
アスティ スプマンテ Asti Spumante （甘口）
ライチ、マスカットのようなフルーティーな香り（イタリア）

スパークリング Vin Mousseux

¥5,200

クレマン•タルザス ブリュット Cremant d  Alsace brut（P•Brecht） ¥6,000
フルーティーさに香ばしさ、溌刺とした味わい、お食事全般でお楽しみ頂けます（フランス）

タルターニ ヴィンヤーズ ブリュット•タシェ ロゼ
Taltarni Vineyards Brut Tache Rose
柑橘系の香りやピーチ、ベリー系の果実にイースト香の複雑さを兼ね備えています（オーストラリア）

¥6,500

シャンパーニュ Vin Champagne

Moet et  Chandon Brut Imperialc 
モエ•エ・シャンドン ブリュット インペリアル
青りんごの香り、酸味もマイルド、バランス良く飲みやすい

¥11,000

ヴーヴグリコ ポンサルダン イエローラベル
Veuve Clicquot Ponsardin Brut
酸味が強くどっしりとした味わい

¥13,000

G・H マム コルドンルージュ ブリュット
G・H Mumm cordon rouge brut（辛口）
洋梨の香りやイーストの香りが魅力的。ピノノワール主体。

¥13,000

ボランジェ ロゼ Bollinger Rose NV
イチゴやラズベリーの芳醇な香りに、重厚な味わいも兼ね備えています

¥14,500

¥18,000フィリポナ グラン ブラン ブリュット 
Phil ipponnat grand blanc brut 2004
一級、特級畑のシャルドネを100％使用、あの「クロ・デ・ゴワセ」の葡萄も入っています



コート デュ ローヌ ヴィラージュ キュヴェ サブリーヌ

柔らかな口当たり　黒胡椒やシナモン等のスパイス香が優しく寄り添います。（コート・デュ・ローヌ地方/グルナッシュ・シラー）

フランス赤ワイン Vins de Francaise Rouges

¥６,000

¥6,000

Hecht and bannier minervors’ 11
¥6,500

Bourgogne Pinot Noir Viei l les Vignes(J・Girardin) ’ 13 ¥ 9,000

Chateau Coutet  St -Emil ion’ 08 ¥9,500

¥10,000

Nuit Saint Georges Le Peti t  Arlot  ’ １３  (Ｄde Larlot ) ¥14,000

¥1６,000

Cotes du Rhone Vil lages cuvee SABRINE(A・Brunel）’ 11

トゥーレーヌ プルミエール ヴァンダンジュ
Touraine premiere vendange (Henry Marionnet) ’ 11
フレッシュなイチゴ　カシスを思わせるチャーミングな味わい。（ロワール地方/ガメイ）

エシュエ バニエ ミネルヴォア
まろやかなタンニンと凝縮感ある果実味で飲みごたえのある赤。　（ラングドック・ルーション地方/シラー・グルナッシュ）

バンドール インディア
Bandol India (Duperae Barrera) ’ 11
あのロマネコンティの古樽を使って熟成。果実の凝縮感とスパイスの複雑味が味わえる一本。  　(プロバンス地方/ムールヴェードル）

シャトー カントメルル

ブルゴーニュ ピノノワール ヴィエイユ ヴィーニュ

シャトー クーテ サンテミリオン グランクリュ

ニュイ・サン・ジョルジュ　ル・プティ・アルロ

ヴォルネイ プルミエクリュ “レ フルミエ”　

最高格付けアンジェリュスに囲まれた絶好のテロワール。まろやかな果実味ときめ細かいタンニンが心地良く、余韻が長い。　

ブラックチェリーやラズベリーなどの香り。上品な酸味が果実味に溶け込みなめらかな味わい。（ブルゴーニュ地方/ピノノワール）

非常に深みのある赤紫色。ドライプラムやダークチェリーのニュアンス。  　(ブルゴーニュ地方/ピノノワール）

モノポール「クロ・ド・ラルロ」の若樹を使用。凝縮したブラックチェリー香り。エネルギッシュで華やかな赤。  　(ブルゴーニュ地方/ピノノワール）

グランクリュ５級の格付けシャトー。リッチで華やかな果実味が感じられる上品な赤。（オーメドック地区/カベルネ・メルロー）

Chateau Cantemerle’ ０４ 

シャトー カロンセギュール ‘０４
Chateau Calon segur
グランクリュ３級の格付けシャトー。ハートのエチケットでも有名です。  　(サンテステフ村/カベルネ・メルロー）

Vornay 1er cru Les Fremiets” 08　（D Henri  Boil lot )

27,000

7,５00¥

¥



カジオーロ モンテプルチャーノ ダブルッツオ

熟した果実　スパイス香もあり余韻も長い　（アブルッツオ州/モンテプルチャーノ）

イタリア赤ワイン Vins de I tal ies Rouges

¥６,000

¥8,500

Barolo Serralunga D’ alba(Fontanafredda) ’ 11
¥1,1000

Bogle Pinot Noir ’ 13 ¥ 5,000

Verum Tinto’ １２ ¥5,000

¥6,000

Aramis white Label Shiraz’ １３  ¥６,５00

¥６,５00

CAGIOLO Montepuluciano d’ Abruzzo’ ０８

レ ディフェーゼ サッシカイア
Le Difese Sassicaia (Tenuta San Guido) ’ 1２
あのサッシカイアが醸造した弟分的なワイン まめらかで芳醇な味わい。（トスカーナ州/カベルネソーヴィニヨン/サンジョヴェーゼ）

バローロ セッラルンガ ダルバ
濃厚な色合い 成熟した赤い果実の他に干し草や紅茶のニュアンス　（ピエモンテ州/ネッビオーロ）

マアジ パッソ ドーブレ

ボーグル ピノノワール

ヴェルム ティント

アラミス ホワイトラベル シラーズ

ルパート&ロートシルト クラシック　

黒い果実 レッドペッパー バルサミコなどのスパイスと柔らかいタンニンが心地良い赤。（スペイン/テンプラニーリョ）　

チェリーやイチゴの優しい香りにクローヴやスミレのニュアンス。（カリフォルニア/ピノノワール）

名門のロスチャイルドと南アフリカの英雄ルパート家とのコラボ 熟した果実　 上品でなめらかなタンニン(南アフリカ/メルロー主体）

イタリアの名門”マアジ社”のアルゼンチン進出ワイン。濃厚な果実味（アルゼンチン/マルベック/コルヴィナ）

MASI Passo Doble’ １２ 

カレラ セントラルコースト ピノノワール
Calera Central  Coast  Pinot Noir ’ 13
紅茶の葉　赤い果実の優しい香り　（カリフォルニア・セントラルコースト/ピノノワール）

Rupert&RothChild Classique’ 13

８,５00¥

ニューワールド赤ワイン Vins de Nefe Mondes Rouges

熟したプラムジャムのような甘い香りとスパイシーでスモーキーな濃い味わい。　（オーストラリア/シラーズ）



コート ド ガスコーニュブラン
南西地方を代表する生産者  すっきりな中にトロピカルフルーツの香り。（ガスコーニュ地方/ソーヴィニヨン・グロマンサン）

フランス白ワイン Vins de Francaise Blancs

¥5,000

¥5,000

Chablis (Domaine Costal ) ’ 14 ¥5,500

¥８,５00

¥1１,000

¥1２,000

¥ 14,000

Cotes de gascogne blanc (Alain Brumonts)  ’ 11

ミュスカデ セーヴル エ メーヌ  シュールリー
Muscadet Sevre et  maine Sur Lie VV (Dominique Martin) ’ 11
柑橘系のフレッシュ感とシャープな酸が特徴的　暑い日にぴったりなワイン。（ロワール地方/ミュスカデ）

シャブリ　
白い花 シトラス系の香り　まろやかな酸味とミネラル感が心地よい白。　（シャブリ地区/シャルドネ）

フレッシュな柑橘系の香りと酸味　良質なミネラル感が心地よい白。（スペイン/ヴェルデホ）　

プイイ フュメ キュベ ポワフルーリー
Pouil ly Fume Cuvee bois de fleurie’ ０８ 
爽やかな酸味 キリッとした味わい。　ハーブ 薫製香が特徴（ロワール地方/ソーヴィニヨンブラン/すっきり辛口）

シャサーニュ モンラッシェ ブラン
Chassagne-Montrachet Blanc’ 13（D・Paul Pi l lot )

 
黄色の熟したフルーツの香りに樽のニュアンスが見事に調和した味わい。（シャサーニュモンラッシェ村/シャルドネ）

モレ・サン・ドニ “レ・ラレ” ブラン
Morey St-Denis “Les Larrets” 04 (F・Magnien)
骨格のしっかりした味わいと美しいミネラル感　レ・ラレは特級「クロ・デ・ランブレ」の真上にある村名畑。（ブルゴーニュ地方/シャルドネ）　

ピュリニー モンラッシェ ブラン
PUligny MontRachet” 13 (OLivier・LefLaive)
ピュリニーモンラッシェ最高の生産者。柑橘系の爽やかなアロマ。上質なミネラルとまろやかで気品溢れる味わい。（ブルゴーニュ地方/シャルドネ）　

ニューワールド 白ワイン Vins de Nefe Mondes Blancs

ヴィーニャ・サンソ・ヴェルデホ
Vina Sanzo Verdejo ‘１２(Val Sanzo)

Calera Central  Coast  Chardonnay” 13 
カレラ セントラルコースト シャルドネ
心地良いトースト香 造りの確かさを感じるワイン（カリフォルニア/シャルドネ）　

ドッグポイント ソーヴィニヨンブラン
Dog Point Sauvignon Blanc” 14 
元クラウディー・ベイの醸造長が造る白。マンゴーの熟した果実味や爽やかな酸味が印象的。（ニュージーランド/ソーヴィニヨンブラン）　

６,000¥

７,000¥

７,000¥




