
煌めきが美しく酸味とミネラル、果実味がグラマラスに広がります。
● ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ、
　Pinot Noir、Chardonnay、Pinot Meunier
● シャンパーニュ
　Champagne

モエ エ シャンドン モエ アンペリアル
MOËT & CHANDON MOËT Imperial

¥11,000

BUBBLE

All prices are subject to consumption tax.  上記料金に別途、消費税を加算させていただきます。

● Grape Type  品種  ● Region/Country  地域／国

グレープフルーツのようなアロマ香の口当たり、ドライな飲み口でバランスが取れた泡。
● グレーラ、シャルドネ
　Glera、Chardonnay
● イタリア
　Italy

ゼロアッソルート・スプマンテ・エクストラ・ブリュット ラジャラ
Zeroassoluto Spumante Extra Brut La Jara 

¥4.950

フルーティーなアロマで、豊かな果実味と酸をお楽しみいただけます。
● グレーラ、ヴェルディーゾ
　Glera、Verdiso
● イタリア
　Italy

バルビノット プロセッコ スプマンテ
Balbinot Prosecco Spumante

¥4.950

世界でも希少な黒葡萄からうまれたスパークリング！ジューシーさとキレが魅力です。
● シラー、プティヴェルド
　Syrah、Petit Verdot
● オーストラリア
　Australia

スリーピラーズ ザグルメ レッド キュヴェ
Three Pillars The Gourmet Sparkling Red Cuvee

¥6,930

シャンパーニュと同じ製法から生まれた泡。上質な味わいです。
● シャルドネ
　Chardonnay
● スペイン
　Spain

タラジョン ブリュット
Talayon Brut 

¥7,800

赤い果実の香りが豊かに感じられます。アペリティフにも、フルーツと合わせても◎
● ピノ・ノワール
　Pinot Noir
● フランス
　France

シモネ・フェブル クレマン・ド・ブルゴーニュ ロゼ
Simonnet Febvre Cremant de Bourgogne Rose

¥7,800

青リンゴや洋梨など豊かなアロマ香。リッチな味わいとシャープな酸もあり、エレガントな仕上がりです。
● シャルドネ、ピノ・ノワール
　Chardonnay、Pinot Noir
● アメリカ
　America

カルテット・アンダーソン・ヴァレー・ブリュット ロデレールエステート
QUARTET Anderson Valley Brut ROEDERER ESTATE 

¥7,800

完熟リンゴの果実味。ドライでありコクも感じられるシャンパーニュです。
● シャルドネ、ピノ・ムニエ、ピノ・ノワール
　Chardonnay、Pinot Meunier、Pinot Noir
● シャンパーニュ
　Champagne

グーウェ アンリ シャンパーニュ・ブリュット
Gouet Henry Champagne Brut

¥8,800



スパイシーで芳醇なコクの白ワイン。
● ベルデホ
　Verdejo
● スペイン
　Spain

ルエダ クエスタ デ オロ エルマノス リュルトン カスティーリャ イ レオン
RUEDA CUESTA DE ORO HERMANOS LURTON Castilla y León

¥13,860

瑞々しいアロマとオレンジのような果実味が特徴。あっさりした料理に合わせて◎
● ソーヴィニヨンブラン
　Sauvignon Blanc
● ニュージーランド
　New Zealand

クラウディベイ ソーヴィニヨンブラン
Cloudy Bay Sauvignon Blanc 

¥11,770

WHITE

All prices are subject to consumption tax.  上記料金に別途、消費税を加算させていただきます。

● Grape Type  品種  ● Region/Country  地域／国

低温発酵でシャルドネの味わいを残し、ハーブのさわやかな香りが印象に残る白ワイン。
● シャルドネ
　Chardonnay
● 日本
　Japan

秋保ワイナリー シャルドネ
AKIU Winery Chardonnay

¥10,780

豊かなミネラル、爽やかで綺麗な酸。極めて心地よい味わいの究極の辛口白ワイン。
● アルネイス
　Arneis
● イタリア
　Italy

アルネイス ブランジェ チェレット ランゲ
Arneis Blange CERETTO Langhe  

¥10,000

魚介料理との相性に優れた白。ドライトマトにも◎
● コルテーゼ 
　Cortese
● イタリア
　Italy

ヴィッラドリア ガヴィディガヴィ
Villadoria Gavi di Gavi

¥9,350

シュナン・ブランの酸味とヴィオニエの華やかなフレーバーが心地よいハーモニーを奏でます。
● シュナン・ブラン、ヴィオニエ
　Chenin Blanc、Viognier
● アメリカ
　USA

パイン・リッジヴィンヤード シュナンブラン・ヴィオニエ
PINE RIDGE VINEYARDS CHENIN BLANC VIOGNIER 

¥8,250



蜜柑やミント、シナモンの風味、酸味、ピュアな果実味、ミネラルのバランスが秀逸。
● アンタオン・ヴァス、アリント
　Antão de Vaz 、Arinto
● ポルトガル
　Portugal

カザ・レウヴァス アートテッラ クルティメンタ
Casa Relvas Art Terra Curtimenta

¥6,380

ライチや花のニュアンスが感じられ、魚介はもちろん牡蠣との相性は抜群◎
● ピクプール
　Picpoul
● フランス
　France

シャトー・ド・カステルノー ピクプール・ド・ピネ
Chateau de Castelnau Picpoul de Pinet

¥6,160

トロピカルフルーツのような香りと酸味、なめらかなフィニッシュが特徴的なクリーミーなワインです。
● シャルドネ
　Chardonnay
● アメリカ
　America

レイウッド ヴィンヤーズ シャルドネ
Raywood Vineyards Chardonnay

¥6,000

WHITE

All prices are subject to consumption tax.  上記料金に別途、消費税を加算させていただきます。

● Grape Type  品種  ● Region/Country  地域／国

非常にフレッシュ且つ辛口のリースリング。飲みごたえ抜群！
● リースリング 
　Riesling
● ドイツ
　Germany

エフ・ヴィニ・エト・ヴィタ リースリング トロッケン
Joachim Flick F.vini et vita Riesling trocken 

¥7,260

辛口ながらも丸みがあり、フレッシュさと後味は他にない味わいです。
● ミュスカデ
　Muscadet
● フランス
　France

ミュスカデ セーヴル エ メーヌ ヴィエイユ ヴィーニュ
Muscadet Sevre et Maine  Vieilles Vignes

¥6,930

トロピックの香りとシャルドネが持つ深みと瑞々しさで長い余韻を楽しめます。
● シャルドネ
　Chardonnay
● チリ
　Chile

エラスリス エステート シャルドネ
Errazuriz Estate Chardonnay

¥5,830



WHITE

All prices are subject to consumption tax.  上記料金に別途、消費税を加算させていただきます。

● Grape Type  品種  ● Region/Country  地域／国

完熟したシトラス系のアロマと程よい樽香。バランスの良い辛口のシャルドネです。
● シャルドネ
　Chardonnay
● 南アフリカ
　South Africa

スピアー シャルドネ
Spier Chardonnay

¥4,620

温度の変化とともに蜜柑のような芳醇な味わいに変化。ゆっくりと食事をしたい日に◎
● フルミント、ムシュコタイ
　Furmint、Muskotály
● ハンガリー
　Hungary

トカイ フルミント ドライ
TOKAJI Furmint Dry 

¥5,060

シャルドネの瑞々しさにソーヴィニヨンブランの酸味が溶け込んだ味わいが魅力！
● シャルドネ、ソーヴィニヨンブラン、ゲヴェルツトラミネール 
　Chardonnay、Sauvignon Blanc、Gewürztraminer
● イタリア
　Italy

ボルコスコペートビアンコトスカーナ
Borgo Scopeto Bianco Toscana

¥5,500

青リンゴや柑橘の香り。 幅広いタイプのお料理を引き立てる白ワインです。
● マカベオ
　Macabeo
● スペイン
　Spain

クネ リオハ モノポール
Cune Rioja Monopole

¥5,720

新鮮なりんごのアロマでミネラル感たっぷりです。さわやかな中辛口タイプでさまざまな料理と相性抜群です。
● リースリング
　Riesling
● アメリカ
　America

シャトー サンミッシェル コロンヴィアヴァレー リースリング 2019
2019 Columbia Valley Riesling Chateau Ste Michelle

¥4,180



舌に残る酸味をネッビオーロらしいタンニンが包み込み、まとまりのある味わいに。
● ネッビオーロ
　Nebbiolo
● イタリア
　Italy

ヴィッラドリア バローロ
Villadoria Barolo

¥13,750

ゴージャスでしっかりとした味わい。濃い味の料理と合わせて◎
● シラー、サンジョベーゼ
　Syrah、Sangiovese
● イタリア
　Italy

イルボッロ ピアン・ディ・ノーヴァ
 IL BORRO PIAN DI NOVA 

¥12,760

RED

All prices are subject to consumption tax.  上記料金に別途、消費税を加算させていただきます。

● Grape Type  品種  ● Region/Country  地域／国

トマトソースや煮詰めたバルサミコ酢、ピッツアマルゲリータともぴったりです。
● マスカットベリーA
　Muscat Bailey A
● 日本
　Japan

了美ワイナリー マスカットベリーＡ
Ryomi Winery Muscat Bailey A

¥10,780

野いちご、さくらんぼなどを想わせる華やかな香り。フレッシュな酸味の赤ワイン。
● ピノ ノワール
　Pinot Noir
● フランス
　France

ブルゴーニュ オー・コート・ド・ボーヌ ピノノワール
Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Pinot Noir 

¥10,120

黒系果実の凝縮感と煮詰めたジャムのような甘味が丸みのある味わいが魅力です。
● テンプラニーリョ 
　Tempranillo
● スペイン
　Spain

トーレス アルトスイベリコス クリアンサ
Torres Altos Ibéricos Crianza

¥9,460

落ち着いた質感と控えめなタン二ンの中にスパイシーさを感じられる赤ワイン。
● ピノ ノワール
　Pinot Noir
● ニュージーランド
　New Zealand

ボートジェットベイ マールボロ ピノノワール
Boatshed Bay Marlborough Pinot Noir 

¥8,910

豊かな風味に煙草のニュアンスも加わり、重すぎず渋すぎず上品な味わい。 
● メルロー、カベルネフラン
　Merlot、Cabernet Franc
● フランス
　France

シャトーフォンガバン
Chateau fongaban

¥8,250

メルロー100%のフルボディで、なめらかな口当たりと甘みを感じられる妖艶な味わいです。
● メルロー
　Merlot
● イタリア
　Italy

サンマルツァーノ M メルロー 2019
 2019 M Merlot San Marzano 

¥10,980



熟したプラムのアロマとしっかりとした味わい。飲みやすく酸のバランスも◎
● ネロ・ダヴォラ
　Nero d’Avola
● イタリア
　Italy

レ カゼマッテ ネロタヴォラ
Le Casematte Nero d'Avola

¥6,820

カカオやコーヒーの風味とチェリーのような酸味、しなやかなタンニンも心地よい。
● メルロー、カベルネソーヴィニヨン
　Merlot、Cabernet Sauvignon
● フランス
　France

シャトーケイラ
Chateau Cayla

¥5,940

カシスを想わせる凝縮した香りと余韻にラズベリーの風味。
● カベルネソーヴィニヨン
　Cabernet Sauvignon
● チリ
　Chile

パヌール カベルネソーヴィニヨン リザーブ オークエイジド
Panul Cabernet Sauvignon Reserve Oak Aged

¥5,610

RED

All prices are subject to consumption tax.  上記料金に別途、消費税を加算させていただきます。

● Grape Type  品種  ● Region/Country  地域／国

チェリーのニュアンスとバニラやオークの香りが調和した、親しみやすいメルロー。
● メルロー
　Merlot
● アメリカ
　America

スティムソン・エステートセラーズ メルロー
Stimson Estate Cellars Merlot    

¥5,280

生き生きとした果実味、なめらかなタンニンがバランスよく仕上がっています。
● シラー
　Syrah
● オーストラリア
　Australia

ロンズ ディル リッジ シラーズ
Lonsdale ridge shiraz 

¥4,620

ドライベリーやイチジクのアロマと程よいタンニンが調和。フルーティで上品なワイン。
● ピノタージュ
　Pinotage
● 南アフリカ
　South Africa

アフリカン ウィスパー ピノタージュ
African Whisper Pinotage

¥4,070

リッチで凝縮感のある果実味とチョコレートやスパイスを感じられる味わいで、余韻が長く続きます。
● マルベック、シラー
　Malbec、Syrah
● アルゼンチン
　Argentina

ティリア マルベック シラー ボデガス エメラルダ2020
2020 TILIA MALBEC SYRAH Bodegas Esmeralda

¥3,960

スミレのような軽やかな香りと引き締まった凝縮感を感じられるパワフルな赤ワイン。
● マルベック
　Malbec
● アルゼンチン
　Argentina

アンガロ マルベック
Angaro Malbec

¥3,850


