
Red Wine
Chateau Margaux 2011
シャトー・マルゴー 2011

カベルネ・ソーヴィニヨン/メルロー / カベルネフラン/プティプティヴェルト/フランス　ボルドー
Cabernet Sauvignon/Merlot/Cabernet Franc/Petit Verdot/Bordeaux france

1997年メンゼルのプロス家の大規模な資金投入の結果蘇ったメドックワインの女王。

すべて木樽醗酵・新樽貯蔵という究極のワイン造りによる素晴らしい味わい。

(税込)

(税込)

(税込)

(税込)

Fabulous aromas of flowers with hints of strawberries and currants. 
Extremely aromatic. This is full-bodied, with chewy tannins and a racy finish.
 It is very finely structured but chewy and austere. I like the tension to this.

¥220,000

Chateau Valandraud
シャトー・ヴァランドロー

メルロー / カベルネフラン/フランス　ボルドー
Merlot/Cabernet Franc/Bordeaux france

生産量はわずか30,000本。新樽使用率100％。樽由来のトーストした香りが広がる。時間を経て

現れる力強いタンニンも余韻を長くする。素晴らしい出来、の一言。シンデレラワイン。

The mouth is big, full-bodied and powerful with notable, velvety tannins and 
it is packed with savory and spice flavor layers, finishing with epic length. 
This big-boned, voluptuous, Rubenesque beauty will blow hedonists' minds!

¥66,000

Pommard
ポマール

ピノ・ノワール100%/フランス　ブルゴーニュ
Pinot Noir 100%/Bourgogne france

ポマール村の偉大な醸造家ドメーヌ・パラン。力強さと繊細さのバランスを大切に作られたこのワインは、

チェリーやカシスを想わせる果実味と複雑な味わいを持っています。

Sofisticated elegance and purity, complimented with slightly parfumed nose 
and and vanila touch on the palate with great complexity of red berries.

¥27,500

Gevrey-Chambertin Clos du Meix des Ouches
ジュヴレ・シャンベルタン クロ・デュ・メ・デ・ズシュ

ピノ・ノワール100% 一級【ラ・ロマネ】樹齢60年/フランス　ブルゴーニュ
Pinot Noir/ Bourgogne france

１９８９年から改革を行い、品質を年々向上させているドメーヌ。ブラックチェリーやバニラを

想わせる複雑な香り。柔らかくフルーティーな味わいも楽しんでいただけます。

Domaine has been reforming since 1989, improving quality every year. 
Complex scent reminiscent of black cherry and vanilla. 
You can also enjoy a soft and fruity taste.

¥30,800



(税込)

(税込)

(税込)

(税込)

(税込)

Chateau de Ferrand
シャトー・ド・フェラン

メルロー カベルネ・フラン カベルネ・ソーヴィノヨン/フランス
Merlot,Cabernet Franc,Cabernet Sauvignon/France

2012年クリュ・クラッセ昇格。300年以上の長い歴史で培ったノウハウと最新の醸造技術を
融合させ、サン・テミリオンでもトップクラスの品質のワインを生み出しています。

The wine Château de Ferrand is a Red wine produced in the Bordeaux region in France,
by Château de Ferrand. This 2015 vintage comes from the Saint-Émilion 
Grand Cru appellation.Firm, dark extract with a hint of chocolaty oak. Upright in style. 
Plentiful tannins are finely honed. Minerality adds freshness. More precision this year.

¥16.500

Il Fauno 2015
イル ファルノ 2015

メルロー  カベルネ・フラン カベルネ・ソーヴィニヨン プティ・ヴェルド /イタリア トスカーナ州
Merlot,Cabernet Franc,Cabernet Sauvignon,Petit Verdot/Tuscany, Italy

ブラックベリーや熟したブルーベリーに、 スミレや杉、ナツメグがほのかに香ります。 口の中で
広がる熟したプラム、タンジェリン の味わいをリコリスやタバコ、バニラの余韻 が追いかける、
ふくよかでエレガントなワ インです。

Blackberries and ripe blueberries are fragrant with violets, cedars, and nutmeg. 
A rich and elegant wine with ripe liquorice, tobacco and vanilla lingering after 
the taste of ripe plums and tangerine spreading in the mouth.

¥16.500

Château Loudenne
シャトー ルデンヌ

Cabernet Sauvignon , Merlot/Bordeaux France 
カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー/ボルドー フランス

伝統と近代技術に培われたクリュ・ブルジョワ。力強さと繊細さをあわせもつ秀逸な赤です。

Cru Bourgeois , which has been cultivated in the tradition and modern technology. 
It’s excellent that combines the strength and delicacy .

¥11.000

Vina Errazuriz Aconcagua Alto
エラスリス　アコンカグア・アルト

カベルネ・ソーヴィニヨン プティ・ヴェルド カベルネ・フラン/アコンカグア・ヴァレー チリ

Cabernet Sauvignon,Petit Verdot, Cabernet Franc/Aconcagua Valley

ブラックベリーやカシス、黒胡椒、ミント、甘草、チョコレートの香り、
大地のエネルギーに満ち溢れている。

Generally speaking, elegance prevails over power in this season, with fine tannins 
and great colours. Cabernet Sauvignon shows intense aromas of red fruits, and feels 
juicy and fresh on the palate.

¥11.000

Arboleda Cabernet Sauvignon
アルボレダ・カベルネ・ソーヴィニヨン

カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン/ｱｺﾝｶｸﾞｱ･ｳﾞｧﾚ チリ

Cabernet Sauvignon , Cabernet Franc/Aconcagua Vallee chili

プラムやチェリーなどの赤い果実の香りにスパイスやチョコレートなどの
エレガントなニュアンスが加わります。芳醇でしっかりした味わいのワインです。

This violet red wine stands out for its intense flavours and complexity. 
with soft and round tannings. Tobacco leaf and subtle balsamic notes are 
the aromas, while the palate
is delighted with raspberry, black pepper and a hint of dried fruits and cedar.

¥7.700



(税込)

(税込)

(税込)

(税込)

(税込)

IIIB & Auromon Rouge
IIIB(ﾄﾜﾍﾞｰ)･ｴ･ｵｳﾓﾝ 赤

ﾒﾙﾛｰ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ｼﾗｰ/ラングドック&ルーシヨン フランス

Merlot Syrah Cabernet Sauvignon/Languedoc-Roussillon france

ドメーヌ最上級のクラスを意味する、“IIIＢ（トワベー)”。
ラズベリーやプラムの香り。タンニンは滑らかで、果実味に奥ゆきがあります。 。

Light yellow. Rich nose, halfway between intense vanilla oak fragrances and 
white fruits, linden. Full-bodied, mouth-coating, fleshy mouthfeel. Predominant 
oak yet also freshness. A muscular, generous and modern style Limoux.

¥6.600

Chateau Bel Air
シャトー・ベル・エール

カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー/ボルドー フランス

Merlot, Cabernet Sauvignon/Bordeaux france

クラレットと呼ばれる深く鮮やかなルビー色。やわらかく広がる香りとまろやかで
軽い口当たり。バランス良い味わいに仕上がったワインです。

Deep, bright ruby colour called Claret. Spread soft aroma and taste. 
It is a balanced taste finished wines.

¥5.500
H ¥3.300

Domodo Montepulciano d’Abruzzo
ドモード モンテプルチアーノ・ダブルッツォ
Montepulciano/ Abruzzo Italy
モンテプルチアーノ/アブルッツォ イタリア

アブルッツォの太陽をたっぷり浴びた完熟ワイン。プラムやチェリーの溢れるアロマに、
ローズマリーやバニラのブーケ。ジューシーで滑らかな果実味が特徴の、
飲み応えあるワインです。(ハウスワイン) 

A ripe wine that has been bathed in the sun of Abruzzo. For aromas full of plums
and cherries.Bouquet of rosemary and vanilla. Characterized by juicy and smooth fruit
It is a wine that is satisfying to drink. (House wine)

¥4.400

Collection Privée Médoc
コレクション・プリベ・メドック

Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot./Bordeaux france
カベルネ・ソーウ゛ィニヨン、カベルネ・フラン、プティ・ウ゛ェルド/ボルドー フランス

カシスやプラムなどの黒い果実の濃厚な香り、赤いルビーレッドの色調、
充分な余韻を感じさせるコクのあるワインです。

The nose is full of blackcurrant, underlined by toasty vanilla notes.  Medium bodied 
with good fruit concentration that leaves black fruit notes on the palate.

H ¥3.850



（税込）

（税込）

White Wine
Saint-Aubin 1er Cru "En Remilly
サン・トーバン プルミエ・クリュ アン・ルミリ

シャルドネ/ブルゴーニュ フランス

Chardonnay/Bourgogne France

有機栽培を実施する新進気鋭の造り手。「アン・ルミリ」はサン・トーバンきっての銘醸畑で
透明感のある果実味と強いミネラル感が素晴らしい白。

（税込）

（税込）

The 2015 St Aubin 1er Cru en Remilly has a fragrant bouquet, demonstrating the 
mineralité, that cold stone scent that often defines this vineyard. The palate is crisp 
and fresh with plenty of green apple, fresh pear and saline notes, nicely focused with 
good concentration towards the persistent finish. This is an excellent en Remilly from 
the domaine du Chateau de Puligny.

 

¥22.000

Chablis 1er Cru
シャブリ プリミエ クリュー

シャルドネ/ブルゴーニュ フランス

Chardonnay/Bourgogne France

厚味があり、アンズを思わせる香りを持ち、適度な酸が心地よい、
すっきりした味わいに仕上げています。

A beautiful pale yellow color and a nose with a beautiful freshness and notes of 
green aniseed and chlorophyll. The mouth is round with citrus fruits aromas and 
a beautiful tension on the finish. 

¥16.500

Château Loudenne
シャブリ・ラ・シャンフルール

Chardonnay/Bourgogne France 
シャルドネ/ブルゴーニュ フランス

新鮮な果実と白い花の香りが特徴です。いきいきとして、すっきりとした味わいです。

A floral nose and citrus fruits notes. Well-balanced on the palate, this wine offers 
lemon and fresh almond aromas with a lively finish.

¥9.900
H ¥5.500

Angels Cut Grand Reserve Chardonnay
エンジェルズカット グランド リザーブ シャルドネ

シャルドネ100%/カリフォルニア ナパヴァレー  カーネロス
Chardonnay100%/Carneros NAPA ValleyCalifornia

ピュアでリッチ、完熟した洋梨やりんご、ハニーデューメロンやスパイス感などに

ファーカスしたフレーバー。さらに軽めのオーク樽のトーストのノートがワインの一体感を

作り出しています。

Flavored with pure rich, ripe pears and apples, honey dew melon and spice feeling. 
A lighter oak barrel toast toy note is creating a sense of unity.

¥14.300 （税込）



Reserve Mouton Cadet
マコン・ヴィラージュ・シャムロア

シャルドネ/ブルゴーニュ フランス
Chardonnay/Bourgogne France

新鮮でなめらかな芳香が、素晴らしい風味と後味の訪れを予感させる仕上がりです

A floral nose with a brioche touch. The mouth is ample and generous 
with yellow and white fruits aromas, but also citrus notes. 
Nice freshness on the finish.

¥7.700
H ¥3.850

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥8.800
Cuvee Antique Vieille Vigne Rouge
シャトー マルジョス

ソーヴィニヨン・ブラン セミヨン ミュスカデル/ボルドー フランス

Sauvignon blanc, Sémillion Muscadelle/Bordeaux france

淡いゴールドカラーで、白い花、熟したトロピカルフルーツやシトラスの香りを感じさせる
フルーティーかつフローラルなアロマ。 フレッシュながら口の中で広がりをみせるボリューム感で、
酸味と甘みのバランスが非常によい白ワインです。

An attractive, very pale gold hue with clean, brilliant green glints.
Very aromatic on the nose revealing tropical fruit, citrus fruit with 
floral hints of box hedge and broom.

ジャン・クロード・マス　シャルドネ レゼルブ
Jean-Claude Mas Chardonnay Reserve

Chardonnay/Languedoc&Roussillon france
シャルドネ/ラングドック＆ルーシヨン フランス

樹齢２０年のシャルドネ種を使用。エレガントでフルーティな風味とバニラの
芳醇さをあわせもつ白です。

Made from Chardonnay 20 years old vines. Elegant balance with 
fluity flavors like vanilla.

¥5.500

Muscadet Secre Et MAlne

（税込）

Muscadet Secre Et MAlne
センデーロ・シャルドネ
Muscadet/Chili　Centlar Vallay
シャルドネ/チリ・セントラル・ヴァレー

セントラル・ヴァレーの雄大な自然の恵みを受けて育ったぶどうを大切に醸造したワインです。
爽やかな酸味と、りんごやトロピカルフルーツのようなふくよかさがあります。
果実味豊かなシャルドネです。(ハウスワイン)

A wine carefully brewed from grapes grown in the magnificent blessings of nature 
in the Central Valley. It has a refreshing acidity and plumpness like apples and tropical 
fruits. A fruity Chardonnay.(House wine)

¥4.400

ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ

Muscadet/Loir France
ミュスカデ/ロワール フランス

微かに黄金とグリーンがかった美しい色合いで、白い花の香りと新鮮なフルーツの香りが
特徴です。すっきりとした酸と辛口の味わいの中に、果実の繊細な味わいが感じられます。

Delicate aromas of flowers, lemon and apple
This light-bodied, minerally focused white is dry and refreshing on the palate.

¥5.500
H ¥3.850



(税込)

Champagne

Champagne Franck Pascal Serenite 2010
セレニテ ブリュット ナチュール

ピノ・ムニエ シャルドネ /シャンパーニュ フランス
Pinot meunier,Chardonnay,/Champagne France

この生産者が理想の形のシャンパーニュができたと言ったワイン。自然の物以外は
一切使用しない。　どこまでも純粋で生命エネルギーに満ち溢れている。深く、余韻が長い。

(税込)

(税込)

A blend of chardonnay and Pinot meunier, vinified without the addition of sulfur.
The energy, elegance and depth of this wine is completely overwhelming.

¥69.300

Champagne Brut Nature 'Fluence' Franck Pascal
フルーエンス ブリュット ナチュール

ピノ・ムニエ シャルドネ ピノ・ノワール/シャンパーニュ フランス
Pinot meunier,Chardonnay,PinotNoir/Champagne France

完熟した果実ならではの集中力と綿密なテクスチャー、ビオディナミ由来のスムーズな
飲み口が魅力的。泡がきめ細かく口に広がる味わいが、ナチュラルで心地よい。

Fresh and mineral, with rich scents of yellow fruits and croissant.
Smooth and balanced, characterized by vibrant freshness and elegant dynamism

¥17.600

Champagne Grand Reserve Brut
ボーモン グランド・レゼルブ ブリュット

ピノ・ムニエ シャルドネ ピノ・ノワール/シャンパーニュ フランス
Pinot meunier,Chardonnay,PinotNoir/Champagne France

フルーティでまろやかな優雅さが際立つ。熟した果実のアロマと柑橘類のフレッシュな
風味が心地よく、後味はすっきりしています。

Fruity and voluptuous wine with elegant bubbles. Dry fruits aroma with citrus
fruits taste. Matches with any food greatly.

H ¥9.350

Sparkling Wine
Prisecco Spumante Extra Dry
プロセッコ スプマンテ エクストラ・ドライ

グレーラ/ピエモンテ イタリア
Glera/Piemonte italy

穏やかで快い果実風味のある特徴的な香り。繊細で溌刺とした泡立ち。
程よいほろ苦さが食事と良くあいます。

Freash pear aroma. Sharp bubbles with some bitterness in after taste.
Maches with any type of food greatly.

¥5.500 (税込)

Valdivieso Extra Brut
バルディビエソ エクストラ ブリュット

シャルドネ、ピノ・ノワール/セントラル・ヴァレー チリ

Chardonnay,Pinot Noir/Central Valley Chili

フレッシュなライムや青りんごのアロマとほんのり広がるトースト香が心地よい
本格派瓶内発酵スパークリングワイン。

Fresh lime,apple and toasted aromas. Method classic.

¥5.500
H ¥3.300

(税込)

(税込)


