
バルディビエソ  リミテッド  ブリュット

SPARKLING WINE

VALDIVIESO  LIMITED  BRUT

生産地：チリ　セントラルヴァレー
品　種：シャルドネ / ピノノワール
爽やかな柑橘風味でキリっと辛口。フレッシュ感を楽しむ1本

¥3,480

トノン  プロセッコ
TONON  PROSECCO

生産地：ヴェネト / フリウリ
品　種：グレーラ
青りんごやメロンの新鮮なフルーツの香り。誰にでも親しみやすい1本

¥3,980

フランチャコルタ　ブリュット
FRANCHACORTA  BRUT  DOCG

生産地：ロンバルディア
品　種：シャルドネ 80 / ピノネロ 20
37ヶ月瓶内二次発酵。柑橘や赤果実に、トーストやビスケットの風味が加わる。
高級感漂うキメ細かい美しい泡。

¥6,980

ランブルスコ  セッコ
LAMBRUSCO　SECCO

生産地：エミリア・ロマーニャ
品　種：ランブルスコ・マラーニ
穏やかな泡立ちで、カシスと杉のような清涼感のある香り。
やや辛口の赤い微発砲ワイン。

¥3,480

ランブルスコ  ドルチェ
LAMBRUSCO　DOLCE

生産地：エミリア・ロマーニャ
品　種：ランブルスコ・マラーニ
程よい酸味と天然果実の甘みのバランスが取れた、
やや甘口の赤い微発砲性ワイン。

¥3,480



WHITE WINE

ディレナルド  シャルドネ
DI  LENARDO CHARDONNAY

生産地：フリウリ
品　種：シャルドネ (ノンバリック)
ソフトでなめらかなアタック。
品良くまとまった中にも力強い果実感が漂う

ディレナルド  トォー
DI  LENARDO  TOH! 

生産地：フリウリ
品　種：フリウラーノ
ひと口含んだ時から感じさせる
青りんご等のフレッシュ感。
ジューシーな果実味ときれいな酸のバランスが良い

ヴィリエラ  ジャスミン
VILLIERA  JASMIN

生産地：南アフリカ
品　種：モスカート / リースリング / トラミネール
華やかなアロマティック品種のブレンドが
キリっとした酸でまとまり心地よい

グリッロ マルケーゼ デッラ トッレ シチリア
GRILLO MARCHESE DELLA TORRE SICILIA DOC 

生産地：シチリア
品　種：グリッロ
トロピカルフルーツを思わせる
特徴的な香りでコスパ◎

¥3,480



ヴェルメンティーノ  ディ  ガッルーラ
VERMENTINO DI GALLURA DOCG

生産地：サルディーニャ
品　種：ヴェルメンティーノ
柑橘や洋ナシやライチの香りに、ラムネのような
ニュアンス。  程よく厚みのあるボディ

ビアンコ  デル  カムール
BIANCO  DEL  CAMUL 

生産地：ヴェネト
品　種：ピノグリ 50 / シャルドネ50 (バリック)
スロヴェニアンオーク樽で8ヶ月熟成。
バニラやクローヴといったリッチな樽香

RENZO SGUBIN SAUVIGNON

ロエロ・アルネイス
ROERO  ARNEIS  DOCG 

生産地：ピエモンテ
品　種：アルネイス
アカシアの花やトロピカルフルーツの
生き生きとしたアロマ。わずかにトーストのような風味

アルザス  リースリング
生産地：フランス / アルザス
品　種：リースリング
レモンやライムに花の香り。はつらつとした酸。
ミネラル感も加わり、上品な味わい

WHITE WINE

シャスラ　ウヴァヴァン
CHASSELAS UVAVINS

生産地：スイス / ヴォー州
品　種：シャスラ
さわやかで優しい微炭酸があり、イキイキとしてバランス◎
清 し々いミネラル感はスイスらしい

スパイ・ヴァレー  ソーヴィニヨン・ブラン
SPY  VALLEY  SAUVIGNON  BLANC

生産地：ニュージーランド / マールボロ
品　種：ソーヴィニヨン・ブラン
グレープフルーツやマンゴー、パッションフルーツなど
爽やかかつ華やかな魅惑的な白ワイン

ルカツィテリ  クヴェヴリ
RKATSITELI  CVEVRI

生産地：ジョージア
品　種：ルカツィテリ
種と果皮をともに発酵させる
ジョージア伝統の醸造法を用いた
琥珀色のオレンジワイン

ベイガ  ダ  プリンセサ
VEIGA DA PRINCESA

生産地：スペイン / リアスバイシャス
品　種：アルバリーニョ
キリっとしたミネラル感があり、
白桃の香り高い風味とともにまろやかな仕上がり

¥4,980



デコ
D’ECHO

生産地：トスカーナ
品　種：カベルネ・ソーヴィニヨン / メルロー
ボディ：ミディアム～フルボディ
カシスリキュールや、珈琲のアロマ。
ギュッと凝縮した甘味のある黒果実系の風味

リンド・ヴィノ・ロッソ
L’INDO VINO ROSSO 

生産地：モリーゼ
品　種：モンテプルチアーノ
ボディ：ミディアム～フルボディ
凝縮した赤い果実を思わせる香り。
味わいは厚みがあり、タンニンもしっかり

LAVA  アリアニコ
LAVA  AGLIANICO  BENEVENNTANO

生産地：カンパーニャ
品　種：アリアニコ
ボディ：ミディアム～フルボディ
はっきりと感じられるスパイスと赤果実の香り。
しっかりとしたタンニンはなめらかでクリーン

プリミティーヴォ・ディ・マンデュリア
PRIMITIVO  DI  MANDURIA

生産地：プーリア
品　種：プリミティーヴォ
ボディ：ミディアム～フルボディ
チェリーやプラムなどの赤果実の香りと
豊かでなめらかに溶け込んだタンニン。
やさしい酸で飲みやすい

RED WINE

Bliss  メルロー
BLISS MERLOT

生産地：カリフォルニア / メンドシーノ
品　種：メルロー
ボディ：ミディアム～フルボディ
熟したプラムやほんのりココアを思わせる香り。
タンニンも豊かで余韻も長い

¥3,480



シュペート・ブルグンダー
SPATBURGUNDER  QBT 

生産地：ドイツ / ファルツ
品　種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）
ボディ：ミディアムボディ
日本人女性が醸造するドイツのピノ。
軽やかな野イチゴのようなフレーバーと
奥行きのある余韻が魅力

センティメント
SENTIMENTO

生産地：トスカーナ
品　種：サンジョベーゼ80 / カベルネ15 / シラー5
ボディ：フルボディ
持続性のある濃厚なベリー系の果実にほんのり
ヴァニラの香り。１８ヵ月フレンチオーク熟成。

RED WINE

ライレ  モレッリーノディスカンサーノ
LAIRE  MORRELLINO  DI  SCANSANO  DOCG 

生産地：トスカーナ
品　種：サンジョベーゼ85 / シラー15
ボディ：フルボディ
ベリー系の果実とこしょうや甘草といった香辛料の風味。
酸味と滑らかなタンニン、エレガンスを兼ね備える

ペツォーレ・ロッソ
PEZOLE ROSSO

生産地：ピエモンテ
品　種：ネッビオーロ
ボディ：フルボディ
Baroloのエリア内で栽培されるネッビオーロ種。
ブルーベリーと仄かなスパイスの香り。
きめ細かいタンニン

Ti.A.Mo
TI.A.MO

生産地：モリーぜ
品　種：ティンティリア / アリアニコ / モンテ
ボディ：フルボディ
ボリュームのある黒果実やバニラ等の甘美な香り。
バランスのとれたタンニンで持続性のあるフルボディ

C&B  ピノ・ノワール
PINOT NOIR

生産地：カリフォルニア / ノースコースト
品　種：ピノ・ノワール
ボディ：フルボディ
レッドチェリーやラズベリーの赤系果実の華やかな風味。
なめらかで絹のような口当たり

¥4,980



RED WINE

ソワ  エ  ミュール
生産地：日本 / 長野
品　種：メルロー
ボディ：ミディアム～フルボディ
今大注目の日本ワイン
世界的に評価の高い長野県産メルロー
果実味、エレガンス、複雑味を兼ね備えバランスのとれた1本
数量限定！！

SOIE ET MURE ¥5,980  

アマローネ  デッラ  ヴァルポリチェッラ  クラッシコ
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO

生産地：ヴェネト
品　種：コルヴィーナほか
ボディ：フルボディ
陰干ししたブドウのフリーランワインのみ使用。
ドライフルーツや皮革、土、キノコなどなど。
深くて濃い複雑な味わい

¥10,980  

バローロ  リゼルヴァ
BAROLO RISERVA DOCG

生産地：ピエモンテ
品　種：ネッビオーロ
ボディ：フルボディ
甘草のようなスパイスの香を感じさせ、
ふくよかでエレガントな味わい。
ビロードのような滑らかなタンニン

¥8,980  


