WINE LIST

TAX included

店長のおすすめワイン
RED WINE 赤ワイン
Domaine De Gras Antu Pinot Noir

ドメーヌ デ グラス アンテュ ピノノワール
チリ：レイダヴァレー ｜ ミディアムボディ ｜ ピノノワール種
明るく輝くようなルビー色。 上品なフローラルの香りに瑞々しいチェリーのような赤系果実の香りが漂います。

グラス 1,200円／デカンタ 4,800円／ボトル 6,500円

Robert Mondavi Private Selection Aged in Bourbon Barrels Cabernet Sauvignon

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
アメリカ：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。

グラス 1,100円／デカンタ 4,800円／ボトル 6,000円

WHITE WINE 白ワイン
Mad Furmint

マード フルミント
ハンガリー：トカイ地方 ｜ 辛口 ｜ フルミント種
フレッシュな酸味のある柑橘系の味わい。 生産地を代表する辛口の白ワインです。

グラス 1,200円／デカンタ 4,800円／ボトル 6,500円
Robert Mondavi Private Selection Aged in Bourbon Barrels Chardonnay

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

アメリカ：ナパヴァレー ｜ 辛口 ｜ 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。

グラス 1,100円／デカンタ 4,800円／ボトル 6,000円

WINE LIST

TAX included

RED WINE 赤ワイン
Mongrana Maremma

モングラーナ マレンマ

6,000円

イタリア：トスカーナ州 ｜ ミディアムボディ ｜ 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、バランスの取れた赤ワイン。
Chianti Classico Reserva

キャンティ クラシコ リゼルバ
イタリア：トスカーナ州 ｜ フルボディ
スムーズでしなやかなコクを持つ。

7,000円
｜

サンジョベーゼ種

Chianti Classico DOCG Gran Selezione

キャンティ クラシコ DOCG グランセレツィオーネ

11,000円

イタリア：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。
Barolo

バローロ

10,000円

イタリア：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♪
Amarone

アマローネ

13,000円

イタリア：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 ！
Brunello di Montalcino

ブルネッロ ディ モンタルチーノ

13,000円

イタリア：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。
Chateau Coulon Rouge Cuvee Veredus

シャトー クーロン ルージュ キュヴェ ベルジュ

5,800円
フランス：ラングドック&ルーション地方 ｜ ミディアムボディ ｜ 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。

Morgon Cote Du Py

モルゴン コート デュ ピィ

6,000円

フランス：ブルゴーニュ地方 ｜ ミディアムボディ ｜ ガメイ種
『もっとも引き締まったボジョレー』といわれる、構成のしっかりしたミディアムボディの赤ワイン。
Chateau Poitevin Rouge

シャトー ポワトヴァン ルージュ
フランス：ボルドー地方 ｜ フルボディ
AOCメドック。 ボルドーの赤ワイン。

7,000円
｜

メルロー種、カベルネソーヴィニヨン種、プティヴェルド種

Chateauneuf du Pape

シャトーヌフ デュ パプ

10,000円

フランス：コート・デュ・ローヌ地方 ｜ フルボディ ｜ 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。
Chateau Lagrange

シャトー ラグランジュ

15,000円

フランス：ボルドー地方 サン・ジュリアン村 ｜ フルボディ ｜ カベルネソーヴィニヨン種主体
メドック格付け3級ワイン。 果実味とエレガンスにあふれたボルドーの赤ワイン。
Gevrey Chambertin

ジュヴレ シャンベルタン
フランス：ブルゴーニュ地方 ｜ フルボディ ｜ ピノノワール種
熟成はオーク樽で10ケ月。 非常にアロマティックで華やかな赤ワインです。

15,000円
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RED WINE 赤ワイン
Tridente Tempranillo

トリデンテ テンプラニーリョ

7,500円

スペイン：カスティーリャ・イ・レオン州 ｜ 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。

Sauska Cuvee 11

サウシュカ キュヴェ 11

8,000円
ハンガリー：パンノン地方 ｜ フルボディ ｜ メルロー種、ケーク・フランコシュ種、カベルネフラン種、カベルネソーヴィニヨン種
シナモン、クローブ、乾燥アンズの香り。 やわらかくなめらかな口触りのワイン。

KWV Cathedral Cellar Shiraz

KW V カセドラル セラー シラーズ

6,000円
南アフリカ：西ケープ州 ｜ フルボディ ｜ シラーズ種
凝縮された果実味を感じつつ、シルキーなタンニンが全体的な滑らかさを演出。 バランスのよい洗練されたワイン。

Robert Mondavi Private Selection Aged in Bourbon Barrels Cabernet Sauvignon

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

アメリカ：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。

Brickmason Red Brend

ブリックメイソン レッドブレンド

6,800円
アメリカ：セントラルヴァレー ｜ フルボディ ｜ ジンファンデル種80％、シラー種10%、プティシラー種5%、カベルネソーヴィニヨン種5%
カリフォルニア州ローダイのワイン。 ジンファンデルの有名な産出地。 力強い構成です

Au Bon Climat Pinot Noir

オー ボン クリマ ピノノワール

9,600円

アメリカ：サンタマリアヴァレー ｜ フルボディ ｜ ピノノワール種
複雑さと力強さ、優雅さを兼ね備えています。

KLINKER BRICK 1850°

クリンカーブリック 1850 ディグリーズ

12,000円

アメリカ：セントラルヴァレー ｜ フルボディ ｜ カベルネソーヴィニヨン種、プティシラー種、ジンファンデル種
スパイスやハーブの複雑な香り。 余韻はスムーズでエレガント。 ボルドースタイルのゆっくり飲める赤ワイン。

Domaine De Gras Antu Pinot Noir

ドメーヌ デ グラス アンテュ ピノノワール

6,500円

チリ：レイダヴァレー ｜ ミディアムボディ ｜ ピノノワール種
明るく輝くようなルビー色。 上品なフローラルの香りに瑞々しいチェリーのような赤系果実の香りが漂います。

Grande Polaire Nagano Furusato Vineyard Cabernet Sauvignon

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

日本：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。

Tomi No Oka

登美の丘

9,200円

日本：山梨県 ｜ フルボディ ｜ 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。
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WHITE WINE 白ワイン
Soave Classico Vin Soave

ソアヴェ クラシコ ヴァン ソアヴェ

6,900円

イタリア：ヴェネト州 ｜ 辛口 ｜ ガルガネーガ種
ソアヴェクラシコ地区の中心部にあるワイナリー。すっきりした酸味とナッツ系の味わいも感じられる白ワイン。
Chateau Coulon Blanc

シャトー クーロン ブラン

5,500円

フランス：ラングドック&ルーション地方 ｜ 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。
Riesling Alsace Evidence

エヴィダンス アルザス リースリング

7,000円

フランス：アルザス地方 ｜ 辛口 ｜ リースリング種
エアフランス採用のワイナリーが造る個性的なリースリング。 力強くありながらエレガントで酸のバランスがよい。
Chablis

シャブリ

7,500円

フランス：ブルゴーニュ地方 ｜ 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。
Pouilly-Fuisse

プイィ フュイッセ

8,900円

フランス：ブルゴーニュ地方 ｜ 辛口 ｜ シャルドネ種
輝きのある黄金色。 ミネラル感もたっぷりで、豊かな味わいのワインです。
Mad Furmint

マード フルミント

6,500円

ハンガリー：トカイ地方 ｜ 辛口 ｜ フルミント種
フレッシュな酸味のある柑橘系の味わい。 生産地を代表する辛口の白ワインです。
KWV Cathedral Cellar Chardonnay

KW V カセドラル セラー シャルドネ

6,000円

南アフリカ：西ケープ州 ｜ 辛口 ｜ シャルドネ種
ライチの爽やかさと控えめなオーク、そしてクリーミーなフレーバーで瑞々しいフィニッシュのワインです。
Robert Mondavi Private Selection Aged in Bourbon Barrels Chardonnay

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

アメリカ：ナパヴァレー ｜ 辛口 ｜ 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。
Chardonnay Vineburg Vineyard Carneros

シャルドネ ヴァインバーグ ヴィンヤード カーネロス

10,000円

アメリカ：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。
Chardonnay Locura 1

シャルドネ ロクラ ウノ

6,500円

チリ：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。
Rubaiyat Kosohu Sur Lie

ルバイヤート 甲州 シュール リー
日本：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。

5,500円
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SPARKLING WINE スパークリングワイン
Champagne

シャンパン

9,500円より

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。
内容はスタッフにお尋ねください

Astoria Valdobbiadene Prosecco

アストリア プロセッコ ヴァルドッビアーデネ

グラス 1,100円／ボトル
イタリア：ヴェネト州 ｜ 辛口 ｜ グレラ種
2007年プロセッコに与えられる、ナストロアルジェント賞を受賞。 バランスのとれたスプマンテ。

Franciacorta Cuvee Prestige

フランチャコルタ キュヴェ プレステージ
イタリア：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、心地よいフレッシュ感と酸味。

鉄板焼きは別途サービス料10％を申し受けております。
A 10% service charge will be added.

7,000円

10,000円

