


自然派のナチュラルなシャンパーニュ スペインのスパークリングワイン「カヴァ」

NV Brut Tradition / José Michel NV Xenius Brut / COVIDES
地域: シャンパーニュ 地域: スペイン
品種: ピノノワール、シャルドネ他 品種: マカベオ、チャレッロ、
古木のピノムニエ主体で繊細で パレリャーダ
キメ細かい泡立ち、ふんわりとした シャンパーニュと同じ瓶内二次
きれいな辛口。 醗酵で造る本格派！

グラス(105cc) ¥1280 (税込 ¥1382) グラス(105cc) ¥900 (税込 ¥972)
ボトル(750cc) ¥8500 (税込 ¥9180) ボトル(750cc) ¥4500 (税込 ¥4860)

ギンザシックス限定シャンパーニュカクテル
「ポワール･シャンパーニュ」

フルーツの貴婦人ラ・フランス！こだわりの
　　　　× 生産者「サン＆リブ」が山形産ラ・フランスの

もぎたてをその場で絞り、ジュースに。
贅沢にシャンパーニュで割りました。

シャンパーニュカクテル(105cc) ¥1580 (税込 ¥1706)
ジュースのみ(160cc) ¥800 (税込 ¥864)

ボルドーは白ワインも美味しいんです！ ロワール代表辛口白ワイン「ミュスカデ」

 '14 Ch.du Pin/ Bordeaux
地域: ボルドー /Domaine de la Foliette
品種: ソーヴィニヨンブラン主体 地域: ロワール

品種: ミュスカデ
柑橘系の爽やかなフルーティーさ、 澱と一緒に寝かせるシュール･リー製法
飲めばスッキリ辛口。 青リンゴのような爽やかさと旨みがある

ワインに！

グラス(105cc) ¥800 (税込 ¥864) グラス(105cc) ¥900 (税込 ¥972)
カラフェ(375cc) ¥3000 (税込 ¥3240) カラフェ(375cc) ¥3400 (税込 ¥3672)

世界NO１レストラン「ノーマ」でも人気！ブルゴーニュ注目のＦ・マニャンのムルソー
今までに飲んだことが無い新境地ワイン ☆ハーフサイズのグラスもございます！
 '14 Sancerre Skeveldra   '15 Meursault Peutes Vignes

/ Sebastien Riffault / Frédéric Magnien
地域: ロワール 地域: ブルゴーニュ
品種: ソーヴィニヨン・ブラン 品種: シャルドネ
超自然派、無農薬、酸化防止剤無添加 リッチなバター、黄色い花、ミネラル
焼き栗やリンゴの蜜、黒糖の香り 年間４０００本の貴重なムルソー
極限まで完熟させ貴腐化したブドウが
入った、濃厚な味わい。 ハーフグラス(55cc) ¥900 (税込 ¥972)

グラス(105cc) ¥1200 (税込 ¥1296) グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1728)
カラフェ(375cc) ¥4600 (税込 ¥4968) カラフェ(375cc) ¥6200 (税込 ¥6696)

Glasse Wine Menu グラスワインメニュー

 Champagne et Vin Mousseux/シャンパーニュ・スパークリングワイン

Poire Champagne

Vin Blanc / 白ワイン

 '16 Muscadet sèvre et Maine



かわいい豚ギャングに襲われてはいかが？優しく、スイスイ、それが自然派！

地域: ラングドック 地域: ロワール
品種: サンソー 品種: カベルネフラン
南仏の選りすぐりの造り手の中から ロワール自然派ではおなじみこのラベル
オザミのために特別に造られたワイン 引っかかりのない飲み心地のよさは
ピュアな赤い果実味！ 化学肥料、農薬を使わないから！

グラス(105cc) ¥800 (税込 ¥864) グラス(105cc) ¥900 (税込 ¥972)
カラフェ(375cc) ¥3000 (税込 ¥3240) カラフェ(375cc) ¥3400 (税込 ¥3672)

今、ビストロ一押しの造り手 ポイヤック村とサンジュリアン村に隣接！
華やかなナチュール(自然派)
 '16  V.d.F .G  '15 Ch Larose-Trintaudon 
　　/France Gonzalvez                       / Haut-Médoc

地域: ボジョレー 地域: ボルドー
品種: ガメイ 品種: カベルネソーヴィニヨン、メルロ
自然派の聖地ボジョレーから 凝縮した果実味とタンニンが調和した
フランス美女が造る物凄いワイン ブルジョワ級シャトー、最近評価も
まさにかわいいだけじゃないワイン！ ますます上がってます。
　

グラス(105cc) ¥1000 (税込 ¥1080) グラス(105cc) ¥1100 (税込 ¥1188)
カラフェ(375cc) ¥3800 (税込 ¥4104) カラフェ(375cc) ¥4200 (税込 ¥4536)

ルロワを理想に！ニュイサンジョルジュ ハートのラベルの実力派ボルドー
☆ハーフサイズのグラスもございます！ ☆ハーフサイズのグラスもございます！
 '15 "Nuits Saint Georges V.V.  '14 Le Marquis de Calon Ségur

/Frédéric Magnien /Saint-estèphe
地域: ブルゴーニュ 地域: ボルドー・サンテステフ村
品種: ピノノワール 品種: カベルネソーヴィニヨン、メルロ
あのルロワから栽培責任者が移籍 「ぶどう畑の王子」セギュール候が
ヴィエイユ・ヴィーニュ(古樹)の緻密 もっとも愛したシャトーとして有名。
で繊細、伸びのあるブルゴーニュ 華やかで甘美なフルボディ。

ハーフグラス(55cc) ¥850 (税込 ¥918) ハーフグラス(55cc) ¥900 (税込 ¥972)
グラス(105cc) ¥1550 (税込 ¥1674) グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1728)
カラフェ(375cc) ¥6000 (税込 ¥6480) カラフェ(375cc) ¥6200 (税込 ¥6696)

　(90cc×3杯 3600円相当) 　(90cc×4杯 5800円相当)　　　　　
料理に合わせたい方へ！ ワンランク上の厳選ワイン
・シャンパーニュ ・シャンパーニュ
・白ワイン ・白ワイン
・赤ワイン ・赤ワイン２種類

＜ビストロセット＞ ＜ソムリエセット＞

¥3,000 ¥5,000

ソムリエおすすめ　 グラスワインセット

 '16 VdF Cv Bous

Glasse Wine Menu グラスワインメニュー

Vin Rouge/赤ワイン

 '12 Epaule Jete Bourgueil
        /Soulie     /C et P Breton



シャンパーニュ/Champagne グラス（105ｃｃ） ¥1280 (税込 ¥1382)

生ビール/Draft beer

プレミアムモルツ 香るエール（300ｍｌ） ¥800 (税込 ¥864)

瓶ビール/Bottled beer 　オレンジやコリアンダー等の香り豊かなベルギービール

ヒューガルデン/Hoegaarden White (330ml) ¥980 (税込 ¥1058)

ノンアルコールビール/ALL FREE(サントリーオールフリー） ¥700 (税込 ¥756)

キール/Kir(白ワイン+カシスリキュール） ¥850 (税込 ¥918)

キールロワイヤル/Kir royal（シャンパーニュ+カシスリキュール） ¥1400 (税込 ¥1512)

ミモザ/Mimosa（シャンパーニュ+オレンジジュース） ¥1400 (税込 ¥1512)

シェリー　ティオペペ/Sherry TIO PEPE ¥800 (税込 ¥864)

　　　　　フランスの星付きレストランでも人気！

　　　　　アラン・ミリアの有機ブドウジュース/Jus de Raisin

　　　　　白ブドウ(シャルドネ)/Blanc ¥800 (税込 ¥864)

　　　　　赤ブドウ(シラー)/Rouge ¥800 (税込 ¥864)

ジンジャーエール/Ginger Ale ¥700 (税込 ¥756)

オランジーナ/Orangina ¥800 (税込 ¥864)

オレンジジュース/Jus d'Orange ¥650 (税込 ¥702)

ウーロン茶/Thé Oolong ¥550 (税込 ¥594)

アイスティ/Thé glacé ¥600 (税込 ¥648)

エビアン/Evian 　750ml ¥680 (税込 ¥734)

　　　　   　　 　1500ml ¥980 (税込 ¥1058)

ペリエ(プレーン・ライム)/Perrier　750ml ¥900 (税込 ¥972)

サンブノワ/Saint Benoit 1250ml ¥1000 (税込 ¥1080)

　　　　　　　　　　　Apéritifs/食前酒

Sans Alcool Menu ノンアルコールメニュー

L'eau minerale ミネラルウォーター

　(90cc×3杯 3600円相当) 　(90cc×4杯 5800円相当)　　　　　
料理に合わせたい方へ！ ワンランク上の厳選ワイン
・シャンパーニュ ・シャンパーニュ
・白ワイン ・白ワイン
・赤ワイン ・赤ワイン２種類

＜ビストロセット＞ ＜ソムリエセット＞

¥3,000 ¥5,000

ソムリエおすすめ　 グラスワインセット


