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イタリアの赤ワイン ITALY

モングラーナ マレンマ Mongrana Maremma   6,000円
トスカーナ州 ｜ フルボディ ｜ サンジョベーゼ種、メルロー種、カベルネソーヴィニヨン種
フレッシュさを残しつつ、凝縮感がある、バランスのとれた赤ワイン。

バルベーラ ダルバ Barbera d’Alba   5,900円
ピエモンテ州 ｜ フルボディ ｜ バルベーラ種
やわらかいがしっかり主張した味わい。味付けのしっかりした料理に。

モンフェラート ロッソ DOP ラベンゴ Monferrato Rosso DOP Rabengo   8,200円
ピエモンテ州 ｜ フルボディ ｜ バルベーラ種、ネッビオーロ種
厚みがありコクのあるこだわりの赤ワイン。ぜひお試しください。

キャンティ リゼルバ  Chianti Reserva   6,100円
トスカーナ州 ｜ フルボディ ｜ サンジョベーゼ種
スムーズでしなやかなコクを持つ。

バローロ Barolo   10,000円
ピエモンテ州 ｜ フルボディ ｜ ネッビオーロ種
良質なピノノワールを思わせるエレガントなバローロです。特別な日に♪

ブルネッロ ディ モンタルチーノ Brunello di Montalcino   13,000円
トスカーナ州 ｜ フルボディ ｜ ネッビオーロ種
イタリア3大ワインといわれている銘酒。赤と黒のフルーツに煙草や皮の香り。

ペルゴライア トスカーナ Pergolaia Toscana   9,200円
トスカーナ州 ｜ ミディアムボディ ｜ サンジョベーゼ種主体、メルロー種、カベルネフラン種、カベルネソーヴィニヨン種
黒系果実やちょうど良いスパイス香が印象的。バランスに優れた赤ワインです。

バローロ ロッケ ディ カステレット Barolo Rocche di Castelletto   8,700円
ピエモンテ州 ｜ フルボディ ｜ ネッビオーロ種
ワインの王様バローロ。フルボディで独特な余韻を残す調和のとれたワイン。

コンテ ディ カンピアーノ ネグロアマーロ パッシート Conte di Campiano Negroamaro Passito   4,600円
プーリア州 ｜ フルボディ ｜ ネグロアマーロ種
リッチでボリューム感があり力強い味わい。ベルリンワイントロフィー金賞受賞。

コッレ マッジョ モンテプルチアーノ ダブルッツォ Colle Maggio Montepulciano d'Abruzzo   5,000円
アブルッツォ州 ｜ フルボディ ｜ モンテプルチアーノ種
群を抜くコストパフォーマンスで有名なモンテプルチアーノ。

キャンティ クラシコ DOCG グラン セレツィオーネ Chianti Classico DOCG Gran Selezione   9,100円
トスカーナ州 ｜ フルボディ ｜ サンジョベーゼ種、メルロー種、シラー種
グランセレツィオーネは厳しい審査に合格したキャンティに与えられる最高の格付け。

ヴァルポリチェッラ クラシコ スペリオーレ カンポリエッティ リパッソ   5,600円
Valpolicella Classico Superiore Campolieti Ripasso
ヴェネト州 ｜ ミディアムボディ ｜ コルヴィーナ種、ロンディネッラ種、モリナーラ種
発酵後のアマローネの樽の澱の上にヴァルポリチェッラをいれて発酵させます。

カルメネール ピゥ ヴェネト ロッソ Carmenere Piu... Veneto Rosso   7,000円
ヴェネト州 ｜ ミディアムボディ ｜ カルメネール種70%、メルロー種30%
フレッシュな酸と程よいタンニン。飲んだ後の余韻も長めで楽しめる。

アマローネ Amarone   13,000円
ヴェネト州 ｜ フルボディ ｜ コルヴィーナ種主体
ブドウを陰干ししそこから醸造する、ヴェネト州の銘酒！
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フランスの赤ワイン FRANCE

ジュヴレ シャンベルタン Gevrey-Chambertin   11,000円
ブルゴーニュ ｜ フルボディ ｜ ピノノワール種
ナポレオンが愛した、重厚で繊細な赤。

コステル ド ニーム シャトーヴァルコンブ エチケット ブルー Chateau de Valcombe Etiquette Blue   7,000円
コート・デュ・ローヌ ｜ フルボディ ｜ シラー種
シラー特有のスパイシーさで全体のバランスを取っております。

シャトーヌフ デュ パプ Chateauneuf du Pape   8,100円
コート・デュ・ローヌ ｜ ライトボディ ｜ グルナッシュ種主体
複雑で個性的なワインです。ゆっくりお楽しみください。

クロ デュ ジョゲロン オー メドック Clos du Jaugueyron Haut Medoc   9,700円
ボルドー ｜ フルボディ ｜ カベルネソーヴィニヨン種、メルロー種、カベルネフラン種、プティヴェルド種
当店にあるのは2007年のヴィンテージ。熟成感のあるボルドーのワインです。

シャトー ポールマス クロ デ ミュール Chateau Paul Mas Clos des Mures   6,200円
ラングドック＆ルーション ｜ フルボディ ｜ シラー種85%、グルナッシュ種10%、ムールヴェドル種５%
凝縮度の高い果実味とスパイシーで焦げた香りが魅力的です。

シャトー メゾン ブランシュ メドック クリュ ブルジョワ Chateau Maison Blanche Medoc Cru Bourgeois   6,200円
ボルドー ｜ フルボディ ｜ メルロー種、カベルネソーヴィニヨン種
バランスのとれたボルドーの赤ワイン。やわらかいスタイルです。

シャトー クーロン ルージュ キュヴェ ベルジュ Chateau Coulon Rouge Cuvée Veredus   5,100円
ラングドック＆ルーション ｜ フルボディ ｜ シラー種、グルナッシュ種、カリニャン種、ムールヴェドル種
濃厚でなめらかな味わいのオーガニックワイン。霜降り肉より赤身肉にマッチ。

コート デュ ローヌ ルージュ ル プティ アンデゾン Cotes du Rhone Rouge Le Petit Andezon   4,100円
コート・デュ・ローヌ ｜ ミディアムボディ ｜ シラー種50%、グルナッシュ種50%
しっかりとした果実味がありバランスのとれた味わい。

トリデンテ テンプラニーリョ Tridente Tempranillo   7,500円
カスティーリャ・イ・レオン ｜ フルボディ ｜ テンプラニーリョ種
熟した赤い果実のアロマとスパイス香。ダークチョコレートの心地よい余韻。

ゴデリア ティント Godelia Tinto   6,700円
ビエルソ ｜ フルボディ ｜ メンシア種
肉厚で口いっぱいに広がる果実味と、樽熟成によって広がるカカオの風味。

スペインの赤ワイン SPAIN
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南アフリカの赤ワイン SOUTH AFRICA

K.W.V. カベルネソーヴィニヨン K.W.V. Cabernet Sauvignon   3,600円
西ケープ州 ｜ ミディアムボディ ｜ カベルネソーヴィニヨン種
若いワインながら既に熟成した香りを放つ、カベルネ好きにおすすめワイン。

プロヴェナンス ステレンボッシュ クラシック Provenance Stellenbosch Classic   5,500円
西ケープ州 ｜ フルボディ ｜ ピノタージュ種
チェリーや黒スグリのような香りと凝縮感。ワインが牛肉料理をひきたてます。

ニュートン ジョンソン フル ストップ ロック Newton Johnson Full Stop Rock   6,900円
西ケープ州 ｜ フルボディ ｜ シラー種、グルナッシュ種、ムールヴェードル種
深い色合いでゆっくり楽しめる複雑なワイン。赤身肉との相性が抜群です♪

カリフォルニアの赤ワイン CALIFORNIA

カベルネソーヴィニヨン エステート グローン ナパヴァレー   11,000円
Cabernet Sauvignon Estate Grown Napa Valley
ナパヴァレー ｜ フルボディ ｜ カベルネソーヴィニヨン種82%、メルロー種11%、カベルネフラン種4%、プティヴェルド種3%
クラシックスタイルの重厚感ある赤ワイン。ゆっくりお楽しみください。

スモーキングルーン オールドヴァイン ジンファンデル カリフォルニア   4,100円
Smoking Loon Old Vine Zinfandel California
ソノマヴァレー ｜ フルボディ ｜ ジンファンデル種
タバコをふかしている水鳥のラベルがユニーク。コスパ大のバランスの取れたワイン。

 【ソムリエおすすめ】  ロバートモンダヴィ バーボン バレルエイジド カベルネソーヴィニヨン   6,000円
Robert Mondavi Private Selection Aged in Bourbon Barrels Cabernet Sauvignon
ナパヴァレー ｜ フルボディ ｜ カベルネソーヴィニヨン種、マルベック種、プティシラー種
ワイン樽熟成のワインに、バーボン樽熟成のワインをブレンド。ソフトなタンニンと香ばしいオークの味わい。

オー ボン クリマ ピノノワール Au Bon Climat Pinot Noir   9,600円
サンタマリアヴァレー ｜ フルボディ ｜ ピノノワール種
複雑さ、力強さと優雅さを兼ね備えています。

ベイヤーランチ ジンファンデル Beyer Ranch Zinfandel   6,700円
リヴァモアヴァレー ｜ ミディアムフルボディ ｜ ジンファンデル種主体
フルーティーさとスパイシーさ、そしてにわかに感じるバニラの香りが絶妙。

日本の赤ワイン JAPAN

登美の丘 Tomi No Oka   9,200円
山梨県 ｜ ミディアムボディ ｜ メルロー種、カベルネフラン種、カベルネソーヴィニヨン種、プティヴェルド種　
口あたりはやわらかく、チョコレートを感じるふくよかな味わい。

グランポレール 長野古里ぶどう園 カベルネソーヴィニヨン   7,100円
Grande Polaire Nagano Furusato Vineyard Cabernet Sauvignon
長野県 ｜ フルボディ ｜ カベルネソーヴィニヨン種　
長野市北東部の自社畑「古里ぶどう園」産ぶどうを100%使用。
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チリの赤ワイン CHILE

ピノノワール スブソルム Subsollumu   5,600円
マジェコ・ヴァレー＆アコンカグア・ヴァレー ｜ ミディアムボディ ｜ ピノノワール種
店長おすすめ。美味しいピノノワールが飲みたい方はこちらを!!

シングルヴァレー ロット メルロー グランレゼルバ Single Valley Lot Merlot Gran Reserva   5,000円
ラペル・ヴァレー ｜ フルボディ ｜ メルロー種主体
ダークチェリーやプラムのアロマにスパイスのノーズ。

シングルヴィンヤード マイポヴァレー カベルネソーヴィニヨン レゼルバ   5,900円
Single Vineyard Maipo Valley Cabernet Sauvignon Reserva
マイポ・ヴァレー ｜ フルボディ ｜ カベルネソーヴィニヨン種主体
牛肉にぴったりと合う、樽熟成のフルボディ辛口赤ワインです。

アルゼンチンの赤ワイン ARGENTINA

テラ マルベック Terra Malbec   3,600円
メンドーサ州 ｜ フルボディ ｜ マルベック種
フルーツやスパイスの香りがあり、ゆっくり確認しながら味わえるコスパワイン。

オーストラリアの赤ワイン AUSTRALIA

アンゴーヴ クナワラ カベルネソーヴィニヨン Angove Coonawarra Cabernet Sauvignon   5,000円
クナワラ ｜ ミディアムボディ ｜ カベルネソーヴィニヨン種
深い色合いで、ブラックベリーとミントの香り。凝縮感のある芳醇な味わい。

アンゴーヴ ウォーボーイズ シラーズ Angoves Warboys Shiraz   7,700円
アデレード・ヒルズ ｜ ミディアムボディ ｜ シラーズ種、カベルネソーヴィニヨン種
紫色を帯びた深い赤。スパイシーで活発な印象の味わい。

ニュージーランドの赤ワイン NEW ZEALAND

ピノノワール マールボロ Matua Marlborough Pinot Noir   5,600円
マールボロ ｜ ミディアムボディ ｜ ピノノワール種
程良いタンニン分があり、スパイスを感じるフレッシュな味わいのピノノワール。
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イタリアの白ワイン ITALY

プロセッコ トレヴィーゾ フリザンテ（微発泡） D.O.C. Prosecco   3,900円
ヴェネト州 ｜ 辛口 ｜ グレラ種
爽やかで心地よい調和のとれた味わいの白ワイン。フリザンテの意味は微発泡。

フラスカティー Frascati   4,100円
ラツィオ州 ｜ 辛口 ｜ マルバジア種、トレビアーノ種、ソーヴィニヨンブラン種
コストパフォーマンスの高さでいつも話題になる白ワイン。バランスよし。

イル モッジョ Il Moggio   5,600円
ウンブリア州 ｜ 辛口 ｜ グレケット種
発酵熟成ともにバリック樽使用。複雑さもボリュームもある白ワインです。

ソアヴェ クラシコ Soave Classico   5,400円
ヴェネト州 ｜ 辛口 ｜ ガルガネーガ種
特級畑のブドウを100%使用。ワンランク上のソアヴェをこの価格で♪ぜひ！

‘T’トレッビアーノ Guccione T Trebbiano   9,200円
シチリア州 ｜ 辛口 ｜ ガルガーネガ種
たっぷりとした果実味と凝縮感のある味わいが、食事を華やかにします。

シャブリ Chablis   6,100円
ブルゴーニュ ｜ 辛口 ｜ シャルドネ種
キリリとした味わい。花と樽の香りが広がり、上品で爽やかな味わいを楽しめます。

ミュスカデ シュールリー Muscadet Sur Lie   4,100円
ロワール ｜ 辛口 ｜ ミュスカデ種
繊細な口当たりとさわやかな酸味が楽しめる、スタートには抜群のスッキリ白ワイン。

プイィ フュイッセ クール ド プイィ Pouilly-Fuisse Coeur de Pouilly   7,000円
ブルゴーニュ ｜ 辛口 ｜ シャルドネ種
クリーミーでボリュームのある白ワイン。ハートマークが記念日にもGood!!

ドメーヌ デュ ノゼ サンセール ブラン Domaine du Nozay Sancerre Blanc   5,600円
ロワール ｜ 辛口 ｜ ソーヴィニヨンブラン種
透明感がありフレッシュな果実味と上質な酸味が広がります。

フランスの白ワイン FRANCE

ジャン クロード マス シャルドネ レゼルヴ Jean Claude Mas Chardonnay Reserve   4,100円
ラングドック＆ルーション ｜ 辛口 ｜ シャルドネ種
エレガントでフルーティーな風味とヴァニラの芳醇さが魅力。

ドメーヌ ポール マス シャルドネ/ヴィオニエ Domaines Paul Mas Chardonnay-Viognier   5,000円
ラングドック＆ルーション ｜ 辛口 ｜ シャルドネ種70%、ヴィオニエ種30%
芳醇なシャルドネとフレッシュなヴィオニネ。果実味とバニラの香りがGood。

ドメーヌ アルベール マン アルザス リースリング Domaine Albert Mann Alsace Riesling   6,100円
アルザス ｜ 辛口 ｜ リースリング種
柑橘系の果実や桃などを想わせるふくよかな香り。魚介類との相性も抜群。

シャトー クーロン ブラン Chateau Coulon Blanc   4,700円
ラングドック＆ルーション ｜ 辛口 ｜ ルーサンヌ種主体、グルナッシュブラン種
南仏のオーガニックワイン。シャープな酸味でエレガント。

クローズ エルミタージュ グランクラシック ブラン Crozes-Hermitage Blanc   5,900円
コート・デュ・ローヌ ｜ 辛口 ｜ マルサンヌ種
協同組合のボリュームのある白ワイン。甲殻類のお料理と合わせて下さい。



南アフリカの白ワイン SOUTH AFRICA

K.W.V. シュナンブラン K.W.V. Chenin Blanc   3,600円
西ケープ州 ｜ 辛口 ｜ シュナンブラン種
南アフリカを代表する品種シュナンブラン。クリーム系の魚料理によく合います。

ニュートン ジョンソン ソーヴィニヨンブラン Newton Johnson Sauvignon Blanc   5,600円
西ケープ州 ｜ 辛口 ｜ ソーヴィニヨンブラン種
複雑で、エレガントな味わい。アロマティックで爽やかな白ワインです。

ニュートン ジョンソン サウスエンド シャルドネ Newton Johnson Southend Chardonnay   6,900円
西ケープ州 ｜ 辛口 ｜ シャルドネ種
新鮮な柑橘系の果実香とミネラル感。ゆっくりと楽しめる白ワイン。
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スペインの白ワイン SPAIN

オノロ ベラ ルエダ Honoro Vera Rueda   4,100円
カラタユド ｜ 辛口 ｜ ベルデホ種
新鮮でアロマティック。トロピカルフルーツや白い花のニュアンスも印象的。

エドゥアルド ペーニャ Eduardo Pena   7,500円
リベイロ ｜ 辛口 ｜ トレイシャドゥラ種50%、アルバリーニョ種25%、ゴデージョ種、ラド種、ロウレイラ種25%
柑橘系や南国系フルーツの香りがミネラルとマッチ。コクと酸のバランスがよくエレガント。

シャルドネ ヴァインバーグ ヴィンヤード カーネロス Chardonnay Vineburg Vineyard Carneros   10,000円
ナパ・ヴァレー ｜ 辛口 ｜ シャルドネ種
ディズニーの愛娘が築いたもう一つの夢の国。とてもリッチでまろやかな白ワイン。

カリフォルニアの白ワイン CALIFORNIA

ルイ メル ソーヴィニヨンブラン Louis Mel Sauvignon Blanc   6,700円
リヴァモア・ヴァレー ｜ やや辛口 ｜ ソーヴィニヨンブラン種
グレープフルーツや新鮮なシトラスのアロマが感じられます。

 【ソムリエおすすめ】  ロバートモンダヴィ バーボン バレルエイジド シャルドネ   6,000円
Robert Mondavi Private Selection Aged in Bourbon Barrels Chardonnay
ナパヴァレー ｜ フルボディ ｜ シャルドネ種
ワイン樽熟成のワインに、バーボン樽熟成のワインをブレンド。リッチでクリーミーな味わいと凝縮感。
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日本の白ワイン JAPAN

ルバイヤート 甲州 シュール リー Rubaiyat Kôshu Sur Lie   5,000円
山梨県 ｜ 辛口 ｜ 甲州種
シュール・リー製法で、香りと厚みのある味わいを表現。

チリの白ワイン CHILE

シャルドネ ロクラ ウノ Chardonnay Locura 1   5,600円
カチャポアル・ヴァレー ｜ 辛口 ｜ シャルドネ種
店長おすすめ。オーナーのペドロパッラ氏はワイン業界で影響力のある人物。

アルゼンチンの白ワイン ARGENTINA

テラ トロンテス Terra Torrontes   3,600円
メンドーサ州 ｜ 中口 ｜ トロンテス種
トロンテス種らしく爽やかで滑らかなバランスの取れた白です。

ニュージーランドの白ワイン NEW ZEALAND

ソーヴィニヨンブラン マールボロ Matua Marlborough Sauvignon Blanc   4,900円
マールボロ ｜ 辛口 ｜ ソーヴィニヨンブラン種
フレッシュなハーブのニュアンスとシトラスフルーツの味わい。

ロゼワイン ROSE WINE

フランスのロゼワイン FRANCE

シャトー クーロン ロゼ Chateau Coulon Rose   4,900円
ラングドック ｜ 辛口 ｜ グルナッシュ種、サンソー種
フレッシュ＆フルーティーな辛口のロゼワインです。女性にも大人気♪
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スパークリングワイン SPARKLING WINE

グレイマン ブリュット Greyman Brut [Glass / Bottle]   グラス 690円　ボトル 3,300円
フランス ｜ 辛口 ｜ アレイン種、ユニブラン種
みずみずしいハーブの香りとスッキリした味わい。

ヴァン・ムスー VIN MOUSSEUX
シャンパーニュ地方以外で造られたフランス産スパークリングワイン。

内容はスタッフにお尋ねください Please ask sta�   9,500円より

シャンパン CHAMPAGNE
シャンパーニュ地方のブドウを使いシャンパーニュ製法で造られたフランス産スパークリングワイン。

ミレジマート ヴァルドッビアーデネ プロセッコ スーペリオーレ エクストラドライ   5,600円
Millesimato Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry
ヴェネト州 ｜ 辛口 ｜ グレラ種
フルーティーなアロマ、繊細な発泡感、やわらかな味わい。とても親しみやすい口当たり。

プロセッコ PROSECCO
ヴェネト州で造られるグレラ種を使用したスパークリングワイン。

フランチャコルタ キュヴェ プレステージ Franciacorta Cuvee Prestige   10,000円
ロンバルディア州 ｜ 辛口 ｜ シャルドネ種主体
カ デル ボスコ社が造る絶品スパークリング。崇高な透明感、心地良いフレッシュ感と酸味。

スプマンテ SPUMANTE
イタリアで造られるスパークリングワイン。

コドーニュ バルセロナ エディション ロゼ Codorniu Barcelona Edition Rose   5,100円
スペイン ｜ 辛口 ｜ モナストレル種他
華やかなロゼスパークリング！お祝いにも最適。フレッシュ＆フルーティーな辛口。

カヴァ CAVA
スペインの特定地域でシャンパーニュ式製法を用いて造られるスパークリングワイン。



午後5時よりサービス料10％を申し受けております。
An additional service charge of 10% will be included a�er 5:00pm.

W INE  M A P

SOUTH AFRICA

西ケープ州

JAPAN

長野県

山梨県

マイポ・ヴァレー

ラペル・ヴァレー

アコンカグア・ヴァレー

CHILE & ARGENTINA

CHILE ARGENTINA

カチャポアル・ヴァレー

マジェコ・ヴァレー

メンドーサ州

AUSTRALIA & NEW ZEALAND

マールボロ

アデレードヒルズ

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

アルザスロワール

ボルドー

ブルゴーニュ

コート・デュ・ローヌ
ラングドック＆ルーション

FRANCE

パリ
◉

CALIFORNIA

ナパ・ヴァレー

ソノマ・ヴァレー

サンタマリア・ヴァレー

リヴァモア・ヴァレー

ロサンゼルス
●

シドニー●

キャンベラ◉

クナワラ

●

プレトリア
◉

サンティアゴ

ヴェネト州

フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州

ピエモンテ州

ロンバルディア州

トスカーナ州
アブルッツォ州

プーリア州

ITALY

ローマ

ラツィオ州

シチリア州

ウンブリア州

SPAIN

カラタユド

カスティーリャ・イ・レオン州

ビエルソリベイロ

◉マドリード

●

サンフランシスコ

ウエリントン

ブエノスアイレス

ケープタウン


