T H E W I N E LIS T
Spa rk l i ng Wi ne
Bottle ¥2,500 Glass ¥500
Quercioli Reggiano Lambrusco Dolce Rosato
クエルチオーリ レッジアーノ ランブルスコ ドルチェ ロザート

Bottle ¥3,000 Glass ¥600
by
The
Grass

イタリア

Prima Perla Blanc de Blanc Chardonnay Brut
プリマ・ペルラ ブラン・ド・ブラン シャルドネ ブリュット

by
The
Grass

フランス

ブドウ本来の爽やかな甘 味が 特 徴 的な、珍しいロゼ・ランブルスコ。繊 細な
泡立ちの弱発泡性ワインで、口いっぱいに広がる果実味を存分にお楽しみ頂けます。

輝くイエロー。白い花やグレープフルーツといったフレッシュな果実のアロマ。
力強くも繊細な泡立ちが楽しめるスパークリングワイン。

W h ite Wi ne
Bottle ¥2,500 Glass ¥500
Les Tannes en Occitanie Sauvignon Blanc
レ・タンヌ オクシタン ソーヴィニヨン・ブラン

R ed Wi ne
Bottle ¥2,500 Glass ¥500

by
The
Grass

California Cabernet Sauvignon
カリフォルニア カベルネソーヴィニョン

by
The
Grass

アメリカ

フランス
南仏、ラングドック地方のソーヴィニヨン・ブラン 100% の ワイン。 フレッシュな香り、

渋み（タンニン）をおさえた、果実味あふれるワインです。ベリーのような香りと滑らかな

Muscadet Sevre et Maine

Aves del sur Syrah Reserva

飽きのこないスッキリとした 味わいが特徴です。

ミュスカデ セーブル エ メーヌ

口当りが特長。バランスのよさが魅力のワインです。

デル・スール シラー レセルバ

フランス

チリ

まろやかな口当たりとさわやかな余韻が感じられる、魚介類に良く合う辛口ワインです。
この価格帯のミュスカデとしては、ずば抜けた品質を持っています。

ブラックベリーやブルーベリー、チェリーの果実香とコーヒーやチョコのアロマが広がります。
熟した果実のフレーバーがバニラ香やナッツ香と混じり合う複雑味ある極上のシラーです。

Bottle ¥3,000 Glass ¥600

Bottle ¥3,000 Glass ¥600

Toscana Bianco

Chateau du Pavillon

トスカーナ ビアンコ

シャトー・デュ・パヴィヨン

イタリア

フランス

トスカーナ州の白ワイン。色合いはやや淡い黄色。柑橘系のフルーツの香りや白い花の

深いルビー色をしたワインからは、
赤いベリーの完熟したアロマ。味わいにはブラックチェリー

Vida Organica Cardonnay

Caldora Sangiovese

香りが広がります。フレッシュなレモンに加え、モモのような余韻が残ります。

ヴィダ オーガニカ シャルドネ

by
The
Grass

アルゼンチン
有 機 栽 培ぶどうを 100% 使 用し、 オーガニック認 証 機 関の認 定を取 得したワイン。
柑 橘 類やパイナップル、ハチミツなどが混ざり合ったアロマと、 絹のようにスムーズな
余韻が楽しめます。

のような豊かな果実味、滑らかなタンニン、余韻にはほのかにスパイシーさもあります。

カルドーラ サンジョヴェーゼ

by
The
Grass

イタリア
サンジョヴェーゼ種の持つ程よいコクと酸味が特徴のアブルッツォ州の赤ワイン。チェリーや
バニラの香りが広がります。酸味とタンニンも心地よくトマトのパスタなどにぴったりです。

Bottle ¥3,500 Glass ¥700

Bottle ¥3,500 Glass ¥700

Nairoa

Pyros Barrel Selection Malbec

ナイロア

by
The
Grass

スペイン

パイロス バレルセレクション マルベック

by
The
Grass

アルゼンチン

ガリシア地方リベイロ産の地ブドウをブレンドして造られる、フレッシュでバランスの良い

ジャパンワインチャレンジ 2016 最優秀赤ワイン賞
（新世界部門）に 輝いた高評価マルベック。

白ワイン。繊細な香りときれいなスタイルは、シーフードとの相性も抜群です。

洗練されたストラクチャーと 深い果実味を有し、余韻に残る見事なミネラル感は圧巻です。

Oppenheimer Krotenbrunnen Kabinett

Castel Firmian Pinot Nero

オッペンハイマー クレーテンブルンネン カビネット

ドイツ
インヘッセンを代表する優良ワイン産地「オッペンハイ村」
。

「ひき蛙の泉」と名付けられた有名な畑で産する、マイルドな口当たりが特徴のワインです。

カステル フィルミャン ピノ・ネロ

イタリア
ベリー系の果実味、ほどよい酸味とタンニン分で複雑味のあるドライな味わいが特長です。
ラベルは一目見てイタリアワインと分かる街並みのアートデザインとなっています。

T H E WOR LD W I N E SELEC T ION
W h ite Wi ne
C h a mpa g ne

CHARDONNAY

Taittanger Brut Reserve

¥9,800

テタンジェ ブリュット レゼルヴ

フランス［ シャルドネ / ピノノワール / ピノムニエ ］

Moet et Chandon Brut Imperial ¥11,000
モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル

フランス［ シャルドネ / ピノノワール / ピノムニエ ］

Veuve Clicquot Yellow Lavel
ヴーヴ クリコ イエロー ラベル

¥13,000

フランス［ シャルドネ / ピノノワール / ピノムニエ ］

Louis Roederer Brut Premier
ルイ ロデレール ブリュット プルミエ

R ed Wi ne

¥14,000

フランス［ シャルドネ / ピノノワール / ピノムニエ ］

Chardonnay d'Soumah
シャルドネ ソウマ

PINOT NOIR
¥3,500

オーストラリア, ヴィクトリア州

Ironstone 2015
アイアンストーン

アンペリオ フォンタナフレッダ

¥5,200

¥6,800

¥3,800

セレナ グラン キュベ エクストラ ドライ

California Sauvignon Blanc 2014

Chateau La Jalgue Blanc 2015
シャトー ラ ジャルグ ブラン

¥4,500

¥3,500

2015 Fontanafredda

¥ 5,800

モスカート ダスティ フォンタナフレッダ（甘口）
イタリア［ グロロー ］

¥4,500

¥ 7,000

クレマン ド ブルゴーニュ

フランス［ シャルドネ / ピノノワール / アリゴテ ］

Quartet Anderson Valley Brut

カルテット アンダーソンヴァレー ブリュット

¥ 9,500

¥5,000

イタリア

Art N Soul Riesling 2015
アート エヌ ソウル リースリング

フランチャコルタ カデル・ボスコ

¥4,200

Wehlener Sonnenuhr Kabinett 2016 ¥4,800
ドイツ

フェッラーリ ペルレ ミレジム

Chateau Puygueraud 2013
シャトー ピュイグロー

¥6,500

¥7,500

SYRAH
Found Stone Shiraz 2016

¥7,500

ファウンド ストーン シラーズ

¥3,000

オーストラリア

Borgo syrah 2014 Luigi d'Alessandro ¥6,300
ボルゴ シラー ルイージ ダレッサンドロ
イタリア

OTHERS
M. Chapoutier Côtes du Rhône Blanc ¥4,800

¥ 13,000

フランス

フランス

イタリア［ シャルドネ / ピノネロ ］

Ferrari Perle Millesime 2010

シャトー ドフォントニーユ

¥4,800

アメリカ

ヴェレナー ゾンネンウーア カビネット ( 甘口 )

Riesling 2015 Leon Beyer

¥5,000

MELROT

コロンビア ヴァレー メルロー

フランス

Franciacorta Brut Caʼ del Bosco ¥ 11,000

シャトー ニコ

Columbia Valley Merlot 2014

RIESLING

リースリング レオン ベイエ

アメリカ［ シャルドネ / ピノノワール ］

Chateau Nicot 2014

Chateau de Fontenille 2014

オーストラリア

Cremant de Bourgogne

CABERNET SAUVIGNON

フランス

ダミア カヴァ ブルット アルティーガ フステル

スペイン［ マカベオ / チャレッロ / パレリャーダ ］

¥8,000

アルゼンチン

フランス

カステル フィルミャン ソーヴィニヨン

Damia Cava Brut Artiga Fustel

ブルゴーニュ ピノ ノワール

ヴィダ オーガニカ カベルネ ソーヴィニヨン

SAUVIGNON BLANC

Castel Firmian Sauvignon

イタリア［ グレラ / ヴェルドゥッツォ ］

Bourgogne Pinot Noir

Vida Organica Cabernet Sauvignon ¥4,200

アメリカ

Serena Gran Cuvee Extra Dry

¥5,200

フランス

イタリア

カリフォルニア ソーヴィニヨン ブラン

Spa rk r i ng Wi ne

ハンドクラフト
アメリカ

アメリカ

Ampelio 2013 Fontanafredda

Handcraft 2015

コート デュローヌ ブラン M. シャプティエ

フランス［ グルナッシュ ブラン / ブールブーラン ］

Crozes-Ermitage Les Pierrelles 2015 ¥8,800
クローズ エルミタージュ レ ピエレル
フランス

イタリア［ シャルドネ ］

Perlato del Bosco Velmentino 2016
ペルラート デル ボスコ ヴェルメンティーノ

¥6,000

イタリア［ ヴェルメンティーノ ］

Greco di Tufo 2015 Vesevo

グレーコ ディトゥーフォ ヴェセーヴォ

Rose
Rose d'Anjou 2016
ロゼ ダンジュ

フランス［ グロロー ］

Cahors Prestige du Malbec 2013
¥7,200

イタリア［ グレーコ ］

¥3,800

Savennieres Petite Roche 2015
サヴィニエール プティット ロッシュ
フランス［ シュナン ブラン ］

OTHERS

カオール プレスティージュ デュ マルベック

¥4,800

フランス［ マルベック / メルロー ］

La Vendimia 2015 Palacios Remondo ¥5,500
¥7,500

ラ ヴェンディミア / パラシオス レモンド

スペイン［ ガルナッチャ / テンプラニーリョ ］

Gnarly Head Old Vine Zinfandel 2015 ¥5,500
ナーリーヘッド オールド ヴァイン ジンファンデ
アメリカ［ ジンファンデル ］

