
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 Xenius Brut / COVIDES

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)

　　　シャンパーニュカクテル Vin Blanc / 白ワイン

 「ラ･フランス・シャンパーニュ」 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、
フルーツの貴婦人ラ・フランス！こだわりの 飲めばスッキリ辛口。

贅沢にシャンパーニュで割りました。

カクテル(105cc) ¥1580 (税込 ¥1738) グラス(105cc) ¥800 (税込 ¥880)
ジュース(160cc) ¥800 (税込 ¥880) お得なカラフェ(420cc) ¥3000 (税込 ¥3300)

南仏の南向きの暖かな畑 ほんのりと果実味を感じる
アンズや金木犀の香るトロピカルな味わい　　　フローラルなアルザスリースリング

  '16 Vin d’Alsace Riesling 
/Estezargues /Rolly Gassmann
地域: コート・デュ・ローヌ 地域: アルザス
品種: ヴィオニエ・ルーサンヌ 品種: リースリング
南の高級品種ヴィオニエをブレンド アルザスの高貴なブドウ「リースリング」
ローヌらしい華やかでふくよかな の魅力があふれます。ジャスミンやアッ
自然派ローヌ プルの果実味とミネラル感。

グラス(105cc) ¥900 (税込 ¥990) グラス(105cc) ¥1000 (税込 ¥1100)
お得なカラフェ(420cc) ¥3350 (税込 ¥3685) お得なカラフェ(420cc) ¥3750 (税込 ¥4125)

ライジング・スター！新進気鋭の 樹齢８０年の古樹のムルソー
　　　正統派ブルゴーニュシャルドネ ☆ハーフサイズのグラスもございます！
 '14 Côte de Nuit Villages   '17 Meursault V.V.

/Sylvain Loichet / Alain Patriarche
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
僅か２１歳でドメーヌを立ち上げ 夫婦二人三脚で造るムルソー。
瞬く間に頭角を現したシルヴァン 柑橘のフレッシュさの中にリッチで
ロワシェ。 香ばしいバターの風味。
今話題のモダン・ブルゴーニュ ハーフグラス(55cc) ¥900 (税込 ¥990)

グラス(105cc) ¥1200 (税込 ¥1320) グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1760)
お得なカラフェ(420cc) ¥4500 (税込 ¥4950) 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 Côtes du Rhone

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

　×



南仏の太陽をたっぷり浴びた果実味！ 極旨のローヌワインを発見しました！

地域: ルーション 地域: コート・デュ・ローヌ
品種: シラー・グルナッシュ 品種: グルナッシュ、カリニャン
凝縮した赤いフルーツのアロマ マリーとエリザベッタ姉妹が営む
程よいタンニンでジューシーな味わい ワイナリー。樹齢５０年の古樹から
の自然派コスパワイン！ 驚愕の果実味とピュアネス。

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)

４００年前から無農薬！ 新たなブルゴーニュの伝説！
  　　 　「神の雫」のセカンドワイン！   　　 　　　　フレデリック・マニャン
 '16  Duc des Nauves  '16  Bourgogne Pinot Noir
　　　　　 　　/ Cotes de Bordeaux 　　　　　　　　/Frédéric Magnien

地域: ボルドー 地域: ブルゴーニュ
品種: メルロー・カベルネソーヴィニヨン 品種: ピノノワール
ボルドー自然派のシャトー・ルピュイ ACフィサンのワインを中心にコートド
の樹齢が満たない若木からつくられる ニュイのピノノワールをブレンドした
セカンドながら既に片鱗が！ お得なブルピノ！

グラス(105cc) ¥1000 (税込 ¥1100) グラス(105cc) ¥1100 (税込 ¥1210)
お得なカラフェ(420cc) ¥3750 (税込 ¥4125) お徳なカラフェ(420cc) ¥4100 (税込 ¥4510)

あのランシュ・バージュとのコラボ！ アンリ４世も愛したブルゴーニュ！
☆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！
 '15 Berrys' Pauillac,  '15 Givry 1er Cru Clos jus

by Ch. Lynch Bages /Domaine Ragot
地域: ボルドー 地域: ブルゴーニュ
品種: カベルネ・ソーヴィニヨン主体 品種: ピノノワール
英国のワイン商ＢＢＲとポイヤック５級 ブルゴーニュの1級畑がグラスで！
ランシュバージュのコラボ。ポイヤック ブルゴーニュ南部の注目アペラシオン
の味わいを見事に表現！ エキゾチックな赤果実やバラの香り

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) お徳なカラフェ(420cc) ¥6000 (税込 ¥6600)

　(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

 '15  Soleil du Sud  '16  Cotes du Rhone "Loi"
     /Jean Pla Selection     /Domaine Saladin

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


