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
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
品種:
シャルドネ、ピノノワール他
シャルドネの爽やかさ、ピノノワール、
ムニエの芳醇さ。バランスのとれた
辛口シャンパーニュ。
グラス(105cc)
ボトル(750cc)

地域:
品種:

スペイン
マカベオ、チャレッロ、
パレリャーダ
シャンパーニュと同じ瓶内二次
醗酵で造る本格派！

¥1280 (税込 ¥1382)
¥8500 (税込 ¥9180)

グラス(105cc)
ボトル(750cc)

スパークリングワインでつくる夏のカクテル
「モヒート」Mojito

¥900 (税込 ¥972)
¥4500 (税込 ¥4860)

Vin Blanc / 白ワイン

セ ビアン コム サ＝これええやん！

'18 C'est Bien Comme Ca
/Mas de Janiny

×
夏のカクテル「モヒート」をスパークリング
ワインでつくりました！
¥1380 (税込 ¥1490)

オレンジワイン！もう飲みましたか？
ジンジャーや紅茶やオレンジが香る

'16 Pampaneo Airen
/Esencia Rural

地域:
スペイン
品種:
アイレン
白ワイン用のブドウを赤ワインと
同じように皮を漬け込むことによって
複雑な味わいを生み出す。
グラス(105cc)
お得なカラフェ(420cc)

¥900 (税込 ¥972)
¥3350 (税込 ¥3618)

ロワール、キンメリジャン土壌由来の
ミネラリーなソーヴィニヨン

'17 Menetou Salon Morogues
/Domaine Pellé

地域:
ロワール
品種:
ソーヴィニヨン･ブラン
ロワール、メヌトゥーサロンの中でも
高評価のドメーヌ・ペレ。シトラスの
フレッシュな香りと引き締まった
シャープな辛口。
グラス(105cc) ¥1100 (税込 ¥1188)
お得なカラフェ(420cc) ¥4100 (税込 ¥4428)

地域:
ラングドック
品種:
ヴェルメンティーノ他
南仏ラングドックの気軽な自然派
レモンやトロピカルフルーツ、ミント
が爽やかに香ります
グラス(105cc)
¥800 (税込 ¥864)
お得なカラフェ(420cc)
¥3000 (税込 ¥3240)

アルザス、ビオディナミの大御所
一点の曇りもないキラキラな味わい

'17 Vin d’Alsace Pinot Blanc
/Pierre Frick

地域:
アルザス
品種:
ピノ・ブラン
ご存知ピエール・フリック
グレープフルーツ・ピーチ・白い花
ほのかに香ばしくブドウの旨みが凝縮
グラス(105cc)
お得なカラフェ(420cc)

¥1000 (税込 ¥1080)
¥3750 (税込 ¥4050)

ブルゴーニュ注目のＦ・マニャンのムルソー
☆ハーフサイズのグラスもございます！

'15 Meursault Peutes Vignes
/ Frédéric Magnien

地域:
ブルゴーニュ
品種:
シャルドネ
リッチなバター、黄色い花、ミネラル
年間４０００本の貴重なムルソー
ハーフグラス(55cc)
グラス(105cc)
お得なカラフェ(420cc)

¥900 (税込 ¥972)
¥1600 (税込 ¥1728)
¥6000 (税込 ¥6480)

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)

Glasse Wine Menu グラスワインメニュー
Vin Rouge/赤ワイン
南仏の太陽をたっぷり浴びた果実味！
'15 Soleil du Sud

/Jean Pla Selection

地域:
ルーション
品種:
シラー・グルナッシュ
凝縮した赤いフルーツのアロマ
程よいタンニンでジューシーな味わい
の自然派コスパワイン！
グラス(105cc)
¥800 (税込 ¥864)
お得なカラフェ(420cc) ¥3000 (税込 ¥3240)

冷やし赤ワイン始めました！(自然派)
軽くひんやりが美味しい、フレッシュな赤！

'18 VdF Hommage a Robert
/Le Raisin et l'Ange
地域:
ローヌ
品種:
メルロー・ガメイ・グルナッシュ
これが南のワイン！？とおもって
しまうくらいライトでフルーティー
軽く冷やしてが粋かも！
グラス(105cc)
¥900 (税込 ¥972)
お徳なカラフェ(420cc)
¥3350 (税込 ¥3618)

１３世紀に起源を持つ歴史あるシャトー ブルゴーニュの名門
自然農法で上質のメルロー１００％
モンジャール・ミュニュレの実力！

'11 Les Hauts de Martet
/Saint foy Bordeaux
地域:
ボルドー
品種:
メルロー
カシスやブラックベリーのアロマ
新樽由来のバニラの香り、豊かな
タンニンのコスパボルドー
グラス(105cc) ¥1000 (税込 ¥1080)
お得なカラフェ(420cc) ¥3750 (税込 ¥4050)

'16 Bourgogne Pinot Noir
/Mongeard Mugneret
地域:
ブルゴーニュ
品種:
ピノノワール
さすがはブルゴーニュの名門ドメーヌ
フラジェエシェゾー村とヴージョ村
のピノノワールを使用！
グラス(105cc)
¥1200 (税込 ¥1296)
お徳なカラフェ(420cc)
¥4500 (税込 ¥4860)

ブルゴーニュ注目のＦ・マニャン
サンテミリオンの新スター！飲み頃です！
☆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 Gevrey Chambertin V.V.
/Frédéric Magnien

地域:
ブルゴーニュ
品種:
ピノノワール
ジュヴレイ･シャンベルタンの特徴
骨格の強さと古樹の凝縮感が見事に
調和しています。
ハーフグラス(55cc)
¥900 (税込 ¥972)
グラス(105cc) ¥1600 (税込 ¥1728)
お得なカラフェ(420cc) ¥6000 (税込 ¥6480)

ソムリエおすすめ

'08 Ch Quinault L'Enclos
/St-Emilion Grand Cru
地域:
サンテミリオン特級
品種:
メルロー主体
サンテミリオンの中でも最も樹齢が
古く、凝縮した果実味と厳しい選果
による卓越したバランス！
ハーフグラス(55cc)
¥1000 (税込 ¥1080)
グラス(105cc)
¥1800 (税込 ¥1944)
お徳なカラフェ(420cc)
¥6750 (税込 ¥7290)

グラスワインセット

＜ビストロセット＞
(90cc×3杯 3600円相当)
料理に合わせたい方へ！

＜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

・シャンパーニュ
・白ワイン
・赤ワイン２種類

¥3,000

¥5,000

