VinRouge
エスカル ピノ・ノワール

赤ワイン

赤

■フランス ラングドック
■ミディアムボディ
ブラックチェリーやブラックベリーの豊かなアロマ
ふくよかな口当たりと心地よい余韻の残る果実味

グラス

￥600 (税別)

ボトル￥3,000 (税別)

グラン サッソ モンテプルチアーノ・ダブルッツオ

赤

■イタリア DOC モンテプルチャーノ
■ミディアムボディ
プルーンやグリオットチェリーの豊かな香りにかすかなヴァニラ香
タンニンが豊かでバランスのとれたしっかりとしたボディ

グラス

￥600 (税別)

ボトル￥3,000 (税別)

ビック レッド ビースト 赤
■フランス IGP ペイドック
■ミディアムボディ

グラス ￥600 (税別)
ボトル￥3,000 (税別)

熟したブルーベリーや黒い果実の豊かな香り
スミレやスパイス、黒糖のニュアンス チャーミングな酸味

グラディウム テンプラリーニョ クリアンサ 赤
■スペイン DO ラマンチャ
■ミディアムボディ プラス
スカシスやブラックベリーの芳醇な香り ヴァニラ香やほど良いタンニン
グラス
凝縮された果実味のバランスのとれたワイン

￥600 (税別)
ボトル￥3,000 (税別)

ファンフィル クアトロメセス 赤
■スペイン
■フルボディ

黒ベリーやスパイス、ほのかなスモーク香や
心地よいアクセント 完熟感はもちろんのこと
密度のあるミネラルとキメ細やかなタンニン

グラス ￥600 (税別)
ボトル￥3,000 (税別)

できます

グラスワインのワイン限定
約３杯分で とってもお得！
もうチョト飲みたい方に
ちょうどいい感じ♪
※上記 5 種からお選び下さい

約 3 杯分

￥1,700

ジュンテロ・ムンド・ド・ジュンテロ［ビオワイン］ 赤
■スペイン ＤＯ
■ライトボディ

ラ

マンチャ

熟したベリーの香りとパワーを感じさせる骨格がいいバランスの良いワイン
太陽を浴びた果実のジューシーさを感じさせる
ボトル￥3,500(税別)

ドメーヌ オリオル モンミジャ シラー ラ シャぺル［ビオワイン］ 赤
■フランス ラングドック・ルーション
■フルボディ

赤い果実とスパイスが心地よく融合し、エレガントでフレッシュで、
タンニンもしっかりとして充実感がある
ボトル￥3,900 (税別)

ヴィニゥス
■フランス

リザーヴ メルロー

赤

ラングドック・ルーション

■フルボディ

プラム、ブラックベリー、桑の実の香りにトーストやコーヒーのニュアンス
エレガントで深みのある味わい
ボトル￥3,900 (税別)

デコ ［ビオ

ナチュラル］

赤

■イタリア

トスカーナ
■ライトボディ

カシスリキュールや、珈琲なアロマ
ギュッと濃縮した甘みのある黒果実系の風味

ブランカイア トレ

ボトル￥4,000 (税別)

赤

■イタリア トスカーナ
■フルボディ

赤い果実を感じさせ、長い余韻
酸味とタンニンをしっかり楽しめるワイン

アフィラント コートデュローヌ

ボトル￥4,000 (税別)

赤

■フランス ロワール
■フルボディ

プラム、チョコレート、土、そしてほんのりとキノコのニュアンス
タンニンのあるボディーと果実味のバランスが絶妙
ボトル￥4,200 (税別)

キャラモンテ フィルソアート

赤

■イタリア シチリア IGT
■フルボディ

エレガントな口当たり、繊細なアロマ、
土壌の性格がストレートに表現されたワイン

コート･ド･ニュイ･ヴィラージ/ショーヴネ･ショパン

ボトル￥4,500 (税別)

赤

■フランス ブルゴーニュ
■フルボディ

瑞々しい果実の風味を満喫できる艶やかな味わい
タンニン、酸等がしっかりと保たれていて

モンチュス/アランブリュモン
■フランス

ボトル￥5,000 (税別)

赤

ＡＣ マディラン

■フルボディ

非常に濃厚で力に満ち、ブラックベリー、プラムの凝縮感にスパイスが広がる
緻密で芳醇なタンニンが、上品に感じる
ボトル￥5,700 (税別)

ロッソ・デル・ソプラー/パラーリ
■イタリア シチリア
■フルボディ

赤

ＩＧＴ

テロワールとミクロリマを感じさせる
『ファーロ』より果実味が前面に出て、若くして楽しめる

アンリリュトン

マルゴー

ボトル￥6,500 (税別)

赤

■フランス ボルドー
■フルボディ

ロースト香やモカ、黒果実のアロマと木のニュアンス
滑らかでふくよかな味わい

バルバレスコ /ラ・カ・ノーヴァ・ロッカ

ボトル￥7,500 (税別)

赤

■イタリア ピエモンテ
■フルボディ

伝統的な長期熟成を行い、自然のままで造られる珍しい一品
優美な香りとふくよかでエレガントな味わい

ボトル￥7,800 (税別)

バローロ/ヴァイラ アルベ
■イタリア ピエモンテ

赤

ＤＯＣＧ

■フルボディ

ルビーの色調にバラの花やプラム、スパイスの香りが満ている
果実のピュアで精徴な味わいが見事

ボトル￥9,500 (税別)

ジュヴレ･シャンベルタン/ドメーヌ･ティエリー･モルテ

赤

■フランス ブルゴーニュ
■フルボディ

タンニンと酸が支えるというしっかりとした構造
滑らかさとエレガントさを感じる逸品

ザ・ストゥルイ

ボトル￥8,500 (税別)

赤

■オーストラリア
■フルボディ

黒カラント、黒プラム、スパイス、プロヴァンスのハーブを感じる
ガーネットの様な紫色 力強いタンニンとキレのある

ボトル￥9,500 (税別)

レ・パゴト・ド・コス

赤

■フランス ボルドー
■フルボディ

サンテステーフの重い粘土質の土壌に由来する力強いボディと華やかな果実味
スパイシーな風味がバランス良く取れたワイン
ボトル￥10,000 (税別)

シャトー ラグランジュ

赤

■フランス ボルドー
■フルボディ

黒系果実やスパイス、程良い樽の香りが優美に溶け込み、タンニンと酸味の
調和が見事に取れた味わい
ボトル￥12,000 (税別)

VinBlanc

白ワイン

クズマーノ インソリア 白
■イタリア シチリア IGT
■やや辛口
パイナップルの様なトロピカルフルーツの強く華やかな香り
ハッキリとしたミネラル感と酸 厚みのある味わい

グリーンフィンホワイト オーガニック

グラス

￥600 (税別)

ボトル￥3,000 (税別)

白

■アメリカ

カリフォルニア
■ほんのり辛口

グラス ￥600 (税別)
ボトル￥3,000 (税別)

淡いイエロー、洋ナシや桃に白い花と
優しい酸の調和がとれるワイン

シーリッジ シャルドネ

白

■アメリカ カリフォルニア
■辛口
グレープフルーツやレモンの皮を感じる トロピカルな酸味
バターやスパイスを伴うリッチな味わい
程良い苦みが印象的なワイン

ドンダビ トロンタス

グラス ￥600 (税別)
ボトル￥3,000 (税別)

白

■アルゼンチン カルチャキバレー
■ほんのり辛口
優雅なバラの花やオレンジの香り
樽熟成によるトーストのニュアンスとエレガントな辛口

グラス ￥600 (税別)
ボトル￥3,000 (税別)

グラスワインのワイン限定
三杯分でとってもお得！
みんなでわいわい楽しもう
もちろん飲みたい方には
※上記 4 種からお選び下さい

約 3 杯分￥1,700 (税別)

この他にも、多数のワインボトルをご用意しております
お好みの品種・ニュアンスをスタッフにお伝えください

ソアベ／ラ・カップチーナ
■イタリア ヴェネト
■辛口

白

DOC

グレープフルーツのようなほろ苦さと、スッキリとした酸味
スズランの花、白桃、ミネラルなど柔らかさと清々さを伝える香り
ボトル￥4,000 (税別)

イル ラ

フォルジュ シャルドネ(樽)

白

■フランス ラングドック
■辛口

厳選されたシャルドネ種を使用し、新樽を含むオーク樽で熟成
エレガントでフルーティな風味まろやかな味わい

ボトル￥4,000 (税別)

オルヴィエート

クラシコ “テッレ･ヴィナーテ”/パラッツォーネ

白

■イタリア ウンブリア
■辛口

上品ながら鮮やかなヘーゼルナッツ香り。ドライながらたっぷりとした
果実味と心地よい引き締まった余韻
ボトル￥4,200 (税別)

シャブリ”サント･クレール”/ジャン

マルク

ブロカール

白

■フランス ブルゴーニュ
■辛口

バランス良くフレッシュで、心地よい酸とにがみを伴った旨味のある
ミネラルが余韻をギュッと締めます
ボトル￥4,500 (税別)

ロエロ・アルネイス/ブルーノ・ジャコーザ
■イアリア
■辛口

白

ピエモンテ ＤＯＣＧ ロエロ・アルネイス

穏やかでやさしさのある心地良い酸味、ミネラル感、キレがある
柑橘系のしっかりしたワイン

ボトル￥5,000 (税別)

サヴニエール・レ・ヴュー・クロ/ニコラ・ジョリー
■フランス ロワール ＡＣ ザヴニエール
［ビオワイン］

白

■辛口

エレガントな酸が心地よく、アーモンドやナッツ、フレッシュフルーツの香り
生命力のあるワイン
ボトル￥6,000 (税別)

クロ フロリディーヌ 白
■フランス ボルドー
■辛口

白桃、レモン、グレープフルーツのアロマが壮大で密度と骨格を備えた
偉大な白ワインです
ボトル￥6,000 (税別)

ユルツィガー・ヴュルツガルテン

Ｑ (ハーフボトル) 白

■ドイツ
■甘口

ユルツィヒのヴェルツガルデン(薬味の庭)
香り優しく、調和がとれてい

ハーフボトル￥1,800 (税別)

Sparkling Win
ピノ

スパークリングワイン

ロゼ
■イタリア
■辛口

ピノ・ビアンコ種とピノ・ネロ種を用いて造られた
本格的な辛口ロゼスパークリングワイン

200ml ボトル￥900 (税別)
約 2 杯分

カビッキオーリ・ランブルスコ・ロッソ・ドルチェ
■イタリア エミリア・ロマーニャ
■赤泡 甘口

いちごを連想させる甘い香り
微発泡で上品なワイン

マスティオ

グラス

￥500 (税別)

ボトル￥3,000 (税別)

デッラ ロッジア GC

■イタリア ヴェネト州
■白泡 辛口

洋ナシ、青りんごや白い花を連想させる香り
ミネラル感たっぷりの爽やかな切れ味

グラス

￥650 (税別)

ボトル￥4,000 (税別)

クレマン ド ブルゴーニュ C･シャルドネＮＶ/レ･ヴィニュロン･ド･オ
ート･ブルゴーニュ
■フランス

クレマン
キメ細やかな泡とミネラル感たっぷりの豊かな味わいのクレマンは、
並のシャンパーニュを超える品質
ボトル￥5,000 (税別)

フランチャコルタ ブリュット フランチェスコ･１ ＮＶ/ウベルティ
■イタリア

フランチャコルタ
非常にリッチな果実と溶け込んだ泡は好相性
穏やかで柔らかいフランチャコルタ

ドラピエ

ボトル￥6,000 (税別)

カルトブランシュＮＶ

■フランス

シャンパーニュ
豊かできめ細かな泡立ち。ミネラル、りんごの密、ハチミツのニュアンス
トロピカルフルーツの香り、フルボディのシャンパーニュ

ボトル￥8,200 (税別)

ボランジェ･スペシャル･キュヴェ･ブリュットＮＶ７５０ml
■フランス

シャンパーニュ
トーストやビスケット、バター、ジンジャーなど熟成した濃密の香り
うまみとコクと充実感があり、余韻も長いです

ボトル￥13,000 (税別)

