
Italia≪イタリア≫ price

◆ カンティーネ・デル・レ 品種 トレビアーノ Glass ¥1,000

NV Cantine del Re CuveeBrut　 Bottle ¥4,800

イタリア土着品種トレビアーノを用いて作られた辛口ワイン。華やかな果実の香りにスッキリとした爽やかな味わい。

Bourgogne≪ブルゴーニュ/フランス≫

◆ ルイ・ピカメロ ヴァンムース ブラン・ド・ブラン 品種 シャルドネ Glass ¥1,300

NV LouisPicamelot　Blanc　de　Blancｓ トレビアーノ Bottle ¥6,500

白い花や柑橘類にスパイシーさが加わり、個性的なアロマが広がる辛口ワイン。柔らかな口当たりがチャーミングな味わい。

Chmpagne ≪シャンパーニュ/フランス≫

◆ テェタンジェ　ブリュット 品種 シャルドネ Half ¥7,000

NV Taittinger Brut Reserve ピノノワール、ピノムニエ ¥12,000

新鮮な果実味やハチミツの風味があり、いきいきとしてフレッシュな印象。爽快でバランスの取れた味わいが特徴。

◆ ルイ・ロデェレール 品種 シャルドネ ¥13,000

NV Louis Roederer ピノノワール、ピノムニエ

「世界で最も称賛されるシャンパーニュブランド」にて３年連続受賞ワイン。果実味と共にスパイシーさを長く楽しめるのが特徴。

◆ ヴーヴクリコ　イエローラベル 品種 シャルドネ ¥18,000

NV VeuveClicqot Brut ピノノワール、ピノムニエ

ライムやレモンなどの心地よい香りが感じられるワイン。バランスのとれた味わいで、爽やかさとフルーティーさが印象的。

　Wine
スパークリングワイン

　Vin effervescent

仕入れ状況により価格・ヴィンテージが

ワインリストと異なる場合がございます。



Bordaux≪ボルドー/フランス≫ price

◆ シャトー・デュバレイユブラン 品種 セミヨン ¥5,000

2020 chateau　du　barail　Blanc ソーヴィニヨンブラン

完熟した果実の風味を伴った繊細で滑らかな口当たりが特徴の辛口ワイン。

◆ クラレンドルブラン 　 品種 セミヨン、ミュスカデル ¥6,000

2020 Clarendelle　Blanc ソーヴィニヨンブラン

フルーツやアカシアの花の豊かな香りが特徴。ソーヴィニヨンブランの爽快さとセミヨンの重みを融合させた辛口ワイン。

◆ ラ クラルテ ド オーブリオン 品種 セミヨン ¥35,000

2018 La Clarte de Haut-Brion ソーヴィニヨンブラン

トロピカルフルーツのような溌剌とした果実味としっかりとした骨格が特徴のワイン。エレガントな余韻を長く感じられます。

Bourgogne≪ブルゴーニュ/フランス≫

◆ ブルゴーニュ　シャルドネ　ルイ・ジャドウ　 品種 シャルドネ ¥6,500

2018 Bourgogne　Chardonnay　Louis　Jadot

桃、洋ナシの中に白い花、さらにヴァニラの香りを微かに感じる辛口ワイン。心地よい酸味とまろやかな味わい特徴。

◆ シャブリ　ウイリアム・フェヴレ 品種 シャルドネ ¥8,000

2020 Chablis　William　Fevre

フレッシュなレモンを思わせる爽快さや上品なアロマが香り、また豊かな味わいときれいな酸がバランス良いシャルドネワイン。

◆ プイィフュッセ　ルイ・ラトゥール 品種 シャルドネ ¥9,000

2020 Pouilly‐Fuisse　Louis-Ltour

オレンジ、リンゴ、洋ナシなどの果実味の中にグレープフルーツのような苦みを若干感じる重厚なシャルドネワイン。

◆ プイィフュッセ　シャトー・フュイセ 品種 シャルドネ ¥11,000

2020 Pouilly‐Fuisse　Chateau‐Fuisse

ふくよかでボリューム感のある果実味が広がりを見せ、ほんのり甘い上品な蜜のニュアンスが伴うエレガントなワイン。

◆ ムルソー　ルイ・ジャドウ 品種 シャルドネ ¥25,000

2019 Meursault　Louisーjadot

強い芳香、良く熟した果実味あふれる香味が口中に広がり、 とろみのある、なめらかな味わいが特徴。

◆ ムルソー　オリヴィエルフレーヴ 品種 シャルドネ ¥25,000

2020 Meursault　Olivier Leflaive

アーモンドとヘーゼルナッツの風味が特徴。ムルソー特有のクリーミーさとしっかりとしたミネラル感の余韻が続く。

◆ シャサーニュ・モンラッシユ オリヴィエルフレーヴ 品種 シャルドネ ¥27,000

2019 Chassagne-Montrachet　Olivier Leflaive　　

白桃やリンゴの果実香に重なる、バニラやバタースコッチの風味が印象的です。

Vin Blanc

Wine
白ワイン

仕入れ状況により価格・ヴィンテージが

ワインリストと異なる場合がございます。



Languedoc≪ラングドック/フランス≫ price

◆ エスカル　シャルドネ 品種 シャルドネ Glass ¥1,000

2020 Escale　Chardonnay Bottle ¥4,000

アプリコットやメロンを想わせるトロピカルな香りに、柔らかく滑らかな口当たりが広がるワイン。

◆ レ・ジャメル　ソーヴィニヨンブラン　 品種 ソーヴィニヨンブラン Glass ¥1,000

2019 Les　Jamelles　Sauvignon Blanc Bottle ¥4,000

熟したフルーツの感じとハーブの爽やかさの両方を楽しめる辛口白ワイン。適度な清涼感と酸味が特徴。

◆ ドメーヌ キャヴァリエ ソーヴィニヨン 品種 セミヨン ¥5,500

2016 Ch　Lascaux　Domaine　Cavalier　Blanc　 ソーヴィニヨンブラン

熟した柑橘類やカリンを思わせる甘い香りとドライで少し丸みのある口当たり、そしてボリューム感のある爽やかな酸が特徴。

Côtes du Rhône≪コートデュローヌ/フランス≫

◆ コート・デユ・ローヌ　ギガル 品種 ヴィオニエ、ルーサンヌ ¥4,500

2017 Côtes　du　Rhône　E,Guigal マルサンヌ、他

濃密でフルーティなアロマと、ふくよかなボリューム感が特徴。多種のお食事に合わせやすいワインです、

◆ レ・メゾニエクローズ・エルミタージュM・シャプテイエ 品種 マルサンヌ ¥8,000

2019 LesMeysonniers Crozes‐HermiyageM・Chapoutier

生産の９割が赤ワインであるエルミタージュで作られる白ワイン。しなやかでフレッシュな、厚みのある辛口が特徴です。

◇ シャプティエ コンドリュー インヴィターレ 品種 ヴィオニエ ¥20,000

2019 M.Chapoutier Condrieu Invitare

ローマ時代から続く古いワイン造りの歴史を持つ最高級白ワイン。ワインだけでも十分楽しめる１本。

Alsace≪アルザス/フランス≫

◆ トリンバック　リースリング 品種 リースリング ¥6,500

2020 Trimbach　Riesling

厳格なワイン法に則りながらリースリング100%で作られたワイン。透明感を伴ったキレのある風味が印象に残る。

◆ トリンバック　ゲヴェルツトラミネール 品種 ゲヴェルツトラミネール ¥7,000

2018 Trimbach　Gewurztraminer

フルーティーな中にスパイスも感じられる個性的なワイン。

Italia≪イタリア≫

◆ ポッジョレヴォルビ　ドンナルーチェ 品種 マルヴァジアデルラツィオ ¥6,000

2021 Donnaluce　poggio　le volpi　lazio グレコ、シャルドネ他

フルーツの中にアーモンドとバニラの風味が感じられる。しっかりとした果実味、凝縮感あふれ力強くエレガントな味わい。

New Zealand≪ニュージーランド≫

◆ ブランクキャンパス　リースリング 品種 リースリング ¥5,500

2013 Blank　Canvas　Riesling

フレッシュな果実の甘味の中に、ドライな酸味の後味を感じます。 9％という低アルコールもこのワインの特徴。



Argentina≪アルゼンチン≫ price

◆ ヴィダ　オーガニカ　シャルドネ 品種 シャルドネ ¥4,000

2020 VIDA　Organica　Chardonnay

有機栽培ぶどうを100％使用し、オーガニック認証機関の認定を取得したワイン。爽やかで絹の様な余韻が楽しめます。

USA≪アメリカ≫

◆ ダックホーン　ソーヴィニオンブラン　ナパバレー 品種 ソーヴィニヨンブラン ¥9,000

2021 Duckhorn　　NapaValley セミヨン

さわやかな酸が口に含んだ瞬間からフィニッシュまで清涼感を感じさせながらも、口中ではリッチな果実味に。

◆ シックス・エイト・ナインセラーズ”ホワイト” 品種 シャルドネ、セミヨン ¥9,000

2020 Six　Eight　Nine　White ソーヴィニヨンブラン

柔らかい口当たりに良く熟している凝縮した果実の風味の中に、穏やかな酸味とビターなアクセントがあるのが特徴。

◆ ラ・クレマ　ソノマコースト　シャルドネ 品種 シャルドネ ¥9,000

2019 La　Crema　Sonoma coast

爽やかな果実香の中に樽熟成による上品なニュアンスを感じます。ブルゴーニュ地方のシャルドネに似た上品な口当たり。

Japan≪日本≫

◆ アルガブランカ ピッパ 品種 甲州 ¥12,000

2018 Arvgabranca Pipa

醸造過程で糖や酸を補わず、ぶどう本来の成分を凝縮し、フレンチオーク樽中で6ヶ月間醗酵熟成しました。

◆ アルガブランカ イセハラ 品種 甲州 ¥14,000

2021 Arvgabranca Clareza

ピーチ・ライム・白い花のような香りを持ち、より強いアルマと重厚感を持ち、エレガントな印象です。



Bordaux≪ボルドー/フランス≫ price

◆ バロンロスチャイルド　ムートンカデルージュ 品種 メルロー、カベルネフラン ¥5,000

2019 Mouton　Cadet カベルネソーヴィニヨン

【ミディアムボディ】芳醇でしなやかな果実味をバニラの香りが包み込む格調高い味わい。

◆ シャトーラリヴェ　オーブリオン 品種 メルロー、カベルネフラン ¥12,000

2013 Ch Larrivet Haut-Brion カベルネソーヴィニヨン

【フルボディ】およそ1年半をかけ樽熟成が行われ、柔らかさの中にスパイシーもある繊細な仕上がりのワイン

◆ シャトー・ラグランジュ〈サンジュリアン〉 品種 メルロー ¥15,000

2017 Ch Lagrange　 Sint-Julien カベルネソーヴィニヨン

【ミディアムボディ】豊かな果実味と滑らかなタンニンが魅力のエレガントな味わい。

◆ レ・パゴド・ド・コス 品種 カベルネソーヴィニヨン ¥15,000

2013 Les Pagodes de Cos メルロー

【フルボディ】スパイスやチーズを思わせる個性的な印象が特徴的。タンニン分が豊富。

◆ シャトー・ダルマイヤック〈ポイヤック〉 品種 カベルネソーヴィニヨン ¥18,000

2017 Ch　Darmailhac  Pauillac メルロー、プティヴエルド、他

【ミディアムボディ】骨格のしっかりしたアタックから、中盤はクリーミーでサテンのように滑らかなボディ。

◆ シャトー・ディッサン〈マルゴー〉 品種 カベルネソーヴィニヨン ¥20,000

2018 Ch　D’issan    Margaux メルロー

【フルボディ】凝縮した果実味と骨格を備えた力強い赤ワイン。

◆ シャトー・シャススプリーン〈メドックムーリス〉 品種 カベルネソーヴィニヨン ¥22,000

2000 Ch　Chasse‐Spleen メルロー、プティヴエルド、他

【ミディアムボディ】豊富なタンニンと濃厚な果実の味わいが魅力のバランスに優れた仕上がり。

◆ クロ　ドュマルキ〈サンジュリアン〉 品種 カベルネソーヴィニヨン ¥24,000

2019 Clos　du  Marquis Sint-Julien メルロー、カベルネフラン、他

【フルボディ】土地の風土を表現する事に重きを置き、濃厚な果実味と奥行のある味わいを兼ね備えたワイン。

◇ シャトー・カロンセギュール〈サン・テステフ〉 品種 カベルネソーヴィニヨン ¥50,000

2017 Ch　Calon　Segur メルロー、カベルネフラン、他

2018 【フルボディ】クラシカルスタイルを貫き、格付け以上の評価を誇る１本。濃く甘いタンニンが凝縮した果実味と共に広がる。

◇ シャトー・ピションロングヴィルバロン 品種 カベルネソーヴィニヨン ¥50,000

2013 Ch Pichon Longueville Baron メルロー、カベルネフラン、他

【フルボディ】クラシック＆モダンが融合したような、非常に滑らかな口当たりとフレッシュでパワフルな果実味が魅力

Wine
赤ワイン

Vin Rouge

仕入れ状況により価格・ヴィンテージが

ワインリストと異なる場合がございます。



Bourgogne≪ブルゴーニュ/フランス≫ price

◆ ピノノアール　ルイ・ジャドウ　 品種 ピノノワール ¥6,500

2016 Bourgogne　Pinot-Noir　Louis　Jadot

【ライトボディ】滑らかなタンニン、フレッシュな果実味、柔らかな酸が特徴のフルーティーなワイン。

◆ シャサーニュモンラッシェ　ルイ・ラトゥール 品種 ピノノワール ¥14,000

2018 Chassagne‐Montrachet　LouisLatour

【ライトボディ】ピュアでフレッシュな果実味が特徴のフルーティーなワイン。

◆ ジュヴレシャンベルタンコンフィロンコトティド 品種 ピノノワール ¥27,000

2016 Gevrey Chambertin　Confuron-Cotetidot

【ミディアムボディ】偉大な畑から生み出される引き締まった味わいの、バランスに優れた深みのある1本

◆ ヴォーヌロマネ　コンフュロンコトティド 品種 ピノノワール ¥27,000

2018 Vosne-Romanee　Confuron-Cotetidot

【フルボディ】ピノノワールの華やかさに、プラム、ブラックチェリーの様な力強いニュアンスのタンニンが特徴。

◇ オスピス・ド・ボーヌ　ポマール　 品種 ピノノワール ¥30,000

Hospices de Beaune POMMARD

2005 【ミディアムボディ】果実味、タンニンもしっかりとしたふくらみがあり、ほどよいコクが特徴。

◇ ヴォルネイ・プルミエ・クリュ　 品種 ピノノワール ¥30,000

2010 Volnay　１erCre Clos des angles

【フルボディ】古樹のブドウによる深いアロマと旨味溢れる仕上がり。高い評価を誇る知る人ぞ知る逸品。

◇ ジュヴレシャンベルタン　アルマンルソー 品種 ピノノワール ¥60,000

2004 Gevrey-Chambertin　Armand　Rousseau　

【フルボディ】ラズベリーやチェリーなど赤い果実のチャーミングなアロマ。果実味にピュアな酸味がのり、瑞々しい味わい。

Languedoc≪ラングドック/フランス≫

◆ エスカル　ピノ・ノアール 品種 ピノノワール Glass ¥1,000

2019 Escale　Pinot　Noir Bottle ¥4,000

【ミディアムボディ】ブラックベリーを思わせる豊かな香りとふくよかな甘い口当たりと心地よい余韻の残る果実味。

◆ レ・ジャメル　カベルネソーヴィニヨン　 品種 カベルネソーヴィニヨン Glass ¥1,000

2019 Les　Jamelles　Cabernet　Sauvignon Bottle ¥4,000

【フルボディ】赤い果実の中にスパイシーさが組み合わさった香り。フルボディながらもタンニンは柔らか。

◆ ドメーヌ　キャヴァリエルージュ　有機栽培 品種 カベルネソーヴィニヨン ¥7,000

2019 Ch　Lascaux　Domaine　Cavalier　Rouge　 シラー、メルロー

【ミディアムボディ】フレッシュなモダンな味わいを表現し、爽やかな果実味の中にシラーの深さを感じるワイン。

Rhône≪ローヌ/フランス≫ price

◆ ヴァン・ド・ペイ・ド・メディテラネ 品種 グルナッシュ ¥7,000

2020 Vin de Pays de Mediterranee

【フルボディ】オーガニック認証されたぶどうを使用。赤ワインの渋みやえぐみを全く感じないピュアな味わい。

◆ Eギガル ジゴンダス 品種 グルナッシュ Half ¥5,000

2019 Gigondas シラー、ムールヴェードル ¥9,000

【フルボディ】完熟したグルナッシュを中心に仕込まれた、華やかなな香りと味わいが広がるワイン。



Côtes du Rhône≪コートデュローヌ/フランス≫

◆ レ・メゾニエクローズ・エルミタージュ 品種 シラー ¥9,000

2018 LesMeysonniers　Crozes‐Hermiyage

【フルボディ】肉厚なタンニン、花、黒系果実を想わせる香り、そしてエレガンスを兼ね備えたワイン。

◆ ジャンルイシャブセレクション　サンジョセフ 品種 シラー ¥10,000

2019 J-L CHAVE SELECTION SAINT-JOSEPH

【フルボディ】エレガントさピュアさ、透明感、凝縮感にタンニンが調和する優れたバランスが魅力

◆ シャトーヌッフドパブ　ラ・ベルナデェン 品種 グルナッシュ ¥12,000

2016 Labernardine　Chateaunefuf　du-pape シラー、ムールヴェードル

【フルボディ】フルーティーなアロマの中にコーヒーやシナモンの様なスパイシーさ、ミネラル感も感るワイン。

◆ アランヴォージュ　コルナス　レシャイユ 品種 シラー ¥18,000

2020 Cornas Les Chailles Alain Voge

【フルボディ】プラムやチョコレートの香りが特徴で、凝縮感も強く、さらにスパイシーな余韻が長く続きます。

USA≪アメリカ≫

◆ カーニヴォ　ジンファンデル 品種 ジンファンデル ¥5,500

2019 Carnivor　Zinfandel　 カベルネソーヴィニヨン、他

【フルボディ】濃密で熟した果実の香りと、バニラや黒糖の様な甘い香りに加え、ほどよいタンニンと凝縮した果実味が特徴。

◆ カーニヴォ　カベルネソーヴィニヨン 品種 カベルネソーヴィニヨン ¥5,500

2019 Carnivor　CabernetSauvignon　 他

【フルボディ】驚くほど深くリッチな口当たりで果実感にあふれている。程よいタンニンと、余韻の長いスムースな口当たり。

◆ ケンダル・ジャクソン　ジンファンデル 品種 ジンファンデル ¥8,500

2020 Kendall‐Jackson　Zinfandel シラー、カリニャン、他

【ミディアムボディ】杉の香りとスパイスのアクセントが長く続き、魅惑的で余韻の非常に長いワイン。

◆ シックス・エイト・ナインセラーズ　　 品種 ジンファンデル、メルロー ¥9,000

2020 Six　Eight　Nine　NapaValley カベルネソーヴィニヨン、他

【フルボディ】赤系果実が溢れんばかりに広がり、ソフトなタンニンとスモークしたスパイス香を持つセクシーな後味が特徴。

◆ ナパハイランズ　カベルネソーヴィニヨン　 品種 カベルネソーヴィニヨン ¥12,000

2019 Nspa Highlands　Cabernet　Sauvignon プティヴェルド

【フルボディ】リッチで豊潤なだけでなく、上品さとバランスの良さを導き食事との楽しみが広がりやすいワイン。

◆ リッジ　ジンファンデル　パソロブレス 品種 ジンファンデル ¥14,000

2017 RIDGE 　Paso Robles Zinfandel

【フルボディ】新鮮な果実の風味は完熟したチェリーが口の中いっぱいに広がります

◇ オーパス・ワン 品種 ¥90,000

2016 Opus－One カベルネフラン、メルロー、他

【フルボディ】他を寄せつけない、最高級カリフォルニアワインとしてのその圧倒的存在感は全てのワイン愛好家の垂涎の的。

カベルネソーヴィニヨン



◆ Italia≪イタリア≫

2019 コルテ アダミ ヴァルポリチェッラ スペリオーレ 品種 コルヴィーナ ¥5,000

Corte　Adami　Valpolicella　Superiore コルヴィノーネ、ロンディネッラ

【ミディアムボディ】果実の爽やかさを持ちつつ、凝縮感がありブドウ由来の僅かに感じる甘みのある果実味が心地よいワイン。

◆ キャンティ　レ・チカーレディ　ヴィンチリアータ 品種 サンジョベーゼ ¥6,000

2019 Chianti　Le　Cicale　di　Vincigliata

【ミディアムボディ】透明感がすばらしく、ピュアな果実味とエレガントさが特徴のワイン。

◆ サンマルツァーノ　コレッツィオーネ 品種 プリミティーヴォ ¥6,500

 NV San　Marzano　Collezione ネグロアマーロ

【フルボディ】樹齢平均50年以上の古樹ブドウを使用し、力強いテクスチャーでありながら柔らかな味わい。

◆ ビアンデッレクエルチ ブルネロディモンタルチーノ 品種 ブルネッロ ¥9,000

2014 Pian　dell　Querci　Brunello　di　Montalcino

【フルボディ】豊かなタンニン、コク、力強さを感じる。バローロと並び、イタリアで最も名高い赤として有名。

◇ ガヤ　ダグロミス　バローロ 品種 ネビオーロ ¥30,000

2017 Gaja　Dagromis　BAROLO

【フルボディ】バローロの中でも力強い果実味とエレガントなタンニンによる、重厚な骨格が魅力。

Spain≪スペイン≫ price

◆ アンドレセ　イニエスタ　コラゾンロコ 品種 テンプラリニーニョ

2019 Andres　Iniesta　corazon Loco シラー ¥4,000

【ミディアムボディ】穏やかな酸となめらかなタンニンを持ち、フルーティーな香りも豊かで親しみやすいワイン。

Japan≪日本≫ price

◆ アルガーノ クラン 品種 マスカット・ベーリーA ¥5,000

2020 Arugano Clan

【ミディアムボディ】 ブラックベリー・イチゴのような香りを持ち、しっかりとした酸とタンニンが調和されています。

◆ アルガ レティーロ 品種 マスカット・ベーリーA ¥10,000

2019 Aruga Retiro

【ミディアムボディ】ブラックチェリーや紅茶のような香りを持ち、ぶどう本来のバランスを保っている１本。



◆ シャトーボーモン（フランス/ボルドー） 品種 メルロー,カベルネソーヴィニヨン ¥4,800

2018 Cｈ Beaumont プティヴェルド

【フルボディ】カベルネの力強さとメルロのしなやかさを併せ持ったワイン。果実味のあるバランスのとれた風味が特徴

◆ Eギガル ジゴンダス(フランス/コートデュローヌ） 品種 グルナッシュ ¥5,000

2019 Gigondas シラー、ムールヴェードル

【フルボディ】完熟したグルナッシュを中心に仕込まれた、華やかなな香りと味わいが広がるワイン。

◆ シャトードピバルノン(フランス/プロヴァンス) 品種 ムールヴェードル ¥10,000

2011 Chateau de Pibarnon グルナッシュ

【フルボディ】深みのあるルビー色で香りは華やか。黒系果実のアロマと、スパイシーなニュアンスもアクセント。

◆ シャトーヌフデュパブ ギガル(フランス/ローヌ)　 品種 グルナッシュ ¥10,000

2017 Chateauneuf-du-Pape / E.Guigal ムールヴェードル、シラー

【フルボディ】深みのある美しいガーネット色。よく熟した赤い果実のアロマ。複雑でリッチ、ボリュームの大きな味わい。

Half Bottle≪ハーフボトル≫


