
青りんごや杏の果実香にトーストのニュアンスが感じられる爽やかな味わい

ネブリナ スパークリング （チリ）

果実香豊かな甘口スプマンテ

アスティー スプマンテ ／ マルティーニ

きめ細かな泡立ち、豊かな芳香、柔らかい口当たりが魅力のカヴァです。

ドゥーシェ シュバリエ ドライ ／ ヴィニデルサ

爽やかで飲みやすい甘さを残したやや辛口の自然な味わい。

ガタオ スパークリング レゼルヴ ミディアムドライ

甘いヨーグルトのような香りで爽やかな味わい。日本食にも合います。

番イ スパークリング （日本・山梨）

爽やかでおとなしい酸味の綺麗なドライな味わい。お料理の邪魔をしません。

マルキ・ド・ラ・クール ブリュット（フランス）

柑橘類のようなフルーティーな香りで、活き活きとしたワイン。

ふくよかな味わいで、バランスの良い仕上がりです。

クレマン・ド・ブルゴーニュ ／ ルイ・ピカメロ

ピノムニエ50％、ピノノワール48％、シャルドネ2％で構成されるシャンパンは

上品な泡立ちとフレッシュな果実味を兼ね備えたバランスのとれた味わい。

ギィ・ド・サンフラヴィー　ブリュット ¥8,000

酸味のすっきり感と味わいのしっかり感がバランス良くまとまっています。

ギィ・チボー グランクリュ ヴェズネイ ブリュット ¥9,800

シャルドネ100％。白い花、グレープフルーツ、リンゴのような香りにミネラル、

ナッツの香りがプラスされたクリーンな味わいです。

ヴーヴ・エレオノール キュヴェ シンフォニー ドートンヌ

世界で最も愛されているシャンパン。そのバランス良いエレガントな味わいは

前菜からメイン、デザートまであらゆる料理とよく合います。

モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル

1929年マイィの生産者たちによって設立。特級村のシャンパーニュだけを生産。

ピノノワールとシャルドネのブレンドは繊細で凛とした味わい

マイィ グランクリュ ブリュット レゼルヴ

¥4,600

¥5,600

Champagne　ボトルシャンパン

Sparkling Wine　ボトルスパークリングワイン

¥4,200

¥4,200

¥5,800

（イタリア）

（スペイン）

（フランス）

¥3,000

（ポルトガル） ¥4,500

¥13,000

¥10,000

¥11,800



トロピカルフルーツやシトラスの香りのフレッシュで柔らかな口当たり

ネブリナ シャルドネ ２０１４ （チリ）

フレッシュなレモンの香りがそのまま味わいへ。バランス良く柔らかい。

ドメーヌ・デュ・シュヴァル ブラン ２０１２

コロンバールとユニブランのデュエット。爽やかで飲み応え充分のドライ。

キュヴェ・ジャン・ポール ブラン ２０１３ ／ ブティノ社

酸の綺麗さが和食を思い浮かばせミネラルとのバランスも良いドライな味わい。

ドメーヌ・ブリショー ２０１３

男性的でフルーティーさを特徴とするシルヴァネールと円やかさとしなやかな

香りが特徴のピノブランの性格が一つにまとまったドライな味わい。

アルザス コキャージュ ２０１３ ／ F.E.トリンバック

シャブリの生産者として名高い「アラン・ジョフロワ」。樹齢45年以上の古木から

採れた葡萄だけを使ったワインは、力強さと繊細さのバランスが取れています。

シャブリ キュベ・ヴィエイユ・ヴィーニュ ２０１４／アラン・ジョフロワ

ソフトで程よい優しいマコンの性格がミネラルに守られています。

マコン リュニー ２０１３ ／ ジョセフ・ドルーアン

シュナンブラン種特有の蜂蜜やかりんの香りが強く紅茶のニュアンスも感じる。

柔らかでバランスが良く、やさしい甘味とフルーツの美味しさの余韻が続きます。

ヴーヴレ ２０１３ ／ マルク・ブレディフ

ソーテルヌ地区の辛口向けの葡萄セミヨン70％、ソーヴィニヨンブラン30％。

溌剌としたフレッシュな香りに吟醸香が品良く現れた絶妙なバランス

クロ・デ・リュヌ リュヌ・ブランシュ ２０１３

樽からの香りと風味が印象的。クラシックな味わいが心地良い。

ブルゴーニュ オート・コート・ド・ニュイ２０１１／モンジャル・ミュニュレ

アプリコット、桃など熟した果実の香りの中に柑橘系のニュアンス。複雑で重厚な

味わいだが充実した酸味とミネラル分が骨格を作り、全体をまとめ上げている。

シャブリ グラン・クリュ ヴァルミュール２０１２／ジャン・コレ・エ・フィス

¥6,500（フランス・ブルゴーニュ）

（フランス・ロワール）

¥2,800

（フランス・ボルドー） ¥4,000

¥4,400

Vin Blanc　ボトル白ワイン

（フランス・コートドガスコーニュ）

（フランス・コートドガスコーニュ） ¥5,400

¥6,300

（フランス・アルザス） ¥5,800

（フランス・ブルゴーニュ）

¥7,500

¥8,500（フランス・ブルゴーニュ）

¥14,800（フランス・ブルゴーニュ）

（フランス・ボルドー） ¥7,500



カシスやブラックベリーの果実味が感じられる口当たりの良いワイン

ネブリナ カベルネソーヴィニヨン ２０１４

（チリ）

ミディアムボディ。心地よいタンニンと滑らかさがあります。

シャルトロン　ラ・フルール　ルージュ　２０１２

豊かな果実味でソフトなタンニン。甘味を感じ赤ワインの苦手な方にもOKです。

エンジェルズティアーズ・レッド ２０１４ ／ グラン・プロヴァンス

ブルゴーニュに近いPNのキュートな性格を表現しており、優しい味わいです。

ハーディーズ ノッテージヒル ピノノワール ２０１３

南仏産のシラー100％からの熟した果実の風味が心地良い。日本限定商品。

ペイドック・シラー オーガニック ２０１２ ／ Mシャプティエ社

柔らかな味わいに少し熟成されたバランスの良い味わい。

Ch.ドルヴァル ２００９

スパイスの香りと花や赤い果実の香りが交わり、味わいへとつながります。

ボルサオ・セレクション・ティント ガルナッチャ ２０１２／ボルサオ社

赤や黒の果実の香りが広がり、しっかりとした透明感の旨味があります。

ブルゴーニュ ガメイ ２０１０ ／ ポール・レイツ家

果実味にスパイスが交わり、樽からの優しい風味が加わり奥行のある味と余韻。

ブルゴーニュ ピノノワール ２０１２ ／ カーヴ・ド・リュニィ

親しみのある心地良い味わい。果実、酸味、タンニンの順番で唄っています。

Ch.ペショー ２０１０

グルナッシュ75％、シラー25％のフルボディ。複雑なスパイスを感じさせる

印象的なアロマで、骨格のあるボディが特徴です。

ヴァケラス　レ・クリスタン　２０１２ ／ ファミーユ・ペラン

果実のフレッシュさと少しの熟成が混在。秘蔵のワインです。

オクセイ・デュレス クロ・デュ・ムーラン・オー・モワーヌ ２００１

メドック地区第3級に格付けされているシャトーラグランジュのセカンドワイン。美

しい酸が全体を引き締め、豊富なタンニンが溶け込み骨格がしっかりしています。

レ フィエフ ド ラグランジュ ２００９

（南フランス） ¥4,300

（スペイン・カンポ・デ・ボルハ） ¥5,400

（フランス・ボルドー） ¥5,000

（フランス・ブルゴーニュ） ¥5,800

¥8,500

（フランス・ブルゴーニュ） ¥5,800

（フランス・ボルドー） ¥6,400

Vin Rouge　ボトル赤ワイン

¥2,800

（フランス・ボルドー） ¥3,800

（南東オーストラリア） ¥3,800

（南アフリカ・フランシュック地区） ¥3,800

¥8,000

（フランス・ブルゴーニュ）

（フランス・コート・デュ・ローヌ）



（フランス・ボルドー） ¥9,000



ニュイサンジョルジュのPNを使用。深みがあり余韻があでやかで高級感あり。

ブルゴーニュ ルージュ ２０１２ ／ アラン・ミシュロ

エリゼ宮殿のリストにもお目見えする事も。豊満で複雑。肉付きが良い味わい。

Ch.パタッシュ・ドー ２００９

熟成されたボルドーの味わいを。まろやかに優しいです。

Cｈ.ラネッサン １９９２

ピノノワールらしいチャーミングな赤果実系の香りが漂い、瑞々しく香り豊かで

優しいタンニンと穏やかな酸味が感じられます。繊細で華やかな印象。

スミレとフランボワーズの華やかな香りで繊細さを併せ持ちます。

シャンボール ミュジニー ２００９ ／ ルイ・ユエラン

緻密なタンニン、凛とした酸味、樽からの風味が心地良い。メドック格付け５級。

Ch.ランシュ・ムーサス ２０１０

ドゥーシェ シュバリエ ドライ 375ｍｌ ／ ヴィニデルサ

アスティー スプマンテ 375ml ／ マルティーニ

モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル 375ml

シャブリ キュベ・ヴィエイユ・ヴィーニュ ２０１３／アラン・ジョフロワ

375ml

ヴーヴレ ２０１１ 375ml ／ マルク・ブレディフ

コートデュローヌ ヴィニュロン・エステザルグ ２０１１ 375ｍｌ

ポムロール・ムエックス ２０１２ 375ｍｌ ／ JPムエックス

メルキュレ ラ・フランボワジエール ２０06 375ｍｌ ／ フェヴレ

（赤ワイン・ブルゴーニュ） ¥5,000

（フランス・ブルゴーニュ） ¥14,800

¥15,000（フランス・ボルドー）

（赤ワイン・コートデュローヌ） ¥2,800

（赤ワイン・ボルドー） ¥5,000

（フランス・ブルゴーニュ）

（フランス・ボルドー） ¥11,000

ジュヴレ シャンベルタン ２０１２ ／ ドルーアン・ラローズ

¥12,000（フランス・ブルゴーニュ）

¥9,500

（フランス・ボルドー） ¥9,500

Half Bottle of Wine　ハーフボトルワイン

（スパークリング・スペイン） ¥2,600

¥2,600（スパークリング・イタリア）

¥7,500（シャンパン）

（白ワイン・ブルゴーニュ） ¥3,800

（白ワイン・ロワール） ¥4,000


