
 

全て税込価格です

Sauvignon Blanc Domaine Begudo
ソーヴィニヨン・ブラン／ドメーヌ・ベギュード

標⾼310ｍの北東向きの区画。粘⼟質⽯灰⼟壌。AOCリム―内の区画の畑。全体の1/3は数時間浸漬をしてからの圧搾。
ステンレスタンクにて醸造熟成。ライムやグレープフルーツのようなみずみずしい果実味、フレッシュな味わいと酸、

爽やかなグリーンノートを持ったソーヴィニョン・ブランのワインに仕上がっています。

（ソーヴィニョン ブラン）  ⾟⼝／軽め  フランス／ 

カサンドル／メゾン・ヴォントナック

フレッシュな柑橘系の果実味に、⽩桃やマンダリンオレンジ、菩提樹の花。
アタックには張りがあり、ミネラルを感じますが、

余韻には果実味由来の⼼地よい⽢みも。

（ヴェルメンティーノ）  ⾟⼝／やや軽め  フランス／ラングドックルーション

Puy de Dome Chardonnay  Cave Saint Verny
ピュイ・ド・ドーム・シャルドネ／カーヴ・サン・ヴェルニ

輝きと透明感のある⻩⾦⾊とやや緑がかった美しい⾊合い。
⽩い花のブーケ、⻘リンゴ、グレープフルーツ、シトラスやエキゾチックなアロマが混在。
アタックからしっかりとした果実味とフレッシュで程よい酸、ミネラル感に溢れる味わい。

（シャルドネ）  ⾟⼝／ミディアム  フランス／オーヴェルニュ

Domaines Landron Muscadet Sevre et Maine Sur-lie Domaine Gadais Père et Fils
ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ・シュール・リー・ラ・グラン・レゼルヴ／ドメーヌ・ガデ・ペール・エ・フィス

ロワール河の最下流、海に近いところで造られるため、別名「海のワイン」とも呼ばれます。
柑橘類や⽩桃、ハーブ、夏草のようなフレッシュで爽やかな⾹りがしっかりと表れています。
適度なボディの厚みとほんのり蜜っぽさ、シャープだけど強すぎないフレッシュな酸のバランスは秀逸。

（ミュスカデ）  ⾟⼝／軽め  フランス／ロワール

Vionier  Moulin de Gassac

ヴィオニエ／ムーラン・ド・ガザック

⽩い花に⾦⽊犀、⽩桃の⾮常に華やかな⾹り。

濃厚な果実味が感じられるが酸味もあり調和もとれている。

（ヴィオニエ）  ⾟⼝／ミディアム  フランス／ラングドッグ

プティ・ブルジョワ ソーヴィニヨン・ブラン／アンリ・ブルジョワ

ハーブやグレープフルーツのような⾹りに、
しっかりとした果実感とミネラル感あふれる酸味が幾層にも重なり合って、
素晴らしい余韻を作りだしています。

（ソーヴィニョン ブラン）  ⾟⼝／中⼝  フランス／ロワール

Petit Bourgeois Sauvignon Blanc Henti Bourgeois

¥5,280

¥4,850

¥4,850

¥4,850

Cassandre Maison Ventenac

¥4,850

¥4,850

   Vins Blancs  ⽩



 

全て税込価格です

Mâcon Charnay Pierre Vessigaud
マコン シャルネイ／ピエール・ヴェシゴー

ミネラルとエレガンスのバランスがとても良い、珍しいマコンのナチュールワイン。
カリンや洋ナシの果実味と若⼲のハチミツのニュアンス。

⾷事を選ばず合わせ易いワイン。

（シャルドネ）  ⾟⼝／ミディアム  フランス／ブルゴーニュ マコン

Pinot Gris Joseph Scharsch
アルザス・ピノ・グリ／ジョセフ・シャルシュ

まろやかで粘性のあるワインに仕上がっています。
リッチなボディ感と完熟したフルーツのニュアンスに溢れ

ピノ・グリの個性ともいえる、スモーキーフレーヴァーを表現するワインです。

（ピノ グリ）  ⾟⼝／軽め  フランス／アルザス

Sancerre Blanc Les Charmes Domaine Andre Vatan
サンセール・レ・シャルム／ドメーヌ・アンドレ・ヴァタン

区画によるテロワールの違いを⾒事なアンサンブラージュによってまとめあげた秀逸なワイン。
グレープフルーツを連想させる芳しく爽やかなフルーティーさとミネラル。
キレの良い酸で飲み⼝が⾮常に良い。

（ソーヴィニョン ブラン）  ⾟⼝／ミディアム  フランス／サンセール

Vouvray Classic  Marc Bredif
ヴーヴレィ・クラシック／マルク・ブレディフ

⾊調は淡いゴールド。花梨、洋梨、蜂蜜のような⾹りとジャスミンのような⾹りが感じられる。
⼝当たりはまろやかで豊かな果実味とミネラル感がある。
綺麗な酸のバランスが素晴らしいワイン。

（シュナンブラン）  やや⽢⼝／ミディアム  フランス／ロワール

Alsace Riesling Les Elments Domaine Bott Greyl 

アルザス・リースリング・レ・ゼレマン／ドメーヌ・ボット・ゲイル 

リクヴィールやツェレンベルク村の葡萄が主体。樹齢40年の古樹もある。

柑橘系の果実や花の⾹りが優雅に広がり、ミネラリーでピュア。

繊細な酸もあり、気品を感じさせる仕上がり。

（リースリング）  ⾟⼝／ミディアム  フランス／アルザス

Bourgogne Blanc Renommee Remoissenet
ブルゴーニュ・ブラン・ルノメ／ルモワスネ

ピュアでリッチなボディでブルゴーニュらしい花と⽩桃の⾹りとミネラル感が魅⼒。
果実味と樽⾹の絶妙なバランス、厚みのある味わい。
素晴らしい完成度の傑作ブルゴーニュ。

（シャルドネ）  ⾟⼝／ミディアム フランス／ブルゴーニュ

¥7,850

¥8,100

¥7,350

¥7,920

¥6,300

¥6,300



 

全て税込価格です

Le Blanc Sec de Suduiraut Ch. Suduiraut
ル･ブラン･セック･ド･スデュイロー／シャトー･スデュイロー

ミディアムボディの⼝当たりで、フレッシュで⽣き⽣きとした
柑橘類やスパイスの豊かな⾵味を感じる味わい。スパイシーな後味です。

かすかなナツメグや粉にした⽩コショウの⾹りを感じる、洋ナシのコンポートやレモンメレンゲパイの芳⾹。

（セミヨン、ソーヴィニヨン･ブラン）  ⾟⼝／ミディアム  フランス／ボルドー

1er Cru Fourchaume La Chablisienne Domaine des Malandes
シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショーム／ドメーヌ・デ・マランド

柑橘系の華やかなフルーツの⾹り。
熟しているが鮮度感が⾼い果実味、しっかりとした酸、

透明感のあるミネラルを持つ艶やかなワイン。

（シャルドネ）  ⾟⼝／ミディアム  フランス／ブルゴーニュ

Chassagne Montrachet La Caniere Blanc Domaine Patrick Miolane 
シャサーヌ・モンラッシェ・ブラン／ガニャール・ドラグランジュ

洋梨や柑橘系果実のアロマ
リッチな果実味と丸い酸味がとても豊かで軽く10年は熟成させることが出来るポテンシャルの⾼いワインです。
芳醇なトロピカルフルーツの果実味に溢れ、余韻も華やかで豊か。

（シャルドネ）  ⾟⼝／ミディアム  フランス／ブルゴーニュ

   Vins Blancs 1/2bouteile  ハーフボトル ⽩

Chablis La Pierrelee La Chablisienne
シャブリ ラ・ピエレレ／ラ・シャブリジェンヌ

エレガントなリンゴや洋ナシのアロマが⾹り⽴ち、⼝中で⾒事な質感を感じることが出来る。
ラ・シャブリジェンヌでは、
「ミネラル感、すなわちテロワールの表現を⼤切にすること」をポリシーにワイン造りを⾏っています。

（シャルドネ）  ⾟⼝／ミディアム  フランス／ブルゴーニュ

Sancerre Domaine Etienne Daulny

サンセール／ドメーヌ エティエンヌ ドールニー 1/2

標⾼250〜300m、テール・ブランと呼ばれる実際に⽩⾊をした⼟壌で

シャブリと同じキリメリジャン⼟壌に多くの⽯灰岩が混じる⼟壌。

キリメリジャンの粘⼟質からくるふくよかな果実と、⽯灰岩からくる強いミネラル分の

ハーモニーを持つ”サンセール”のテロワールを代表するワイン。

（ソーヴィニョンブラン）  ⾟⼝／ミディアム  フランス／ロワール

Ballet d'Octobre Jurancon Moelleux Domaine Cauhape
エル・ソーテルヌ

樽で選別される⼯程の最後の部分まではグランヴァンとして扱われ、
実質的なワインの品質はグランヴァンと変わらない、極めて⾼いものとなります。
あのトップシャトーの味わいが⾮常にお⼿頃な価格で味わえる貴重な1本

（セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン）  極⽢⼝／軽め  フランス／ボルドー

¥6,000

¥9,200

¥5,040

¥15,800

¥13,800

¥8,400



 

全て税込価格です

キュヴリエ・ルージュ

滑らかでしなやか。ベリー系果実の厚みがあり、濃密な果実味が安定して⻑く続く。
その熟した果実味を⽀えるミネラルとのバランスが秀逸です。

果実味や濃密さがありながらも、繊細に仕上げられた、飲み⼼地の良いワイン。

（メルロー40％、カベルネ・ソーヴィニヨン30％、カベルネ・フラン30％）  

ミディアム  フランス／ボルドー

ムーラン・ド・ガサック・メルロ

濃厚な果実味でバランスが良く、少しスパイシーながらも丸みがあって深みも感じられます。
ブルーベリー、プルーン、ジャムの⾹味が広がりしっかりした渋味も感じます。

（メルロー）  ミディアム  フランス／ラングドッグ ルーション

Eve Maison Ventenac
イヴ／メゾン・ヴォントナック

南仏産シラーでありながら、カバルデスの冷涼な気候を思い起こすような仕上がりをみせるワイン。
⾚スグリやラズベリーなどの果実味。コショウなどのフレッシュスパイス。
微かにあるグリーンノートのアクセント。

（シラー）  ミディアム  フランス／ラングドックルーション

Puy de Dome Pinot Noir  Cave Saint Verny
ピュイ・ド・ドーム・ピノ・ノワール／カーヴ・サン・ヴェルニ

新鮮な沢⼭の果実に梅、紫蘇のようなニュアンスも感じられ
繊細でエレガント。きめ細やかでなめらかな⼝当たり。
豊富なミネラルを有するクリアで上品なタイプのピノノワール。

（ピノ ノワール）  ミディアム  フランス／オーヴェルニュ

Maurel Vedeau Living Earth Cabernet Sauvignon

コート・デュ・ローヌ・ルージュ／ドメーヌ・ビュルル

スパイシーで凝縮された果実味があり、タンニンが⼼地良く、

しっかりとした飲み応えのある⽢さを感じる。

濃密な味わい。

（グルナッシュ、シラー）  ミディアム  フランス／ローヌ

Haut Medoc Giscours
オー・メドック・ジスクール

メドック格付け第3級、
シャトー・ジスクールの醸造チームが⼿掛けるサードワイン。
豊かな果実味と美しいアロマを感じる、ジスクール譲りの明快で⼤らかな味わい。

（カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ）  フルボディ  フランス／ボルドー メドック ¥7,920

¥4,800

¥4,800

¥4,800

Moulin de Gassac Merlot

¥4,800

¥4,800

  Vins Rouge  ⾚

Leoville Poyferre Selection Cuvelier Rouge



 

全て税込価格です

 Domaine du Grand Cres Corbieres Crescendo
コルビエール・クレッシェンド／ドメーヌ・デュ・グラン・クレス

こちらは南仏とは思えないほどのエレガンスを体現する1本。
アタックはまるでブルゴーニュのピノ・ノワールを思わせるほどで、

フレッシュなカシスやブラックベリーの⾹りが広がります。

（シラー70％、グルナッシュ30％）  ミディアム   フランス／ラングドック

Bourgogne Rouge Lucien Muzard Et Fils
ブルゴーニュ・ルージュ・ルノメ／リュシアン・ミュザール

果実味に溢れたジューシーな味わいで、ミネラル感と美しく豊かな酸味が調和したエレガントなスタイル。
丸いタンニンが溶け込んでおり張りのある酸がしなやかな印象を与える。

しっかりボディ感もあるブルゴーニュ

（ピノ ノワール）  ミディアム  フランス／ブルゴーニュ

Chateau Beaumont
シャトー ボーモン

深みのあるルビー⾊にブラックチェリー、カシスなどの果実⾹に合わせ胡椒やナツメグなどの
スパイスの⾹りが感じられる。カベルネ種の⼒強さとメルロー種のしなやかさを合わせる
メドックワインの古典的なよさの感じられるワイン。

（カベルネ ソーヴィニョン60％ メルロ35％ カベルネ フラン3％ プティベルト2％） 
                              フルボディ  フランス／オーメドック        

Saint-Joseph Offerus Jean Louis Chave Selection
サン ジョセフ オフル／ジャン ルイ シャーヴ セレクション

今、ローヌで神聖化されている⽣産者。
⼝当たりの良い花崗岩⼟壌の畑でテロワールの要素が良く出ている。
バランスが良く繊細で酸味が特徴的。

（シラー）  ミディアム  フランス／ブルゴーニュ  コーロ デュ ローヌ

Les Fiefs de Lagrange

レ・フィエフ・ド・ラグランジュ

⼈気格付けシャトーの代表格、

ラグランジュのセカンドラベル。古典的なメドックのタンニンと鮮やかな果実味が、絶妙なバランスを誇る仕上がり。

凝縮した果実味と豊富なタンニンが魅⼒の、クラシカルなボルドースタイルです。

（カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、プティ・ヴェルド）  フルボディ  フランス／メドック

Lamouroux Margaux
ラムルー マルゴー

マルゴー第2級、シャトー・ロザン・セグラのセカンドワイン。
豊かな⾹り、濃密でありながら優美で滑らかな飲み⼝は
グランヴァンのキャラクターをそのままに受け継いだ味わい。

（カベルネ ソーヴィニョン メルロー カベルネフラン プティベルト）  フルボディ 

フランス／メドック マルゴー

¥9,800

¥9,200

¥12,000

¥7,920

¥7,920

¥7,920



 

全て税込価格です

Chambolle-Musigny Racines Cvoisees Henri Pion
ジュヴレ・シャンベルタン／ドメーヌ・トプノ・メルム

ブラックカラントやベリー、⼩さな⾚や⿊い果実を思わせるアロマティックなワイン。
熟成に従い⽢草や野性的なニュアンスも。

素晴らしく滑らかなテクスチャーに酸とタンニンがしっかりと溶け込んだ、パワフルな味わい。

（ピノ ノワール）  ミディアムボディ  フランス／ブルゴーニュ

　　　Vin Rouge 1/2bouteile  ハーフボトル ⾚

Bourgogne Pinot Noir Bouchard Pere & Fils
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール／ブシャール・ペール・エ・フィス

葡萄本来の味わいと⼟壌の特徴を⼤切にしベストなワインを作り出す⽣産者。

畑ごとに⼩容量のタンクで醸造を⾏う。
熟れた⽊いちごを連想させる芳⾹な果実味。

（ピノ ノワール）  ミディアム  フランス／ブルゴーニュ

Chateau Beaumont
シャトー ボーモン 1/2

深みのあるルビー⾊にブラックチェリー、カシスなどの果実⾹に合わせ胡椒やナツメグなどの
スパイスの⾹りが感じられる。カベルネ種の⼒強さとメルロー種のしなやかさを合わせる
メドックワインの古典的なよさの感じられるワイン。

（カベルネ ソーヴィニョン60％ メルロ35％ カベルネ フラン3％ プティベルト2％） 
                      フルボディ  フランス／オーメドック

Les Fiefs De Lagrange
レ フィエフ ド ラグランジュ 1/2

中世からの伝統を持つシャトー・ラグランゼのセカンドラベル。
古典的なメドックのタンニンを持つ安定して⾼いクオリティを保つワイン。
たっぷりとしタンニンを持ち、ふくよかでリッチなスタイルに仕上がっている。
（カベルネ ソーヴィニョン60％ メルロー31％ プティ ヴェルト9％）

                フルボディ  フランス／ボルドー サンジュリアン

   Vins Rose  ロゼ

Bergerie de ⅼʼHortus Classique Rose
ベルジュリー・ド・ロルチュ・クラシック・ロゼ

フレッシュで繊細な味わいを求めて醸造⽅法を変えて収穫後すぐに圧搾するようにしています。

豊かな果実味と丸みのある酸味、オイリーで繊細ながらもしっかりとした味わいです。

（シラー、グルナッシュ、ムールヴェードル）  ⾟⼝  フランス／ラングドックルーション

   Vins Rose 1/2bouteile  ハーフボトル ロゼ

ose d'Anjou Domaine des Hautes Ouches
ロゼ・ダンジュ／ドメーヌ・デ・オート・ウーシュ

⼩さな⾚い果実（イチゴ、ラズベリー、⾚フサスグリ）とバラの花びらの⾹り。
フレッシュな果実味が⼝⼀杯に広がります。やや⽢⼝で、⽣き⽣きとした軽やかなワインです。

（グルナッシュ45％ サンソー45％ シラー10％）

やや⽢⼝  フランス／ロワール

¥6,000

¥3,360

¥7,500

¥14,200

¥4,800

¥4,350



 

全て税込価格です

Marc Bredif Vouvray Sparkling Bredif Brut
マルク・ブレディフ ヴーヴレイ・スパークリング・ブレディフ・ブリュット

（シュナン・ブラン100％） ロワール

モエ エ シャンドン ブリュット インペリアル

3種類の葡萄が完璧に調和した、濃厚でダイナミックな味わいです。
フルーティーでフローラルな⾹り。

しなやかな⼝当たりと新鮮で⻑続きする後味が特徴です。

（シャルドネ20％ ピノ ノワール40％ ピノ ムニエ40％）  シャンパーニュ

Gosset Grand Reserve Brut
ゴッセ グランド・レゼルヴ・ブリュット

（シャルドネ45% ピノ・ノワール45% ピノ・ムニエ10%）  シャンパーニュ

Vauversin Grand Cru Blanc de Blancs Brut Original
ヴォーヴェルサン グラン・クリュ・ブラン・ド・ブラン・ブリュット・オリジナル

⾮常にバランスが良くエレガントで端正なシャンパーニュ。
柑橘系や⽩い花、ミネラルというシャルドネの魅⼒があふれます。
爽やかさを持ちつつ優しい果実味にオジェ村のふくよかで柔らかなボディを持つシャンパーニュです。

（シャルドネ100％）  シャンパーニュ

Jacquesson Cuvee 7..
ジャクソン シャンパーニュ キュベ 7..

200年以上の⻑い歴史と伝統を誇り、今や「シャンパーニュ3指」に指名されるグランメゾン。

⾒事に熟したピノノワールの深さとワインらしいコクのフレーバーと、シャルドネのリッチさと

ストラクチャー、ピノムニエのフルーティーさのバランスが⾒事です。

（シャルドネ43％ ピノ ノワール27％ ピノ ムニエ30％）  シャンパーニュ

¥13,200

¥18,000

Moet&Chandon Brut Imperial Champagne

   Champagne  シャンパーニュ

かりんや蜂蜜の⾹りが華々しく、やや紅茶のニュアンスも感じられます。
これらのアロマが味わいにも⼗分に溶け込んでおり、加えてしっかり熟したリンゴを頬張っているようなボ
リューム感も有ります。

シャンパーニュ随⼀の⻑い歴史を誇る⽼舗メゾン。主にグラン・クリュのブドウを使⽤し仕⽴てられます。シャ
ルドネらしい桃や⽩い花のアロマに美しい酸、そしてピノ・ノワール由来の豊かなストラクチャーが魅⼒。ブド
ウのピュアな旨味をご堪能いただける1本です。

¥6,600

¥12,800

¥13,200

ハーフ\8,800



 

全て税込価格です

  Vin de verre
  グラスワイン（スパークリング、⽩、⾚） 各￥1,100

  Kir
  キール

  Kir Royal

  キール ロワイヤル

  Xérès Tio PePe

  シェリー （ティオペペ） ¥990

  Noilly Prat
  ノイリープラット （ベルモット） ¥990

  Vedett Extra White （ベルギー）

  ヴェデット・エクストラ ホワイト ¥990

  Moretti （イタリア）
  モレッティ ¥990

  Ebisu
  エビス ¥990

1926（東京・国⽴）
イチキューニーロク ¥990

Elvis Juise（スコットランド）
エルヴィスジュース ¥990

  All Free

  オールフリー ¥880

  Pierre ZERO(Alcohol Free)

  ピエール・ゼロ ブラン・ド・ブラン（ノンアルコールスパークリング） ¥990

  Ginger-Ale (à la maison)
  ⾃家製ジンジャーエール （無添加） ¥880

  Jus D' Orange Bio

  愛媛産 有機みかんジュース ¥770

  Jus D' Raisin

  有機ぶどうジュース （コンコード） ¥770

  Jus D' Pommes
  有機りんごジュース  ¥770

  Perrier （フランス）
  ペリエ （炭酸⽔／弱発砲） 330ml ¥715

750ml ¥990
  Acqua Pannna （イタリア）

  アクアパンナ （ミネラルーウォーター） 750ml ¥880

   Sans Alcool  ノンアルコール

   Bieres  ビール

¥1,045

¥1,100


