グラスワイン

シャンパーニュ

glass wine

Champagne

ロゼワイン ………………………………………………… ¥700
白ワイン …………………………………………………… ¥700
赤ワイン …………………………………………………… ¥700

モエ・エ・シャンドン / ロゼ アンペリアル
MOET&CHANDON / BRUT IMPERIAL

ピノ・ノワール ピノ・ムニエ シャルドネ

【フランス / シャンパーニュ】
厳選されたピノ・ノワールのフルーティーで、
野イチゴのような香りが強く出ている特徴の
あるシャンパン。
いきいきとした果実味がはっきりと出ていて、
のど越しは柔らか。

ハーフボトル ……… ￥5,800
フルボトル ……… ￥11,000

ヴーヴ・クリコ ポンサルダン /
イエローラベル ブリュット

スパークリングワイン

MOET&CHANDON / BRUT IMPERIAL

sparkling wine

ピノ・ノワール ピノ・ムニエ・シャルドネ

【フランス / シャンパーニュ】
果実とブリオッシュのような、
強く、
心地よい香りが感じられます。
バランスが良く取れた
味わいで、
心地よい爽やかさと、
際立ったフルーティーさが印象的です。

フルボトル

……… ￥10,000

ヴィッラ・サンディ / ブラン・ド・ブラン
VILLA SANDI / BLANC DE BLANCK

グレーラ ピノビアンコ シャルドネ

【イタリア / ヴェネト】
新鮮なレモンやライム、
青りんご、
白い花を感じさせるイキイキとして柔らかいアタック。
辛口ながらもほのかに果実の甘さが感じられます。

……………………… ￥3,500

ローラン・ペリエ / ブリュット・ＬＰ
Laurent Perrier / BRUT L.P

シャルドネ50％、
ピノ・ノワール35％、
ピノ・ムニエ15％

【フランス / シャンパーニュ】
フレッシュさ、
エレガントさ、
バランスの良さを感じるシャルドネ主体のシャンパーニュ。
柑橘系と白い花のような香りが程よく絡み合います。

ハーフボトル ……… ￥4,800
フルボトル ………… ￥9,000

ロゼ
Rosé wine

ポル・ジェス・ブリュット
POL GESSE / BRUT

ピノ・ノワール55％ ピノ・ムニエ45％ シャルドネ5％

【フランス / シャンパーニュ】

アモローソ / プーリア ＩＧＰ ロザート プリミティーヴ
AMOROSO / Puglia IGP Rosato Primitivo

「マキシム・ド・パリ」
のハウスシャンパンも手掛けた、
名門ＧＨマーテル社が手掛けるシャ
ンパーニュ。
フレッシュな酸とミネラルのバランスが良く、
アペリティフだけでなく、
食中
酒としても楽しんでいただけます。

……………………… ￥6,000

プリミティーヴォ100％

【イタリア / プーリア】
赤いりんごや、
新鮮な野イチゴ、
ラズベリー等の芳醇なフルーツの香りが特徴です。
後味に
フレッシュな印象を残し、
長い余韻が続きます。

……………………… ￥3,500

バユオー / ロゼ・ダンジュー / レ・クレール・コント
BAHUAUD / ROSE D'ANJOU Les Claircomtes

グロロー カベルネ フラン カベルネ ソーヴィニヨン ガメ

【フランス / ロワール】
マーマレードやキャンディを思わせる香り。
丸みがあり、
心地よい爽やかさとフルーティーさのあるやや甘口のワインです。

……………………… ￥3,500

白ワイン

赤ワイン

White wine
ALL

Red wine

………………… ¥3,500

バーリョ・クラトロ・アリーニ 1875 /
パッカモーラ・カタラット

BAGLIO CURATOLO ARINI 1875 / PACCAMORA CATARRATTO
カタラット100％

【イタリア / シチリア】

ALL

………………… ¥3,500

レオナルド・キャンティ
LEONARDO CHIANTI

サンジョベーゼ85％ メルロ10％

【イタリア / トスカーナ】

トロピカルフルーツやリンゴ等の果実香にフローラルなニュアンスも。
口中でふくよかな果
実味とともにきれいな酸、
ミネラルを感じられるバランスの良い味わい。

華やかでチェリーを中心とした果実の香り、
やわらかいタンニン、
きれいな酸味が特徴的。
バランスが良く、
余韻も程よく感じるキャンティです。

ビービー・グラーツ / カザマッタ ビアンコ

グランクール / ボルドー・ルージュ

BIBI GRAETZ / CASAMATTA BIANCO
ヴェルメンティーノ60％ トレッビアーノ30％ モスカート10％

GRAND COEUR / BORDEAUX ROUGE

メルロー カカベルネ・ソーヴィニヨン

【フランス / ボルドー】

【イタリア / トスカーナ】
活き活きとして、
華やかな香り。
フレッシュなネクタリン、
ハーブの香りで包まれる余韻があ
り、
酸とミネラルのバランスが心地よく感じられます。

チェリーやフランボワーズの果実味がやわらかく舌を包み込み、
しなやかな酸がタンニン
を柔らかく感じさせます。

ピエール・ブレヒト / リースリング

ドミニオ・デ・エグーレン / エストラテゴ・レアル・NV

Pierre Brecht / Riesling

DOMINIO EGUREN / ESTRATEGO REAL NV

テンプラニーリョ100％

リースリング100％

【フランス / アルザス】

【スペイン / ヴィノ デ メサ】

柑橘系フルーツの華やかな香り。
繊細でバランスのとれたエレガントな辛口。
上品でフルーティな果実味が心地よく広がります。

よく熟した黒いベリー系の香りにチョコレートや木イチゴのアロマ、
時間とともにスパイスの
複雑味が表れます。
リッチな果実味とやわらかな酸、
充分に熟したタンニンの絶妙なバラン

ドメーヌ・ド・オーシエール / オーシエール・ブラン

ベッサ・ヴァレー・ワイナリー / エニーラ

DOMAINE D'AUSSIERES / AUSSIERES BLANC

シャルドネ100％

BESSA VALLEY WINERY / ENIRA
メルロー66％ シラー12% カベルネ・ソーヴィニヨン10％ プティ・ヴェルド12％

【ブルガリア / パザルジク】

【フランス / ラングドック】
柑橘系やトロピカルフルーツの瑞々しいアロマがあり、
樽由来の上質な複雑味の白い花を
思わせるエレガントな風味が特徴です。

完璧に熟した質感のタンニン、
果実味、
酸味、
タンニンのバランスが高いレベルで調和して
います。

ボッラ - レトロ / ソアーヴェ・ラシッコ

ロス・ヴァスコス / カベルネ・ソーヴィニヨン

BOLLA RETRO / SOAVE CLASSICO

LOS VASCOS / CABERNET SAUVIGNON
ガルガネガ100％

【イタリア / ヴェネト】

カベルネ・ソーヴィニヨン100％

【チリ / コルチャグア】

古木から収穫されたぶどうは凝縮感があります。
デリケートな香り、
フレッシュなフラワー
やエキゾチックなフルーツ、
アカシアのはちみつのような味わいを感じます。

チェリーなどの果実の香りの中に、
カベルネ・ソーヴィニヨン特有のタンニンと、
ペッパー
やナツメグのスパイシーさが感じられます。

サントリー / ジャパンプレミアム 甲州

ボデガス・ブレカ / ガルナッチャ・デ・フエゴ

SUNTORY / JAPAN PREMIUM KOSYU

Bodegas Breca / garnacha de FUEGO
甲州100%

【日本 / 山梨】

ガルナッチャ100％

【スペイン / カラタユ】

千年以上の栽培の暦史を持つとされる日本固有品種
「甲州」
。
和柑橘を感じる上品な香りと、
旨みを感じるしっとりとした味わいです。

ジャムのようなダークチェリーの風味がミネラル感と一緒に表れます。
フルボディで芳醇な味わいです。

サルヴァトーレ・リンドヴィーノ・ビアンコ

トリヴェント / トリブ マルベック

Salvatore Lʼ indovino Bianco

TRIVENTO / TRIBU MALBEC

ファランギーナ100％

マルベック100％

【アルゼンチン】

【イタリア / モリーゼ】
白い花系の香りやパイナップルなどのフルーツが感じられ、
柔らかくフレッシュな酸味とフ
ルーティーさがバランスよく釣り合い長く持続します。

ブルーベリーやラズベリーを思わせる香りが広がります。
リッチで瑞々しい果実感と、
完熟したまろやかなタンニンのバランスが魅力的です。

セブンドーターズ / シャルドネ NV

ポッジョ・レ・ヴォルピ /
プリミティーヴォ・ディ マンドゥーリア

Seven Daughters / Chardonnay

NV

POGGIO BERTAIO / UMBRIA ROSSO
シャルドネ100％

【アメリカ / カリフォルニア】

プリミティーヴォ100％

【イタリア / プーリア】

リンゴやトロピカルフルーツの爽やかで甘酸っぱい香りに、
いきいきとした酸が加わり、
フレッシュな洋ナシの印象があります。

滑らかで完熟した果実味のバランスの良いワイン。
プリミティーヴォの力強さが上手く表現された上質な味わいです。

シャトー・マルティノン・ブラン

ファルネーゼ / モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

Chateau Martinon blanc
セミヨン50％ ソーヴィニヨン・ブラン25％ ソーヴィニヨン・グリ10％ ミュスカデル10％

【フランス / ボルドー】

FARNESE / MONTEPULCIANO D'ABRUZZO

モンテプルチアーノ100％

【イタリア / アブルッツォ】

ボルドーのアントゥル・ドウ・メール地区の白。
シュール・リー(澱とともに熟成)にて熟成させることで、
豊かさと複雑さのある味わいに。

濃いルビー色で、
味わいは丸みがあり、
ベリー系の香りで、
果実味に溢れています。

メゾン・デ・プリンス / ソーヴィニヨン・ブラン

レルーシ /
アリアニコ・デル ヴルトゥーレ” テッラ・ディヴルカーノ”

MAISON DES PRINCE / SAUVIGNON BLANC

ソーヴィニヨン・ブラン100％

【フランス / ロワール】
爽やかな青リンゴや、
柑橘、
特にグレープフルーツを思わせる香りと青草を連想させる香り
があります。
瑞々しくフレッシュな口当たりでキレのある酸を持つワインです。

LELUSI / AGLIANICO DEL VULTURE TERRA DI VULCANO

アリアニコ100％

【イタリア / バジリカータ】
チェリーやスパイスにミネラルのアロマ。
口中では果実の瑞々しさが加わり、
適度なミネラルと酸のバランスが良い赤です。

表記は税抜価格です

