甘口

Champagne
Laurent-Perrier La Cuvée

［フランス］ぶどう品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ

淡いゴールドの色合いと細かく糸を引くような泡立ち、柑橘類と白い花の香り
がほどよく絡み合う、まさに「フレッシュ」「エレガント」「バランスの良さ」
の象徴です。

Glass
Bottle

¥2,100
¥15,500

White Wine

手摘みで丁寧に収穫されたぶどうを使用。一部に陰干ししたぶどうに匹敵する
くらい完熟させたぶどうを加え、より複雑味を持たせている。白い花や洋ナシ
を思わせる香り。はちみつを連想させる余韻を持つバランスのとれたワイン。

Glass
Bottle

¥1,100
¥6,000

Nautilus Estate Sauvignon Blanc

黒スグリの芽、パッションフルーツの凝縮した香り、わずかにイラクサのニュ
アンス。いきいきとしたライム、シトラスのフレーバーが口の中一杯に広がり、
しっかりと、そして滑らかな口当たりです。

Glass
Bottle

¥1,700
¥10,000

ローラン・ペリエはロゼシャンパンを醸すのに、赤と白を混ぜるという安易な方法
ではなく、敢えて難しいマセラシオンで造ります。美しい色合い、新鮮なチェリー
やラズベリー、苺の香り。フレッシュでそれでいてふっくらとした味わいです。

Tomi no Oka “Koshu”（Suntory Tomi no Oka Winery)

登美の丘ワイナリーの自園産甲州ぶどうを 100％使用。
穏やかな酸味、ほど良い渋味のあるふくよかな味わいが特長です。

Glass
Bottle

¥2,500
¥14,000

Chianti Riserva
（Leonardo）

［イタリア］ ぶどう品種：サンジョヴェーゼ 、メルロ

華やかな香り、バラやスミレの奥にスパイスを感じさせる。凝縮したチェリー
などの果実感も感じられ、シルキーなタンニンに包まれる。心地よい余韻を
感じる味わいです。

Glass

¥1,200

Bottle

¥7,000

マクマレー セントラルコースト ピノ・ノワール
ブラックチェリーやラズベリーの香りを感じられ、独特なスパイシーなキャラ
クターがアクセントとなっています。ベルベットの様なソフトなタンニンが、
スムースな口当たりと長いフィニッシュへと繋がります。

Glass

¥1,600

Bottle

¥9,000

赤 （サントリー登美の丘ワイナリー）

“Tomi no Oka”(Suntory Tomi no Oka Winery)

［日本］ ぶどう品種：メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルド、カベルネ・フラン

登美の丘ワイナリーはぶどうづくりに理想的な自然環境。土づくりからぶどう
栽培、醸造、熟成、瓶詰までを一貫して行います。世界に誇れるワインを目指
したワイナリーの定番。エレガントな果実香とふくよかな味わい。

Glass
Bottle

¥2,500
¥14,000

ドメーヌ バロン ド ロートシルト ポーイヤック

ウィリアムヒル セントラルコースト シャルドネ
William Hill Central Coast Chardonnay

熟した果樹のようなアロマ。シトラスやトロピカルフルーツが味わいの骨組み
となっており、新鮮な酸味とクリーミーな口当たりから、最終的に非常に長い
余韻が残ります。

ボルドー１級シャトーラフィットを擁するドメーヌ バロン ド ロートシルト
［ラフィット］が醸した、ファン待望のポーイヤックＡＣワインです。カベルネ・
ソーヴィニヨンを主体にメルロも使用。５本の矢のロゴが目印です。

Bottle

¥10,000

Glass
Bottle

¥2,800
¥16,000

¥7,000

ピュアなカシスやプラムなどとシダーや黒鉛のニュアンスがある香り。フレッシュ
なブルーベリーなどの香りと、なめらかで豊富なタンニンがあり、余韻も長く続き
ます。

Bottle

¥8,500

Bottle

¥11,000

Bottle

¥11,000

ヤルンバ パッチワーク シラーズ

ツィナンダリ

Yalumba Patchwork Shiraz

Tsinandali

カヘティ地方のツィナンダリで厳選されて育てられたルカツィテリ種とムツヴァネ種
から作られたドライな白ワイン。このワインは、新鮮な葡萄やマルメロ、ワイルドフラ
ワーなどの様々な香りを残しつつ、オーク材の樽やバニラの香りも思い出させます。

Bottle

¥10,000

Bottle

¥12,000

ヤルンバ エデン ヴァレー ヴィオニエ
Yalumba Eden Valley Viognier

［オーストラリア］ ぶどう品種：シラーズ

カシスリキュールや桑の実を連想させる完熟した甘い黒果実の香りに、黒胡椒と
ビーフジャーキーのニュアンス。まろやかな果実味とハリのある酸味、なめらかな
タンニンを持つ、豊かでふくらみのある味わいです。

サペラヴィ
Saperavi

［ジョージア］ ぶどう品種：サペラヴィ

このワインの特徴は、新鮮な葡萄・チェリー・バニラなど様々な香りを感じさせます。
そしてサペラヴィ種を用いたワイン固有のオーク材の樽の香りと赤ワインの深みを
兼ね備えた味わいを持ちます。

サンセール ブラン（ドメーヌ ジェラール ミレ）
Sancerre Blanc (Domaine Gérard Millet)

［フランス］ ぶどう品種：ソーヴィニヨン・ブラン

りんごやスイカズラの花などを連想させる、フレッシュかつ熟度の高い香り。
トスカーナの太陽を感じさせる豊かな果実味と、まろやかな酸味、粘性を感じ
るテクスチュアが特長の、厚みのある味わいの辛口白ワインです。

Bottle

¥12,000

塩尻マスカットベーリー Aミズナラ樽熟成 ( サントリー塩尻ワイナリー ) ＜数量限定＞
Shiojiri Muscat Bailey A Mizunara (Suntory Shiojiri Winery)

ジャパンプレミアム 信州産シャルドネ（サントリー）
Japan Premium Shinshu Chardonnay (Suntory)
［日本］ ぶどう品種：シャルドネ

ぶどうの生育に適した長野県内の産地で栽培された「シャルドネ」を使用。
華やかな香りと果実味あふれる白ワイン。

ノーザン・アイス ヴィダル アイスワイン（ハーフボトル )
Northern Ice Vidal Icewine

Bottle

¥12,000

［カナダ］ ぶどう品種：ヴィダル・ブラン

ピーチのフレーバーが印象的で、マンゴー、アプリコット、パパイヤ、リンゴ洋ナシ、
バニラのフレーバーが立ち上がる。フルボディで濃厚でありながらクリスピーな味わ
いが特徴。

＊記載の料金はすべて10％のサービス料・税金を含みます。

All prices include 10％ service charge and consumption tax .

Half Bottle
(375ml)

ミズナラ樽がもつ、白檀（びゃくだん）を想わせるオリエンタルな香り、ココナッツ
様の香りが日本固有のぶどう品種「マスカット・ベーリーＡ」特有の甘い香りと
絶妙なバランスが特長です。

岩垂原メルロ ( サントリー塩尻ワイナリー )

＜数量限定＞

Domaines Barons de Rothschild Pauillac Reserve Speciale
［フランス］ ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ

Bottle

Rupert & Rothchild Classique

［日本］ ぶどう品種：マスカット・ベーリー A

Macmurray Central Coast Pinot Noir
［アメリカ］ ぶどう品種：ピノ・ノワール

自然で優しい香り立ち、プラムやダークチェリーを連想させる香りがあります。
素直で緻密な果実の凝縮感とエレガントな酸味とのバランス感が素晴らしいワイン
です。

［南アフリカ］ ぶどう品種：カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ フラン

杏や黄桃、赤肉メロンを連想させる甘くてジューシーな果実に、キンモクセイ
などの甘い黄色の花を思わせる香り。白胡椒のニュアンス。粘性のある果実味と、
穏やかな酸味が特徴の、みずみずしく、コクのある味わいです。

キャンティ レゼルヴァ（カンティーネ レオナルド ダ ヴィンチ）

¥20,000

［アルゼンチン］ ぶどう品種：マルベック

ルパート & ロートシルト クラシック

［オーストラリア］ ぶどう品種：ヴィオニエ

Red Wine

Bottle

White Wine

［ジョージア］ ぶどう品種：ルカツィテリ、ムツヴァネ

甲州 （サントリー登美の丘ワイナリー）

［日本］ ぶどう品種：甲州

Caro Aruma Malbec

［フランス］ぶどう品種：ピノ・ノワール

［アメリカ］ ぶどう品種：シャルドネ、その他

ノーティラス エステート ソーヴィニヨンブラン
［ニュージーランド］ ぶどう品種： ソーヴィニヨン ブラン

カロ アルマ マルベック

Laurent-perrier Cuvée Rosé Brut

Retro Soave Classico
（Bolla）

［イタリア］ ぶどう品種：ガルガネガ

フル
ボディ

Red Wine

ローラン・ペリエ ロゼ ＜数量限定＞

レトロ ソアーヴェクラッシコ（ボッラ）

登美の丘

ライト
ボディ

Champagne

ローラン・ペリエ ラ キュベ

登美の丘

辛口

Bottle

¥13,000

Bottle

¥25,000

＜数量限定＞

Shiojiri Iwadarehara Merlot (Suntory Shiojiri Winery)
［日本］ ぶどう品種：メルロ

¥15,000

標高が 700ｍ以上あり冷涼な気候の岩垂原地区は、果実香豊かで、熟した果実味
と凝縮した味わいのメルロを生み出します。フレンチオーク樽にて熟成後、瓶詰め
しました。複雑で豊かな香りと凝縮感のある味わいが特長です。

