Sparkling Wine/Champagne
スパークリングワイン / シャンパーニュ
TORRE DEL GALL
CAVA BRUT RESERVA

TORRE DEL GALL
CAVA BRUT ROSE

トレ デル ガル

トレ デル ガル

カバ ブリュット レセルバ

カバ ブリュット ロゼ
産地：スペイン
品種：ガルナッチャ、トレパット

産地：スペイン
品種：マカベオ、チャレッロ、パレリャーダ

長期瓶熟による深みのあるボディと酸がエレガントに調和。
青りんごを思わせる爽やかな果実味を伴った余韻が続きます。

グラス

ラズベリーやスグリのような甘酸っぱい香りに、チェリーを
思わせるふくよかな果実味。繊細な甘みが余韻に残ります。

￥750 ボトル ￥4,900

MAZZEI VILLA MARCELLO
ANDRIANA PINOT GRIGIO ROSATO BRUT

CATENA
DV CATENA NATURE

マッツェイ ヴィッラ マルチェッロ

カテナ

アンドリアナ ピノ グリージョ ロザート ブリュット
産地：イタリア
品種：ピノ グリージョ

￥4,900

ボトル

DV カテナ ナチュール
産地：アルゼンチン
品種：シャルドネ、ピノ ノワール

口当たりは柔らかく、ドライでエレガント。ベリー系の風味が
ある、爽やかな味わいのロゼ スパークリングです。

ボトル

白い花やシトラスのような風味。複雑味と酸味が調和し、
瓶内二次発酵由来のトースト香が加わったクリーミーな風味です。

￥5,900

ボトル

G.H.MARTEL
COMTE DE LAMOTTE BRUT

CHAMPAGNE HENRIOT
BRUT SOUVERAIN

G.H.マーテル

アンリオ

コント ド ラモット ブリュット

ブリュット スーヴェラン

産地：フランス
品種：ピノ ノワール、シャルドネ

産地：フランス
品種：シャルドネ、ピノ ノワール、ムニエ

豊潤な香りに包まれ、クリーミーでスムーズな口当たり。
よく熟した印象の旨味たっぷりな果実味が素直に広がります。

ボトル

￥7,900

DOM PERIGNON
ドン ペリニョン
産地：フランス
品種： シャルドネ、ピノ ノワール

ドン ペリニヨンのアイコン的存在。全ての要素がしっかりと
繋がりあい、ドン ペリニヨンらしいハーモニーを表現しています。

ボトル

￥6,900

￥49,000
※記載の価格は全て税込です。

柑橘類や白い花、ブリオッシュのような特徴的なアロマと
長く調和の取れた余韻。エレガントさと美味しさを追求した
シャンパーニュです。

ボトル

￥9,800

Rose & White Wine
ロゼ ＆ 白ワイン
LE MONGOLFIERE A SAN BRUNO
AGLIANICO DEL TABURNO ROSATO
レ モンゴルフィエレ ア
サン ブルーノ ロザート
産地：イタリア
品種：アリアニコ

モンテリーベロ

トレッビアーノ デル ルビコーネ
産地：イタリア
品種：トレッビアーノ、他

ラスベリーを思わせる果実味とシャープな酸、
わずかなタンニン分が口の中に感じられます。

グラス

MONTELIBERO
TREBBIANO DEL RUBICONE

花やフルーツを思わせる繊細な香り。
爽やかでフルーティなバランスのとれた味わいです。

￥800 ボトル ￥6,500

￥3,500

ボトル

CATENA
ALAMOS TORRONTES

PINE RIDGE VINEYARDS
CHENIN BLANC VIOGNIER

カテナ

パインリッジ

アラモス トロンテス

シュナン ブラン ヴィオニエ

産地：アルゼンチン
品種：トロンテス

産地：アメリカ
品種：シュナン ブラン、ヴィオニエ

柑橘類や桃を思わせる香りにハーブのヒント。軽い口当たりで
いきいきとした酸味とのバランスがよい味わいです。

ボトル

シュナン ブランのシャープな酸味とハーブのような香りが
ヴィオニエのリッチな風味と調和した味わいです。

￥4,500

￥4,900

ボトル

CHATEAU STE MICHELLE
COLUMBIA VALLEY RIESLING

ANSELMO MENDES
MUROS ANTIGOS LOUREIRO

シャトー サン ミッシェル

アンセルモ メンデス

コロンビア ヴァレー リースリング

ムロス アンティゴス ロウレイロ

産地：アメリカ
品種：リースリング

産地：ポルトガル
品種：ロウレイロ

フルーティかつフローラルな香りが特徴的。すっきりとした
キレのよい酸があり、バランスのとれた爽やかな味わいです。

ボトル

ローレルや花のようなアロマに、柑橘系を思わせるフレーバー
が長く続きます。溌剌とした酸があり、バランスのよい白です。

￥4,900

ボトル

￥4,500

CHATEAU LAGRANGE
LES FLEURS DU LAC

CHATEAU MERCIAN
NIITSURU CHARDONNAY

シャトー ラグランジュ

シャトー メルシャン

レ フルール デュ ラック

新鶴シャルドネ

産地：フランス
品種：ソーヴィニヨン ブラン、セミヨン、ソーヴィニヨン グリ

レ ザルム ド ラグランジュのセカンドワイン。パッションフルーツや
柑橘系果実のような華やかな香り。程よいボリューム感のある白です。

ボトル

￥7,900
※記載の価格は全て税込です。

産地：日本
品種：シャルドネ

バランスのよい酸味とトロピカルフルーツのような香味。菩提樹
などの白い花やハチミツのニュアンスがほのかに感じられます。

ボトル

￥10,000

Red Wine
赤ワイン
BODEGAS ESMERALDA
TILIA CABERNET SAUVIGNON

CATENA
ALAMOS MALBEC

ボデガス エスメラルダ

カテナ

ティリア カベルネ ソーヴィニヨン

アラモス マルベック

産地：アルゼンチン
品種：カベルネ ソーヴィニヨン

産地：アルゼンチン
品種：マルベック

熟した赤い果実の味わいと、甘くスパイシーで葉巻の
ようなスモーキーなタッチもあるリッチな味わいです。

ボトル

ブラックチェリーやカシスなど黒系果実やチョコレート、
スパイスのような多様なアロマがあり、リッチな口当た
りのワインです。

￥3,900

￥4,900

ボトル

オーストラリアの名門ヒルスミス家が高標高地で紡ぎだす
洗練された新しいオージースタイル

REDBANK LONG PADDOCK SHIRAZ
レッドバンク ロング パドック シラーズ
産地：オーストラリア
品種：シラー、サンジョヴェーゼ

アロマにはいきいきとした森のフルーツやプラムに加え、
白コショウやスターアニスのニュアンス。味わいにはベリーや
スパイスが感じられます。わずかに加えられたサンジョヴェーゼ
由来のタンニンが果実の甘みを支えています。

ボトル

￥4,900

CHATEAU MONT-PERAT
シャトー モン ペラ

ARTIGA FUSTEL
BACCO
アルティガ フステル

バッコ
産地：スペイン
品種：ガルナッチャ

産地：フランス
品種：メルロ、カベルネ ソーヴィニヨン
カベルネ フラン

胡椒やベリーのアロマ。コーヒーやチョコレート、
バラを思わせる風味にスモーキーなニュアンス。
なめらかな口当たりと長い余韻が続く、フィネスと
エレガンスに溢れたガルナッチャ。

ボトル

￥4,900

※記載の価格は全て税込です。

名醸造家ミッシェル ローランが手掛けるワイン。
凝縮度の高いブドウを収穫し、フルボディに仕上げ
ています。

ボトル

￥8,900

Red Wine
赤ワイン
バローロの造り手としても知られるピエモンテを代表する名醸造所のひとつ
チェレットが国際品種のブレンドで造る革新的なワイン

CERETTO MONSORDO ROSSO
チェレット

モンソルド ランゲ ロッソ

産地：イタリア
品種：メルロ、シラー
カベルネ ソーヴィニヨン

バニラなどの甘いスパイス香、きめ細かく滑らかなタンニン、
果実の凝縮感。洗練されたスタイリッシュな赤ワインです。
ビオロジック認証。

ボトル

TENUTA SAN GUIDO
SACCICAIA

CHATEAU LAGRANGE
シャトー ラグランジュ

テヌータ サン グイド

サッシカイア

産地：フランス
品種：カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ
プティ ヴェルド

産地：イタリア
品種：カベルネ ソーヴィニヨン、カベルネ フラン

メドック格付け3級。深みのある色調で、黒系果実や
スパイス、程良い樽の香りが優美に溶け込み、
タンニンと酸味の調和が見事に取れた味わいです。

ボトル

￥8,500

￥17,000

OPUS ONE

30年以上に渡りイタリアの頂点に君臨し、なおも
進化を続ける元祖スーパータスカンのひとつ。
芳醇で濃厚、複雑かつエレガントな味わいです。

ボトル

￥49,000

CHATEAU LATOUR
シャトー ラトゥール

オーパス ワン ワイナリー

オーパス ワン
産地：アメリカ
品種：カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ
カベルネ フラン、プティ ヴェルド、マルベック

ロートシルト男爵とロバート モンダヴィ氏がコラボレート
したナパのプレミアムワイン。「1本のワインは交響曲、
1杯のグラスワインはメロディーのようなもの」という思想
が込められています。

産地：フランス
品種：カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ
カベルネ フラン、プティ ヴェルド

メドック格付け1級。圧倒的な果実味と凝縮感、
そして高貴な存在感で多くの飲み手を魅了します。
驚くべき長寿さを誇ります。

ボトル

￥138,000
※記載の価格は全て税込です。

ボトル

￥198,000

