
La Gioiosa
Prosecco Di Treviso

ラ ジョイヨーザ
プロセッコ ディ トレヴィーゾ

熟したリンゴや野に咲くような花の香りが特長。
ドライで新鮮な味わいが魅力です。
高級感のあるボトル、本格的な味わいながらカ
ジュアルに楽しめるコストパフォーマンス抜群
のスパークリングワインです。

Sparkling Wine

￥5,800 (税込￥6,380)

Donelli
Lambrusco Reggiano

ドネリ
ランブルスコ レッジャーノ

イタリア グルメの都の銘酒
エミリア・ロマーニャ州は「食の都」として知ら
れるグルメの街で造られるランブルスコ。アマー
ビレは赤果実のチャーミングなアロマとほんのり
感じる甘味、シュワッと軽い泡立ちが魅力です。

Veuve Clicquot
Yellow Label Brut

ヴーヴ・クリコ
イエロー・ラベル・ブリュット

ライムやレモン、白桃などの果実味とブリオッ
シュのような心地よい香りが感じられます。爽
やかさと際立ったフルーティさが印象的。繊細
で見事なバランスのシャンパーニュに造り上げ
ています。

Champagne

Joseph Perrier Cuve 
Royale Brut Blanc De Blanc

ジョセフ ペリエ キュヴェ ロワイヤル
ブリュット ブランドブラン

瓶熟3年以上の後蔵出しされる熟したフルーツや白い
花のアロマ、シトラスやグレープフルーツジュースの
ニュアンス、フレッシュでクリーミーで豊かで、最初
は少しゆるくまとまるように思えるがグラスの中です
ばらしい形になってくる。極めて良質でドライなブラ
ン・ド・ブラン。シャンパーニュファン注目の逸品

ご飲食代の１０％をサービス料として加算させていただきます。

Cloudy Bay Pelorus Brut

クラウディー ベイ
ペロリュス ブリュット

リンゴやかんきつ類のみずみずしいアロマ。ハチ
ミツやブリオッシュを思わせる香り。クリーミー
で複雑な味わいとのバランスが取れた華やかな風
味を持ち、ナッツの余韻が豊かでエレガント

Hitomi Winery
h3 Caribou

ヒトミワイナリー
カリブー

日本各地の農家さんから頂いた様々な個性を持つ
ブドウを、ヒトミらしい表現で仕上げた自然で素
朴な泡が特徴の微発泡ワイン。完熟したデラウェ
アのアロマも強く、オリが少なくキメの細かい泡
感なこともあり、綺麗で芳醇な果実香を感じるこ
ともできるワインです。

Veuve Clicquot
Rose Label Brut

ヴーヴ・クリコ
ローズ･ラベル・ブリュット

新鮮な赤系果実のアロマが感じられ、ドライ
フルーツやアプリコットなどの香りが立ち上
ります。エレガンスと趣を兼ね備えた豊かな
味わい、魅力に満ちたシャンパーニュです。

ハーフボトル 375ml

Krug Grande Cuve Brut 
Champagne

クリュッグ グランド キュヴェ

6年から10年にわたる収穫年の異なる120
種類以上ものワインをブレンドし、力強さと
複雑さ、豊かさと清々しさのバランスが素晴
らしいシャンパーニュです。

￥7,000 (税込￥7,700)

￥5,000 (税込￥5,500) ￥5,000 (税込￥5,500)

￥12,800 (税込￥14,080)

￥10,800 (税込￥11,880)

￥5,800 (税込￥6,380)

￥18,000 (税込￥19,800) ￥45,000 (税込￥49,500)



Scotto Cellars
Nightfall Classic Varietal
Chardonnay

スコットセラーズ
ナイトフォールクラシック・ヴァラエタル
シャルドネ

グレープフルーツ等のシトラス、パイナップルやマン
ゴーといったトロピカルフルーツの香りながらもしっ
かりとした酸味で、そのアルコール感を感じさせませ
ん。また、樽由来のヴァニラやハチミツといった甘い
香りを伴うボリュームのある白ワインです。

Rolf Binder 
Eden Valley Riesling

ロルフ・ビンダー
イーデン ヴァレー リースリング

搾りたてのフレッシュなぶどうの香りに、甘くフ
ローラルなニュアンスや爽やかなぶどうやレモン
グラスのような味わいの若くフレッシュなデザー
トワインの味わい

Twomey 
Estate Sauvignon Blanc

トゥーミー エステイト
ソーヴィニヨンブラン

シトラスや洋梨、青リンゴの特徴を、ソーヴィ
ニヨンブランらしい複雑でバランスの取れた形
で表現した美しいワインです。ジューシーで芳
醇な果実の甘い香りに始まり、はちみつとシト
ラスの微かな味わいが口 に広がります。フレッ
シュな辛口が心地よいワインです。

Domaine Vocoret & Fils
Chablis Grand Cru Les Cros

ドメーヌ ヴォコレ エ フィス
シャブリ グランクリュ レ クロ

瓶熟3年以上の後蔵出しされる熟したフルーツや白
い花のアロマ、シトラスやグレープフルーツジュー
スのニュアンス、フレッシュでクリーミーで豊かで、
最初は少しゆるくまとまるように思えるがグラスの
中ですばらしい形になってくる。極めて良質でドラ
イなブラン・ド・ブラン。シャンパーニュファン注
目の逸品

ご飲食代の１０％をサービス料として加算させていただきます。

Stratum
Sauvignon Blanc

ストラタム
ソーヴィニヨン・ブラン

色合いは淡いレモンイエロー。香りはグーズベリー
とトロピカルフルーツの豊かな香りが感じられ、味
わいはフレッシュで生き生きとしていながらも、
リッチで凝縮した果実味が特徴。さらに、長い余韻
が味わいを引き立てます。

Talley Chardonnay 
Estate Arroyo Grande Valley

タリー シャルドネ エステート
アロヨ グランデ ヴァレー

レモンタルト、ジャスミン、オレンジ・ブロッサム
の香り、口の中では、ネクタリン、グリーン・アッ
プル、メイヤー・レモンなどの味わいが感じられま
す。芳醇で活き活きとしたフィニッシュです

Newton 
Chardonnay Unfiltered

ニュートン
シャルドネ アンフィルタード

ニュートンのアンフィルタード シリーズの最高傑
作。熟した白桃やパイナップルの果実味と蜂蜜や
ナッツが幾層にも重なる、アンフィルター独特の
豊かな味わいです。

Dumol Chardonnay 
Russian River Valley

デュモル シャルドネ
ロシアン リバー ヴァレー

素晴らしいフィネスと自然なリッチさ、ミネラル感
のある酸味があり、非常にエレガントで洗練された
味わいです。豊かなミントの葉、新鮮なタイム、甘
い干し草の風味を添えながら、黄桃、ネクタリン、
スイカズラの香りがいっぱいに広がります。

White Wine
白ワインの中でも、焼肉に合うよりすぐりの

美味しいワインをご用意しました。

￥5,800 (税込￥6,380)

￥5,800 (税込￥6,380)

￥7,800 (税込￥8,580)

￥16,000 (税込￥17,600)

￥5,800 (税込￥6,380)

￥6,800 (税込￥7,480)

￥9,800 (税込￥10,780)

￥18,000 (税込￥19,800)



Scre de Lennes 
Pinot Noir 

スクレ ド リュネス ピノ・ノワール

チェリーのような甘く爽やかな香りとフレッ
シュな酸味。まろやかなタンニンが心地よく、
まるでフルーツをほおばったような自然な果実
味あふれるワインです。コスパに優れたフラン
ス産オーガニックワインです。

Le Cicale Di Vincigliata
Chanti

レ チカーレ ディ ヴィンチリアータ
キャンティ

ドライチェリーやスグリやスパイス香といった
サンジョヴェーゼ品種由来の香りにソフトなタ
ンニン。ジューシーで果実感がはっきりと現れ
るが、奥からスパイスやリコリスなどの複雑な
香りも顔をのぞかせる赤ワイン

Newton
Skyside Red Blend

ニュートン
スカイサイド レッド ブレンド

完熟した黒ブドウの味わいが素直に表現されたボル
ドーブレンド。力強く滑らかなタンニンが、ダーク
チェリーやブルーベリーの果実味と、オーク樽のバ
ニラ香を包んだ洗練された味わい。

ご飲食代の１０％をサービス料として加算させていただきます。

Concha y Toro
Casillero Del Diablo Carmenere 

コンチャ イ トロ
カッシェロ デル ディアブロ カルメネール

ダークプラムやスパイスの香り。アメリカンオー
クのトースト香に縁取られた深いコク、そしてソ
フトな舌触りとふくよかな飲み口が特長のワイン
です。

Cune Crianza 

クネ･クリアンサ

チェリー、ラズベリー、イチゴ、ブルーベリー、
プラムの甘酸っぱいアロマが魅力的！シナモン、
クローブ、リコリスのスパイス、杉の清涼感、
鉄っぽいミネラルの印象もあります。赤果実系の
凝縮した果実味、繊細で豊富な酸、タンニンはシ
ルキーできめ細かくしなやかな飲み心地。

Carnivor
Cabernet Sauvignon

カーニヴォ
カベルネ ソーヴィニヨン

オークから由来するはっきりしたトースト香と、
エスプレッソやチョコレートを思わせる完熟し
たブドウを感じられます。程よいタンニンと、
余韻の長いスムースな口あたり。複雑な構造が
限りなく深い色調を造りだしています。

Paris Valley Road 
Zinfandel

パリス・ヴァレーロード
ジンファンデル

ジンファンデルの持つ瑞々しいベリーの香り、
大地を想起させる香りが複雑性を生み出しま
す。濃厚な果実味とビロードのようなタンニ
ン。エレガントで繊細さのある、フルボディ
ワインです。

Red Wine
気軽に飲める赤ワインの中でも、焼肉に合うよりすぐりの

美味しいワインをご用意しました。

￥5,800 (税込￥6,380)

￥5,800 (税込￥6,380)

￥6,000 (税込￥6,600)

￥5,000 (税込￥5,500)

Scotto Cellars
Nightfall ClassicVarietal
Cabernet Sauvignon

スコットセラーズ
ナイトフォール・クラシックヴァラエタル
カベルネ・ソーヴィニヨン

スミレの花、カシス、杉の葉などカベルネソーヴィ
ニヨンの特徴的な味わいがリーズナブルに楽しめま
す。さらに驚くことにこの価格にしてオーク樽での
熟成を行っており、膨らみのある仕上がりになって
おります。

￥5,000 (税込￥5,500)

￥5,800 (税込￥6,380)

￥5,800 (税込￥6,380)

￥6,000 (税込￥6,600)



Dog Ridge Premium Shirtfront 
Shiraz

ドッグ・リッジ プレミアム シャーフロント
シラーズ

チェリーのような甘く爽やかな香りとフレッシュ
な酸味。まろやかなタンニンが心地よく、まるで
フルーツをほおばったような自然な果実味あふれ
るワインです。コスパに優れたフランス産オーガ
ニックワインです。

Pesquera Tinto Reserva

ペスケラ・ティント・レセルバ

フレッシュな赤系果実のフルーティーなアロマ
に、甘草、熟したプラム、ミネラルなどの深く
混ざりこんだ凝縮感のある香りが漂います。
飲み口はシルキーで滑らか。芳醇なココアと木
や森のニュアンスが口の中いっぱいに広がりま
す。時間の経過とともに新たな風味が顔を出し、
魅惑的な表情を見せてくれる素晴らしいワイン
です。

Rafanelli Zinfandel

ラファネリ ジンファンデル

カリフォルニアらしい豊かさとドライ・クリーク・
ヴァレーの冷涼さ、伝統的な製法による沁み込むよ
うな深い味わい。ジンファンデルという個性的なぶ
どうの特徴を生かしつつ、高いレベルで味わいのバ
ランスをとっている。そのまで最も高品質なジン
ファンデルのひとつ。

ご飲食代の１０％をサービス料として加算させていただきます。

Prunotto Barolo

プルノット バローロ

チェリー、イチゴなどの熟した赤系果実のアロ
マとエレガントなバラ、スミレのニュアンスが
華やかな香りを演出します。口に含むと、ビ
ロードのような滑らかなタンニンを備えた優し
い口当たりの、上質で洗練された味わい。微か
なスパイスのフレーバーがバランスを良い印象
を持たせます。

Calera Josh Jensen
Selection Pinot Noir

カレラ・ジョシュ・ジェンセン・セレク
ション ピノ・ノワール

ラズベリーやチェリー、若干感じられるジビエの
野生的な香りが複雑に絡み合います。ひそかに感
じる森の下草の香りにプラムや熟したチェリーの
味わいが複雑な層を成し、見事にバランスのとれ
た出来栄え。余韻は長く続きます。

Carnivor Cabernet 
Sauvignon

ニュートン アンフィルタード カベルネ
ソービニヨン

熟したタンニンとキレイな酸味を持つ、果実本来の
エッセンスを表現したエレガントでピュアなワイン
です。ブラックチェリーやブラックベリー系の、み
ずみずしい果実味に、クローブ、セージ、バニラ、
アニスなどの甘いスパイス香がかさなり、タバコや
チョコレートの複雑味が余韻に残ります。

Calera
Ryan Pinot Noir

カレラ
ライアン ピノノワール

洗練されたみずみずしいブラックプラムのア
ロマがあります。バランスに優れたストラク
チャーに心地の良いグリップ、カラントやラ
ズベリー、ダークスパイスの深みのあるフ
レーバーが絡み合い優雅な口当たりを表現し
ています。

Red Wine
気軽に飲める赤ワインの中でも、焼肉に合うよりすぐりの

美味しいワインをご用意しました。

￥12,000 (税込￥13,200)

Domaine de Baronarques

ドメーヌ・ドゥ・バロナーク

上品で繊細な花の香りに加え、ハーブやフレッ
シュ・フルーツのアロマが感じられます。凝縮感
と豊富なタンニン、エレガントさと複雑性を兼ね
備えています。まさにグランヴァンの風格漂う南
仏のプレミアムワイン

￥9,800 (税込￥10,780)￥6,800 (税込￥7,480)

￥9,800 (税込￥10,780) ￥9,800 (税込￥10,780)

￥12,000 (税込￥13,200)

￥14,000 (税込￥15,400) ￥20,000 (税込￥22,000)



ご飲食代の１０％をサービス料として加算させていただきます。

Red Wine

V Madrone 
Cabernet Sauvignon 

Vマドロン（ブイマドロン）
カベルネ･ソーヴィニヨン

色濃く独特な味わいの個性にあふれたワイン
です。深みがあり、黒い果実、森の地面の香
り、樽熟成からの調和がとれたイーストやス
パイスの香り。非常に長いフィニッシュが特
徴的です。

￥45,000 (税込￥49,500)

Kenzo Estate 藍 ai

ケンゾーエステート アイ

カベルネ・ソーヴィニヨンを主体とするこのワイ
ンは、鮮やかな印象を覚えるとともに、奥行きの
深さを実感できる逸品です。ホワイトペッパーの
ようなスパイス香とともに、ほのかな杉の香りが
感じられ、さらには野イチゴやダークチョコレー
トの香りとも絡み合う複雑な香りが華やかに広
がっていきます。口中に含めば、力強さがありな
がらも洗練されたタンニンが、ビロードのように
なめらかでまろみのある口当たりを感じさせ、官
能的な余韻を長く残していきます。

Opus One

オーパス・ワン

ボルドーメドック格付け第一級、シャトー・ムートン・ロスチャイルドを所有
するバロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド男爵とカリフォルニアワイン界
の重鎮、ロバート・モンダヴィ氏という2人の巨匠が描いた夢のワイン、オー
パス・ワン。他を寄せつけない、最高級カリフォルニアワインとしてのその圧
倒的存在感は、すべてのワイン愛好家の垂涎の的となっています。

￥45,000 (税込￥49,500)

￥ASK

CH Smith Haut Lafitte

シャトー・スミス・オー・ラフィット

ブラックベリーや黒スグリ、プラムのアロマにタ
バコのようなスモークのニュアンスが香ります。
滑らかな口当たりで果実味は凝縮感があり、タン
ニンが柔らかいボディを構築。酸味が優しく口内
を引き締め、焦点のある味わいを演出します。余
韻にはドライハーブや熟したチェリーの風味が感
じられ、穏やかに抜けていきます。

Silver Oak
Alexander Valley Cabernet Sauvignon

シルヴァー・オーク
アレキサンダー・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン

グラスに注ぐとブラックチェリーやブラックカラント
などの黒系果実のアロマがしっかりと感じられ、ほの
かに杉やスモーク、スパイスなどの複雑なニュアンス
が折り重なります。口当たりは非常に滑らか。シルク
のようなタンニンと豊潤な果実味、上質な酸が綺麗に
調和しています。上品ながらも力強いスタイル。ブ
ラックオリーブの風味を帯びた余韻も魅力です。

￥24,000 (税込￥26,400) ￥30,000 (税込￥33,000)

CH. D'Issan

シャトー・ディッサン

深みのあるガーネットの色合い。熟したプラムや
カシスなどの果実香に加えて、スミレの花やスパ
イスのニュアンスが広がる、マルゴーらしいアロ
マが特徴。口に含むと、凝縮した果実味やコショ
ウなどのスパイスの複雑なニュアンスが感じられ
ます。シルキーなタンニンと豊かな酸が舌を覆い、
見事な余韻が続きます。

CH. Leoville Poyferre

シャトー・レオヴィル・ポワフェレ

程良い深さの色、深みのある濃いルビー色。
繊細なノーズはブラックカラントとシーダー
のニュアンスを持つ。ミディアムボディ、滑
らかでフレッシュな酸味が、熟したベリー果
実の立派な核を強調する。近代ボルドースタ
イルを象徴する、とても親しみやすい味わい
です。

￥18,000 (税込￥19,800) ￥19,800 (税込￥21,780)



Joseph Perrier（ジョセフ・ペリエ）
キュヴェ・ロワイヤル・ブリュット

外観は輝きのあるゴールド色。美しいムースのような泡立ち
に魅了されます。香りは深みがあり、アカシアやオレンジの
花に続き、グレープフルーツやパイナップルなどが豊かに広
がります。口に含むとフルボディで凝縮感があり、ブドウの
ゼリーや紅茶などの風味も感じられます。ハチミツやアーモ
ンド、バニラ、白い花などのニュアンスを感じる余韻が非常
に長く続きます。

BOTTLE ￥8,800 (税込￥9,680)

GLASS ￥1,200 (税込￥1,320)


