
レモンを想わせる爽やかシャンパーニュ スペインのスパークリングワイン「カヴァ」
NV / Veuve Angely Brut NV Brut Nature Reserva / Kairus 

地域: シャンパーニュ 地域: スペイン
品種: シャルドネ、ピノノワール他 品種: マカベオ、チャレッロ、
シャルドネの爽やかさ、ピノノワール、 パレリャーダ
ムニエの芳醇さ。バランスのとれた シャンパーニュと同じ瓶内二次
辛口シャンパーニュ。 醗酵で造る本格派！

グラス(105cc) ¥1280 (税込 ¥1408) グラス(105cc) ¥900 (税込 ¥990)
ボトル(750cc) ¥8500 (税込 ¥9350) ボトル(750cc) ¥4500 (税込 ¥4950)

Vin Blanc / 白ワイン

　ボルドーは白ワインも美味しいんです！

　　　　　　　 地域: ボルドー

品種: ソーヴィニヨンブラン主体
柑橘系の爽やかなフルーティーさ、
飲めばスッキリ辛口。

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

世界NO１レストラン「ノーマ」でも人気！
　　　　　　辛口白ワインミュスカデ 今までに飲んだことが無い新境地ワイン

 '14 Sancerre Skeveldra 
/Bonnet Huteau / Sebastien Riffault 
地域: ロワール 地域: ロワール
品種: ミュスカデ 品種: ソーヴィニヨン・ブラン
ミュスカデの中でも鉱物を多く 超自然派、無農薬、酸化防止剤無添加
含む土壌、ミネラルそして凝縮感の 焼き栗やリンゴの蜜の香り。極限まで
ある果実味とキレ味。 完熟、貴腐化したブドウが入り濃厚。

グラス(105cc) ¥900 (税込 ¥990) グラス(105cc) ¥1200 (税込 ¥1320)
お得なカラフェ(420cc) ¥3350 (税込 ¥3685) お得なカラフェ(420cc) ¥4500 (税込 ¥4950)

飲むべきワイン！アルザス最高峰の生産者樹齢８０年の古樹のムルソー
　　　　辛口リースリングの最高傑作 ☆ハーフサイズのグラスもございます！
 '15 Riesling  Herrenweg de Turkheim   '17 Meursault V.V.

/Zind Humbrecht / Alain Patriarche
地域: アルザス 地域: ブルゴーニュ
品種: リースリング 品種: シャルドネ
アルザス最高の生産者の一つ 夫婦二人三脚で造るムルソー。
ツィント・フンブレヒト、高貴な 柑橘のフレッシュさの中にリッチで
リースリングの魅力１２０％ 香ばしいバターの風味。

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)

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

美味アルザス自然派クリスチャン・ビネールの甘口ワイン１杯\５００(３０ｃｃ)

 '18 Muscadet  Sèvre et Maine

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

 '17 Ch.du Pin　/ Bordeaux

フランスロワール地方を代表する



仏の生産者がオザミのために造ってくれた
南仏の太陽をたっぷり浴びた果実味！ ピチピチと弾けるような果実味、自然派！

地域: ルーション 地域: ボジョレー
品種: シラー・グルナッシュ 品種: ガメイ
凝縮した赤いフルーツのアロマ 当社の代表がボジョレーの騎士団に
程よいタンニンでジューシーな味わい 任命されたのを記念に、フィリップ
の自然派コスパワイン！ ジャンボンさんが特別に醸造！

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)

ロワールの代表選手カベルネフラン 次に来るボルドーはこれ！
   　　生絞り感覚のフレッシュワイン！ 　　　　　飲み頃の２０１１年がグラスで
16  V.d.F Belle Maturité  '11 Ch Cornélie/ Haut Medoc
　　　　　 　　 /B et P Lambert 地域: ボルドー

地域: ロワール 品種: カベルネソーヴィニヨン･メルロ
品種: カベルネ・フラン 数々の有名シャトーを世に送り出して
ロワールの大御所のランベールさん きたデイビス氏が太鼓判を押す、ダーク
アップルやさくらんぼ、爽やか チェリーやチョコレートバランスのよい
なハーブの香り、キュートな酸味。 滑らかなボルドー。

グラス(105cc) ¥900 (税込 ¥990) グラス(105cc) ¥1200 (税込 ¥1320)
お得なカラフェ(420cc) ¥3350 (税込 ¥3685) お徳なカラフェ(420cc) ¥4500 (税込 ¥4950)

流石はビネール、アルザスピノの 英国のワイン商と格付け5級の
　　魅力を最大限に引き出してます！　 　　Ｃｈランシュ・バージュとのコラボ！
 '16 Pinot Noir Cuvée Beatrice  '15 Berrys' Pauillac,
　　　　　 　　 /C.Binner by Ch. Lynch Bages

地域: アルザス 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
アルザス自然派といえばこのビネール 英国のワイン商ＢＢＲとポイヤック５級
さん。野いちごの様は果実味とどこま ランシュバージュのコラボ。ポイヤック
でもピュアで旨みのある味わい。 の味わいを見事に表現！

グラス(105cc) ¥1300 (税込 ¥1430) グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1760)
お得なカラフェ(420cc) ¥4850 (税込 ¥5335) お徳なカラフェ(420cc) ¥6000 (税込 ¥6600)

ジュヴレイ・シャンベルタンＴＯＰ生産者格付け２級パーカーポイントも常に９０点越え
☆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 Gevray Chambertin  '13 Ch. Léoville Poyferré

 'La Gibryotte 　'/Saint-Julien
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･シャンベルタン最高峰 　サンジュリアン村で最も優れた
クロード・デュガのネゴシアン部門 　テロワールから力強さと優雅さを
エレガントかつスパイス感がある。 　兼ね備えた、長熟型ボルドー。

ハーフグラス(55cc) ¥1000 (税込 ¥1100) ハーフグラス(55cc) ¥1300 (税込 ¥1430)
グラス(105cc) ¥1800 (税込 ¥1980) グラス(105cc) ¥2500 (税込 ¥2750)

お得なカラフェ(420cc) ¥6750 (税込 ¥7425) お徳なカラフェ(420cc) ¥9500 (税込 ¥10450)

Glasse Wine Menu グラスワインメニュー

Vin Rouge/赤ワイン

 '15  Soleil du Sud  'Aux amis d'une Tranche
     /Jean Pla Selection     /Philippe Jambon


