
手作りの甘酸っぱいロゼ泡

 Bugey Cerdon/Arain Renardat
  地域:サヴォア
  品種:ガメイ・プールサール
  フランス サヴォア地方の小さな村で
  僅かに造られるチャーミングな泡 グラス(105cc) ¥1000 (税込 ¥1100)
　お持ち帰りボトルはさらにお得！お持ち帰りボトル(750cc) ¥2400 (税込 ¥2640)

スタートは華やかにシャンパーニュで！ NV / Veuve Angely Brut
地域: シャンパーニュ
品種: シャルドネ、ピノノワール他
シャルドネの爽やかさ、ピノノワール、ムニエの芳醇さ。
バランスのとれた辛口シャンパーニュ。

グラス(105cc) ¥1280 (税込 ¥1382)

ボルドーは白ワインも美味しいんです！

地域: ボルドー 地域: ブルゴーニュ

品種: ソーヴィニヨンブラン主体 品種: シャルドネ
柑橘系の爽やかなフルーティーさ、 青リンゴやレモンが口の中で弾ける
飲めばスッキリ辛口。 ような溌剌としたシャルドネ

グラス(105cc) ¥800 (税込 ¥880) グラス(105cc) ¥900 (税込 ¥990)
お得なカラフェ(420cc) ¥3000 (税込 ¥3300) お得なカラフェ(420cc) ¥3350 (税込 ¥3685)

マスコミ嫌いのこだわりの生産者 樹齢８０年の古樹のムルソー
　　　　自然派らしいピュアな果実味 ☆ハーフサイズのグラスもございます！
  '19 Mer et Coquillages   '19 Meursault V.V.

/ Julien Meyer / Alain Patriarche
地域: アルザス 地域: ブルゴーニュ
品種: シルヴァネール主体 品種: シャルドネ
口に含むとグレープフルーツの 夫婦二人三脚で造るムルソー。
酸味からトロピカルフルーツの味わい 柑橘のフレッシュさの中にリッチで
へと広がる、フルーツバスケット！ 香ばしいバターの風味。

ハーフグラス(55cc) ¥900 (税込 ¥990)
グラス(105cc) ¥1100 (税込 ¥1210) グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1760)

お得なカラフェ(420cc) ¥4100 (税込 ¥4510) お得なカラフェ(420cc) ¥6000 (税込 ¥6600)

アルザス自然派の遅摘みワイン 甘口ワイン最高峰ソーテルヌの貴腐ワイン

 '03 Riesling Vendanges Tardives
/Chrsitian Binner 　　　　/Sauternes
地域: アルザス 地域: ボルドー

品種: リースリング 品種: セミヨン・ソーヴィニヨンブラン

猛暑の2003年糖度が上がったぶどうを 貴腐ワインならではの濃厚な甘み
遅摘み、熟した果実、蜂蜜やバニラ 蜂蜜やアプリコットやタルトタタン
穏やかな酸と優しい甘み。 キャラメルのフィニッシュ・・完璧

グラス(30cc) ¥500 (税込 ¥550) グラス(30cc) ¥1400 (税込 ¥1540)

Vin Moelleux / 甘口ワイン

 '02 Chateau Suduiraut

Glasse Wine Menu グラスワインメニュー

Vin Blanc / 白ワイン

すっきりクリアーなシャブリ

 '20 Ch.du Pin　/ Bordeaux  '20 Chablis 　/Philippe Bouchard



優等生なカジュアルボルドー 南の太陽を一杯に浴びたジューシーな果実味

地域: ボルドー 地域: コート・デュ・ローヌ
品種: メルロー･カベルネソーヴィニヨン 品種: グルナッシュ、シラー
凝縮した赤いフルーツのアロマ 最小最強の共同組合"エステザルグ″
程よいタンニンでまろやかな味わい スミレのアロマとジューシーで

フレッシュな果実味。
グラス(105cc) ¥800 (税込 ¥880) グラス(105cc) ¥900 (税込 ¥990)

お得なカラフェ(420cc) ¥3000 (税込 ¥3300) お徳なカラフェ(420cc) ¥3350 (税込 ¥3685)

濃密で甘美、王道のボルドーの味わい ガメイの概念を覆す、恐るべきワイン！
'18 Ch Citran  '18 Morgon Côte du Py
    　　　　   / Haut-Médoc     　　　　　　　　   / Jean Foillard

地域: ボルドー 地域: ボジョレー

品種: カベルネソーヴィニヨン/メルロ 品種: ガメイ

格付けボルドーに匹敵する実力をもつ ダークチェリーやスミレの香り、豊かな
ＣＨシトラン、カシスやプラム、メン 果実味とピノノワールのように美しい
ソールの香る王道ボルドーワイン。 味わい。自然派の到達点。

グラス(105cc) ¥1200 (税込 ¥1320) グラス(105cc) ¥1300 (税込 ¥1430)
お徳なカラフェ(420cc) ¥4500 (税込 ¥4950) お徳なカラフェ(420cc) ¥4850 (税込 ¥5335)

ブルゴーニュ注目のＦ・マニャン 5級のランシュ･バージュとコラボ
☆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！
 '16 Gevrey Chambertin V.V.  '18 Berrys' Pauillac, 

/Frédéric Magnien by Ch. Lynch Bages
地域: ブルゴーニュ 地域: ボルドー

品種: ピノノワール 品種: カベルネ・ソーヴィニヨン主体
ジュヴレイ･シャンベルタンの特徴 英国のワイン商ＢＢＲとポイヤック５級
骨格の強さと古樹の凝縮感が見事に ランシュバージュのコラボ。ポイヤック
調和しています。 の味わいを見事に表現！

ハーフグラス(55cc) ¥900 (税込 ¥990) ハーフグラス(55cc) ¥900 (税込 ¥990)
グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1760) グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1760)

お徳なカラフェ(420cc) ¥6000 (税込 ¥6600) お得なカラフェ(420cc) ¥6000 (税込 ¥6600)

　　　　１２月はシャンパーニュフェアー
ヴーヴアンジェリーブリュット(シャルドネ･ピノノワール)
　　　　ボトル１０％オフ ￥8500→￥７６５０(8415税込み)
ジョゼミッシェルブリュットトラデション（ムニエ主体）
　　　　ボトル１０％オフ ￥8500→￥７６５０(8415税込み)

＜ソムリエセット＞
　(90cc×3杯 3960円相当) 　(90cc×4杯 6380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/白ワイン/赤ワイン ・シャンパーニュ/白ワイン/赤ワイン２種類

ソムリエおすすめ　 グラスワインセット
＜ビストロセット＞

¥3,300 ¥5,500

        /Bordeaux         /Estezargues

Vin Rouge/赤ワイン

 '17  Ch.du Pin  '18  Cotes du Rhone "La Naturee"


