
WINE LIST



Sparkling Wine

Chateau de  Montfort  Cremant  de  Loire  Brut  

シャトー  ド  モンフォール
クレマン  ド  ロワール  ブリュット

AOC クレマン ド ロワール / シュナンブラン、シャルドネ
シャトーを代表するスタンダードなキュヴェで、柔らかい白い果肉のフルーツ、
ブリオッシュのトースティな香りが楽しめる

5,000

Chateau Mercian  Japanese  sparkl ing wine
 “AWA” Hosaka  Muscat  Ba i ley  A  

シャトー  メルシャン
日本のあわ  穂坂マスカット  ベーリーＡ

日本 / マスカット ベーリーＡ
赤系果実の香りを感じる華やかなロゼスパークリング。
シャープな酸味とほのかな甘味

5,000

Fruit i ere  V in icole  D `Arboi s  Cremant  du  jura  Brut

フリュイティエール
ヴィルニコル  ダルボワ
クレマン  デュ  ジュラ  ブリュット

AOC クレマン ド ジュラ / シャルドネ、ピノ ノワール、サヴァニャン
厚みと複雑味を伴い、品種の特徴であるフルーティーでフローラルさがあり、
サンザシやレモンのニュアンスも感じられる

6,000

Albert  B ichot Cremant  de  Bourgogne Brut  Re serve

アルベール  ビショー
クレマン  ド  ブルゴーニュ

AOC クレマン ド ブルゴーニュ / シャルドネ、ピノ ノワール
柑橘類や白い花の香りがフレッシュでいきいきとした印象の
クリーンで繊細な味わい。美しい余韻を楽しめる辛口スパークリングワイン

7,000

champagne

 Driv ing under  the  influence  of  alcohol i s  s tr ictly  prohib i ted .

お車を運転される方の飲酒を固く禁じさせて頂きます

DRAPP IER  CARTE  D ’ OR BRUT

ドラピエ  カルト  ドール  ブリュット

ピノ ノワール、ピノ ムニエ、シャルドネ 
有機栽培から造られたピノ・ノワール種の豊かな
果実味が楽しめるシャンパーニュ

9,000

Chartogne Ta i llet  Cuvee  Sa inte  Anne  Brut

シャルトーニュ  タイエ
キュヴェ  サンタンヌ  ブリュット

ピノ ノワール、ピノ ムニエ、シャルドネ 
世界中で高い評価を受けている生産者です。
36 ヶ月の長期熟成から得られた複雑な香りと味わい

12,000

ROSE WINE

Louis  jadot Coteaux  Bourguignons  Rose

ルイジャド  コトーブルギニョン  ロゼ

AOC コトーブルギニョン / ガメイ
ブルゴーニュ産の厳選されたブドウから造られた、
イチゴやラズベリーの香りが心地よいフルーティな辛口ロゼワイン

4,500



WHITE Wine

 Driv ing under  the  influence  of  alcohol i s  s tr ictly  prohib i ted .

お車を運転される方の飲酒を固く禁じさせて頂きます

Chateau Des  I l laret s

シャトー  デ  ジラレ

A.O.C ベルジュラック / ソーヴィニヨンブラン・セミヨン
ベルジュラック地区にあるが、畑はボルドーのカスティヨン地区に極めて近く、
ソーヴィニヨンブラン主体のボルドースタイル

3,800

Cant ina  Valpol icella  Negrar  Soave  Clas s ico

ネグラーレ  ソアーヴェ  クラッシコ

ヴェネト州 / ガルガネーガ、トレッビアーノ、シャルドネ
古くからあるクラッシコ地区の畑から収穫されたガルガネーガを主体にし、
緑がかった麦わら色ですっきりとした辛口

4,200

Domeine  Z ind-Humbrecht  P inot  Blanc

ツィント  フンブレヒト  ピノブラン

AOC アルザス / ピノブラン、ピノオーセロワ
繊細な果実のアロマで、さっぱりとした梨、花梨、ハチミツも感じられる。
エレガントでシルキー、柔らかな口当たり

5,200

Domaine  Du  Pav illon Bourgogne Chardonnay

ドメーヌ  デュ  パヴィヨン
ブルゴーニュ  シャルドネ

AOC ブルゴーニュ / シャルドネ
柑橘の爽やかな香りにローストしたアーモンドやレーズンのような
ドライフルーツを思わせる香りも感じられ、複雑なアロマが楽しめる

5,800

Chateau Mercian  Oomori  R ie s l ing

シャトー  メルシャン  大森リースリング

秋田県横手市大森地区 / リースリング
フルーティな風味とキレのある爽やかな酸味とのバランスがよく、
しっかりとした酸をもつリースリング

5,800

Loui s  jadot  Bouzeron  Domaine  Gagey

ルイジャド  ブーズロン  ドメーヌ  ガジェ

AOC ブーズロン / アリゴテ ドレ
選りすぐりの「ドレ」と呼ばれるアリゴテを使用し、
アリゴテらしい豊かな酸味と白桃やシトラスを思わせる
フルーティな果実味とのバランスがとれた爽やかで豊かな味わい

6,200

WHITE Wine

Chataeu  Mercian  Mar iko Sauv ignon blanc

シャトー  メルシャン
椀子ソーヴィニヨン  ブラン

長野県上田市椀子ヴィンヤード / ソーヴィニヨンブラン
柑橘系の果実やパッションフルーツのアロマに加え、
ハーブのニュアンスを感じさせる爽やかな酸味が楽しめる

6,800

Fruit i ere  V in icole  D `Arboi s  Arboi s  Savagnin

フリュイティエール
ヴィルニコル  ダルボワ
アルボワ  サヴァニャン

AOC アルボワ / サヴァニャン
バニラ、軽くローストしたアーモンドの力強いアロマの素晴らしいワインは
ヴァン ジョーヌによく似たニュアンスを持っている。
サヴァニャンはジュラ地方特有のフレッシュなナッツとスパイスの複雑なトーンに、
軽やかさと繊細さをもたらす

7,500

Domaine  Z ind-Humbrecht
Gewurztraminer  Roche  Calcaire

ツィント  フンブレヒト
ゲヴュルツトラミネール
ロッシュ  カルケール

AOC アルザス / ゲヴュルツトラミネール
穏やかな花やスパイス、マンダリンの皮といった柑橘系のアロマ、
良い意味での重みがあり、引き締まった酸が中程度の甘味と
絶妙なバランスを生み出している

8,000

Loui s  jadot  Meursault

ルイジャド  ムルソー

AOC ムルソー / シャルドネ
ムルソーはシャルドネを栽培するには完璧といえる理想的な土壌（泥灰土）で、
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、
とろみのあるまろやかな味わい

11 ,000



red Wine

 Driv ing under  the  influence  of  alcohol i s  s tr ictly  prohib i ted .

お車を運転される方の飲酒を固く禁じさせて頂きます

Colomba B ianca V i te se  Nero d `avola

コロンバ  ビアンカ  ヴィテッセ
ネーロ  ダーヴォラ  オーガニック

DOC シチリア / ネーロ ダーヴォラ
イタリア最大級のオーガニック生産者で、手摘みで収穫されたブドウを使用した、
豊かな果実味とフレッシュな後味とのバランスに優れている

4,000

red Wine

Louis  jadot Bourgogne Cote  d `or

ルイジャド  ブルゴーニュ  コートドール

AOC ブルゴーニュ / ピノ ノワール
ブルゴーニュ コート ドールに認定された畑のワインと
ヴィラージュ級のワインをブレンドしています。
ピュアな果実味とスパイスの風味を伴ったコートドールのピノ ノワールの
繊細さと奥行きが感じられる

6,000

Chateau Mercian  Muscat  Ba i ley  A  YAMANASH I  JAPAN

シャトー  メルシャン
山梨マスカットベーリーＡ

山梨県国中地域 / マスカット ベーリーＡ
マスカット ベーリーＡは昭和初期に交雑された日本固有のブドウで
山梨県で広く栽培される。赤い果実を連想させる香りと程よい樽のニュアンスの
バランスが良いワイン

4,500

Markham v ineyards  Glas s  Mounta in  Merlot

マーカム  ヴィンヤーズ
グラスマウンテン  メルロー

カリフォルニア / メルロー
カリフォルニアの完熟ブドウから造られるふくよかで温かい味わい。
チェリーやプラムのアロマが重なり、タバコやスモーク香、
焼き立てのパンのような複雑なニュアンスが感じられる

4,800

The  Crusher  P inot  Noir

ドン  セバスチャーニ＆サンズ
ザ  クラッシャー  ピノノワール

カリフォルニア / ピノ ノワール、プティ シラー
明るく鮮やかなルビーレッド。ブラックチェリー、ルバーブ、上品な花束、
そこにかすかにスモーキーさとスパイスが加わります。
程よい酸、樽熟成（40％新樽）によるオーク由来の様々な香り。
複雑でバランスのとれた味わい

5,200

Monsanto Chiant i  Clas s ico

カステッロ  ディ  モンサント
キャンティ  クラッシコ

DOCG キャンティ クラシッコ / サンジョベーゼ、カナイオーロ、コロリーノ
大樽熟成に適していると考えられる畑のブドウを選んで
伝統的な醸造方法で造られます。心地よい酸と長い余韻がある調和のとれた味わい

5,800

Chateau Des  Jacques  Fleur ie

シャトー  デ  ジャック  フルーリー

AOC フルーリー / ガメイ
フルーリーは 10 あるクリュ ボージョレの一つ。
日当りに恵まれており、土壌は砂、石英、結晶などを含んだピンク色の花崗岩で
構成され、そこから果実味豊かでチャーミングでフェミニンなワインが産み出される

6,500

Domeine  Adel ie  Mercurey  En  P ierre  M illey

ドメーヌ  アデリー  メルキュレ
アン  ピエール  ミレ

AOC メルキュレ / ピノ ノワール
野イチゴやプラム、ピーチを思わせるフルーティなアロマが印象的。
キャンディのようなニュアンスが広がり、ビロードのような
なめらかさを持つ口当たりの良さ、長い余韻が特徴です

7,000

Penfolds  B IN2  Sh iraz  Mataro

ペンフォールズ  ビン 2  シラーズ  マタロ

サウスオーストラリア / シラーズ、マタロ（ムールヴェードル）
オーストラリアのテーブルワインの中でも珍しいブレンドスタイル。
クランベリー、レッドカラント、ルバーブなどのアロマとレースのような
タンニンが構造的な基盤となり、果実味と酸味のバランスが素晴らしい

7,800

Loui s  jadot  Aloxe-Corton

ルイジャド  アロース  コルトン

AOC アロース コルトン / ピノノワール
畑は段状標高 250 ～ 350m、南東向きで太陽光に恵まれています。
土壌は石灰粘土質で、凝縮した果実やスパイスの風味、
しっかりとしたタンニンが感じられる非常にエレガントなワイン

11 ,000


