Glasse Wine Menu グラスワインメニュー
リンゴのスパークリング

アルコール低めのスパークリング

国産シードル！今ブームです！

Cidre「あお」/オザミワイナリー

手作りの甘酸っぱいロゼ泡

Bugey Cerdon/Arain Renardat

地域: 長野県・東御市
品種: サンフジ・シナノゴールド等
りんごのスパークリング(自然派)
フレッシュな香りですっきり！
お持ち帰りボトルはさらにお得！
グラス(105cc)
お持ち帰りボトル(750cc)

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
お持ち帰りボトルはさらにお得！

¥800 (税込 ¥864)
¥2400 (税込 ¥2592)

グラス(105cc)
お持ち帰りボトル(750cc)

¥1000 (税込 ¥1100)
¥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
３種類のブドウを１/３ずつブレンドバランスの良い辛口
グラス(105cc)
¥1280 (税込 ¥1382)
ボトル(750cc)
¥8500 (税込 ¥9180)

Vin Blanc / 白ワイン
ボルドーは白ワインも美味しいんです！ キリっと引き締まった酸がアルザスらしい

'17 Nature / Julien Meyer

'18 Ch.du Pin / Bordeaux

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)
お得なカラフェ(420cc)

地域:
アルザス
品種:
シルヴァネール・ピノブラン
フレッシュな青リンゴのように爽やかな
酸と自然派らしい旨みの余韻。

¥800 (税込 ¥880)
¥3000 (税込 ¥3300)

グラス(105cc)
お得なカラフェ(420cc)

¥900 (税込 ¥990)
¥3350 (税込 ¥3685)

味わいはまさにプチ・ピュリニー
名門ドメーヌのシャサーニュモンラッシェ
シャープでミネラリーなシャルドネ☆ハーフサイズのグラスもございます！

'18 Bourgogne Chardonnay
/Dmaine Jomain

'18 Chassagne-Montrachet
/ Philippe Bouzereau

地域:
ブルゴーニュ
品種:
シャルドネ
ピュリニーモンラッシェ村に拠点を置く
ドメーヌジョマン。洋ナシやレモン、
シャープな酸味と程よい樽、折り目
正しいブルーゴーニュシャルドネ。
グラス(105cc) ¥1200 (税込 ¥1320)
お得なカラフェ(420cc) ¥4500 (税込 ¥4950)

地域:
ブルゴーニュ
品種:
シャルドネ
シトラスや白い花、蜂蜜の香りのなかに
シャープな酸と硬質なミネラル感が心地
良い緊張感をもたらします。
ハーフグラス(55cc)
¥900 (税込 ¥990)
グラス(105cc)
¥1600 (税込 ¥1760)
お得なカラフェ(420cc)
¥6000 (税込 ¥6600)

Vin Moelleux / 甘口ワイン
アルザス自然派の遅摘みワイン

'03 Riesling Vendanges Tardives
/Chrsitian Binner
地域:
アルザス
品種:
リースリング
猛暑の2003年糖度が上がったぶどうを
遅摘み、熟した果実、蜂蜜やバニラ
穏やかな酸と優しい甘み。

グラス(30cc)

¥500 (税込 ¥550)

甘口ワイン最高峰ソーテルヌの貴腐ワイン

'02 Chateau Coutet
'/Sauternes

地域:
ボルドー
セミヨン・ソーヴィニヨンブラン
品種:
貴腐ワインならではの濃厚な甘み
蜂蜜やアプリコットやタルトタタン
キャラメルのフィニッシュ・・完璧

グラス(30cc)

¥1200 (税込 ¥1320)

Glasse Wine Menu グラスワインメニュー
Vin Rouge/赤ワイン
優等生なカジュアルボルドー
'17 Ch.du Pin

/Bordeaux

南の太陽を一杯に浴びたジューシーな果実味

'17 Cotes du Rhone "La Naturee"
/Estezargues

地域:
ボルドー
品種:
メルロー･カベルネソーヴィニヨン
凝縮した赤いフルーツのアロマ
程よいタンニンでまろやかな味わい
グラス(105cc)
お得なカラフェ(420cc)

地域:
コート・デュ・ローヌ
品種:
グルナッシュ、シラー
最小最強の共同組合"エステザルグ″
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)
¥900 (税込 ¥990)
お徳なカラフェ(420cc)
¥3350 (税込 ¥3685)

¥800 (税込 ¥880)
¥3000

格付けボルドーが手掛ける「第三のワイン」
パワフルな南仏品種ムールヴェードル
11 Haut-Bages Liberal
熟成を経て上品で滑らか味わいに

/Haut-Medoc
地域:

'13 Cuvée Gobzylla/Eau de Souche

ボルドー

地域:

品種:
カベルネソーヴィニヨン・メルロー
今が飲み頃熟成ボルドー！
広がる果実味となめらかなタンニンが
心地よい。
グラス(105cc)
お徳なカラフェ(420cc)

¥1200 (税込 ¥1320)
¥4500 (税込 ¥4950)

ブルゴーニュの完全主義者のヴォルネイ
☆ハーフサイズのグラスもございます！

'17 Volnay
/Bitouzet Prieur

地域:
ブルゴーニュ
品種:
ピノノワール
ぶどうの状態を観察し、それぞれを
ベストな状態で醸造。赤いフルーツの
コンフィチュールとスミレの香り。
ハーフグラス(55cc)
¥900 (税込 ¥990)
グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1760)
お徳なカラフェ(420cc) ¥6000 (税込 ¥6600)

ソムリエおすすめ
＜ビストロセット＞
(90cc×3杯 3600円相当)
料理に合わせたい方へ！
・シャンパーニュ
・白ワイン
・赤ワイン

ルーション

品種:
ムールヴェードル
かの有名なドメーヌ・ゴビー(父)の元
から独立し進化を続けるリオネルのワ
インは絶対飲むべき注目株！
グラス(105cc)
お得なカラフェ(420cc)

¥1300 (税込 ¥1430)
¥4850 (税込 ¥5335)

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！

'17 Le Marquis de Calon Ségur
/Saint-estèphe

地域:
ボルドー・サンテステフ村
品種:
カベルネソーヴィニヨン、メルロ
「ぶどう畑の王子」セギュール候が
もっとも愛したシャトーとして有名。
華やかで甘美なフルボディ。
ハーフグラス(55cc)
¥900 (税込 ¥990)
グラス(105cc)
¥1600 (税込 ¥1760)
お得なカラフェ(420cc)
¥6000 (税込 ¥6600)

グラスワインセット
＜ソムリエセット＞
(90cc×4杯 5800円相当)
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２種類

¥3,000

¥5,000

stezargues

杯 5800円相当)

