


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)

ボルドーは白ワインも美味しいんです！ 南仏の小さな避暑地で愛されるワイン

 '14 Ch.du Pin/ Bordeaux  '16 Picpoul de Pinet
地域: ボルドー / Felines Jourdan
品種: ソーヴィニヨンブラン主体 地域: ラングドック

品種: ピクプール
柑橘系の爽やかなフルーティーさ、 白桃、グレープフルーツの香りの中に
飲めばスッキリ辛口。 僅かな潮の香りがシーフードに良く合う

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)

ブルゴーニュ帝王のカジュアルシャルドネアルザスから高貴な辛口リースリング

 '15 Grand Ardèche Chardonnay   '14 Riesling Grand Cru Kessler 
/ Louis Latour / Dom　Schlumberger
地域: コートデュローヌ 地域: アルザス
品種: シャルドネ 品種: リースリング
偉大な生産者であるルイ・ラトゥールが 作業困難な急斜面から生まれるワインは
南仏で造る程よく樽のきいたシャルドネ シトラスやジンジャー、フルーツのコン

ポート、火打石やミネラルを感じるシャ
ープな辛口。

グラス(105cc) ¥1100 (税込 ¥1188) グラス(105cc) ¥1300 (税込 ¥1404)
カラフェ(375cc) ¥4200 (税込 ¥4536) カラフェ(375cc) ¥5000 (税込 ¥5400)

最上の白、シャサーニュモンラッシェ デザートやチーズにもぴったりの極甘口！
☆ハーフサイズのグラスもございます！
  '15 Chassagne Montrachet   '07 Ch Filhot. / Sauternes

/ Bachelet-Monnot 地域: ボルドー・ソーテルヌ

地域: ブルゴーニュ 品種: セミヨン
品種: シャルドネ ソーヴィニヨンブラン他
シャルドネの最高峰、ブルゴーニュの 貴腐ワインの最高峰、ソーテルヌ
シャサーニュモンラッシェ。王道の これはまさしく飲めるデザート
辛口

ハーフグラス(55cc) ¥900 (税込 ¥972)
グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1728) グラス(40c) ¥1100 (税込 ¥1188)
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

Vin Blanc / 白ワイン



昔の南仏ワインに近いナチュラルな味 ２０１５年のグレートヴィンテージ

 '16 VdT Anathème

地域: ラングドック 地域: ボルドー
品種: アラモン・サンソー・カリニャン 品種: メルロー･カベルネフラン
昔の人々が仕事の合間に渇きを潤す 凝縮したプラムやスパイスに土っぽさ
ために飲んだスイスイ系ワイン。 これぞ、ヴァリューボルドー
南仏の土着品種を使用。 フレッシュな果実味。

グラス(105cc) ¥800 (税込 ¥864) グラス(105cc) ¥850 (税込 ¥918)
カラフェ(375cc) ¥3000 (税込 ¥3240) カラフェ(375cc) ¥3200 (税込 ¥3456)

実は格下げしたジュヴレイのお得なピノ フランスを代表する赤ワインの一つ
シャトー・ヌフ・ド・パプ

 '14 Bourgogne rouge  '14 Chateauneuf du Pape
/'Rene Leclerc / Girard du Boucou
地域: ブルゴーニュ 地域: コートデュローヌ
品種: ピノノワール 品種: ムールヴェードル・シラー等
ジュヴレイシャンベルタン村の ワイン好きなら是非知っておきたい！
トップドメーヌ。中身は格下げした 豊かな果実味と程よいタンニン。
ジュヴレイでお買い得！ スパイス感もあり長い余韻。
　

グラス(105cc) ¥1000 (税込 ¥1080) グラス(105cc) ¥1300 (税込 ¥1404)
カラフェ(375cc) ¥3800 (税込 ¥4104) カラフェ(375cc) ¥5200 (税込 ¥5616)

ブルゴーニュの隠れた優良アペラシオン シンデレラワインのテュヌヴァン氏が造る
☆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！
 '14 Morey St Denis Clos Solon  '12 Clos Badon Thunevin

/Christophe Bryczek /Saint-Emilion
地域: ブルゴーニュ 地域: ボルドー･サンテミリオン
品種: ピノノワール 品種: メルロー・カベルネフラン
ジュヴレイ･シャンベルタンとシャン あのヴァランドローのオーナーが
ボール2つの村にはさまれた好条件の 手がける。メルローの聖地サンテ
村。特別な畑「クロ･ソロン」 ミリオンらしく濃厚でエレガント。

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

ソムリエおすすめ　 グラスワインセット

Glasse Wine Menu グラスワインメニュー

Vin Rouge/赤ワイン

 '15 Maison Jean de Maubastit
         / Mont de Marie         /Bordeaux

＜ビストロセット＞ ＜ソムリエセット＞

¥3,000 ¥5,000



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/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


