フランス／シャンパーニュ
品種 : ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ･ムニエ

フルーティーで野イチゴのような香り。

ラズベリー、チェリー、ピンクグレープフルーツ、花の香り。喉ごしは柔らか。

上品な果実味と伸びやかな酸を兼ね備えたエレガントな味わい。

フレッシュチーズやカルパッチョ、鴨のコンフィなどとご一緒に。



白ワインWhite wine

ガストン ボルドー グランド･レゼルヴ ブラン
Gaston Bordeaux Grande Réserve Blanc
産地 : フランス／ボルドー
品種 : ソーヴィニヨン･ブラン100%

レモンやグレープフルーツ、花の香りの芳香、

シュール･リー製法による奥行きのある味わい。

柑橘系フルーツのアロマや味が口全体に広がる。

鮮魚のポワレ、鴨のコンフィとご一緒に。

Glass ¥800

(¥880)

Bottle ¥4,000

(¥4,400)

ハーハ マールボロ ソーヴィニヨン･ブラン
Hãhã Marlborough Sauvignon Blanc
産地 : ニュージランド／マールボロ
品種 : ソーヴィニヨン･ブラン100%

マンゴーやパイナップルのトロピカルなアロマ、

アスパラガスやピーマンの野菜のニュアンス、クリアーな酸味。

凝縮したパッションフルーツの果実味、ライムのような余韻。

カルパッチョ、牛ハチノスのトマト煮込みとご一緒に。

Glass ¥900

(¥990)

Bottle ¥5,000

(¥5,500)

Glass ¥900

(¥990)

Bottle ¥5,000

(¥5,500)

フライシャー リースリング

Fleischer Riesling

産地 : フランス／アルザス／ヴァン･ダルザスAOP

品種 : リースリング

青りんごやシトラスのフルーティーなアロマ。

白い花、ミネラル、ハチミツのニュアンス。
ポテトサラダ、魚介のアヒージョとご一緒に。

Glass ¥1,000

(¥1,100)

Bottle ¥5,100

(¥5,610)

シャンモリ 山梨県産 甲州
Chanmoris Yamanashi Koshu

産地 : 日本／山梨県／盛田甲州ワイナリー

品種 : 甲州100%

グレープフルーツのような爽やかな香り、スッキリとした飲み口。

シャープでドライ、辛口。

オリーブやあさりのレンズ豆煮込みとご一緒に。

ローズマウント ダイヤモンドラベル シャルドネ
Rosemount Diamond Label Chardonnay

産地 : オーストラリア／南オーストラリア州／McLaren Vale

品種 : シャルドネ100%

レモンや青リンゴ、洋梨の香り。貝殻、ミネラルのニュアンス。

酸味と苦味はまろやか。グレープフルーツと白桃のような味わい。

パテドカンパーニュ、リゾットとご一緒に。

Glass ¥800

(¥880)

Bottle ¥4,000

(¥4,400)
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White wine

Glass ¥1,640 

(¥1,800)

Bottle ¥8,200

(¥9,000)

白ワイン

ドメーヌ･ド･ラ･ヴージュレ サヴィニー･レ･ボーヌ ブラン

Domaine de la Vougeraie Savigny-lès-Beaune

産地 : フランス／ブルゴーニュ、コード･ド･ボーヌ

品種 : シャルドネ

洋梨、グレープフルーツ、桃のニュアンス。

石灰のミネラル感が豊富で、蜂蜜をも想わせる。バター、オーク、バニラの香り。

ふくよかな果実味、しっかりとしたきれいな酸味。

魚介のアヒージョ、マイルドなチーズとご一緒に。

ドメーヌ･ド･ラ･ヴージュレ ピュリニー･モンラッシェ

Domaine de la Vougeraie Puligny-Montrachet

産地 : フランス／ブルゴーニュ、コード･ド･ボーヌ

品種 : シャルドネ

柑橘、リンゴ、洋梨の香り。ミネラル、石灰のニュアンス。

黄色い花、クリーム、トースト香。

穏やかな酸味とふくよかな果実味。上品なミネラル、きれいな酸味。

前菜から鮮魚のポワレまで幅広くご一緒に。

Glass ¥2,400 

(¥2,640)

Bottle ¥12,000

(¥13,200)

Glass ¥3,600 

(¥3,960)

Bottle ¥18,100

(¥19,910)

サンセール テロワール ド・シレックス

SANCERRE TERROIR DE SILEX

産地 : フランス／ロワール

品種 : ソーヴィニヨン・ブラン

グレープフルーツや青リンゴ、ミントの香り。爽やかな酸味。

シレックス(火打ち石)土壌で育ったぶどうは奥深い酸と

豊かなミネラルを感じさせる。

カルパッチョとご一緒に。

J.モロー･エ･フィス・プティ シャブリ

Moreau ＆ Fils Petit Chablis

産地 : フランス／ブルゴーニュ／シャブリ

品種 : シャルドネ

グレープフルーツや青リンゴの香り。パイナップルのアロマ。

石灰、鉄のようなミネラルのニュアンス。酸は控えめ。

柑橘系の果実味が豊か。後味にグレープフルーツの苦味。

レモンを垂らした生牡蠣、カルパッチョとご一緒に。

Glass ¥1,500 

(¥1,650)

Bottle ¥7,500

(¥8,250)

フライシャー ゲヴュルツトラミネール
Fleischer Gewurztraminer
産地 : フランス／アルザス／ヴァン･ダルザスAOP

品種 : ゲヴュルツトラミネール

バラの花やライチ、甘夏、ハーブの香り。

心地よい酸味とほろ苦さを感じさせる。

スパイシーな料理、スモーク系のチーズとご一緒に。

Glass ¥1,200

(¥1,320)

Bottle ¥6,000

(¥6,600)
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Red wine 赤ワイン

ガストン ボルドー･グランド･レゼルヴ ルージュ
Gaston Bordeaux Grande Réserve Rouge

産地 : フランス／ボルドーAC

品種 : メルロー75%、カベルネ･ソーヴィニヨン20%、

カベルネ･フラン5%

ブルーベリー、ブラックベリー、スミレ、バラの香り。

果実味豊か、木樽熟成の複雑味。

あさりのレンズ豆煮込み、リブロースステーキとご一緒に。

Glass ¥900

(¥990)

Bottle ¥4,500

(¥4,950)

Glass ¥800

(¥880)

Bottle ¥3,500

(¥3,850)

朝日町ワイン 山形マスカットベーリーA 赤 辛口
Asahimachi Wine Yamagata Muscat Bailey A
産地 : 日本／山形県／朝日町ワイン

品種 : マスカットベーリーA 100%

キャンディの香りがチャーミング。完熟ブルーベリーやプラムの香り。
さっぱりフルーティーだがタンニンも程よい。
ブッラータのカプレーゼ、キャロットラペなどととご一緒に。

デ･ローチ ジンファンデル
De Loach Zinfanel
産地 : アメリカ／カリフォルニア
品種 : ジンファンデル100%

ブラックベリーやカシスなど果実を煮詰めたような芳醇な香り、
すみれ、シナモン、スパイスのニュアンス。
タンニンは力強いが細やかで上品さも併せ持つ。
フランス産鴨のコンフィ、ポルチーニのクリームリゾットとご一緒に。

Glass ¥1,200

(¥1,320)

Bottle ¥6,200

(¥6,820)

16

17

18

19

20

バリスタ ピノタージュ

Barista Pinotage 2019
産地 : 南アフリカ／西ケープ州

品種 : ピノタージュ100%

プラムやチェリー、桑の実のニュアンス、コーヒー、チョコレートの香り。

滑らかで柔らかいタンニンと、穏やかな酸味。

パテドカンパーニュ、ボロネーゼ、ガトーショコラとご一緒に。

Glass ¥900

(¥990)

Bottle ¥5,000

(¥5,500)

Glass ¥1,200

(¥1,320)

Bottle ¥6,200

(¥6,820)

メゾン･ドゥニュジエール コート･デュ･ローヌ
Maison Denuziere Cotes du Rhone

産地 : フランス／コート･デュ･ローヌ

品種 :シラー100%

ブラックベリーやプラムといった黒果実香、スミレを思わせるフローラルな香り。

シナモン、スパイス、トーストの香り。

良質なタンニン、凝縮感のある複雑な味わい。

フランス産鴨のコンフィ、和牛のロッシーニとご一緒に。



ルイ･ベルナール シャトーヌフ・デュ・パプ
Louis Bernard Chateauneuf-du-Pape

産地 : フランス／コート･デュ･ローヌ

品種 : グルナッシュ、シラー、ムールヴェードル

ブラックベリーやカシスの香り。

スパイシーで力強いアロマと樽香の見事な融合。

豊かなコク、滑らかな口当たり。

粗挽き肉のボロネーゼ、キノコのクリームチーズリゾットとご一緒に。

Glass ¥1,900

(¥2,090)

Bottle ¥10,000

(¥11,000)

Red wine 赤ワイン

Glass ¥3,000

(¥3,300)

Bottle ¥15,000

(16,500)

シャトー･フェリエール

Château Ferriere

産地 : フランス／ボルドー／マルゴー

品種 : カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、プティ･ヴェルド

最も小さい格付3級シャトー！

わずかな生産量しか造られないフェリエールの偉大な2015年。

黒果実、ミント、スパイスの香り。

ビロードのようにしなやかな舌触り、まろやかな熟成感じ。

しっかりとしたタンニン、長い余韻。

フォワグラのポワレ、和牛のロッシーニなどとご一緒に。

ドメーヌ･ド･ラ･ヴージュレ･ジュヴレ･シャンベルタン

Domaine de la Vougeraie Gevrey-Chambertin

産地 : フランス／ブルゴーニュ／ジュヴレ･シャンベルタン

品種 : ピノ・ノワール100%

赤や黒の果実の香り、コーヒー豆を炒った香ばしい香り。

濃厚な果実、肉付きのよいふくよかで滑らかなボディ。

円熟していて、しっかりとしたタンニンがある。

Glass ¥3,000

(¥3,000)

Bottle ¥15,000

(¥16,500)
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クロッカス プレスティージュ

Crocus Prestige
産地 : フランス／カオールAC

品種 : マルベック100%

レッドチェリー、ブルーベリー、プラム、甘草などの香り。

凝縮感のある果実味、ブラックチェリー、ミルクチョコレートなどの味わい。

タンニンはこなれていて、キレイにまとまっている。

チーズやチョコレートケーキ、和牛のロッシーニなどとご一緒に。

21

Glass ¥1,600

(¥1,760)

Bottle ¥9,000

(¥9,900)

KWV カセドラルセラー シラーズ

KWV Cathedral Cellar Shiraz

産地 : 南アフリカ／西ケープ州／KWV

品種 : シラーズ100%

熟したプラムやブラックベリー、カカオの香り。

口当たりはソフトで果実味は濃厚。タンニンが滑らか。

牛ハチノスのトマト煮込み、和牛のロッシーニとご一緒に。

Glass ¥1,260

(¥1,380)

Bottle ¥6,300

(¥6,930)


