
カヴァ＝スペインのスパークリングワイン   スタートは華やかにシャンパーニュで！

　瓶内二次発酵の辛口スパークリング 　バランスのとれた辛口シャンパーニュ

 NV Cava Kairus Brut Nature  NV  Veuve Angely Brut
　地域: スペイン   地域: コート・デ・ブラン
　品種: チャレロ・マカベオ他   品種: シャルドネ・ピノノワール他
　磨かれた珠の粒がはじける上質の シャルドネの爽やかさ、ピノノワール
　カヴァ、清涼感のある味わい ムニエの芳醇な辛口

グラス(105cc) ¥900 (税込 ¥990) グラス(105cc) ¥1380 (税込 ¥1518)

ボルドーは白ワインも美味しいんです！ ブルゴーニュを彷彿とさせる南仏ワイン

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: ルーサンヌ
柑橘系の爽やかなフルーティーさ、 ブルゴーニュの名手ジャン・マルク
飲めばスッキリ辛口。 ボワイヨが手がけるエレガントなワイン

グラス(105cc) ¥800 (税込 ¥880) グラス(105cc) ¥1000 (税込 ¥1100)
お得なカラフェ(420cc) ¥3000 (税込 ¥3300) お得なカラフェ(420cc) ¥3750 (税込 ¥4125)

特級畑のピノグリ、優しい甘みでリッチ

地域: アルザス 地域: ロワール

品種: ピノグリ 品種: ソーヴィニヨンブラン
特級畑アッシュブルグのマンゴーの 一味違うソーヴィニヨン・ブラン、白い
ようなトロピカルな風味の果実味。 花のニュアンス、ふくよかで上品。

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

シャブリ最良一級畑モンテドトネール 見つけたら飲むべきシャサーニュモンラッシェ
  '19 Chablis 1er Cru Montee   '18 Chassagne Montrachet
    　　    de Tonnerre/Jean Collet / Michel Nillon

地域: ブルゴーニュ 地域: ブルゴーニュ
品種: シャルドネ 品種: シャルドネ
特級畑に隣接する最良の一級畑の 洋ナシやメロンのアロマ、火打ち石や
シャブリ、厚みのある辛口シャルドネ 樽の風味の中に酸味とミネラルが溶け

ハーフグラス(60cc) ¥950 (税込 ¥1045) 込んだエレガントな味わい
グラス(105cc) ¥1700 (税込 ¥1870) ハーフグラス(60cc) ¥1600 (税込 ¥1760)

お得なカラフェ(420cc) ¥6350 (税込 ¥6985) グラス(90cc) ¥2400 (税込 ¥2640)

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) ¥550 (税込 ¥605) グラス(30cc) ¥1400 (税込 ¥1540)

　　　　　　Grand cru　/Wolfberger 　　　　　　　'/Domaine Pellé

Vin Moelleux / 甘口ワイン

 '02 Chateau Coutet

Glasse Wine Menu グラスワインメニュー

Vin Blanc / 白ワイン

 '21 Ch.du Pin　/ Bordeaux  '20 Les Roques Roussanne/J. M.Boillot

ソムリエおすすめのナチュールワイン
17 Pinot Gris Hatschbourg  '18 Menetou Salon Morogues Blanc



「サンテ(健康)」はフランスの乾杯！ フルーティーなオザミワイナリーのワイン

　　　　　　　/オザミワイナリー

地域: ラングドック 地域: 長野・東御
品種: メルロー 品種: スチューベン(青森県産）
南の太陽を一杯に浴びた果実味豊かで 自然にゆっくりと醗酵させ木樽で休ませ
ベリー系の香りとジューシーな味わいの 瓶詰めしました。フレッシュで柔らか。
カジュアルなワイン フルーティーなワインです

グラス(105cc) ¥800 (税込 ¥880) グラス(105cc) ¥1000 (税込 ¥1100)
お得なカラフェ(420cc) ¥3000 (税込 ¥3300) お徳なカラフェ(420cc) ¥3750 (税込 ¥4125)

一味違うロワールのピノノワール！ 小熊ちゃん印のパワフルシラー

 '19 Cuvee Reflets Rouge 　' 21 Petit Ours Brun
    　　　　　　　　  /Matthieu Barret

地域: ロワール 地域: ローヌ

品種: ピノノワール 品種: グルナッシュ、シラー他

ロワールでも高品質のピノノワールを造る ビオディナミ栽培から生まれるパワフル
生産者。濃密な果実味で艶のある味わい かつきめ細かいシラー。カシスや木苺
上品でバランスがよい 黒胡椒の香りに心地よいタンニン

グラス(105cc) ¥1200 (税込 ¥1320) グラス(105cc) ¥1400 (税込 ¥1540)
お徳なカラフェ(420cc) ¥4500 (税込 ¥4950) お徳なカラフェ(420cc) ¥5250 (税込 ¥5775)

その実力は特級シャトー並み！ 樹齢５０年のピノノワールのジュブレイ
 '11 Ch.Gloria  '16 Gevrey Chambertin V.V.

/Saint Julien /Château de Laborde
地域: ボルドー・サンジュリアン 地域: ブルゴーニュ

品種: カベルネソーヴィニヨン、メルロ 品種: ピノノワール
数々名門シャトーから畑を譲り受けた ジュヴレイ･シャンベルタンの特徴
グロリア。サンジュリアンの粋を集めた 骨格の強さと古樹の凝縮感が見事に
贅沢なワイン、しかも飲み頃！ 調和しています。

ハーフグラス(60cc) ¥950 (税込 ¥1045) ハーフグラス(60cc) ¥950 (税込 ¥1045)
グラス(105cc) ¥1700 (税込 ¥1870) グラス(105cc) ¥1700 (税込 ¥1870)

お得なカラフェ(420cc) ¥6350 (税込 ¥6985) お得なカラフェ(420cc) ¥6350 (税込 ¥6985)

　引く手あまた入手困難の格付け５級 　　エシェゾー、特級畑の風格
　'13 Ch Pontet Canet  '14 Echezeaux grand cru

　　　'/Pauillac /Gérard Mugneret
地域: ボルドー・ポイヤック村 地域: ブルゴーニュ

品種: カベルネソーヴィニヨン他 品種: ピノノワール
ボルドー左岸でビオディナミの先駆者 ヴォーヌ･ロマネ村で古くからワイン
黒果実のフローラルな香りとがっしりと 造りをしているミｭニュレ家、骨格が
なめらかなタンニンの長熟型。 ありまろやかな果実味とスパイス感

ハーフグラス(60cc) ¥2800 (税込 ¥3080) ハーフグラス(60cc) ¥3200 (税込 ¥3520)
グラス(90cc) ¥4200 (税込 ¥4620) グラス(90cc) ¥4800 (税込 ¥5280)

　　　いつでも開けたてＣＯＲＡＶＩＮ(コラヴァン)使用ワイン
特殊ニードルに天然コルクに穴を開け窒素ガスを注入、数ヶ月から数年開けたての状態でお楽しみいただけます。

＜ソムリエセット＞\5,500
　(90cc×3杯) 　(90cc×4杯 )　　　　　
・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

     　　　　　  /Saint Nicolas

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

　　　　/Doudet Naudin

Vin Rouge/赤ワイン

 '19　Santé Pays d'Oc Merlot  '21 Le Petit Romain cv steuben


