�����Sparkling（スパークリング）
Spumante Gran Cuvee Brut
スプマンテ

グラン キュベ

ブリュット

Cantine Pirovano(Italy)

¥3,500

（ガルガーネガ）

フルーティーな香りが楽しめるすっきりとした辛口で、食前酒としても、食事全般にも気軽に合わせられます。

Codorniu Clasico Secco
コドーニュ

クラシコ

セッコ

Codorniu(Spain)

（パレリャーダ、チャレッロ、マカベオ）

エレガントでフルーティな香りの辛口カヴァ。瓶内２次発酵を行う事により、細やかな泡立ちが目を楽しませてくれる。

Codorniu Clasico Rose
コドーニュ

クラシコ

Codorniu(Spain)

¥4,000
Glass \850

¥4,000

ロゼ （モナストレル、ガルナッチャ、トレパト）

口当たりの良い、色鮮やかな辛口のロゼ。イチゴやシトラスの香りと澄んだ酸が特徴的。

Rotari Brut
ロータリー

Itynera (Italy)

ブリュット

¥4,500

（シャルドネ）

リンゴや柑橘系の香り豊かなフレッシュ＆フルーティーなワイン。シャルドネ100％ 24ヵ月の長期間熟成。

勝沼の泡

merchan (Japan)

¥4,900

かつぬまのあわ（甲州）
適度な酸味としっかりとした厚みのある味わいに、甲州品種由来のほんのりとした苦味を伴う。細やかな泡感が心地良い。

Anna De Codorniu Blanc de Blanc
アナ・デ・コドーニュ

ブランドブラン

Codorniu(Spain)

¥6,800

スリーパーボトル（シャルドネ、パレリャーダ等）

きめの細やかな泡立ち、クリーミーで滑らかな口当たり。しっかりとした味わいが口の中にバランスよく広がります。

Franciacorta Rose brut
フランチャコルタ

ロゼ

Ferghettina (Italy)

¥10,000

ブリュット（ピノネロ）

美しいピラミッド型のボトルに、熟した果実香、トーストしたパンの香りが詰められています。ピノネロ由来のワインらしいコクも素晴らしい。

�����Champagne（シャンパーニュ）
Taittinger Brut Reserve
テタンジェ

ブリュット

Taittinger (France)

レゼルヴ（シャルドネ、ピノノワール、ピノムニエ）

瓶内２次発酵後、最低３年間はセラーで熟成させる。エレガントで複雑な香り、深い味わいは勝利との相性も抜群。

¥12,000
Glass\1,780

�����VINI BIANCHI（白ワイン）
Astica Chardonnay
アスティカ

シャルドネ

Trapiche (Argentina)

¥2,500

Velenosi (Italy)

¥2,900

（シャルドネ）

酸味がエレガントで柔らかい口当たりを持ち、爽やかな柑橘系の風味を感じます。

Falerio
ファレーリオ（トレッビアーノ、パッセリーナ、ペコリーノ）

熟したメロン、グレープフルーツキャンディの香り、スッキリと切れの良い酸味が爽やかです。

Frascati Superiore Secco

Poggio le Volpi (Italy)

¥3,000

フラスカティ スペリオーレ セッコ（マルヴァジア、トレッビアーノ、ソーヴィニヨン）
旨味が凝縮された果実の味わい。熟したぶどうから醸し出される、瑞々しく柔らかな口当たりが秀逸。

Risling Trocken

Thomas Barthen (German)

¥3,200

リースリング トロッケン（リースリング）
白い花の香りを持ち、滑らかな口当たりから始まり、余韻には「はちみつレモン」の様なほろ苦さを残します。

Trebbiano d'Abruzzo
トレッビアーノ

ダブルッツォ（トレッビアーノ）

洋ナシ等の果実がやや強く香り、酸味のバランスも良い。

Gransasso (Italy)

¥3,500

�����VINI BIANCHI（白ワイン）
Trebbiano d'Abruzzo
トレッビアーノ

Gransasso (Italy)

¥3,500

Feudo Arancio (Italy)

¥3,700

ダブルッツォ（トレッビアーノ）

洋ナシ等の果実がやや強く香り、酸味のバランスも良い。

Dalila

ダリア（グリッロ、ヴィオニエ）
爽やかな味わいで、旨みとまろやかさが調和している。軽いミネラル感を含んだエキゾチックなフルーツを思わせます。

Obsession symphony

オブセッション

Iron stone (America)

¥3,800

Bolla (Italy)

¥4,000

シンフォニー（シンフォニー）

調和のとれたほのかな甘さと、程よい酸。爽やかでフルーティ。

Soave classico

ソアーヴェ クラッシコ（ガルガーネガ）
黄金色のソアーヴェ。遅摘みしたぶどうを少し加えることで味に深みを与えています。

Errazuriz Estate Sauvignon Blanc

Errazuriz(Chile)

エラスリス エステイト ソーヴィニヨンブラン（ソーヴィニヨンブラン）

¥4,500

豊かなミネラル感と、ソーヴィニヨンブランらしいアロマティックなフルーツ感が特徴的。

Vermentino

Poggio Dei Gorleri (Italy)

ヴェルメンティーノ（ヴェルメンティーノ）

¥5,000

柑橘系とハーブの香りが嗅覚に拡がり、旨みと爽やかさが味覚を魅了する清々しいワイン。

Gewurztraminer

Kaltern (Italy)

ゲヴェルツトラミネール（ゲヴェルツトラミネール）

¥5,200

非常に強いバラの花とライチ、パイナップルの香り。クリーミーで豊かなボディがあり、余韻が長く残ります。

Kung Fu Girl

Charles Smith Wine(America)

カンフーガール（リースリング）

¥5,500

白桃を中心とした複雑なアロマ。長い余韻の中にマンダリンオレンジ、蜂蜜も感じられます。ワシントンのリースリング。

Luna

Conti zecca (Italy)

¥5,600

Cascina degli Ulivi (Italy)

¥5,800

ルナ（シャルドネ、マルヴァジアビアンカ）
濃密な果実の香りと旨みに、木樽からくるコクのボリュームがあるフルボディのワインです。

Bellotti Bianco VdT

ベロッティ ビアンコ（コルテーゼ）
ヴィオディナミ農法で作られるSo2無添加の自然派ワイン。しっかりとしたミネラル感が特徴的。

Chablis Willam Fevre

William Fevre (France)

シャブリ ウイリアム フェーブル（シャルドネ）

¥6,000

フレッシュな柑橘を思わせる香り、切れのある酸味が際立つ。ピュアでクリーンな仕上がりのブルゴーニュの白。

Yarden Viognier

Golan Heights Winery (Israel)

ヤルデン ヴィオニエ（ヴィオニエ）

¥6,500

熟したリンゴやピーチ、スパイスの香り、厚みのある味わいだがバランス良く、複雑さと飲みやすさを維持している。

鳥居平ブラン キュヴェ トラディション

シャトー勝沼(Japan)

とりいびら ブラン（甲州）

¥6,900

かすかな甘みとバランスの取れた酸味、余韻に心地よいほろ苦さがあり、味わいに一層の深みを与えている。

Cloudy Bay Sauvignon Blanc

Cloudy Bay (New Zealand)

¥7,500

クラウディベイ ソーヴィニヨンブラン（ソーヴィニヨンブラン）
ニュージーランド ワインの代表格。レモンやライムの香りに、爽やかでフレッシュな味わいはまさにソーヴィニヨンブランの特徴そのもの。

Scharzhof

Egon Muller (German)

シャルツホフ（リースリング）

¥8,200

「白ワインの女王」と称される、華麗な芳香と気品あふれる白。甘さをやや感じるが、伸びやかな酸味がくどさを感じさせません。

高山村シャルドネ

たかやまむら

Suntory(Japan)

シャルドネ（シャルドネ）

¥8,600

長野県北信地区に位置する高山村のシャルドネのみを利用したプレミアムワイン。果実味豊かで優しい味わい。

Les arumus de Lagrange

レザルム ド

ラグランジェ

Chateau Lagrange (France)

（ソーヴィニヨンブラン、セミヨン）

¥8,800

ボルドー格付け、サンジュリアンのシャトーラグランジェの白。香りと甘味、酸味のバランスが素晴らしい。

Annika

Livermore Valley (America)

アニカ（シャルドネ）

¥12,000

オーク樽で10か月熟成させたフルボディのシャルドネ。優美な香りとボリュームのある味わいはカリフォルニアでもトップクラス。

Meursault

Janotsbos(France)

ムルソー（シャルドネ）
典型的な味わいであるバター、ナッツ香を含みつつ、その味わいの広がり、余韻の心地良さはムルソーの醍醐味を十分に味わえる。

¥15,000

�����VINI ROSSI（赤ワイン）
Montepuciano d'Abruzzo
モンテプルチャーノ

Gransasso (Italy)

¥3,500

Feudo Arancio (Italy)

¥3,700

Cusmano (Italy)

¥4,000

ダブルッツォ（モンテプルチャーノ）

凝縮されたブドウの甘味、程よいタンニンと酸味のバランスが非常に良いです。

Cantodoro
カントドーロ（ネロ・ダーヴォラ、カベルネソーヴィニヨン）
南のワインらしい芳醇な果実味とコクのあるボディが楽しめる。

Merlot
メルロー（メルロー）

干しブドウやラズベリーの個性ある香り、メルローの丸みのある優しいボディが特徴です。

Mammoth Zinfandel
マンモス

Mare magnum (Italy)

¥4,600

ジンファンデル（ジンファンデル）

味わいは、やや甘めの口当たりでリッチなフルボディ。濃い色のベリー系の果実、プラム、スパイスやトーストしたオークの香り。

Bordeaux superieur
ボルドー

Cap royal (France)

¥4,800

シュペリエール（メルロー、カベルネソーヴィニヨン）

熟した果実と樽熟成によるトーストの香りがエレガントに香ります。ミディアム～フルボディ。

Langhe Nebbiolo

Bricco Maiolica (Italy)

¥5,000

ランゲ・ネッビオーロ（ネッビオーロ）
ドライチェリーやバラの香り、程よい酸味にエレガントさを感じます。ミディアムボディ。

Salice Salentino Riserva

Vinicola resta (Italy)

¥5,200

サリーチェ サレンティーノ リゼルヴァ（ネグロアマーロ、マルヴァジアネラ）
味わいは力強く、まろやかなタンニンと共にふくよかな果実味が口いっぱいに広がります。

Bellotti Rosso VdT
ベロッティ

Cascina degli Ulivi (Italy)

¥5,800

ロッソ（バルベラ、ドルチェット）

ヴィオディナミ農法で作られるSo2無添加の自然派ワイン。フレッシュな果実味と土壌からのしっかりとしたミネラル感が特徴的。

Max Reserva Cabernet Sauvignon
カベルネソーヴィニョン

Errazuriz(Chile)

¥5,900

ファミリーリゼルヴァ（カベルネソーヴィニョン）

カベルネソーヴィニョン１００％。ブルーベリーやダークチョコレートの香りが複雑に感じ、和牛に負けないボディを持っています。

Stratum Pinot Noir
ストラタム

Sherwood (New Zealand)

¥6,000

ピノノワール（ピノノワール）

フルーティで滑らかな心地よい味わいと、素晴らしく豊かなアロマを持つ飲みやすいブルゴーニュスタイルのピノノワール。

Boom Boom Syrah
ブンブンシラー

Charles Smith wine (U.S.A)

¥6,200

（シラー）

鬼才チャールズ・スミスの造るワシントンのシラー、ボリューム感のある果実味とスパイシーさが特徴的。

Chianti Rufina Riserva Nipozzano
キアンティ ルフィーナ リゼレヴァ ニポッツァーノ

Frescobaldi (Italy)

（サンジョベーゼ、マルヴァジア・ネロ、コロリーノ）

黒系果実とハーブの香り、ジューシーで程よいタンニンが滑らかに感じさせてくれます。エレガンスを併せ持つ優等生なキアンティ。

¥6,600

