


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！ 南仏代表の高級品種といえばヴィオニエ！

 '14 Mauquis de Balmont
/Bordeaux /Cazal Viel
地域: ボルドー 地域: ラングドック
品種: ソーヴィニヨンブラン主体 品種: ヴィオニエ
柑橘系の爽やかなフルーティーさ、 南仏ラングドック地方のクオリティ
飲めばスッキリ辛口。 ワインのパイオニア的存在。

杏や金木犀の華やかな香り。

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)

数々の賞賛を浴びる人気シャトー ブルゴーニュ注目のＦ・マニャンのムルソー
　　　　　あの、モン･ペラの白ワイン！ ☆ハーフサイズのグラスもございます！
 '14 Ch.Mont Pétat   '15 Meursault Peutes Vignes

/ Bordeaux / Frédéric Magnien
地域: ボルドー 地域: ブルゴーニュ
品種: ソーヴィニヨン・ブラン他 品種: シャルドネ
さわやかな草原の香りとパイナップル リッチなバター、黄色い花、ミネラル
グアバのトロピカルな香り。キレと 年間４０００本の貴重なムルソー
ボリュームのバランスが見事！

ハーフグラス(55cc) ¥900 (税込 ¥972)
グラス(105cc) ¥1100 (税込 ¥1188) グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1728)
カラフェ(375cc) ¥4200 (税込 ¥4536) 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

 '17 Viognier Grande réserve



今、ビストロ一押しの造り手
優等生なカジュアルボルドー 自然派の聖地から「誘惑」という名のワイン

地域: ボルドー 地域: ボジョレー
品種: メルロー･カベルネソーヴィニヨン 品種: ガメイ
凝縮した赤いフルーツのアロマ パリのワインバーでも人気！
程よいタンニンでまろやかな味わい ラパリュさんのワインは酸化防止剤ゼロ

スイスイいけちゃいます!
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)

超希少品種アブリュー、豊かな酸味 スパイシーなのにエレガント、究極ローヌ！
 '16  A Bout  '15 Vinsobres La Papesse
　　/Le Raisin a Plume                       / Gramenon

地域: ロワール 地域: コート・デュ・ローヌ
品種: アブリュー 品種: グルナッシュ
アラン・デュカスでソムリエとして ローヌを代表する偉大な生産者
働き自然派ワインの道に！ グラムノン！グルナッシュってこんなに
14年のデビュー以降注目の存在！ エレガントなの！？是非飲んで！
　

グラス(105cc) ¥1000 (税込 ¥1080) グラス(105cc) ¥1400 (税込 ¥1512)
カラフェ(375cc) ¥3800 (税込 ¥4104) カラフェ(375cc) ¥5400 (税込 ¥5832)

ブルゴーニュの完全主義者のヴォルネイ 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！
 '16 Volnay  '12 Clos Badon Thunevin

/Bitouzet Prieur /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
ぶどうの状態を観察し、それぞれを あのヴァランドローのオーナーが
ベストな状態で醸造。赤いフルーツの 手がける。メルローの聖地サンテ
コンフィチュールとスミレの香り。 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

Glasse Wine Menu グラスワインメニュー

Vin Rouge/赤ワイン

 '14 Mauquis de Balmont  '15　Beaujolais Villages Tentation
        /Bordeaux     /Jean Claude Lapalu 

ソムリエおすすめ　 グラスワインセット

＜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(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


