
五感で選ぶおすすめボトルワイン 税込価格

Wine List

【ﾎﾞﾙｺﾞ・ﾏｸﾞﾚｰﾄﾞ ﾌﾘｳﾗｰﾉ】    \4.730

・ﾌﾘｳﾘ､ｳﾞｪﾝrﾂｨｱ､ｼﾞｭｰﾘｱ州　　・ﾌﾘｳﾗｰﾉ100％
牧草やアーモンド、スパイスを思わせる濃厚な
アロマ。フルーティーかつミネラル感があり、
ﾊｰﾌﾞやｱｰﾓﾝﾄﾞのような余韻も長く楽しめます

【ｶﾘｰｺﾞ”ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ・ｺｯﾘｵ】    \5.060

・イタリアーヴェネツィア地方
・ソーヴィニョン100%
凝縮感のある香り、しっかりと、なめらかで
フレッシュ。後味にはエキゾチックなトロピ
カルフルーツを感じます。

【ディスペット・ロッソバルバネラ】    \4.620

・イタリア/トスカーナ州
・ ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ/ ﾋﾟﾘﾐﾃｨｰｳﾞｫ / ﾈﾛ・ﾀｰｳﾞｫﾗ
スミレがかったルビー色で赤い果実やシナモン
バニラなどの豊かな香り。
熟成途中で少し樽熟成

【“チャラ” シャルドネ】  \4.840

・イタリア　プーリア州
・シャルドネ100%
かすかにバニラを思わせる魅力的な香りがあり
味わいはなめらかで厚みがあります。凝縮感の
ある麦わら色。バナナやパイナップル、アーモ
ンド・ペーストのアロマ

クリーミーな泡が美味しい イタリアビール

モレッティ「ラ・ビアンカ」 836
少し濁りある黄金色のボディにフワフワの
泡、ホワイトビール独特の甘みある香りが
フワリと広がります。麦の旨味が広がり
ジックリと楽しめるイタリアビール

モレッティ「ラ・ロッサ」836
濃い琥珀色が特徴で、下面発酵のボックタ
イプ。アンバー系の味わい、フルーティな
味わいの中に麦のローストされた苦味が広
がります。後味がさっぱりしていて飲みや
すいことも特徴です。

【モンテプルチアーノ　ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ】  \5.280

・イタリア　アブルッツオ州

・モンテプルチアーノ
　濃いルビー色、赤果実と少々スパイシーな香り。
　ジュシーな果実味と力強い味わいまろやかな口
　当たりとしっかりしたタンニンに仕上がっています

【ムシータ・シラーDOC】 　　　　　 \4.290

・イタリア/シチリア/サレーミ
・シラー100％  
マセレーション後、マロラクティック発酵をしフ
レンチオーク樽にて8ヶ月熟成。色は真紅色。胡椒
系スパイスや軽やかな赤い果実の香り、野性味ある
しっかりとした酸味と果実味のバランスの良い

【ヒドゥン パール 】 　　　　　  \\4.180

・オーストラリア/サウス
・ｼﾗｰ65% ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ25% ﾒﾙﾛｰ10%
3品種を絶妙にブレンドした、綺麗な味わいでバランス
の取れた濃縮したフルーツの旨味が広がるおすすめの1本
ステンレスタンクで発酵し、熟成にはオークチップを使用
しています。

【フラスカーティ・セッコDOC】  　　\4.400

・ラィオ州　
・マルヴァジーア80％、ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉﾄｽｶｰﾉ20％
世界に知られているイタリアワインのひとつ。
洋ナシやリンゴの香りとフレッシュな味わいが特徴
です。果実味豊かで気軽に楽しめる白ワインです。
やや辛口



税込価格

泡

1.【名称】りんごのお酒
　　　　ボレ ダルモリック ドゥ シードル
【産地】ﾌﾗﾝｽ・ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰ地方
【品種】ブルターニュ産リンゴ
【味わい】アルコール2度の甘味果実酒

【解説】香り高いフルーティーなテイスト
　とすっきりとした味わいが特徴。食前酒
　としておすすめです。アルコール度数が
　低いのでお酒が苦手な方にもおすすめ。

Wine List

ボトル　4290

2.

【名称】甲州　酵母の泡
【産地】山梨県・勝沼
【品種】甲州100％
【味わい】柔らかい酸味と心地良いやや辛口

【解説】繊細な泡立ち、淡い黄金色の甲州
　種特有の上品な香りと三位のバランスが
　よく厚みと複雑な香りがやさしい口当た
　りでお料理と楽しむのに最適です

ボトル　5720

3.

【名称】マスティオ・デッラ・ロッジア グランキュヴェ

【産地】イタリア　ロンバルディーア州
【品種】ガルガーネガ
【味わい】繊細な泡立ちで、フルーティな辛口

【解説】ピーチやリンゴなどのフルーティ
　ーな味わいにミネラル感が豊富な辛口タ
　イプのスプマンテ

ボトル　4950

5.

【名称】ユベール・ド・クラマンジェ・シャンパーニュ
【産地】ﾌﾗﾝｽ・ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ地方
【品種】シャルドネ主体にピノ・ノワールとピノ・ムニエ
【味わい】生き生きとした果実味、辛口シャンパーニュ

【解説】きれいで豊かな泡立ち、芳香性の高い
　ﾚﾓﾝ、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ、花や白いﾌﾙｰﾂのｱﾛﾏ。
　ｴﾚｶﾞﾝﾄで溌剌とし、生き生きとした果実味の
　まったきれいな酸を伴う。ﾌｨﾆｯｼｭはﾄﾞﾗｲで素
　晴らしの純粋さを伴うクリアーで長い余韻！

ボトル　9900

6.【名称】テッレ　チェヴィコ　メトード　クラッシコ
【産地】イタリア　エミリアロマーニャ州
【品種】サンジョヴェーゼ
【味わい】ｻﾝｼﾞｮｳﾞｪｰｾﾞ種100％の白いスプマンテ！

【解説】年間約5000本の生産。ファエンツァ
とイーモラ丘陵地のサンジョヴェーゼ。発酵
温度を18℃に保ちながら約2週間の発酵の
後３～5ヵ月間シュルリーで静置。その後瓶
内で約14ヵ月の二次発酵を経てリリースされる。

ボトル　7810

7．

【名称】リオンド　プロセッコ　スパーゴ
【産地】イタリア・ヴェネト州
【品種】プロセッコ
【味わい】香り豊かで味わいと後口爽やかな辛口

【解説】微発泡ワインのフリッツァンテで
　ヴェネト特産のブドウ、プロセッコを使
　ったフレッシュで香り高く、細やかで軽
　い泡立ちのスパークリングワイン。

ボトル　6600

9.【名称】ミッレディ フランチャコルタ ブリュット
【産地】イタリア　ロンバルディア州
【品種】　シャルドネ100%

【味わい】イタリア高級シャンパーニュ方式

【解説】DOCGフランチャコルタ。ミレジマート単
　一年産100％。シャルドネ100％の1000日以上
　(36ヶ月以上)の熟成で造られるピラミッド・ボトル
　深いコクとキメの細かい泡立ちが素晴らしい。

ボトル　14850

8.【名称】カ・デル・ボスコ フランチャコルタ
　　　　キュヴェ・プレステージ　NV
【産地】イタリア　ロンバルディア州
【品種】シャルドネ75％、ピノビアンコ10％、ピノネロ15％

【味わい】トロピカルな香りと抜群な酸のバランス。

【解説】フランチャコルタの世界的名声を築
　いたカ・デル・ボスコの定番です。透明な
　ボトルから映し出される、気品あふれる光
　り輝く美しい金色。130以上の区画の自社畑
　から厳選したブドウのみを使用して造られます。

ボトル　12100

4.

【名称】ラルス　スプマンテ　ブリュット　
【産地】イタリア　エミリアロマーニャ州
【品種】トレビアーノ
【味わい】すっきりとした味わいの辛口

【解説】淡いレモンイエロー。レモンピー
　ルやグレープフルーツの香り。生き生き
　とした泡とキレのよい酸があり、余韻に
　はほのかにほろ苦さを感じます。

ボトル　5170

グラス　 990



税込価格

ロゼ

白

11【名称】Zui ズイ
【産地】イタリア　ラツィオ州
【品種】パッセリーナ
【味わい】爽やかな香りのやや甘口

【解説】白花や蜂蜜の様なニュアンス。フレ
　ッシュでミネラル、爽やかな果実味と程良
　い酸味があります。

ボトル　5335

グラス　1045

12 【名称】カスタノーヴェ　シャルドネ
【産地】イタリア　中部　アブルッツオ州
【品種】シャルドネ100%
【味わい】コクのある上品で爽やかな辛口

【解説】麦わらの黄色。リンゴ、洋梨、あと
　はマンゴーの様なトロピカルフルーツの香
　り。ミディアムボディで、口の中には優し
　く花と白果実の甘みが楽しめるワインです。

ボトル　5060

グラス　 990

14 【名称】レ コステ  2018 フェデリチ✌
【産地】イタリア　ラツィオ州
【品種】ヴェルメンティーノ100%
【味わい】エキゾチックでフルーティーな辛口

【解説】黄金色の葉脈を持つ淡い麦わら色、
　塩味のトーンに芳香のハーブの地中海の香
　花の香りとｱｰﾓﾝﾄﾞのような香りの余韻が◎

ボトル　6160

グラス  1100

13 【名称】マルヴィラ　ランゲ・ビアンコ
【産地】イタリア　ピエモンテ州
【品種】アルネイス主体、ファヴォリータ数％
【味わい】フレッシュで繊細な香りの辛口

【解説】グリーンの反射が鮮やかな、輝きの
　あるストローイエロー。柑橘系のフレッシ
　ュで繊細な香りと味わい。サラダやさっぱ
　りとしたお魚、お肉料理に合います。

ボトル　5500

グラス　 990

15 【名称】クルード・カタラット・ズィビッボ
【産地】イタリア　シチリア州
【品種】カタラット75%、ズィビッボ25%
【味わい】フレッシュでフルーティーなやや辛口

【解説】ラベルが特徴のオーガニックワイン
　トロピカルフルーツ、ニワトコの花、シト
　ラスの香り、味わいはパイナップルやマン
　ゴーなど熟した果実味が感じられる

ボトル　5170

16 【名称】ピノ ビアンコ フェルナンダカペッロ
【産地】北イタリア　フリウリ州
【品種】ピノ ビアンコ]
【味わい】程よい酸、フルーティーな辛口

【解説】緑がかった透明感のある黄色、若々
　しくすっきりとした味わい。華やかでフル
　ーティーな香、心地良い酸味とミネラル感
　が感じられる。

ボトル　5830

17

18

【名称】シャトー ラ バスティード
【産地】フランス　ボルドー地方
【品種】ソーヴィニョンブラン100%
【味わい】オーガニックで上品な爽やかな辛口

【解説】クリアで鮮やかな黄金色。
　ふくよかな果実味があり樽熟成由来のニュ
　アンスが強調されています、酸味と味のバ
　ランスが良いです。

ボトル　7040

【名称】ボルドーネ ヴィニョット
【産地】イタリア　ピエモンテ州
【品種】アルネイス100%
【味わい】蒸留酒の様なアクセントの余韻

【解説】ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾌﾙｰﾂの様なニュアンスに繊細
　なヴァニラのアクセントがあり、柔らかい
　口当たりと複雑な果実味、穏やかなボディ
　ーのあるバランスの良い酸味が楽しめます。

ボトル　8580

Wine List

【名称】バルドリーノ キアレット 2019 モンテ デル フラ
【産地】イタリア・ヴェネト・バルドリーノ
【品種】コルヴィーナ、ロンディネッラ、サンジョベーゼ
【味わい】『アントニオガッローニ』絶賛のロゼ！
　　　　抜群の完成度と幅広く料理と楽しめる辛口ロゼ

【解説】豊かなフローラルなアロマとタンジェリン
　オレンジとアプリコットの風味がある。甘美なニ
　ュアンスがあるが過剰な印象は無い。フィニッ
　シュにはスパイシーさがあり、非常に長い余韻
　と新鮮味を備えている」と絶賛しています！

ボトル　4950



税込価格

赤

Wine List

21 【名称】セクラ テッレ メルロー
【産地】イタリア　シチリア州 IGT
【品種】メルロー 100%
【味わい】ほんのりとフレッシュな口当たり

【解説】有機栽培で造る濃厚な赤ワイン！
 プラムの様な優しい果実感と飲みごたえを
 しっかり楽しめます！綺麗な酸味と濃厚な
 果実味と長い余韻がワインのポテンシャル
 の高さを証明します。

ボトル　5280

グラス　1100

22

23

【名称】テラス ドゥ ペレ ピノノワール
【産地】フランス　ランクドック地方
【品種】ピノノワール100%
【味わい】華やかな香り、フルーティー

【解説】赤果実の様なニュアンス、豊か
　な果実味と柔らかい口当たりがあり、
　フレッシュな味わいとシンプルなスタ
　イルで造られています。

ボトル　6270

グラス　1155

26

【名称】WW　Wine
【産地】イタリア　ラツィオ州
【品種】チェザネーゼ100％
【味わい】フルーティーでミディアムフル

【解説】ｶｼｽやﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ、ほのかなハーブ
　のアクセント。口当たりはドライでフ
　レッシュな果実味とほどよい酸味とタ
　ンニンに仕上がってます。2017 

ボトル　6050

グラス　1155

【名称】ｶｽﾀﾉｰｳﾞｪ モンテプルチアーノ　ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ
【産地】イタリア　 アブルッツオ州
【品種】モンテプルチアーノ
【味わい】時間とともに変化が楽しめます

【解説】濃いルビー色、赤果実と少々ス
　パイシーな香り。ジュシーな果実味と
　力強い味わいまろやかな口当たりとし
　っかりしたタンニンに仕上がっています。

ボトル　5280

27

28

【名称】ヴァルポリチェッラクラシコ ポジェット
【産地】北イタリア　ヴェネト州
【品種】ｺﾙｳﾞｨｰﾅ ｼﾞｪﾝﾃｨｰﾚ､ｺﾙｳﾞｨｰﾅｸﾞﾛｯｻ､ﾓﾘﾅｰﾗ
　ﾛﾝﾃﾞｨﾈｯﾗ､ｸﾛｱﾁｰﾅ､ｱﾝﾁｪﾛｯﾀ
【味わい】ﾌﾚｯｼｭでエレガントな繊細な仕上がり

【解説】フレッシュでチェリーやストロ
　ベリーの様な香りがあります。エレガ
　ントな口当たりとしなやかな果実味が
　特徴ですピノノワールの様な繊細な仕
　上がりになっています。

ボトル　902029

【名称】イルピニア アリアニコDOCダンティッケ
【産地】イタリア　カンパニーア州
【品種】アリアニコ100％
【味わい】しっかりした赤、フレンチ12か月熟成

【解説】スパイシーで赤果実の様な香り。
　口当たりがドライ滑らかい、リコリス
　やバニラの様なアクセントがあり、飲
　みごたえのある、タンニンと酸味が調和

ボトル　5830

24 【名称】エロス　カベルネソーヴィニヨン
【産地】イタリア　エミリアロマーニャ州
【品種】カベルネソーヴィニヨン100％
【味わい】凝縮した果実味で力強い味わい

【解説】熟した赤い果実、ハーブのニュ
　アンス。樽熟のバニラ、黒胡椒のスパ
　イスの香り。凝縮した果実味がベルベ
　ットのようなまろやかでバランスよく
　果実味。渋みは僅かに感じる程度。

ボトル　5500

グラス　1100

25 【名称】ランブルスコ・グラスパロッサ・ディ・
　　　　カステルヴェトロ・アマービレ(微発砲)
【産地】イタリア　エミリアロマーニャ州
【品種】カステルヴェトロ90%　、ﾏﾙｳﾞｫ・ｼﾞｪﾝﾃｨｰﾚ10％
【味わい】赤フリッツァンテ（微発泡赤ワイン）やや甘口

【解説】ランブルスコの中でも果実味や
　華やかさのあるグラスパロッサ・ディ・
　カステルヴェトロのアマービレ（半甘口
　）タイプです。

ボトル　4620

【名称】ラ セルヴァネッラ キャンティ クラシコ リゼルヴァ
【産地】イタリア・トスカーナ州・ポッジポンシ
【品種】サンジョヴェーゼ100% 
【味わい】タンニンと洗練された酸とのバランスが素晴らしい

【解説】イタリア赤ワインの代名詞！キャンテ
　ィ クラシコとして初めて単一畑のブドウだけ
　を使ったリゼルヴァ。深みのあるアロマには
　タバコや皮のニュアンスとともに成熟した果
　実の甘やかな香りが感じられます。

ボトル　7700

微発砲の甘口



税込価格

5

イタリアビール

Wine List

デザートワイン

世界三大貴腐ワイン

【名称】クロスター エーバーバッハ醸造所
　　　　 シュタインベルガー エアステ ラーゲ
【産地】ドイツ　ラインガウ
【品種】リースリング100%
【味わい】味わいは豊かでハチミツの風味がある

【解説】かつて修道僧によって開墾され、完成
　されたとされる葡萄畑、「シュタインベルク」。
　ラインガウ・リースリングの引き締まった酸味と
　エレガントでフルーティな風味が抜群です。

デザート

ワイングラス　990

【名称】カルム ド リューセック 2017　ハーフ
【産地】フランス ボルドー地方 ソーテルヌ地区
【品種】ｾﾐﾖﾝ 94%/ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ 3%/ﾐｭｽｶﾃﾞﾙ 3%
【味わい】デザートワインにお薦めの極甘口

【解説】フランスの貴腐ワイン銘醸地、ソーテルヌ
　格付け第1級シャトー・リューセックが手掛ける
　セカンドラベル。ソーヴィニヨン・ブラン特有の
　香りが広がり、トロピカルフルーツのアロマが感
　じられます。ハチミツのノートとほのかなスパイス
　香が重なり合う複雑な風味。

ボトル　5280
(ハーフ)

D1

グラッパ

低アルコール

【名称】ﾃﾞｨｽﾃｯﾚﾘｱ･ｸﾞｱﾙｺ　ｸﾞﾗｯﾊﾟ･アッラ･ルタ
【産地】イタリア　ピエモンテ州
【品種】ドルチェット、バルベーラ、ルタ
【味わい】ルタのアロマを感じ持続性の香り

【解説】非連続式蒸留後、蒸留所の畑にて
　栽培されたルタ（ヨモギ科のハーブ）を
　用いて香り付けを行う。心地よい苦味を
　ほのかに感じ、力強くもバランスの良い
　味わいです。アルコール度数49％。

グラス　770

ソーダ　880

リモンチェッロ
【名称】ﾌﾟﾛﾌｰﾐ・ﾃﾞｯﾗ・ｺｽﾃｨｴｰﾗ・アマルフィ
【産地】南イタリア・カンパーニャ州
【品種】アマルフィ・リモーネ100%
【味わい】ルタのアロマを感じ持続性の香り

【解説】地中海の温暖な気候で生まれた
　「アマルフィ産のリモーネ（レモン）」
　にこだわりを持ち、1,000年以上にもな
　る伝統的な手法でリモンチェッロを作り
　上げています。

ソーダ　880

D3

・モレッティ　ラ・ビアンカ（白ビール）    836
少し濁りある黄金色のボディにフワフワの泡、独特の甘みある香りが広がります。麦の旨味が広がりジックリと楽しめる

・モレッティ　ラ・ロッサ　（赤ビール）    836
麦の優しい甘さと、カラメルのような芳醇さが複雑に絡まった香りに仕上がっています。深みのある酸味と苦みを楽しめる

・モレッティ　リモーネ ラ・ドレル　（レモンビール）  836
低アルコール２%のレモンスカッシュのようなビール。カクテルのような飲み口の良い爽やかさ。

グラス　 770アペリティフ、デザートワインに極甘口のシェリー

・ カーディナル シスネロス ペドロヒメネス 15年 天日干しした葡萄(ペドロヒメネス)を使用
その際だった甘さは究極のデザートワイン。
濃厚なレーズンやプラム、黒飴の味わい



税込価格

6

ヴィンテージワイン

31. 【名称】ボデガス・サン・イシドロ　グランリゼルバ　1977     ボトル　15.400

　　【産地】スペイン・フミージャ

　　【品種】モナストレル(ムールヴェートル)100％

　　【味わい】赤・渋みがほど良く優しくまろやかなタイプ

　　【解説】モナストレルの品種から素晴らしいワインを造っています。標高700～800メートルの畑より。
　　　平均樹齢30年。アメリカンオークで２４ヵ月間熟成後、２４ヵ月間以上ビン熟成。バックヴィンテージは
　　　ビン熟成期間が長いこと。ビン詰め後今日まで、温度管理された熟成室で大切に貯蔵されていたものです。

32. 【名称】ボデガス・サン・イシドロ　グランリゼルバ　1989     ボトル 12.100

　　【産地】スペイン・フミージャ

　　【品種】モナストレル(ムールヴェートル)100％

　　【味わい】赤・渋みがほど良く優しくまろやかなタイプ

　　【解説】モナストレルの品種から素晴らしいワインを造っています。標高700～800メートルの畑より。
　　　平均樹齢30年。アメリカンオークで２４ヵ月間熟成後、２４ヵ月間以上ビン熟成。バックヴィンテージは
　　　ビン熟成期間が長いこと。ビン詰め後今日まで、温度管理された熟成室で大切に貯蔵されていたものです。

33. 【名称】シャトー・リオネル　フェーヴル　コルビエール・ルージュ　1999    ボトル 9.700

　　【産地】フランス・ラングドッグ＆ルーション地方

　　【品種】カリニャン(樹齢５０～７０年)50％、シラー40％、グルナッシュ10％

　　【味わい】赤・渋みがほど良く優しくまろやかなタイプ

　　 【解説】南仏オーガニックワインのパイオニア！今、飲み頃で輝いています！
　　　手頃に熟成の魅力に振れられる逸品！

34. 【名称】シュヴァリエ・クレルジュ　ブルゴーニュルージュ　1996    ボトル 10.670

　　【産地】フランス・ブルゴーニュ地方

　　【品種】ピノ・ノワール　100％

　　【味わい】赤・渋みが良く優しくまろやかなタイプ　　

　　【解説】ワイン生産者としての歴史を13世紀まで遡れるという、ブルゴーニュ随一の名家に生まれた
　　　パトリック・クレルジェは、一族のもとで修業を環重ねた後の1994年、自身のメゾン「セレクション・
　　　パトリック・クレルジェはをボーヌに設立しました。ブルゴーニュの当たり年1996年の熟成した
　　　ピノノワールの魅力を満喫することができます！

35. 【名称】シャトー フレーレ 2006　        ボトル 9.020

　　【産地】フランス / プルミエール・コート・ド・ボルドー

　　【品種】メルロー 60%/カベルネ・ソーヴィニヨン 30%/カベルネ・フラン 10%

　　【味わい】赤・渋みが良く優しくまろやかなタイプ　　

　　【解説】イチゴやベリーなどの赤果実の香りや、杉の香りの香りが広がります。
　　　　熟成したニュアンスが感じられ、タンニンは滑らかで心地よく果実味とのバランスが取れており
　　　　余韻の長いワインです。

Wine List



税込価格

ヴィンテージワイン

36.【名称】ルーデュモンLEA　セレクションオートコートドボーヌ　ルージュ　1993    ボトル 11.880

 　【産地】フランス・ブルゴーニュ地方コートドボーヌ地区

 　【品種】ピノ・ノワール　100％ 

 　【味わい】赤・渋みが良く優しくまろやかなタイプ

 　【解説】「レア・セレクション」とは、生産者からコストパフォーマンスが抜群なものだけを厳選して瓶買い
　　した蔵出し古酒。これぞまさしく、ブルゴーニュ古酒の“いいとこどり”！1990年というブルゴーニュの当たり
　　年だからこそ熟成し得た古酒！このまろやかさは「時」という魔法がかかった味わい。

37.【名称】シャトー・オー・ベルジェイ　 1997      ボトル 10.780

　 【産地】フランス・ボルドー地方グラーヴ地区ぺサックレオニャン

　 【品種】カベルネ・ソーヴィニオン　60％/　メルロー　40％

　 【味わい】赤・バランスがよく上品なフルボディ

　　【解説】クルティエとは、フランスのワイン仲介業の仕事師です。このセレクションは、ブルゴーニュの
　　クルティエ達とタイアップし、コストパフォーマンスの抜群のワインを“シュル・ピル”(ラベルを貼らない
　　ビン販売)で買い付けたもの。飲み頃の古酒を手頃な価格で。新しいワインの楽しみ方と言えます！

38. 【名称】シャトー・ヴィエイラ　2006       ボトル　9.680

　　【産地】フランス・ボルドー地方

　　【品種】メルロー30%、ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ30%

　　【味わい】赤・優しくまろやかなミディアムボディ

　　【解説】銘醸地ボルドー、1973年設立の家族経営シャトー。熟したプラムやチェリーを思わせるアロマ。
　　　 口当たりは柔らかく、まろやかな飲み心地。熟成による滑らかさがあり、綺麗な余韻が広がります。

39. 【名称】ムーラン・ド・シトラン　1998       ボトル 10.120

　　【産地】フランス・ボルドー地方　オー・メドック地区

　　【品種】カベルネソーヴィニオン・メルロー

　　【味わい】赤・バランスがよく上品なフルボディ

　　【解説】ＣＨシトランのセカンドワイン。ＣＨシトランよりは幾分ライトな味わいですが
　　　十分複雑なコクと豊かな果実味を持つ芳醇な赤ワインに仕上げられています。

40.【名称】ニコレッロ　ランゲ　ネッビオーロ　1999      ボトル 8.250

　 【産地】イタリア・ピエモンテ州ランゲ

　 【味わい】赤・渋みが良く優しくまろやかなタイプ

　 【解説】カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロは、伝統的手法で熟成したネッビオーロの美しさを表現する
　　「ピエモンテの巨匠」。ピエモンテ当り年、1999年産の飲み頃ネッビオーロ。イチゴやアセロラの果実香、
　　ハーブや珈琲、トリュフ、腐葉土殿香りが漂います。滑らかな舌触りが楽しめる貴重な一本。

Wine List



税込価格

ヴィンテージワイン

41. 【名称】バルバレスコ　ソリ　ヴァルグランデ 2005     ボトル 13.750

　　【産地】イタリア　ピエモンテ州

　　【品種】ネッビオーロ100％

　　【味わい】赤・むとしっかりとしたタンニンと心地よい酸のフルボディー

　　 【解説】大樽で48ヶ月行います。最後の12ヶ月間は全体の30％を225Lと500Lのフレンチバリックの新樽
　　　に移して熟成させています。タバコやペッパーのスパイシーで強いアロマ、なめし皮、ペッパー、チョコ
　　　レート、リコリスなどのフレイバーが感じられ、非常にバランスがよく、しっかりとストラクチャー

 

42. 【名称】ﾏｱｼﾞ ｺｽﾀｾﾗ アマローネ デッラ ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ ｸﾗｼｺ 2013   ボトル 15.950

　　【産地】イタリア　ヴェネト州 ヴァルポリチェッラ地区

　　【品種】コルヴィーナ70％、ロンディネッラ25％、モリナーラ5％

　　【味わい】赤・濃縮感、ヴォリュームと供に申し分無いワイン

　　 【解説】熟したチェリー、ジャムを想わせる濃厚な香りチョコレートのニュアンスあり。
　　　優しいタンニンでバランスの取れた、力強さと優雅さを兼ね備えたワイン。口中余韻が大変長い。
　　　35年は熟成可能。 

43. 【名称】マルゴー デュ シャトー マルゴー　2010      ボトル 35.750

　　【産地】フランス・ボルドー

　　【品種】メルロー50%、カベルネ・ソーヴィニヨン40%、プティ・ヴェルド10%

　　【味わい】赤・渋みが良く優しくまろやかなタイプ　　

　　【解説】優美なる『ボルドーの女王』と謳われ、５大シャトーの中で最も女性的と言われるシャトー。
　　　公式な初リリースは2009年、まだまだ市場ではほとんど見られない、シャトー・マルゴーが造る
　　　幻のサードワイン。

44.【名称】ワインの王バローロ  ルカ･ボジオ･バローロ　2015    ボトル 13.200

　 【産地】ｲﾀﾘｱ 地 方 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ 地 区 ﾊﾞﾛｰﾛ 村
　 【品種】ネッビオーロ　100％ 

　 【味わい】赤・フルボディー　　　

　 【解説】エレガントでしっかりとしたタンニンがあり、フルボディのストラクチャーによりバランスがよい
　　　オーク樽で36ヶ月間熟成。美しく輝く僅かにレンガ色を帯びたルビー色。熟れたチェリー、ラズベリー
　　　ドライフルーツ想わせる香りに、紅茶葉やドライフラワー、バニラや甘いスパイス、バルサミックな香り
　　　が広がり優美。口当たりは柔らかく、ふくよかな果実味に上質でまろやかな酸味が広がる。きめ細やかで
　　　緻密なタンニンとスパイスの長い余韻を堪能出来る赤ワインです。

45.【名称】ｱﾙﾃｨｰｶﾞ・ﾌｽﾃﾙ　ｴﾙﾐｰﾀ・ﾃﾞ・ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ　ｸﾞﾗﾝﾚｾﾙﾊﾞ 1998   ボトル 10.890

　 【産地】スペイン・エブロ
　 【品種】ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ 60%/ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 40%  

　 【味わい】赤・優しくまろやかなミディアムボディ　　　

　 【解説】熟成という魔法を感じることのできる20年古酒！90年代のワインながら生き生きとした果実味が
　　 魅力のスペインの古酒です。まろやかで柔らかい熟成感が魅力的！白カビチーズとよく合います

Wine List
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ノンアルコール

・有機　ホワイト　グレープジュース 【味わい】白・フルーティーで飲みやすい甘口

【解説】糖度の高いワイン醸造用のブドウを
 使ったワインのようなオーガニックジュース
 濃くて甘くブドウ本来のおいしさが生きてます

グラス　　770

・有機　レッド　グレープジュース

・ノンアルコールスパークリング
　　白・ロゼ

   【名称】Celeble　セレブル
　 【産地】日本

【味わい】フルーティーで飲みやすい甘口

【解説】アルコールを生成しない特殊な製法で
発酵させたぶどう果汁を使用。ワイン特有の酸
味やコクを実現しています。

ボトル　　1320
355ml

・能勢スパーク　ジンジャーエール

   【名称】能勢ジンジャーエール
　 【産地】大阪府　能勢町

【味わい】ピリッとした辛口
【解説】能勢ミネラルソーダのガス圧を維持しつつ、
生姜の風味をピリッとしっかり効かせた、
ちょっと大人向けの辛口ジンジャーエールです。

660

酒精強化ワイン

【名称】フランソワ・ペイロー ピノデシャラント
【産地】フランス・シャラント（コニャック地方）
【品種】有機栽培グリューナーフェルトリナー
【味わい】白・フルーティーで飲みやすい甘口

クラッシュアイスでオンザロック。デザートとよく合う香り豊かなワイン

・ピノ・デ・シャラント
【解説】発酵途中のブドウ果汁にコニャックを
　加え樽熟成して造る甘口の地酒のこと。蜂蜜
　のような甘い香りと濃厚な風味。フルーティ
　ーで飲みやすい甘さがありながらコニャック
　の上品な香りが漂う芸術的なワイン。

グラス　　990

ワイングラスで飲む日本酒
ワインを思わせる香りを楽しめる日本酒をご賞味ください

【名称】旭酒造 獺祭純米吟醸 45
【産地】日本・山口県
【品種】山田錦
【味わい】フルーティーで若干甘く、それでいて
 米の旨味もあって飲みごたえもある

・獺祭　純米大吟醸 45 旭酒造がワイングラスでお勧めする飲み方です！

【解説】最高の酒米といわれる山田錦を45%まで磨いて
 醸した純米大吟醸。きれいで新鮮な味と柔らかで繊細
 な香りが絶妙なバランスを保っています。

グラス　　1100

・獺祭　純米大吟醸 39 磨き三割九分
華やかな上立ち香と口に含んだときに見せる蜂蜜のようなきれいな甘み。

きれいな蜂蜜のような甘み、飲み込んだ後口はきれいに切れていきながらも長く続く余韻が最高
60cc

グラス　　1320

・獺祭　純米大吟醸 23 磨き二割三分  23%という極限まで磨いた最高の純米大吟醸 グラス　　1650

ワールドシングルモルト

【名称】ハイランドパーク12年
【産地】スコットランド
【味わい】フルーティーで濃厚なやや甘口

・ハイランドパーク12年
 

【解説】「北の巨人」と呼ばれる蒸留所。ハイラ
 ンドパーク12年は大変高い評価.
「ハイランド パーク」の入門編である12年は個性を
 強く主張していて、どのような飲み方でも素晴らし
 いおいしさが楽しめます。

グラス　　1100

【名称】ハイランドパーク12年
【産地】スコットランド　ハイランド
【味わい】ﾌﾙｰﾃｨｰな味わいにダイダイの香り

・ﾛｯﾎﾛｰﾓﾝﾄﾞ インチマリン 12年
 

【解説】ロッホローモンド蒸留所のみに見られる特徴
　で、独自のクーパレッジを持つ数少ない蒸留所のう
　ちの一つ。キャンディー、トフィーの甘さが加わる
　夏の日差しの下で刈られたばかりの草が、かすかに香る

グラス　　1100

Drink List　
税込価格



ビール 生ビール（プレミアムモルツ）

瓶ビール（モルツ）

オールフリー

836

836

605

カクテル ジン　　　(ジントニック・オレンジブロッサム)

ウォッカ　（スクリュードライバー・モスコミュール・ウォッカトニック）

ラム　　　(モヒート・ラムコーク・ジンジャーラム)

カシス　　(ｶｼｽｿｰﾀﾞ・ｶｼｽｵﾚﾝｼﾞ・ｶｼｽｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ・カーディナル)

ペシェ　 （ﾌｧｼﾞｰﾈｰﾌﾞﾙ・ﾋﾟｰﾁｳｰﾛﾝ・ﾋﾟｰﾁｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ）

カンパリ　(ｶﾝﾊﾟﾘｿｰﾀﾞ、ｶﾝﾊﾟﾘﾄﾆｯｸ・ｶﾝﾊﾟﾘｵﾚﾝｼﾞ・スプモーニ・ビアカンパリ)

サザンカンフォート　（サザンピーチ・サザントニック）

チンザノ ドライ・ロッソ

キールキールロワイヤル・スプリッツァー・ミモザ

シャンディーガフ・ビアスプリッツァー

770

770/880/770

780/880/880

770

770

770/770/880/880

935/880

770

990/880/990

990

Drink List

ウィスキー

ブラックニッカ    　　ﾓﾙﾄ・ｸﾞﾚｰﾝ　ノンピートモルトで、ほのかに甘い香りとすっきりした味わい　

知多　　                ｼﾝｸﾞﾙｸﾞﾚｰﾝ　　軽やかな味わいとほのかな甘い香りが特長です

碧 あお　              ブレンデッド　　　「世界５大ウイスキー」の原酒をブレンド

白州　　                ｼﾝｸﾞﾙﾓﾙ　　　 フレッシュな香り、爽やかで軽快なキレの良い味わい

山崎　　                ｼﾝｸﾞﾙﾓﾙ　　　 やわらかく華やかな香り、甘くなめらかな味わいが特長

響　　　                 ブレンデッド　　華やかな香りと、奥深くもやわらかな味わいが特長

 770

 880

 990

1100

1320

1540

※ソーダはプラス110

ソフトドリンク

オレンジジュース   440

グレープフルーツジュース  440

コーラ     550

能勢ジンジャーエール   660

ウーロン茶    440

(炭酸入りナチュラルミネラルウォーター)

サンペレグリノ　250ml   550

スルジーヴァ　  500ml   770

スルジーヴァ　  750ml   990

ブレンドコーヒー  550

エスプレッソ   660

ラテマキアート   715

宇治抹茶ラテ   715

紅茶    550

カプチーノ   715

税込価格




