
＜Ｃｈａｍｐａｇｎｅ＆Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ　シャンパーニュ＆スパークリングワイン＞
（価格はすべて税込）

【フランス】 グラス ハーフ ボトル

シャンパーニュ モエ・エ・シャンドン　ブリュット　アンペリアル　･　･　・　・　・　・　・ ¥6,000 ¥11,000
270年以上もシャンパーニュ地方に君臨する最高級メゾン。

バランスの良いエレガントな味わい。

シャンパーニュ モエ・エ・シャンドン　ブリュットアンペリアルロゼ　　･　･　・　・　・ ¥12,000
いきいきとした果実味がはっきり感じられます。

喉越しは柔かく、爽やかでしなやかな後味。

シャンパーニュ ペリエ・ジュエ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥12,000
シャルドネを主体とした白い花や柑橘類の豊かな香りと

繊細で華やかな味わい。

シャンパーニュ ポメリー ブリュット　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥9,000
フレッシュで力強い香り。みずみずしく洗練された味わいが特徴。

シャンパーニュ ランソン ブラックラベル ブリュット　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥5,000 ¥9,000
いきいきとした香りの広がり、トーストのニュアンスに加え

さまざまな花の蜜の香り。

【フランス】
クレマンアルザス クレマンダルザス キュベジュリアン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥1,000 ¥4,500

シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵を約18ヶ月間行う。　

透明感のある淡い黄色の色調が可憐で、ピノブランの相対的な

フィネスとピノオーセロワによる骨格が織り成す味わい。

クレマンロワール クレマンドロワール　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥4,500
クリーミーな泡立ち。柑橘系の若々しいフレッシュな風味

繊細でふっくらとした果実味のある上品な味わい。

【アメリカ】
スパークリング ジンファンデル　ＳＰ（甘口）　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,600

爽やかできめ細かな泡立ちと新鮮なイチゴや柑橘系のフルーツを

思わせる香り。バランスの良い酸味。

【オーストラリア】
スパークリング デ・ボルトリ　ロリマー　ブリュット　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥800 ¥3,000

はつらつとした泡の広がりとシャープな切れ味。

ドライ感が特徴のスパークリングワイン。

＜Ｗｈｉｔｅ　Ｗｉｎｅｓ　白ワイン＞

【フランス】 グラス ハーフ ボトル

アルザス トリンバック アルザス リースリング　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥1,100 ¥5,000
白桃や熟したグレープフルーツやレモンを思わせる爽快感。

ミネラルも感じる味わい。

アルザス トリンバック ケヴェルツトラミネール　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥1,200 ¥5,500
豊かで多彩なアロマと力強く複雑なブーケが特徴的。

ライチやスパイスを思わせる香り。



【フランス】
ブルゴーニュ ドメーヌ フェレ プイイ フュイッセ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥10,000

火打ち石を思わせるきりっと引き締まったスタイル。

強いミネラル感とシャープな印象が特徴的。

ブルゴーニュ オリビエルフレーブ ピュリニーモンラッシェ　･　･　・　・　・　・　・　・ ¥13,000
柑橘系の豊かな果実にトースト香を感じる非常に気品に満ちた

香りが特徴。

ブルゴーニュ ルイジャド ブルゴーニュ ブラン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥1,200 ¥5,500
新鮮な果実の洋なし、グレープフルーツや薫り高い花の香り

心地良い酸味。

ブルゴーニュ シャブリ・ウィリアムフェーブル　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥2,600
ピュアでクリーンでミネラル分たっぷり。心地良い飲み口と

フレッシュな酸味。

ブルゴーニュ ルイジャド コルトン シャルルマーニュ'08　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥28,000
力強くミネラルが豊富で、熟した果実と花、ペッパーやシナモンの

スパイシーな香り。

ロワール プイイ フュメ　パスカル・ジョリヴェ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥7,000
丸みがありフレーバーにあふれる辛口白ワイン。

ピュア、エレガント、ナチュラルな味わい。

ロワール ミュスカデ セーブルエ メーヌ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・¥800 ¥3,800
微かに黄金とグリーンがかった美しい色合いで

白い花の香りと新鮮なフルーツの香りが特徴。

ロワール サンセール クロ・デュ・ロワ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,500 ¥6,000
レモンやライムなどの柑橘類や青い林檎のフレッシュで爽やかな香り

ボルドー レ・ザルム・ド・ラグランジュ　白　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥7,500
透明感豊かな淡いレモンイエロー。花を思わせる柔らかな香りと柑橘の香り。

ボルドー クラレンドル ブラン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥4,500
セミヨン主体に造られた辛口の仕上がり。

白桃、グレープフルーツなどのの綺麗な薫り、なめらかな味わい。

ボルドー バロンドフィリップ ロートシルト　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥1,000 ¥4,000
アントゥル・ド・メーヌ地区。いきいきとした果実味と柑橘系の新鮮な果実の香り。

ボルドー シュバリエ ド レイソン ブラン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,800
輝きのある淡く緑がかった黄色の色調。

フルーツや花の繊細な香り。シュバリエ＝騎士の意味。

ボルドー シャトー ベルトラン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥1,000 ¥4,000
輝くようなゴールド色。凝縮感がある甘みを感じさせる

貴腐ワインならではの香り。　トロリとした濃縮感

ラングドックルーション ドメーヌ・レ・ロケレ ブラン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥900 ¥3,700
白桃、密、ミネラルの高貴な香り。味わいは厚みがあり

酸味とのバランスよく調和している。

ラングドックルーション ピクプール・ド・ピネ　ドメーヌ・ラ・グランゲット　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・¥800 ¥3,500
柑橘系のいきいきとしたアロマにしっかりとした酸が特徴。　



【イタリア】
サルディーニャ ヴェルメンティーノガルルーラ　ブラン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥4,000

トスカーナ ヴェルナッチャ　ディ　サンジミニャーノ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥4,500
淡い黄金色。やさしい花の香り、そしてアーモンドのような

心地良いほろ苦さが余韻として感じられる。

ピエモンテ ロエーロ　アルネィス　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥4,500

ヴェネト ソアベ クラシコ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥4,000
かすかに緑がかった美しい麦藁色。

白い花を思わせるデリケートな香りと繊細でいきいきとした酸味

アルトアディジェ州 カルタン ピノグリージョ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥4,000
光沢のある黄色。パイナップルやバナナ、完熟した西洋梨の

芳醇な香り。ふくよかで豊かな果実味。

ラツィオ州 フラスカティ スペリオーレ セッコ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,500
輝きを帯びた麦藁色、新鮮なフルーツの華やかな香り。　

酸と果実味がマイルドに調和。

【スペイン】

シエテシエテ７７　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,000
地元ソムリエ協会が「ベスト・ルエダ・ワイン」に選出した実力派ワイン。

上品な酸味に華やかな果実味が絶妙なバランス。

【アメリカ】

サイクルズ グラディエーター シャルドネ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,800
爽やかなフレッシュフルーツの香り。

バランスが良くスッキリ、クリアでシャープな味わい。

クロペガス ミツコズ・ヴィンヤード・シャルドネ　･　･　・　・　・　・　・　・　・ ¥8,000
コクがあり凝縮されたパワフルな味わいを持った、重みと濃厚さも備えたワイン。

【日本】

甲州　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥4,000
爽やかな柑橘香。フレッシュな酸味とともに甲州ブドウの持つ

心地良い渋味とはつらつとした酸味。

【オーストラリア】

デ・ボルトリ DBセミヨンシャルドネ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,000
セミヨンとシャルドネをバランス良くブレンドしたワイン。　

溌剌とした酸味と爽やかな味わい。

【ニュージーランド】

ウイザーヒルズ ソーヴィニヨン・ブラン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥5,000
薄くレモンがかったイエロー。ハーブやレモン、アカシアを思わせる香りを持つ

フレッシュでいきいきとした味わい。



＜Rose　Ｗｉｎｅｓ　ロゼワイン＞ グラス ハーフ ボトル

【フランス】
プロヴァンス コートドプロヴァンス　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,800

淡いサーモンピンク。南国フルーツや柑橘系のアロマ。

フレッシュさと心地良い酸味。

＜Red　Ｗｉｎｅｓ　赤ワイン＞ グラス ハーフ ボトル

【フランス】
南西地方 カオール　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥900 ¥4,000

しっかりとしたタンニンが心地良く広がる、柔かく口当たりの良いワイン。

ボルドー シャトー モーカイユ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥800 ¥4,000
程よい果実味と酸味のバランス。アタックは穏やかで飲み心地の良いワイン。

ボルドー シャトー・モンペラ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・¥1,200 ¥6,000
天才醸造家が手掛けるモダンボルドー。スムースでクリーミーな飲み心地。

ボルドー レ・パゴド・ド・コス13　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥15,000
ブラックベリーなど黒系果実の香り、シルキーなタンニンが広がる

エレガントな口当たり。

ボルドー シャトーカロンセギュール　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥32,000
メドック格付け3級。　深い色合いのガーネット色。

濃厚で力強さもある上品な印象の気品ある味わい。

ボルドー コーディア ボルドー クラレット　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥700 ¥3,500
赤い果実を思わせる豊かなアロマとタンニンが調味したエレガントな味わい。

ボルドー クロ デュ マルキ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥9,500
ボルドーで最も優れたワインの一つ。古典的な香りと深いコクのフルボディ。

ボルドー ローザン・ガシー　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥11,500
ボルドー格付け第2級。繊細でエレガント、骨格がしっかりとした

リッチで凝縮感のある味わい。

ボルドー シラーマルゴー プライベートリザーブ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,500
メドック地区の中でもワイン造りの中心地マルゴー産のワイン。

繊細でまろやかな味わい。

ボルドー ECHO ド ランシュバージュ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥13,000
エレガントでスパイシーな香りにシルキーなタンニンと柔かい口当たり。

ボルドー クロワゼ・バージュ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥15,000
メドック格付け5級。深みのある紫色に繊細でフルーティな香り。瑞々しい余韻。

ボルドー レ フィエフ ド ラグランジュ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥10,000
メドック格付け3級シャトー、ラグランジュのセカンドワイン。

深みのある赤色、肉厚で長い余韻。

ボルドー ルーケット　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,500
艶やかでシルキーな果実味と上質な酸味が調和。

ボルドー シャトー ラフルール ガザン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥9,500
上品でシルクを思わせる質感。力強くしなやかさも併せ持つ柔かい味わい。



ボルドー ムエックス　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・¥1,300 ¥6,500
輝くようなルビー色、黒い果実の香り、果実味に

フレッシュさが保たれたバランスの良いワイン。

ブルゴーニュ ブシャール ブルゴーニュ ルージュ ラヴィニ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・¥1,200 ¥6,000
果実の風味が豊かで、十分な奥行きと存在感を与えている。

きめの細かいタンニンが印象的。

【フランス】
ブルゴーニュ ミッシェル・グロ オートコートドニュイ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥7,500

透明度のあるきれいなルビー色。　チェリーやフランボワーズ

イチゴの果実の香り。甘美で柔らかなタンニンと余韻。

ブルゴーニュ ボジョレーヴィラージュシャムロワルイ・ラトゥール　･　･　・　・　・　・　・
ガメイ種を使用し、甘い香りとしっかりとした豊かな味わいに ¥3,000
仕上げられたスマートなワイン。

ブルゴーニュ ポマール　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥16,000
非常に丸みを帯び、豊満で柔かく、果実味豊かな特徴がある。

骨格のしっかりとしたブルゴーニュワイン。

ブルゴーニュ ブルゴーニュ'03 ルロワ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥9,500
熟したベリー系の果実と密を思わせる凝縮感。

ほどよい酸味が全体をバランス良くまとめている。

ブルゴーニュ ジュヴレ シャンベルタン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥2,000 ¥10,000
エレガントでありながら力強く、ミネラルも感じられるワイン。

様々な赤果実のアロマと少しスパイシーな香りを持つ。

ブルゴーニュ ルイジャド ブルゴーニュ ピノ・ノワール　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥1,300 ¥5,500
チェリーやラズベリー、花やスパイスの複雑な香りを持つ生き生きとした味わい。

ブルゴーニュ ミッシェル グロニュイ サンジョルジュ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥11,000
ラズベリーやチェリーのような果実味に冨み、ほど良いボディーが心地よい。

ローヌ ヌフ・デュ・パプ ルージュ・ラ・ベルナルディン　･　･　・　・　・　・　・　・　・ ¥12,000
凝縮感のあるまろやかで力強い味わい。スパイシーな風味。

しっかりとした密度を持ちながらも柔かい仕上がり。

ローヌ クレド・ボーカステル　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥9,000
グルナッシュとサンソーが色調・強さ・ソフトさを、ムールヴェドルとシラーが

熟成感を与えています。

ローヌ コート・デュ・リュベロン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥700 ¥3,000
熟したカシスやラズベリーを思わせる果実の香りやスパイシーな風味を持つ

芳醇で程よいコクのワインです。

【イタリア】
トスカーナ ルチェンテ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥7,000

熟したフルーツ、チョコレートと繊細なスパイスの香り。　柔らかな飲み心地。



【アメリカ】
カルフォルニア ドミナス　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥27,000

野いちごやカシスの果実味に、取れたてアーモンドのフレッシュで香ばしいニュアンス。

柔らかな甘いキャラメルの風味を伴った非常に繊細な口当たり。

黒系ベリー、ココア、セージの風味。上品で長い余韻。

カルフォルニア オーパスワン'10　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥50,000
ナパとボルドーを代表する偉大な生産者が手がける「不朽の名作」

世界最強のジョイントワイン。

カベルネ・ソヴィニヨンを主体にしたエレガントで複雑な香りと深みのある味わい。

カルフォルニア カレラ ピノ・ノワール セントラル・コースト　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥10,000
カリフォルニアのシンデレラワイン、カレラのスタンダード ピノ・ノワール。

ベリー香とスパイシーなアロマが特徴。

【スペイン】

セニョーリオ・デ・ルーラ テンプラニ-リョ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,000
フルーツフレーバーを持つ力強い仕上がり、酸味とタンニンの絶妙なバランス。

【日本】

桔梗が原メルロー　メルシャン　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥20,000
ブルーベリーやプルーンなど赤から黒い果実香とともに樽育成由来の

アーモンドやカカオ、また若干のスパイスを感じます。

マスカット　ベリーＡ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥4,000
日本固有品種「マスカット・ベリーA」の華やかな香りと果実感のある心地良い味わい。

【オーストラリア】

デ・ボルトリ DBシラーズ･カベルネ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥3,000
完熟ベリーのコク、フルーティな果実味。ほのかなミント系ハーブの香り。

バランスの良い味わい。

ミトロ・サヴィター シラーズ　･　･　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・ ¥11,000
深いガーネット紫色。木の樹皮、肉、タバコ、黒トリュフに、暖かい桑の実、

ブラックプラム、サンダルウッドのかすかな香りがプラスされている。


