Sparkling Wine

スパークリング・ワイン

‐Cava‐

オヤ・デ・カデナス ブリュット・ナチュレ
Hoya de Cadenas Cava Brut Nature
■生産者：ビンセンテ・ガンディア ■ブドウ品種：マカベオ 100%

NV

レバンテ / スペイン
Levante / Spain

￥3,900

■味わい：辛口

-Supumante-

カ・ディ・ライオ・スプマンテ ブリュット・ロゼ
Ca‘ Di Rajo Spumante Brut Rose

NV

ヴェネト / イタリア
Vèneto / Italy

￥5,600

■生産者：カ・ディ・ライオ ■ブドウ品種：ラボーゾ / グレーラ ■味わい：辛口

ベラヴィスタ・フランチャコルタ キュヴェ・ブリュット NV

Bellavista Franciacorta Cuvee Brut

ロンバルディア / イタリア
Lombarda / Italy

￥12,300

■生産者：ベラヴィスタ ■ブドウ品種：シャルドネ / ピノ・ビアンコ / ピノ・ネロ ■味わい：辛口

-Sparkling-

シャンドン ブリュット
Chandon Brut

NV

ヴィクトリア / オーストラリア
Victoria / Australia

\5,900

■生産者：モエ・エ・シャンドン ■ブドウ品種：シャルドネ / ピノ・ノワール ■味わい：辛口

-Champagne-

モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンぺリアル
Moët et Chandon Brut Imperial

NV

シャンパーニュ / フランス
Champagne / France

\14,300

■生産者:モエ・エ・シャンドン ■ブドウ品種：ピノ・ノワール / シャルドネ / ピノ・ムニエ ■味わい：辛口

ローラン・ペリエ ロゼ
Laurent Perrier Rose

NV

シャンパーニュ / フランス
Champagne / France

\35,700

■生産者:ローラン・ペリエ ■ブドウ品種：ピノ・ノワール 100％ ■味わい：辛口

ドン・ペリニョン
Don Perignon

2003 シャンパーニュ / フランス
Champagne / France

\49,000

■生産者：モエ・エ・シャンドン ■ブドウ品種：ピノ・ノワール / シャルドネ / ピノ・ムニエ ■味わい：辛口

クリュッグ グラン・キュヴェ・ブリュット
Krug Grand Cuvee Brut

NV

シャンパーニュ / フランス
Champagne / France

■生産者：クリュッグ ■ブドウ品種：シャルドネ / ピノ・ノワール / ピノ・ムニエ ■味わい：辛口

※上記の金額は、税金・サービス料（10％）込みの料金です。
※The price includes 10% service charge and government tax.

\56,000

White Wine

白ワイン

-Hokkaido Wine-

余市ワイン 白
Yoichi Wine White

NV

余市 / 北海道
Yoichi / Hokkaido

￥3,900

■生産者：余市葡萄酒醸造所 ■ブドウ品種：デラウェア / ミュラートゥルガウ / ケルナー ■味わい：ほのかな甘口

凋寒（セイオロサム）
Seiorosamu

2012 十勝 / 北海道
Tokachi / Hokkaido

\6,300

■生産者：池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 ■ブドウ品種：モリオマスカット主体 ■味わい：辛口

北ワイン ケルナー
Kita-Wine Kerner

2013 千歳 / 北海道
Chitose / Hokkaido

\6,600

■生産者：千歳ワイナリー ■ブドウ品種：ケルナー100％ ■味わい：辛口

-New World-

オーバーストーン ソーヴィニヨン・ブラン
Overstone Sauvignon Blanc

2014 マルボロ / ニュージーランド
Marlboro / New Zealand

\3,500

■生産者：オーバーストーン ■ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン 100％ ■味わい：辛口

モンテス クラッシック・シリーズ・シャルドネ
Montes Classic Series Chardonnay

2013 クリコ・ヴァレー / チリ
Curico Valley / Chile

\3,500

■生産者：モンテス S.A ■ブドウ品種：シャルドネ 100％ ■味わい：辛口

-Europe-

ソアヴェ・クラシコ
Soave Classico（Pieropan）

2014 ヴェネト / イタリア
Vèneto / Italy

\5,900

■生産者：ピエロパン ■ブドウ品種：ガルガーネガ主体 ■味わい：辛口

リースリング ヴァン・ダルザス・レゼルヴ
2012 アルザス / フランス
Riesling Vin d'Alsace Reserve (Vicomte Bernard de Romanet)
Alsace / France

\7,100

■生産者：ヴィコント・ベルナール・ドゥ・ロマネ ■ブドウ品種：リースリング 100％ ■味わい：中辛口

シャブリ プルミエ・クリュ・レ・フルノー
Chablis Premier Cru Le Fourneaux (Louis Max)

2012 ブルゴーニュ / フランス
Bourgogne / France

\11,000

■生産者：ルイ・マックス ■ブドウ品種：シャルドネ 100％ ■味わい：辛口

ムルソー
Meursault (Bouchard Pere & Fils)

2010 ブルゴーニュ / フランス
Bourgogne / France

■生産者：ブシャール・ペール・エ・フィス ■ブドウ品種：シャルドネ 100％ ■味わい：辛口

※上記の金額は、税金・サービス料（10％）込みの料金です。
※The price includes 10% service charge and government tax.

\19,000

Red Wine

赤ワイン

-Hokkaido Wine-

余市ワイン 赤
Yoichi Wine Red

NV

余市 / 北海道
Yoichi / Hokkaido

￥3,900

■生産者：余市葡萄酒醸造所 ■ブドウ品種：ツヴァイゲルトレーベ / カベルネ・ソーヴィニヨン ■味わい：甘口

ツヴァイゲルト
Zweigelt

2010 十勝 / 北海道
Tokachi / Hokkaido

\6,300

■生産者：池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 ■ブドウ品種：ツヴァイゲルトレーベ 100％ ■味わい：ミディアム・ボディ

-New World-

オーバーストーン メルロ
Overstone Merlot

2014 ホークス・ベイ / ニュージーランド
Hawke's Bay / New Zealand

\3,500

■生産者：オーバーストーン ■ブドウ品種：メルロ 100％ ■味わい：ミディアム・ボディ

モンテス クラッシック・シリーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン

Montes Classic Series Cabernet Sauvignon

2013 セントラル・ヴァレー / チリ
Central Valley / Chile

\3,500

■生産者：モンテス S.A ■ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニヨン 100％ ■味わい：ミディアム・ボディ

-Europe-

カ・ディ・フラーラ ピノ・ネロ
Ca’ Di Frara Pinot Nero

2012 ロンバルディア / イタリア
Lombarda / Italy

\5,600

■生産者：カ・ディ・フラーラ ■ブドウ品種：ピノ・ネロ（ピノ・ノワール）100％ ■味わい：ミディアム・ボディ

キャンティ・クラシコ
Chianti Classico（Le Corti）

2014 トスカーナ / イタリア
Tuscany / Italy

\6,500

■生産者：レ・コルティ ■ブドウ品種：サンジョベーゼ主体 ■味わい：ミディアム・ボディ

バローロ
Barolo (Fratelli Giacosa)

2010 ピエモンテ / イタリア
Piemonte / Italy

\12,300

■生産者：フラテッリ・ジャコーサ ■ブドウ品種：ネッビオーロ 100％ 味わい：フル・ボディ

サルジェ・ド・グリュオ・ラローズ
Sarget de Gruaud Larose (Saint-Julien)

2011 ボルドー / フランス
Bordeaux / France

\13,800

■生産者：シャトー・グリュオ・ラローズ ■ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニヨン主体 ■味わい：フル・ボディ

ジュヴレ・シャンベルタン ヴィエィユ・ヴィーニュ
Gevrey Chambertin Vieilles Vignes (Heresztyn)

2010 ブルゴーニュ / フランス
Bourgogne / France

■生産者：ドメーヌ・エレスティン ■ブドウ品種：ピノ・ノワール 100％ ■味わい：ミディアム・ボディ

※上記の金額は、税金・サービス料（10％）込みの料金です。
※The price includes 10% service charge and government tax.

\15,300

