












フル

ロスチャイルド家が手掛ける赤ワイン
ヴァラエタル・カベルネソーヴィニヨン
ＶＡＲＩＥＴＡＬ CABERNET SAUVIGNON
生産者 バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド
品種 カベルネ・ソーヴィニヨン

W I N E  M E N U

地中海のエメラルドなワイン
ヴィーナ・エスメラルダ
Vina Esmeralda  Miguel Torres
生産者 ミゲル・トーレス
モスカテル・ゲヴィルツトラミネール／201７年

中甘口

SPARKLING＆CHAMPAGNE SPARKLING＆CHAMPAGNE SPARKLING＆CHAMPAGNE SPARKLING＆CHAMPAGNE SPARKLING＆CHAMPAGNE

葡萄の旨味たっぷりの辛口スパークリング
グラン・レアル・ブリュット
Ｇrand Reale Brut
生産者 ガンチア／品種 シャルドネ・カルガネーガ

辛口

クリーン＆フレッシュなワインが育む大地 ニュージーランド
プライベートビン・ソーヴィニヨン・ブラン
Private Bin Sauvignon Blanc Villa Maria
生産者 ヴィラマリア／品種 ソーヴィニヨン・ブラン／2018年

辛口

辛口

鮮度へのこだわり
プロセッコ・トレヴィゾ エクストラ・ドライ
Prosecco Treviso Extra Dry　MARSURET
生産者 マルスレット／品種 グレーラ

辛口

WHITE WHITE
WHITE

フランスのソムリエは知っている
ロックブランシュ・ソーヴィニヨン・ブラン
Roque Blanche Sauvignon Blanc Dourthe
生産者 ドュルト／品種 ソーヴィニヨンブラン／2017年

辛口

チキンに相性抜群スッキリロゼ♥
カラフリア
ＣＡＬＡＦＵＲＩＡ
生産者 トルマレスカ／品種 ネグロ・アマーロ

ワインの宝石箱
タンデム・シャルドネ・ヴィオニエ
Tandem Chardonnay Viognier
生産者 ヴェルジェ／品種 シャルドネ・ヴィオニエ／2016年

辛口

辛口

生産者 ドュルト／品種 ソーヴィニヨンブラン／2017年

情熱を内に秘めて！
コラソン・ロコ ブランコ
Corazón Loco Blanco　INIESTA

RED
RED

RED

高コスパ！お肉専用赤ワイン！
リブ・シャック
Rib Shack Red 

フル

生産者 ダグラス・グリーン・ベリンガム
品種 ピノ・タージュ、シラーズ／2018年

自然派ビオ・ニュージーランド
セラーセレクション・ ピノ・ノワール
Cellar Selection Pinot Noir Hawkè s Bay　Sieni Estates
生産者 シレーニ・エステート
品種 ピノ・ノワ ール／2018年

ミディ

フル

世界屈指の「ボルドー」注目の産地！
シャトー・コート・モンペザ
”キュヴェ・コンポステレ ”
Château Côtes Montpezat “Cuvée Compostelle”　
CASTILLON COTES DE BORDEAUX
Château Côtes Montpezat “Cuvée Compostelle”　
CASTILLON COTES DE BORDEAUX
産地 フランス、ボルドー、カスティヨン・コート・ド・ボルドー
品種 メルロ／2012年

ミディ

パーカーポイント100点満点を41回獲得した！フランスの名門
コート・デュ・ローヌ・ベルルージュ
Cotes du Rhone Belleruche  M.ChapoutierCotes du Rhone Belleruche  M.Chapoutier
生産者 ミシェル・シャプティエ
品種 グルナッシュ・シラー／2016年

世界各国の王室御用達シャンパン
シャルル・エドシック ブリュット・レゼルヴ
Charles Heidsieck Brut Re`serve 　CHARLES HEIDSIECK
生産者 シャルル・エドシック／品種 ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ

辛口

1級畑の樽熟成シャブリ
シャブリ プルミエ・クリュ ヴァイヨン
Chablis 1er Cru Vaillons　JEAN COLLET
生産者 ジャン・コレ／品種 シャルドネ／2016年

辛口

＊ 当店の表示価格は全て税込みです。 �e prices include tax.

3,980 5,480 6,980 8,640 9,800

“きらきら” ピンクボトル！！
イプシロン・スプマンテ・ 
ピンク・ゴールド・エクストラ・ドライ
EPSILON SPUMANTE PINK GOLD EXTRA DRY
生産者 カディライオ／品種 ラボーゾ・ピアーベ　グレーラ

辛口

魚介に合うふくよかな白
ブルゴーニュ ブラン クロ・ド・ロワズ
Chateau des Jacoues clos de loyse
生産者 シャトー・デ・ジャック／品種 シャルドネ／2016年

辛口

ヴェルサイユ宮殿でも絶賛！
シャトー・ド・ラ・ドーフィーヌ
Château de la Dauphine FRONSAC
産地 フランス、ボルドー、フロンサック
品種 メルロ、カベルネ・フラン／2012年

フル

働き者の凝縮コク旨ワイン
カベルネ・ソーヴィニヨン パソ・ロブレス
Cabernet Sauvignon Paso Robles CASTORO CELLARS
生産者 カストロ・セラーズ
品種 カベルネ・ソーヴィニヨン／2015年

フル

オーガニックへの情熱家
アルザス リースリング・テュルクハイム
Alsace Riesling Turckheim
生産者 ドメーヌ・ツィント・フンブレヒト／品種 リースリング／2016年

辛口

WHITE

「エクセレンス＝卓越した」シャンパン
ゴッセ・エクセレンス ブリュット
Gosset Excellence Brut　 GOSSET
生産者 ゴッセ
品種 ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ

辛口

「クリスタル」の妹分シャンパン
ルイ・ロデレール ブリュット・プルミエ
Louis Roederer Brut Premier　 LOUIS ROEDERER
生産者 ルイ・ロデレール
品種  ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ

辛口

全米が泣いた『Ｎｏ，１シャルドネ』
ヴィントナーズ・リザーヴ・シャルドネ
Vintner’ s Reserve Chardonnay  　Kendall Jackson
生産者 ジャクソン・ファミリー・ワインズ
品種 シャルドネ／2017年

辛口

RED

新たな挑戦！
エステート ソーヴィニヨン・ブラン
Estate Sauvignon Blanc　TWOMEY by SILVER OAK
生産者 トゥーミー／品種 ソーヴィニヨン・ブラン／2016年

辛口

19年目の「いぶし銀」ワイン
シャトー・レスタージュ・シモン 1999
Château Lestage Simon　HAUT-MÉDOC
産地 フランス、ボルドー、オー・メドック
品種 カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー

フル

フル

オバマ元大統領もお気に入り！！
ヴィントナーズ・リザーヴ
カベルネソーヴィニヨン
Vintners Reserve Cabernet Sauvignon  Kendall Jackson
生産者 ジャクソン・ファミリー・ワインズ
品種 カベルネ・ソーヴィニヨン／2016年

WHITE

RED

マリリン・モンローが愛飲した シャンパーニュ
パイパーエドシック・ブリュット
Piper Heidsieck Brut　Piper-Heidsieck 
生産者 パイパー・エドシック
品種 ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ

辛口

ワインの神様 バッカスの白
プイィ・フュイッセ
Pouilly Fuisse　LOUIS JADOT
生産者 ルイ・ジャド／品種 シャルドネ／2015年

辛口

大富豪が創ったシャンパン
バロン・ド・ロスチャイルド ブリュット
Barons de Rothschild Brut　BARONS DE ROTHSCHILD
生産者 バロン・ド・ロスチャイルド
品種 シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ

辛口

飲み頃ボルドーのメドック2007
シャトー・グルシエ・グラン・プジョー
CHATEAU GRESSIER GRAND POUJEAUX
産地 フランス、ボルドー、オー・メドック
品種 カベルネ・ソーヴィニヨン・メルロー／2007年

フル

ミディ
ワインの神様バッカスの赤
マルサネ ルージュ
Marsannay Rouge　DOMAINE LOUIS JADOT
生産者 ドメーヌ・ルイ・ジャド／品種 ピノ・ノワール／2014年

フル

プリヴァーダ
Ｂodega Norton  Privada
生産者 ボテガ・ノートン
品種 マルベック、カベルネソーヴィニヨン、メルロー／2015年

クリスタルガラスで有名なスワロフスキーが所有

日本のプレミアムワイン ”ソラリス”
甲州シュール・リー
Japan Yamanashi koushu Manns Wines Solaris
生産者 マンズワイン・ソラリス／品種 甲州／2017年

辛口

ミディ

サッカーの天才が造る「熱狂的な心」のワイン
コラソン・ロコ・ティント
Corazón Loco Tinto INIESTA
生産者 イニエスタ
品種 テンプラニーリョ、シラー／2017年

ミディ

ひんやり美味しい赤。イタリアーノの新たな挑戦
フィキモリ
Fichimori Tormaresca
生産者 トルマレスカ／品種 ネグロ・アマーロ・シラー／2018年

フル

季節のおすすめ

季節のおすすめ

季節のおすすめ

季節のおすすめ
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