
 
 

入荷状況により、ご提供できない場合がございます。ご予約時にお申し付けください。 

リスト以外にグラスワイン・カクテル各種・ビール・焼酎・ソフトドリンク等もございます。 

 

≪全て税金・サービス料込の価格です≫ 

 

【シャンパン】 
 

 
テタンジェ ブリュット レゼルヴ 

TAITTINGER Brut Réserve  

 

テタンジェは、フランス国内はもとより海外においてもシャンパーニュの代表的なブランドとなって

います。きめの細かい泡立ちと、高いシャルドネの比率により白い花や柑橘類などの優れた芳香が 

広がりトーストやバターの風味に変化していきます。 

 Bottle \12,000 

  

  
 
ポルジェス 

Pol Géssé                                         
 

 

透明感のある麦わら色で、赤りんごやグレープフルーツ、レモンなどの香りを連ねて 

泡は細かく立ち上がります。口に含むとリンゴや甘さをおさえた蜂蜜といったコクがあり 

黒ブドウを主体としたフレッシュな酸味とクリスピーな味わいです。 

                                                                                                                                                                                   

Bottle \8,500 

                                                                                                                                                                 

Glass\1,200     

                                                                                                                                                                                      

 

 

【スパークリング】 
 

 
セグラ ビュータス ブリュット レゼルバ 

Segura Viudas Brut Reserva スペイン \5,000 

                 
15～30 ヶ月の長い瓶内二次発酵と熟成が施され、力強い泡立ちと深いコクを持つ複雑な味わいです。



 

 
【白ワイン】 

 

 

カンティーナ・トッロ 

2018 Cantina Tollo Chardonnay   イタリア         \5,000 
 

トロピカルフルーツ、花やハチミツ、バニラの香りのニュアンス、 

バランスの取れた味わいはオードブルからお魚料理まで楽しめます 

 

ポール ブルケール アルザス リースリング 

2018 PAUL BRUKERT Alsace RIESLING     フランス      \5,500 

               
美しく輝く淡い黄色。柑橘系果実や白い花にミネラルの香り、 

生き生きとした果実味にあふれ、爽やかで心地よい酸があります。 
 

 

                
スパイ ヴァレー ソーヴィニョン ブラン 

2019 Spy Valley  Sauvignon Blanc ニュージーランド      \6,000                        

   
パッショやグァバなどのトロピカルフルーツような香りを持ち、バランスが整っており 

若々しい印象です。しっかりとした酸があり、オードブルからお魚料理までお楽しみ頂けます。 
 
                              
 

ソアーヴェ・クラッシコ グリセーラ 

2018 Soave Classico Grisela イタリア            \7,000                          
 

クラッシコ地区の太古からの火山性土壌で育まれる白。 

バランスの良い爽やかな風味、皆に愛される上品でカジュアルなワイン。 
   

ディープ ブルー テッシュ 

2017 DEEP BLUE TESCH   ドイツ  \7,000 
                                 

黒ブドウのピノ･ノワール種から造られた辛口の白ワイン、 
アロマ・酸味・ミネラルのバランスが絶妙なワインに仕上がっています。 
 

                  



 

 

ｽﾍﾟﾙバウンド シャルドネ 

2018 SPELL BOUND Chardonnay カリフォルニア \7,000 

                          
モンダヴィ家の 4代目ワインメーカーであるロブ・モンダヴィ Jr.が立ち上げたワイナーで、 
スペルバウンド（魔法にかかった）の意味から、飲んだ人を虜にしてしまう魅力的なワインです。 
    
 
 

レニャー・シャブリ サン・ピエール 

2017 Régnard Chablis “Saint Pierre” フランス \9,000 
 

白い花の香りが広がり、非常にフルーティーな味わいです。ステンレスタンクのみで醸造 

熟成しているため、シャブリの良さを生かしたワインに仕上がっています。 
 

 

 

プィイ フュメ デュ ラドセット 

2018 Pouilly Fumé de Ladoucette フランス \10,000 
 

ロワール産の品種からシトラスと燻したようなスモーキーな香りが特徴的で、 

酸とミネラル感が心地良く、長く続く余韻があります。  
 

 
 
 
 
シャサーニュ モンラッシェ オリヴィエ ルフレーヴ プルミエ クリュ アベイドモルジョ 

2015 CHASSAGNE-MONTRACHET  フランス \20,000 

1er Cru ABBAYE DE MORGEOT 
 
ブルゴーニュワインの代表的な造り手であるオリヴィエ ルフレーヴが造る官能的なワイン、 
白桃・白い花・ナッツなどの豊かな香りが広がり、繊細でシャープな酸味が魅力的です。 
 

 
 

ケンゾーエステイト アサツユ 

2018 KENZO ESTATE Asatsuyu カリフォルニア \20,000 
 

カリフォルニア州ナパ・ヴァレーの極上のテロワールを誇る葡萄畑で、最高のワイン造りに 

取り組んでいます。ピュアなフルーツの香りが広がり、深みと繊細な酸味を併せ持つ味わいです。 



 

 

【赤ワイン】 

 
 

 

カンティーナ・トッロ 

2018  Cantina Tollo   CabernetSauvignon イタリア    \5,000 
 

紫がかったルビー色。赤い果実の華やかな香り、 

チェリーやベリーの熟した果実と複雑なニュアンスです。  
 

 

レーヴェンスウッド ジンファンデル 

2016 RAVENS WOOD  ZINFANDEL アメリカ    \5,500 

ブラックチェリーやココアのようなアロマ、 

非常に凝縮した色合いを持ち、完熟したフルーツにソフトなタンニンの味わい深さがあります。 

 
 

ネグロアマーロ 

2018 Negroamaro イタリア \6,500 

 

ブドウの一部を一か月半陰干しし発酵後、10％のみオーク樽で短期間熟成。 

タンニン、スパイシーでタバコやカカオの印象です。  
 
 

レイモン ユエ ボルドー ルージュ   

2018  RAYMOND HUET Bordeaux Rouge      フランス  \6,700 
 

“アッサンブラージュ（ぶどうのブレンド）”のスペシャリストとして名高いミッシェル・ローラン 

が手掛けるワイン。ブルーベリージャムのような香りに、酸とタンニンのバランスが素晴らしく 

メルロー種を主体としています。 
 

 

スパイ ヴァレー ピノ ノワール 

2018 Spy Valley Pinot Noir ニュージーランド \6,700 

 

深いルビーレッドの色調、 

黒い実のベリー系の果実やチョコレート・スパイスの香りがあり、しなやかな味わいです。                          

 

 
アルガーノ クラン  マスカットベリーA主体 

2018  ARUGANO CLAN  山梨県  \7,000 
             

山梨の風土に向かい世界に通ずる高品質のワイン造りに挑戦しています。 
ブラックベリーやイチゴのような香りを持ち、酸とタンニンが調和された味わいです。 
 



 

 

 
 

 

ネッビオーロ ダルバ 

2017 NEBBIOLO D`ALBA イタリア \8,000 

 

澄んだルビーレッドの色調、 

黒い実のベリー系の果実やチョコレート・スパイスのニュアンスがあり、しなやかな味わいです。     
 
 

 

 

プレジール・ド・メール カベルネソーヴィニョン 

2014 Plaisir de Merle CabernetSauvignon 南アフリカ \9,000 
 

シャトー マルゴーの総支配人であるポール・ポンタリエ氏がコンサルタントとして参画しており 

非常に凝縮した色合いを持ち、完熟したフルーツにソフトなタンニンの味わい深さがあります。 
 

 
 

スチルス トスカーナ・ロッソ 

2012 Scirus Toscana Rosso イタリア      \12,000 

 

程よい樽の熟成感にダークチェリーなどの熟したフルーツのニュアンスがあります。 

カベルネソーヴィニョン種主体。 
 

 

 
 

アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ DOC リゼルヴァ“１８８８” 

2010 Amarone della Valpolicella DOC Riserva  イタリア  
\24,000 

 

ガーネットを伴う深いルビー色。ヴェルヴェットのように滑らかで奥深く 

後味にほのかにトースト香のある熟成された味わいです。コルヴィーナ・ヴェロネーゼ種主体。 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

【ハーフワイン】 

 

《白》 

ペンフォールド クヌンガヒル シャルドネ  

2017 Penfolds Chardonnay オーストラリア          \3,000                          
 

シトラスやグレープフルーツのフレッシュな香り、 

オーク樽での熟成によるクリーミーでキレの良い酸味があり、調和の取れた味わいです。 
 

 

《赤》 

 
ペンフォールド クヌンガヒル シラーズ・カベルネ 

2016  Penfolds SHIRAZ・CABERNET オーストラリア \3,000 

深いルビーレッドの色調。黒い実のベリー系の果実や 

チョコレート・スパイスの香りがあり、しなやかな味わいです。 

 

 

【デザートワイン】 

 
フロイデ ラインヘッセン アウスレーゼ  

2017 FREUDE Rheinhessen Auslese ドイツ   \5,000 

 
ミュラー・トゥルガウ種 シルヴァーナ種 
 

ラインヘッセン地方産の気軽に楽しんでいただける甘口タイプのワインです。 

華やかな白い花や蜜の香りにフルーティな優しい味わいに癒されます。 
 

 

【ロゼワイン】 

 

エム・ド・ミニュティ  

2018 M de Minuty フランス  \6,000 
 

グルナッシュ種 サンソー種 シラー種 
 

これぞプロヴァンスのロゼというイメージ通りのワインで、淡い色合いでフレッシュさと 

果実味にあふれ、様々な料理との相性が良いワインです。 


