By the Glass Wine List

[表記は税込価格]

Sparkling Wine スパークリングワイン
2019 Prosecco Extra Dry / Natale Verga (Itary-Veneto)

Glass ¥ 7 7 0

プロセッコ エクストラ ドライ / ナターレ ヴェルガ （イタリア ヴェネト）
品種:グレラ
カジュアルスパークリングワインとして知名度の高いプロセッコ。中でも柔らかい泡でありながら
すっきりとしたレモン、青リンゴのアロマが豊かでキレのよい味わいが特徴の辛口に仕上がっている

NV

Cuvée Speciale Brut / Kir Yianni (Greece-Naoussa)

Glass¥9 4 0

キュヴェ スペシャル ブリュット / キリヤーニ （ギリシャ ナウサ）
品種:クシノマヴロ、シャルドネ、モスカート
世界のワイン業界で注目のギリシャ最高峰キリヤーニのつくる泡は華やかな香りとドライなイメージ
そして感じる塩気、冷涼な酸味とまろやかな泡立ち、クシノマヴロ種のポテンシャルを感じる 1杯

White Wine 白ワイン
2019

Chara Chardonnay Salento / Castello Monaci (Itary-Puglia)

Glass ¥8 3 0

チャラ シャルドネ サレント / カステッロ モナチ （イタリア プーリア）
品種:シャルドネ
サスティナビリティ(持続可能性)とクオリティ(品質)の両立を目指すプーリアの名門
樽の軽めの風味と熟したシャルドネの果実味とがマッチしており、厚みと滑らかさが感じられる

2019 Souvignon Blanc / Folium Vineyard（Newzealand-Marlborough)

Glass¥1 ,3 8 0

ソーヴィニヨン ブラン / フォリウム ヴィンヤード（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
日本人醸造家、岡田岳樹氏の丹精込めたソーヴィニヨンブランで造る渾身の1本。
熟した柑橘、青リンゴ、パッションフルーツ、ハーブの風味。清涼感がありつつも、凝縮感がある

Orange Wine オレンジワイン
2019 Orange Moon / Wabi Sabi (Austria)

Glass¥ 1 ,1 0 0

オレンジ ムーン / ワビサビ （オーストリア）
品種:グリューナーフェルトリナー、リースリング
オーストリアの自然派ワインを広める目的でスタートしたプロジェクト、ワイナリー、産地は非公開。
天然酵母のみで発酵させ、オレンジワインらしい苦みとコク、爽やかさが個性を奏でる

Rosé Wine ロゼワイン
2018 Rosato / Monteraponi (Itary-Toscana)

Glass¥ 8 8 0

ロザート / モンテポラーニ （イタリア トスカーナ）
品種:サンジョヴェーゼ
キャンティクラシコの生産者らしいサンジョヴェーゼの果汁の旨味を活かしたロゼでイチゴ、チェリー
のような果実味とミントのようなフレッシュな印象。無濾過、無清澄らしい旨味がある自然派ワイン

By the Glass Wine List

[表記は税込価格]

Red Wine 赤ワイン
2019 Kara Tara Pinot Noir / Kara Tara Wines（South Africa-Elgin)

Glass¥ 8 8 0

カラ タラ ピノノワール （南アフリカ エルギン）
品種:ピノノワール
名門スタークコンテのオーナーと2018年若手醸造家賞を受賞したルーガーバンワイクのワインブランド
冷涼でクラシックなピノノワールはイチゴ、サクランボのアロマに微かなスパイス、滑らかで繊細

2018 Gang Vang / Clos Leo（France-Bordeaux)

Glass¥1 ,2 1 0

ガン ヴァン / クロレオ （フランス ボルドー）
品種:メルロー、カベルネフラン、カベルネソーヴィニヨン、マルベック
ボルドーの日本人醸造家、篠原麗雄とシャトークリュコダールの共同プロデュース自然派ワイン。
熟したブルーベリー、乾燥ハーブ、フォンダンショコラのような香りに力強い味わいで豊かな印象

Sweet Wine デザートワイン
2018 Ice Essence Rosé / Asahimachi Wine (Japan-Yamagata)

Glass¥ 990

氷の妖精 アイスエッセンス ロゼ / 朝日町ワイン （日本 山形 朝日町）
品種:マスカットベーリー A
朝日町ワインではクリオエクストラクション（凍結仕込み）による繊細なデザートワインを生産してお
り、ベーリーAのフルーティさとストロベリーのような香りの華やかさを兼ね備えた繊細な甘口にした

NV Passito Moscatello Selvatico Salento / Castello Monaci (Itary-Puglia)

Glass¥ 1 ,1 0 0

パッシート モスカテッロ セルヴァティコ サレント / カステッロ モナチ （イタリア プーリア）
品種:モスカテッロ セルヴァティコ
クオリティーとサスティナビリティを両立するワイナリーで、モスカテッロは華やかなオレンジやアプ
リコット、セージなどフローラルでフレッシュ、優しいサレントの太陽や風をイメージさせる甘口

Sake 日本酒
NV

Quadri Foglio / Miinokotobuki (Japan-Fukuoka)

Glass¥ 8 3 0

クアドリ フォリオ / 三井の寿 （日本 福岡）
品種:吟のさと
イタリアンラベルシリーズの春で幸運の四葉のクローバー。うすにごりの香り高い純米吟醸酒で
香りが華やかで生酒らしいフレッシュさとお米の甘味、旨味がぎゅーっと詰まった季節酒です

NV

Hanahato Kijoshu / Enoki Syuzo (Japan-Hiroshima)

Glass¥ 9 9 0

華鳩 貴醸酒 / 榎酒造 （日本 広島）
品種:非公開
酒の仕込みを酒で行う貴醸酒。これを8年熟成させており、上質な紹興酒やシェリーを想像させる
紅茶、はちみつ、キャラメル、コーヒーのような複雑で濃密な甘味と心地よい苦みがうまく調和してる

Bottle Wine List

[表記は税込価格]

Sparkling Wine スパークリングワイン
NV

Rotari Brut / Rotari

Itary-Trentino

ロータリ ブリュット / ロータリ

イタリア トレンティーノ

¥4,800

品種:シャルドネ
レモンなど柑橘、リンゴの爽やかなアロマ、24か月という長期熟成による落ち着きのある熟成感と
フレッシュさの対比、フルーティかつ繊細な辛口スパークリング

NV

Maximum Brut / Ferrari

Itary-Trentino

マキシマム ブリュット / フェッラーリ

イタリア トレンティーノ

¥7,200

品種:シャルドネ
イタリアのキングオブスプマンテ！36か月熟成、きめ細やかな泡立ちと香ばしいパン、ヘーゼルナッツ
ドライでエレガントな佇まい。トーストのような余韻が長く続く

NV

Franciacorta Brut / Ferghettina

Itary-Lombardia

フランチャコルタ ブリュット / フェルゲッティーナ

イタリア ロンバルディア

¥7,700

品種:シャルドネ
イタリアの伝統的なフランチャコルタ（シャンパンと同様な瓶内2次発酵）の中でも最高峰にして
小規模な自社ブドウ元詰の生産者、純粋さ、熟成美、繊細さ、柑橘やリンゴと香ばしいアロマが特徴

NV

Crément de Bourgogne Rosé / Lou Dumont

France-Bourgogne

クレマン ド ブルゴーニュ ロゼ / ルーデュモン

フランス ブルゴーニュ

¥8,300

品種:ピノノワール
ワインの神様と称されたアンリジャイエに認められた日本人醸造家、仲田晃司氏の瓶内2次発酵で仕上げるロ
ゼのスパークリング。ピノノワールらしい上品な果実味と伸びやかな酸味を備えている

2014

Camel Brut Méthode Traditionnelle

/ Camel Farm

キャメル ブリュット メトド トラディショナル/キャメル ファーム

Japan-Hokkaido

¥10,500

日本 北海道

品種:ピノノワール
36か月もの長い熟成期間がもたらす、きめ細やかで繊細な泡、青りんごや柑橘のようなフレッシュさと、クル
ミやブリオッシュのような香ばしさ、シャンパーニュにも迫る完成度

2015

Franciacorta Saten / Ferghettina

Itary-Lombardia

フランチャコルタ サテン / フェルゲッティーナ

イタリア ロンバルディア

品種:シャルドネ
イタリアの伝統的なフランチャコルタ（シャンパンと同様な瓶内2次発酵）の中でも最高峰にして
小規模な自社ブドウ元詰の生産者、純粋さ、熟成美、繊細さにこだわり贅沢な熟成期間を設けた逸品

¥12,000
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Champagne シャンパーニュ
NV

Hermance / Christian Bourmault

France-Champagne

エルマンス / クリスチャン ブルモー

フランス シャンパーニュ

¥11,000

品種:ピノノワール、シャルドネ、ピノムニエ
わずか６ヘクタールの畑から少量生産の小さな生産者、意図的に収量を抑えるシャブリジェンヌ栽培にて高品
質な素材から、熟れたリンゴや砂糖漬けのレモン等を思わせる香りと柔らかく濃密な味わいを生む

NV

Grande Reserve Brut / Vve Fourny ＆ Fils

France-Champagne

グラン レゼルヴ ブリュット / ヴーヴ フルニ

フランス シャンパーニュ

¥13,200

品種:シャルドネ、ピノノワール
メーカーのスタンダードクラスにしては、リザーヴワインの比率が高く樽の比率も高いため活気が溢れ、長い
余韻が続くパワフルな印象でありながら、柑橘、スモーキーな風味など複雑さをまとう

NV

Vendeville / Janisson Baradon

France-Champagne

ヴァンドヴィル / ジャニソン バラドン

フランス シャンパーニュ

¥15,400

品種:ピノノワール、シャルドネ、ピノムニエ
全く農薬を使用しない、シャンパーニュの新世代。シャンパンマニアでもある彼がつくるそれは非常に優美で
ありキメ細やか。樽による発酵のコクと旨味、愛がテーマのハートラベルなどセンスに溢れている

NV

Brut Premier / Louis Roederer

France-Champagne

ブリュット プルミエ / ルイ ロデレール

フランス シャンパーニュ

¥17,600

品種:ピノノワール、シャルドネ、ピノムニエ
ルイロデレールは200年以上の歴史を持ち、『手仕事の芸術』と称される、老舗メゾン
エレガンスと力強さが卓越したバランスで存在する、スタンダードなシャンパーニュの逸品

2014

Night / Lou Beatitudinem

France-Champagne

ナイト / ルー ベアティトゥディネム

フランス シャンパーニュ

品種:ピノノワール
年間1800本限定、ルーデュモンの仲田晃司氏がシモンデュヴォー氏のブドウにて醸造。樽で発酵、熟成しミ
ネラルとコク、美しいハーモニーが感じられる。ラベルはジブリの宮崎敬介氏が手掛けている

¥19,800
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White Wine 白ワイン
2019

Tranquille Blanc / Bassac

France-Languedoc

トランキル ブラン / バサック

フランス ラングドック

¥3,900

品種：ソーヴィニヨンブラン、グルナッシュブラン、ミュスカ
トランキル「肩ひじ張らすに気軽に行こう」という意味で、南仏の自然がそのまま詰まったワイン
フレッシュなレモン、桃のような味わいでピュアな印象。スルスル身体に入る優しい味わい

2018

Soave / Tamellini

Itary-Veneto

ソアヴェ / タリメーニ

イタリア ヴェネト

¥4,400

品種:ガルガーネガ
完熟したブドウのみで造られるソアヴェは、一般的なソアヴェと一線を越える出来栄え
果実味の凝縮感があり、柑橘、リンゴの風味、味わいのエキスが詰まった厚みと穏やかでキレイな酸味

2019

Monteoro Vermentino di Gallura / Sella ＆ Mosca

Itary-Sardegna

モンテオーロ ヴェルメンティーノ ディ ガッルーラ/ セッラ ＆ モスカ

イタリア サルディーニャ

¥4,900

品種:ヴェルメンティーノ
イタリアワインガイドでワイナリーオブザイヤーに輝いた名門。完熟したヴェルメンティーノを活かし
フローラルながら繊細なアロマ、エレガントながらしっかりとしたボディを持つ

2019

Gavi di Gavi / Fontanafredda

Itary-Piemonte

ガヴィ ディ ガヴィ/ フォンタナフレッダ

イタリア ピエモンテ

¥5,300

品種:コルテーゼ
ガヴィ村で造られたガヴィという名の生産地区が限定されたワイン。硬いミネラルとフレッシュな印象のレモ
ン、青リンゴの香りにクリーンで繊細な酸味

2019

Moscato D‘Asti Bricco Quaglia

Itary-Piemonte

モスカート ダスティ ブリッコ クワリア / スピネッタ

イタリア ピエモンテ

¥5,500

品種:モスカート
世界でモスカートダスティを世に広めた銘柄。微発砲で繊細な甘味とデリケートな4.5％アルコール
イタリアでも高級レストランでしかオンリストしてない逸品。モスカートの概念が変わるワイン

2018

G by Ginkgo Blanc / Château Ginkgo

France-Bordeaux

ジー バイ ジンコ ブラン/ シャトー ジンコ

フランス ボルドー

¥6,000

品種:ソーヴィニヨンブラン、セミヨン
日本人醸造家、百合草梨沙さんの信条は自然、土地の味を活かすこと。ふくよかな柑橘、白い花の香り
バランスの良い酸味と、バトナージュによるまろやかな旨味をしっかりと感じる造り

2019

Ordinaire Sauvignon Blanc / obuse Winery

Japan-Nagano

オルディネール ソーヴィニヨンブラン / 小布施ワイナリー

日本 長野

品種:ソーヴィニヨンブラン
曽我彰彦氏はメディアなどは断り、ひたすら畑仕事に従事するホンモノの農家、近所の佐藤父子が造る
ブドウを使用したこのシリーズは、和柑橘のブンタンのようなほろ苦さと上質な酸味が特徴的

¥6,600
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White Wine 白ワイン
2017

¥7,200

Verdelho Upper Hunter / Small Forest

Australia-New South Wales

ヴァデーロ アッパー ハンター / スモール フォレスト

オーストラリア ニューサウスウェールズ

品種:ヴァデーロ
日本人醸造家、小林敦子さんのこの地らしい品種で瓜や白桃、スターフルーツのような香り
口当たりが滑らかで丸みを帯びた印象、余韻にやや青さのあるライムの皮の要素、飲み飽きない逸品

2019

Dry Riesling / Kimura Cellars

Newzealand-Marlborough

ドライ リースリング / キムラ セラーズ

ニュージーランド マールボロ

¥8,300

品種:リースリング
日本人醸造家、木村滋久氏のリースリングは、涼しい気候に反映された洗練された辛口
レモンの皮、リンゴ、花の香りやフルーツさに、キリッとした酸味と骨格。熟成も期待できる一本

2019

Souvignon Blanc / Kimura Cellars

Newzealand-Marlborough

ソーヴィニヨン ブラン / キムラ セラーズ

ニュージーランド マールボロ

¥8,300

品種:ソーヴィニヨン ブラン
日本人醸造家、木村滋久氏の自社畑のソーヴィニヨンブランで造る渾身の1本。
熟したグレープフルーツ、パッションフルーツ、ハーブの風味。清涼感がありつつも、凝縮感がある

2017

Vieris Souvignon Blanc / Vie di Romans

Itary-Friuli

ヴィエリス ソーヴィニヨンブラン / ヴィエ ディ ロマンス

イタリア フリウリ

¥11,500

品種:ソーヴィニヨンブラン
イタリア白ワインでの最高峰の造り手。ヴィエリスは完熟したソーヴィニヨンブランの熟したグレープフルー
ツ、蜜漬け金柑のようなアロマに樽の風味がうまく溶け込んだボリューム感のある代表作

2017

Were Dreams / Jermann

Itary-Friuli

ワー ドリームス / イエルマン

イタリア フリウリ

¥16,000

品種:シャルドネ
ワイナリーの記念碑的作品、フランスのモンラッシェをイメージして造られ、クリーミーで濃厚な風味。
パイン、スパイス、バニラのようなニュアンス、驚くほど長い余韻が魅力的でリッチなワイン

2018

Ryo-fu Chardonaay / Freeman

USA-California

涼風 シャルドネ / フリーマン

アメリカ カリフォルニア

品種:シャルドネ
日本人醸造家、アキコさんはカルフォルニアで類を見ない才能あるメーカーとして上質なワインを造る
ホワイトハウス晩餐会でも供され、涼風というネーミング通り重厚さを上品な酸が支えている

¥18,700
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Orange Wine オレンジワイン
2017

Colli Tortonesi Timorasso / Cascina I Carpini

Itary-Piemonte

コッリ トルトネージ ティモラッソ / カシーナ イル カルピーニ

イタリア ピエモンテ

¥5,500

品種:ティモラッソ
ピエモンテでも非常に栽培件数が少ない品種ティモラッソを、皮や種を漬け込むスキンコンタクトにて１０日
ほど漬け込む、洋梨のアロマの中に複雑さや苦み、旨味、タンニンが明確な骨格を感じる

2018

Grechetto / Cantina Raina

Itary-Umbria

グレケット / カンティーナ ライナ

イタリア ウンブリア

¥5,800

品種:グレケット
皮や種を漬け込むスキンコンタクトにて２日ほど漬け込み、野生酵母にて発酵させるために
白ワインでは表現できない複雑さ、洋梨のアロマがあり、苦み、旨味、タンニンが明確な骨格を感じる

2019

Ordinary Orange / Yellow Magic Winery

Japan-Yamanashi

オーディナリー オレンジ / イエローマジック ワイナリー

日本 山梨

¥6,600

品種:ロザリオビアンコ、ナイアガラ、デラウェア、シャインマスカット
酸の強いナイアガラ、青デラの酸味と、マスカット系のロザリオビアンコとシャインマスカットの香り
これらがほどよく合わさったバランス、スルスル飲める優しい印象のオレンジワイン

2015

Orange One / Paraschos

Itary-Friuli

オレンジ ワン / パラスコス

イタリア フリウリ

¥9,400

品種:リボッラジャッラ、マルヴァジア、フリウラーノ
スロヴァニア国境付近、サンフロリアーノ村の自然派生産者。一か月という長い期間マセラシオンする。
ブロンズがかった琥珀色で杏、枇杷などの落ち着きのある果実味と心地よい苦み、酸味が優しく広がる

2019

Petit Manseng Farmented on Skins / Coco Farm Winery

Japan-Tochigi

プティマンサン F.O.S / ココファーム ワイナリー

日本 栃木

¥12,100

品種:プティマンサン
６０年前に開墾された自社畑のもので。オレンジワインとして仕上げることで非常に骨太ではっきりとした味
わい、苦みが細やかで複雑、あまり日本でこの品種は栽培していないので面白い、醸造８７３本のみ

Rosé Wine ロゼワイン
2019

¥7,200

Upper Hunter Rosé / Small Forest

Australia-New South Wales

アッパー ハンター ロゼ / スモール フォレスト

オーストラリア ニューサウスウェールズ

品種:シラーズ
日本人醸造家、小林敦子さんのロゼは様々なフルーツの香りを持ち、とても柔らかく口に広がる
豊かな果実味と同時に複雑さとテクスチャーを兼ね備え、旨味とコクがあり温度によって表情を変える

2019

Pinot Noir Rosé / Hokkaido Chuo Budoshu

Japan-Hokkaido

北ワイン ピノノワール / 北海道中央葡萄酒

日本 北海道

品種:ピノノワール
世界的に有名な山梨のグレイスワインの運営。木村農園のブドウを使ったピノノワールは
チャーミングなアロマと、程よい酸、軽やかなタンニンのバランスがよいフレッシュな味わい

¥8,000

Bottle Wine List

[表記は税込価格]

Red Wine 赤ワイン
2019

Tranquille Rouge / Bassac

France-Languedoc

トランキル ルージュ / バサック

フランス ラングドック

¥3,900

品種：メルロー、カベルネソーヴィニヨン、シラー、グルナッシュ
トランキル「肩ひじ張らすに気軽に行こう」という意味で、南仏の自然がそのまま詰まったワイン
4品種がバランスよく、まろやかなタンニン、スパイシーさ、コクがフレッシュさの中に感じられる

2018

Cabernet ＆ Bailey A / Chateau Mars

Japan-Yamanashi

カベルネ ＆ ベーリーエー / シャトー マルス

日本 山梨

¥4,900

品種:カベルネソーヴィニヨン、マスカットベーリーエー
山梨、穂坂で力強さと柔らかさの２つの品種がうまくブレンドされフレンチオークで熟成
しなやかで柔らかいタンニンとコクの調和と、樽の木香とちいさな赤い果実が凝縮したような風味

2018

Casale Vecchio Montepulciano D‘Aburuzzo / Farnese

Itary-Aburuzzo

カサーレ ヴェッキオ モンテプルチアーノ ダブロッツォ / フォルネーゼ

イタリア アブロッツォ

¥5,300

品種:モンテプルチアーノ
ブドウ樹1本から８房とれるのだが、それを半分に収量制限して果実の凝縮感を限界まで高めており、
濃密で力強さを持ちながらスムースな印象で、ワインは数々のコンクールで高く評価されています

2018

G by Ginkgo Blanc / Château Ginkgo

France-Bordeaux

ジー バイ ジンコ ルージュ/ シャトー ジンコ

フランス ボルドー

¥6,000

品種:メルロー、カベルネフラン
日本人醸造家、百合草梨沙さんの信条は自然、土地の味を活かすこと。カシスや焼いたパンの風味
心地よく軽やかなタンニンとまろやかな旨味、土地そのものの味を表現した1本

2015

Pinot Noir Patricia / Girlan

Itary-Trentino

ピノノワール パトリシア / ギルラン

イタリア トレンティーノ

¥6,600

品種:ピノノワール
イタリア最北端でのピノノワールに最適な畑であるマッツォンのもので、オーク樽で15か月、瓶内3か月の熟
成により熟したイチゴのような果実味と樽によるバニラ香、ビロードのような繊細さが感じられる

2014

Chianti Classico Riserva la Selvanella / Melini

Itary-Toscana

キャンティ クラシッコ ラ セルヴァネッラ / メリーニ

イタリア トスカーナ

¥7,200

品種:サンジョヴェーゼ
メリーニの誇る自社畑でイタリアで初めて単一畑のコンセプトで造られたキャンティクラシッコ
熟したベリーやスミレなどの芳醇な香りと複雑さ、長期熟成にも耐えうる骨格があるワイン

2016

Ramnista / Kir Yianni

Greece-Naoussa

ラミニスタ / キリ ヤーニ

ギリシャ ナウサ

品種:クシノマヴロ
地ブドウであるクシノマヴロの魅力を世界的にしたナウサの代表格。力強く、質の高い酸と旨味
黒い果実、オリーブ、生姜、スパイス。タンニン、酸味、オークと全てが最高のバランスで存在する

¥7,500

Bottle Wine List

[表記は税込価格]

Red Wine 赤ワイン
2017

Barbaresco Magno / Sansilvestro

Itary-Piemonte

バルバレスコ マーニョ / サンシルヴェストロ

イタリア ピエモンテ

¥7,700

品種:ネッビオーロ
伝統的な大樽で熟成させたタイプで、熟したイチゴや、ホワイトペッパーの風味としっかりした渋み
ネッビオーロらしい、酸味とタンニンの構成は時間が経過するごとに香りが開いていく

2018

Gang Vang / Clos Leo

France-Bordeaux

ガン ヴァン / クロレオ

フランス ボルドー

¥7,700

品種:メルロー、カベルネフラン、カベルネソーヴィニヨン、マルベック
ボルドーの日本人醸造家、篠原麗雄とシャトークリュコダールの共同プロデュース自然派ワイン。
熟したブルーベリー、乾燥ハーブ、フォンダンショコラのような香りに力強い味わいで豊かな印象

2014

Etna Rosso Jun / Terra Delle Ginestre

Itary-Sicilia

エトナ ロッソ ジュン / テッラ デッレ ジネストレ

イタリア シチリア

¥9,400

品種:ネレッロマスカレーゼ
エトナ唯一の日本人醸造家、西川氏の自然豊かな環境で一から造り上げたファーストヴィンテージ
フレッシュなベリーに紅茶、スパイス、砂鉄の複雑な香りにキレイな酸とミネラルはエレガントの極み

2016

Roggio del Filare / Velenosi

Itary-Marche

ロッジョ デル フィラーレ / ヴェレノージ

イタリア マルケ

¥9,900

品種:モンテプルチアーノ、サンジョヴェーゼ
１２年連続トレビッキエーリ（３つ星）受賞、ロッジョはイタリア語で
『赤い』という炎の意味。

2017

Le Cupole di Trinoro / Tenuta di trinoro

Itary-Toscana

レ クーポレ ディ トリノーロ / テヌータ ディ トリノーロ

イタリア トスカーナ

¥10,500

品種:メルロー、カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン、プティヴェルド
イタリア最高峰でありながらボルドーに学んだアンドレア・フランケッ
ティ。１５％もアルコールがあるが、その強さを感じさせないほどの滑ら

2018

Cuvée Cabernet / Occi Gabi Winery

Japan-Hokkaido

キュヴェ カベルネ / オチガビ ワイナリー

日本 北海道

¥11,600

品種:カベルネクービン、カベルネドルサ、カベルネミトス
ドイツのレンベルガー、トロリンガーとのカベルネソーヴィニヨンの交配
してできた品種

2016

Barolo Serralunga D‘Alba/ Fontanafredda

Itary-Piemonte

バローロ セッラルンガ ダルバ / フォンタナフレッダ

イタリア ピエモンテ

品種:ネッビオーロ
セッラルンガダルバはバローロの中でも条件のいいエリアでそのブドウだけで造られたシリーズ
複雑な香りと凝縮感、そして骨格がしっかりとしたワインは伝統と気品に溢れている

¥12,700

Bottle Wine List

[表記は税込価格]

Red Wine 赤ワイン
2014

Balolo Cerretta / Schiaveza

Itary-Piemonte

バローロ チェレッタ / スキアヴェンツァ

イタリア ピエモンテ

¥14,300

品種:ネッビオーロ
昔ながらの大樽にて熟成させる凛とした酸味、熟成によって生まれるスパイス、甘草、ミネラル
キメ細やかなタンニンと瑞々しい果実味はすべてが調和され素晴らしいまとまりがある

2018

Coco10R Pinot Noir / 10R

Japan-Hokkaido

こことある ピノノワール / トアール

日本 北海道

¥16,500

品種:ピノノワール
余市の木村農園で丹精込めて栽培された完熟されたピノノワールを岩見沢の10Rのブルースガットラヴ（旧コ
コファーム醸造責任者）が野生酵母で発酵、無濾過、無清澄にて仕上げた自然が詰まった味わい

2014

Savigny les Beaune Aux Grands Liards / Simon Bize

France-Bourgogne

サヴィニー レ ボーヌ オー グランリアール / シモン ビーズ

フランス ブルゴーニュ

¥17,600

品種:ピノノワール
日本人醸造家、千砂ビーズ女史。赤に関しては自然、テロワールの個性を大事にした緻密で繊細な味
心地よい酸味とタンニン、しなやかな果実味と上品さでゆっくりと開く美しいワインを造り上げる

2017

Gloria Estate Kagayaki / Freeman

USA-California

グロリア エステート 輝 /フリーマン

アメリカ カリフォルニア

¥19,800

品種:ピノノワール
日本人醸造家、アキコさんはカルフォルニアで類を見ない才能あるメーカーとして上質なワインを造る。
ワイナリー、すぐ隣の自社畑のブドウのみで凝縮感のある果実味と余韻の長さは上質で美しい印象

2016

Akiko‘s Cuvée / Freeman

USA-California

アキコズ キュヴェ /フリーマン

アメリカ カリフォルニア

¥26,400

品種:ピノノワール
日本人醸造家、アキコさんはカルフォルニアで類を見ない才能あるメーカーとして上質なワインを造る。
毎年一樽のみ仕込みはアキコさんが特別に仕込んだワインが常に最良の出来であることに由来する

2017

Château Ginkgo

France-Bordeaux

シャトー ジンコ

フランス ボルドー

¥27,500

品種:メルロー
日本人醸造家、百合草梨沙さんがナチュラルに造った、ワイナリーの最高級品。新樽18か月熟成
濾過も一切せず、旨味を極限に引き出してわずか生産本数3000本の厳しい制限で生み出した傑作

NV

Overture / Opus One

USA-California

オーバーチュア / オーパスワン

アメリカ カリフォルニア

品種:カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン、プティヴェルド、マルベック
序曲を意味する、世界的なワイナリーである、オーパスワンの本来はワイナリーでしか買えない希少価値の高
いセカンドワイン。年数表記がないが、非常に力強く、しなやかで豊かな果実味が存在する１本

¥55,000

