
WINE
スパークリングワインSparkling Wine List

¥3,000
（税込¥3,300）

品種：シャルドネ、ピノネロ 産地：

柔らかい泡立ちの辛口タイプ。

しっかりした味わいでバランスも◎

¥2,800
（税込¥3,080）

ランブルスコ レッジャーノ ビオ アマービレ
Lambrusco Reggiano Bio Amabile Donelli

品種：ランブルスコ 他 産地：エミリア ロマーニャ

有機栽培されたブドウから造られた女性に人気の微発泡赤ワイン

フルーティーでやさしい甘さ、ほどよいタンニンもあるランブルスコ

キュヴェプラチナエディション ブリュット
Cuvee PLATINUM Edition   Brut

¥3,500
（税込¥3,850）

オーガニック ¥4,200
（税込¥4,620）

ヴァッリ ブリュット
Valli Brut

品種：ガルガーネガ 産地：ピエモンテ州

まろやかで程よい酸味の辛口のスパークリングワイン

気軽に楽しめるフレッシュで魅力的な味わい

カヴァ ブリュット キュヴェ 21
Cava Brut Cuvee 21 Organic

品種：パンサブランカ 他 産地：スペイン

華やかな香りとしっかりとしたミネラルとキレ
魚介料理と抜群の相性

アディジェ

林檎や野の花の濃い香り、ほのかにイーストを感じさせるフレーバー
フレッシュで心地よい熟れた果実の余韻が長く続くバランスのよいワイン

¥6,500
（税込¥7,150）

フェッラーリ マキシマム ブリュット
Ferrari Maximum Brut

品種：シャルドネ 他 産地：トレンティーノ アルト

フランチャコルタ アンティカ フラッタ サテン

品種：シャルドネ 産地：ロンバルディア州

豊かな味わいとまろやかでしっかりとした酸味を後味に感じる極辛口
ニュアンスに富み優美でフィニッシュの美しさを誇る

¥11,000
（税込¥12,100）Franciacorta Antica Fratta

エミリアロマーニャ



WINE

白ワインWhiteWine List

品種：トレッビアーノ 他

セヴェリーノ ビアンコ

産地：プーリア州

¥3,000
（税込¥3,300）

カステッリ ディ
Castelli di Severino Bianco

ビアンコ

産地：ヴェネト州

フルーティーな香りとスッキリとした飲み心地の辛口白ワイン

¥2,800
（税込¥3,080）

リオーネ デル ファルコ
Rione del Falco Bianco

品種：トレッビアーノ、シャルドネ

¥3,300
（税込¥3,630）

フローラルな香りと淡い黄色のフルーツの香りが広がり、フレッシュな酸も感じる
魚介系の前菜にピッタリな１本！

ブリッコ アル ソーレ ピノ グリージョ
Bricco al Sole Pinot Grigio

品種：ピノ グリージョ 産地：アブルッツォ州

印象的なアカシアの花の香りと個性的な要素を感じる
ドライでバランスのとれた白ワイン

¥3,600
（税込¥3,960）

¥3,800
（税込¥4,180）

ビコーズ シャルドネ
Because, I'm Chardonnay from Southern France

品種：シャルドネ 産地：南フランス

柔らかい酸味と熟れたフレーバー、ほどよいミネラルが味わえる
黄桃やグレープフルーツ、レモン、ローストアーモンドのような香りが楽しめる

ガヴィ ジャコーザ フラテッリ
Gavi Giacosa Fratelli

品種：コルテーゼ 産地：ピエモンテ州

淡い麦わら色、品種特有の香りとキリッとした酸が心地よい爽やかな飲み口
少し低めの温度で野菜や魚介類の前菜、パスタと合わせるのも◎
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品種：ガルガーネガ

カップチーナ

産地：ヴェネト州

白い花と春風の香りが印象的
青林檎の穏やかな果実味と酸が情緒的

¥3,900
（税込¥4,290）

ソアヴェ ラ
Soave La Cappuccina

クラッシコ トッリッチェッラ

産地：ウンブリア州

輝きを持った黄金色で、ほどよい辛口タイプ。完熟した林檎、洋ナシやプラムの
ニュアンスがあり、あっさりした魚料理、肉料理にも合わせられる

¥3,800
（税込¥4,180）

オルヴィエート
Orvieto Classico Torricella

品種：ブロカニコ 他

産地：南アフリカ

マスカットのようなフルーティーな香りとジューシーな果実味
余韻にジャスミンの戻り香

¥3,900
（税込¥4,290）

ヴィリエラ ジャスミン
Villinira Jasmine

品種：ゲヴュルツトラミネール他

ビアンコシチリアーレ

産地：シチリア品種：グリッロ、カタラット他

地中海の花やフィノッキオの香り
フルーティーでバランスが良く、上品でドライな味わい

¥4,300
（税込¥4,730）

ポッセンテ キーマ
Possente Kima Siciliare Bianco

¥5,600
（税込¥6,160）

アナヨン シャルドネ
Anayon Chardonnay

品種：シャルドネ 産地：スペイン

完熟した高級マンゴーや桃の香りが広がり
芳醇な旨みとリッチでクリーミーな余韻
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ファルコ ロッソ

産地：ヴェネト州品種：メルロー

果実味たっぷり！
気軽に楽しめるカジュアルな赤

¥2,800
（税込¥3,080）

リオーネ デル
Rione del Falco Ro

¥3,000
（税込¥3,300）

カステッリ ディ セヴェリーノ ロッソ
Castelli di Severino Rosso

リゼルヴァ ¥3,400
（税込¥3,740）

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン 産地：プーリア州

スミレやチェリー、シナモンなどの複雑な香りがあるが口当たり滑らか
ジビエや赤身肉、チーズによく合います

リオーネ ディ ドージ ロッソ モリーゼ
Rione dei Dogi Rosso Molise Riverva

品種：モンテプルチャーノ 産地：モリーゼ州

モリーゼ州で収穫されたモンテプルチャーノはしっかりとしたボディが特徴
ボリュームのある味わいでほのかにタンニンも感じる

¥3,600
（税込¥3,960）

ビコーズ グルナッシュ
Because, I'm Grenache from Southern France

品種：グルナッシュ 産地：南フランス

ラベンダーやカシス、クローブの香り
ジューシーでフレッシュな果実味が楽しめる味

¥3,600
（税込¥3,960）

ハローワールド カベルネフラン
Hello World Cabernet Franc

品種：カベルネフラン 産地：スペイン

熟した果実味とバルサミコのアロマ
フレッシュでバランスが良く、豊かな余韻
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産地：南フランス品種：カベルネ・ソーヴィニヨン

黒果実とナツメグ、炭の香り
まろやかな果実味と穏やかなタンニン

¥3,800
（税込¥4,180）

ビコーズ カベルネソーヴィニヨン
Because, I'm Cabernet Sauvignon from Southern France

メリーニ ¥3,900
（税込¥4,290

ネオ カンパーナ キャンティ ゴヴェルノ
Neo Campana Chianti Governo Melini

品種：サンジョヴェーゼ 他 産地：トスカーナ州

伝統的な製法で造られたこのワインは、カシスやダークチェリーのような
厚みのある香りが特徴。「ネオカンパーナ」は「新しい鐘」という意味

ブランチフォルティ シラー

産地：シチリア州

フルーティーでタンニンもあり、厚めのボディ

¥4,000
（税込¥4,400）Branchiforti Syrah

品種：シラー

濃厚な果実香とスパイス

クロズリー デ リ ピノ ノワール

品種：ピノ・ノワール 産地：南フランス

チャーミングな香りと上品で可憐な余韻
「百合の花が咲く小さなお庭」という意味

¥4,200
（税込¥4,620）Chateau Antugnac Closerie des Lys Pinot Noir

ダブルッツォ リゼルヴァ

産地：アブルッツォ州

完熟黒果実とカカオのような複雑な香り
深みから迫るタンニンの余韻がいつまでも続く

¥5,600
（税込¥6,160）

モンテプルチャーノ
Montepulciano d'Abruzzo Riserva

品種：モンテプルチャーノ

産地：ラツィオ
州

深いルビー色、ソフトでパワフル、ビロードのような口当たり
凝縮感のある味わい。すごくおいしい！

¥6,900
（税込¥7,590）

バッカ ロッサ
Baccarossa

品種：ネロ ブォーノ


