< スパークリングワイン >
バル価格 スペインのスパークリングワイン
ラ・ロスカ カヴァ ブリュット
LA ROSCA CAVA BRUT

￥2,900

ぶどう品種：チャレッロ、マカベオ、パレリャーダ (XAL-LO,MACABEO,PARELLADA)
産地：ペネデス / スペイン (PENEDES / SPAIN)

優しい果実味とソフトな泡立ちのイタリアのスパークリング
ヴィーニャ・ディ・カルディナリ・ブリュット・ヴィーノ・スプマンテ
VIGNE DEL CARDINALI BRUT VINO SPUMANTE
ぶどう品種：ピノ・ビアンコ (PINOT BIANCO)
産地：ヴェネト / イタリア (VENETO / ITALIA)

フレッシュな果実味のスプマンテ
クオーレ・ディ・ヴィーノ
CUORE DI VINO CUVEE BRUT

￥3,500

￥3,900

ぶどう品種：トレッビアーノ (TREBBIANO)
産地：エミリア・ロマーニャ / イタリア (EMILIA-ROMAGNA/ ITALY)

和食の職人とのコラボレートで生まれたスパークリング
ジェイコブス クリーク “わ”
JACOB’ S CREEK “WA”

￥4,200

リンゴの蜜やアプリコットの香り、白い花のようなブーケ
シャトー・アントニャック クロズリー・デ・リ
CHATEU ANTUGNAC CLOSERIE des LYS N.V

￥5,500

ぶどう品種：シャルドネ、ピノ・ワール etc (CHARDONNAY,PINOT NOIR,etc)
産地：オーストラリア (AUSTRALIA)

ぶどう品種：モーザック、シャルドネ (MAUZAC,CHARDNAY）
産地：フランス (FRANCE)

コスパ抜群のシャンパーニュ
ガストン・シケ ブリュット・トラディシオン
GASTON CHIQUET BRUT TRADITION

￥7,500

ぶどう品種：ピノ・ムニエ、ピノ・ノワール、シャルドネ (PINOT MEUNIER,PINOT NOIR,CHARDONNAY)
産地：シャンパーニュ / フランス (CHAMPAGNE/ FRANCE)

シャンパーニュの代名詞
モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル
MOET＆CHANDON BRUT IMPERIAL

￥10,000

ぶどう品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ (CHARDONNAY,PINOT NOIR,PINOT MEUNIER)
産地：シャンパーニュ / フランス (CHAMPAGNE/ FRANCE)

お祝いに！洗練されたフィニッシュのシャンパーニュ
ヴーヴクリコ ポンサルダン ブリュット
VEUVE CLIQUOT PONSARDIN BRUT

￥12,500

ぶどう品種：ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ (PINOT NOIR,CHARDONNAY,Pinot Meunier)
産地 : シャンパーニュ / フランス (CHAMPAGNE/ FRANCE)

※表示価格は税抜価格です。別途消費税を頂戴致しております。

チリの安ウマ白ワイン！
クレアシオン 2014
CREACION

< 白ワイン >
￥2,800

ぶどう品種：シャルドネ (CHARDONNAY)
産地：D.O. セントラルヴァレー / チリ (D.O. CENTRAL VALLEY /CHILE)

フレッシュな味わいの飲みやすいタイプ
サンタ・ジュリア・フュージョン 2015
SANTA JULIA FUZION

￥3,000

バランスが良いライトリッチなタイプ
ＶＳＥ シャルドネ レゼルバ
VSE CHARDONNAY RESERVA

￥3,500

ぶどう品種：シュナンブラン、シャルドネ (CHENIN BLANC ,CHARDONNAY)
産地：アルゼンチン (ARGENTINA)

ぶどう品種：シャルドネ (CHARDONNAY)
産地：D.O アコンカグア・ヴァレー / チリ (D.O.ACONCAGUA VALLEY/CHILE)

タパスにパエリアに！なんでも合うスペインワイン
フエンテ ミラノ 2014
FUENTE MILANO 2014

￥3,900

爽やかな果実味と樽香が特徴的なシャルドネ
シュールダルク シャルドネ ヴィエイユ・ヴィーニュ
SIEUR D'ARQUES

￥3,900

ぶどう品種：ヴェルデホ、ヴィウラ (VERDEJO,VIURA)
産地：ルエダ / スペイン (RUEDA/ SPAIN)

ぶどう品種：シャルドネ (CHARDONNAY)
産地：ラングドッグ / フランス (Languedo/FRANCE)

ニュージーランドの美味しいソーヴィニヨン・ブラン
￥4,000
マナ バイ インヴィーヴォ マールボロ ソーヴィニヨンブラン 2014
MANA by INVIVO MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC 2014
ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン (SAUVIGNON BLANC)
産地：マールボロ / ニュージーランド (MARLBOROUGH/NEWZEALAND)

牡蠣の定番マリアージュ フランス大西洋側の産地
￥4,200
ラ・グルヌイユ ミュスカデ・セーヴェル・エ・メーヌ 2013
LA GRENOUILLE MUSCADET SÈVRE ET MAINE SUR LIE 2013
ぶどう品種：ミュスカデ (MUSCADET)
産地：ロワール / フランス (LOIRE/FRANCE)

※表示価格は税抜価格です。別途消費税を頂戴致しております。

< 白ワイン >
アルゼンチンのオーガニックシャルドネ
プレンタ・エステイト、シャルドネ、メンドーザ 2015
PULENTA ESTATE CHARDONNAY MENDOZA 2015
ぶどう品種：シャルドネ (CHARDONNAY)
産地：メンドーザ / アルゼンチン (MENDOZA / ARGENTINA)

牡蠣との相性抜群！アルザスのリースリング
ポール・ブルケール リースリング 2014
PAUL BRUCKERT RIESLING 2014
ぶどう品種：リースリング (RIESLING)
産地：アルザス / フランス (ALSACE / FRANCE)

￥4,500

￥4,500

シャルドネ本来の味を大切にした、ミネラル感あふれるシャブリ
ジャン・マルク・ブロカール シャブリ “サント・クレール” 2014
￥5,400
JEAN MARC BROCARD CHABLIS “Sainte Claire” 2014
ぶどう品種：シャルドネ (CHARDONNAY)
産地：ブルゴーニュ / フランス (BOURGOGNE / FRANCE)

日本を代表するブドウ品種
中央葡萄酒 グレイス 甲州 2015
GRACE “KOSYU”

￥5,500

ぶどう品種：甲州 (KOSYU)
産地：勝沼、山梨 / 日本 (KATSUNUMA,YAMANASHI / JAPAN)

芳香豊で、余韻を楽しめるワイン
チャートン ソーヴィニヨン・ブラン 2016
CHURTON SAUVIGNON BLANC2016

￥5,800

良く熟した果実と適度な樽の風味
ニュートン・ジョンソン “サウスエンド・シャルドネ” 2015
NEWTON JOHNSON “Southend Chardonnay” 2015

￥6,000

選りすぐりの畑から作られたシャブリ
ベリーズ シャブリ 2015
BB&R CHABLIS 2015 /COLOMBIER

￥6,800

ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン (SAUVIGNON BLANC)
産地：マールボロ / ニュージーランド (MARLBOROUGH/NEWZEALAND)

ぶどう品種：シャルドネ (CHARDONNAY)
産地：ケープ・サウス・コースト / 南アフリカ ( CAPE SOUTH COAST/ SOUTH AFRICA)

ぶどう品種：シャルドネ (CHARDONNAY)
産地：ブルゴーニュ / フランス ( BOURGOGNE / FRANCE)

※表示価格は税抜価格です。別途消費税を頂戴致しております。

< 赤ワイン >

バル価格
クレアシオン 2014
CREACION

￥2,800

ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン (CABERNET SAUVIGNON)
産地：D.O. セントラルヴァレー / チリ (D.O. CENTRAL VALLEY /CHILE)

優しい口当たりと果実味が豊かなピノ・ノワール
シーリッジ ピノ・ノワール 2013
SEARIDGE PINOT NOIR 2013

￥3,000

ぶどう品種：ピノ・ノワール (PINOT NOIR)
産地：カリフォルニア / アメリカ (CALIFORNIA/ U.S.A)

綺麗な酸味と果実味が有る
ロッカ・エ・フィーリ キアンティ 2013
ROCCA&FIGLI CHIANTI

￥3,900

スペインワインといえば
ベリーズ リオハ 2009
BERRYS RIOJA 2009

￥3,900

ぶどう品種：サンジョベーゼ (SANGIOVESE,etc)
産地：キアンティ / イタリア (CHIANTI/ITALY)

ぶどう品種：テンプラニーリョ (TEMPRANILLO)
産地：リオハ / スペイン (RIOJA/SPAIN)

熟した黒い果実と柔らかく優しい舌触り
カッシェロ・デル・ディアボロ・デビルズ・コレクション
CASILLERO DEI DIABLO DEBIL’ S COLLECTION

￥4,200

ぶどう品種：シラー、カルメネール、カベルネ・ソーヴィニヨン (SHIRAZ,CARMENERE,etc)
産地：DO ラペルヴァレー / チリ（PAPEL VALLEY/ CHILE)

お値打ちボルドーワイン
シャトー ジャケ ボルドー
CHATEU JACQUET BORDEAUX

ぶどう品種：メルロ主体 (MERLOT,etc)
産地：ボルドー / フランス (BORDEAUX/FRANCE)

￥4,500

※表示価格は税抜価格です。別途消費税を頂戴致しております。

< 赤ワイン >
絹のような舌触りと甘い余韻が魅力
ベリンジャー ファウンダーズ・エステート カベルネソーヴィニヨン
￥5,500
BERINGER FOUNDERS ESTATE CABERNET SAUVIGNON
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン (CABERNET SAUVIGNON)
産地：カリフォルニア / アメリカ (CALIFORNIA / U.S.A.)

オリエンタルスパイスの香りとベルベットのような喉越し
ファン・ヒル シルバーラベル
￥5,900
JUAN GIL SILVER LABEL 2013
ぶどう品種：モナストテル (MONASTRELL）
産地：DO フミーリア / スペイン（JUMILLA/ SPAIN)

リッチで鮮やかな香ばしさが口の中に広がります！
ソルジャンズ エステート マールボロ ピノ・ノワール 2013
￥6,500
SOLJANS ESTATE MARLBOROUGH PINOT NOIR
ぶどう品種：ピノ・ノワール (PINOT NOIR)
産地：マールボロ / ニュージーランド (MARLBOROUGH/NEWZEALAND)

日本と一番親密な町で優良な年にしか作られない “サクラ” ラベル
サクラ・シラーズ
￥7,000
WINDOWRIE ESTATE “Sakura Shiraz’’ 2013
ぶどう品種：シラーズ (SHIRAZR)
産地：カウラ / オーストラリア (COWRA/ AUSTRALIA)

スーパートスカーナの先駆者
レ・ヴォルテ・デル・オルネライア
LE VOLTE DELL`ORNELLAIA

￥8,000

ぶどう品種：メルロ、サンジョヴェーゼ、カヴェルネソーヴィニヨン
(MERLOT,SANGIOVESE,CABERNET SAUVIGNON)
産地：トスカーナ / イタリア (TOSCANA/ITALY)

日本人夫婦がニュージーランドで作ったオーガニックワイン
キムラセラーズ ピノ・ノワール 2014
￥12,000
KIMURA CELLERS PINOT NOIR 2014
ぶどう品種：ピノ・ノワール (PINOT NOIR)
産地：マールボロ / ニュージーランド (MARLBOROUGH / NEW ZEA LAND)

※表示価格は税抜価格です。別途消費税を頂戴致しております。

