
ヴァッリ ブリュット (イタリア) ガルガーネガ種 辛口 valli brut spumante piemonte

グレープフルーツ、黄色い花の香り、すっきり爽やかな飲み心地。 2,900 yen 

カヴァ ブリュット (スペイン) パレリャーダ､チャレッロ種 cava brut larosca penedes

シトラス系の香りとはつらつとしたレモンのようなキレ、魚介前菜のおともに 3,200 yen

ルイ・ピカメロ ヴァンムスー(フランス) ユニブラン､シャルドネ種 辛口louis picamelot vin mousseux rully

フランスのシャンパーニュと同じ造り。フルーティで軽やかなワイン、洗練された味わい。 3,800 yen

重畳（ちょうじょう） (日本) 甲州辛口 choujo yamanashi

フレッシュな白い花や青菜の香り、柔らかい酸にミネラルが溶け込む。 4,300 yen

プロセッコ・スペリオーレ(イタリア) グレラ種辛口 prosecco superiore coneriano valdobbiadene veneto

アロマティックで華やかな白い果実のニュアンス、料理を引き立てる柔らかなミネラルと余韻。 4,700 yen 

フランチャコルタ・ブリュット (イタリア) シャルドネ種 他辛口 franciacorta brut antica frattb lombardia

白桃や鮮やかな花のニュアンス、豊かな果実味と上品な泡立ち。 6,200 yen

ランブルスコ・セッコ(イタリア) ﾗﾝﾌﾞﾙｽｺｻﾗﾐｰﾉ種 他辛口 rquerciolieggiano lambrusco secco  emilia-romagna

辛口微発泡の赤、ベリーの特徴的な香り、味わいはコクがありながらもすっきり。 3,200 yen 

プリメ・ルーチス ロゼ・ブリュット(イタリア) モンテプルチャーノ種辛口 Prime lucis rose brut

バラやサクランボとほんのり香るスパイス、程よい果実味と心地よい酸がバランス良い。 4,300 yen

モレ・ロゼ ピノ・ネロ メトド・クラッシコ 2012(イタリア) ピノ・ネロ種辛口

morerose oltrepo'pavese metodoclassico 2012

ワイルドベリー、コンポートした果物、程よい苦味とチャーミングなタンニン。 6,700 yen 



カステッリ・ディ・セヴェリーノ ビアンコ プーリア州 トレッビアーノ種他 辛口 castelli di severino bianco

ロマーノのハウスワイン！淡い黄色のフルーツ、フローラルの香り、爽やかな酸がが特徴的な辛口。 2,900 yen

エスト！エスト！エスト！ ラツィオ ロシェット種他 辛口 est!est!est! montefiascone

白い花、黄色い果実の軽快ながらふくよかな味わい。 3,200 yen

グリッロ フェウド・ディ・エリーミ シチリア グリッロ種 辛口 grillo feudo d'elimi

アプリコットや南国フルーツのアロマ、コクがあり爽やかでフレッシュで心地よい余韻。 3,600 yen

オルヴィエート・クラッシコ トッリチェッラ ウンブリア州 プロカニコ種他 辛口 orvieto classico torricella

レモンの花の香りと洋ナシの果実味、程よい辛口で上品な余韻。 3,800 yen 

ザモ ビアンコ フリウリ州 リボッラ・フリウラーノ種他 辛口 zamo bianco

リンゴや香ばしいパンの香り、優しいハーブとバランスの良いフルーティ余韻。 4,400 yen

ガヴィ デル・コムーネ・ディ・ガヴィ ピエモンテ コルテーゼ種 辛口gavi del comune di gavi

柑橘系とフルーツのアロマとミネラル感がバランスが良い辛口。 4,500 yen

ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノトスカーナ州 ヴェルナッチャ種

vernaccia di sangimignano riserva isabella 2007

熟した果実とほろ苦いアーモンド、朝露のような瑞々しさ、穏やかな余韻がいつまでも続く。 5,600 yen

ナタン ブラン・ドゥ・モルジェ ヴァッレ・ダオスタ州 プリエ・ブラン種nathan blanc de morgex et de la salle

ミモザの花、アプリコットや焼きたてのクッキーの香り、豊かな果実味とミネラル、複雑な余韻。 8,500 yen



ヴェルディッキオ クラッシコ マルケ州 ヴェルディッキオ種 verdicchio classico

柑橘系果実の柔らかい香り、リンゴのような爽やかな余韻。 3,200 yen

フラスカーティ セッコ ラツィオ州 マルヴァジア種他 frascati superiore secco

新鮮なフルーツの果実味と香り、瑞々しく爽やかな味わい。 3,400 yen

ドンナマルツァ シャルドネ プーリア州 シャルドネ種 donna marza chardonnay

華やかでほんのり感じる木樽のニュアンス、心地よい余韻がエレガントな白。 3,600 yen

ソアーヴェ ノガーレ・セッケ ヴェネト州 ガルガーネガ種 soave nogare secche

はちみつやオレンジの爽やかで凝縮した果実味、穏やかで特徴的な余韻。 4,000 yen

ジン・フィアーノ サレント・ビアンコ プーリア州 フィアーノ種 Zin fiano salento bianco

白桃とオレンジの香り、芳醇でふくよかな味わい、長いフルーツの余韻。 4,300 yen

イル・モッジョ カンティーナ・ゴレッティ ウンブリア州 グレケット種 il moggio cantina goretti

グレープフルーツに上品なバニラ香。木樽によるまろやかさ、バランスが絶妙。 4,800 yen

フェレンターノ ラツィオ州 ロシェット種 ferentano faresco

熟したラフランスのアロマとバニラのニュアンス、溢れるフルーティと素晴らしい余韻。 5,300 yen



カステッリ・ディ・セヴェリーノ ロッソ プーリア州 ｶﾍﾞﾙﾈ・ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾ種 castelli di severino rosso

ロマーノのハウスワイン。チェリーやスパイスの香り、なめらかで柔らかいタンニンの口当たり。 2,900 yen

レ・マエストレッレ トスカーナ州 サンジョベーゼ種他

チェリーやバニラの香り、バランスの良い味わいと程よいタンニン。 3,200 yen

ブランチフォルティ シラー シチリア州 シラー種 branciforti syrah

濃厚な果実香とスパイス、フルーティでタンニンもあり、厚めのボディです。 3,400 yen

レオポルド デコ トスカーナ州 カベルネ・メルロー種 leopoldo d'echo

カシス、コーヒーの香り、郷土とモンドを合わせ持つバランスの良い赤。 3,600 yen

チンチナート・ポッルーチェ ラツィオ州 ネーロブォーノ種 cincinnato polluce

赤い果実の濃厚な香り、エレガントで複雑ながら、どこか素朴な味わい。 3,800 yen

ロッソ・ピチェーノ スペリオーレ マルケ州 モンテプルチャーノサンジョベーゼ種 rosso piceno superiore

黒い果実、カカオ、様々な香りと味わい、樽の余韻が全てを包む絶妙なバランス。 4,300 yen

ロッカ・アンティカ リゼルヴァ アブルッツオ州 モンテプルチャーノ種 montepulciano d'abruzzo riserva rocca antica

熟した黒果実とカカオやバニラの複雑でエレガントな香り、タンニンの余韻がいつまでも続く。 5,800 yen

ミッソーニ カベルネソーヴィニヨン シチリア州 カベルネ種 missoni cabernet sauvigno

太陽を感じる果実味、フルボディでしっかりとしたタンニンがパワフルで濃厚な味わい。 5,800 yen

タウラージ サンタンドレア カンパーニア州 アリアニコ種 taurasi sant andrea

黒果実とカカオの濃厚で複雑な香り、豊富なタンニンを果実味が包み込むリッチなフルボディ。6,900 yen

サグランティーノ・ディ・モンテファルコ ウンブリア州 サグランティーノ種 sagrantino di montefarco

光りを通さない濃いルビー色、黒果実とスパイスの香り、構築感のあるタンニンが素晴らしい。 7,500 yen



ロチェーノ ネレッロマスカレーゼ シチリア州 ネレッロマスカレーゼ種 rocheno nerello mascarese

ジューシーな赤い果実とスミレの香り、細やかなタンニンが心地よい。 3,200 yen

キャンティ バローネ・リカソリ トスカーナ州 サンジョベーゼ種 chianti barone Ricasoli

チェリーや甘草、軽やかで飲み飽きしない伝統的な造りの素朴なキャンティ。 3,500 yen

モンテプルチャーノダブルッツォ カサノヴァ アブルッツォ州 モンテプルチャーノ種

montepulciano d'abruzzo Casanova

カシスや黒果実の香り、瓶熟成２年を経たまろやかさ、ブドウの味わいを感じる優しい赤。 3,800 yen

バルベーラ・ダルバ ピエモンテ州 バルベーラ種 barbera d'arba sartirano figli

曇り空の湿気や森の果実のニュアンス、複雑でゆっくりと味わいが開くワイン。 4,200 yen

モレッリーノ・ディ・スカンサーノ リゼルヴァ トスカーナ州 サンジョベーゼ種他 morellino di scansano riserva laire

熟したベリースパイス、滑らかに溶け込んだタンニンとエレガンスな余韻。伝統と革新の調和。 5,200 yen

ヴァルポリチェッラ・スペリオーレ ヴェネト州 コルヴィーナ種他 valpolicella superiore corte scaletto

黒系果実の複雑な香りとドライな印象、ベルベットの余韻がしなやかな上品な赤。 6,300 yen

バルバレスコ ピエモンテ州 ネッビオーロ種 barbaresco

キノコやドライフルーツのアロマ、ドライで芳醇、滑らかな余韻にスパイスの風味を感じる。 7,200 yen

バローロ リゼルヴァ コルダーナ ピエモンテ州 ネッビオーロ種 barolo riserva cordana 2010

焦がした樽やドライフラワー、スパイス等の熟成香、まろやかなタンニンとバランスの良い余韻。 9,600 yen

アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ ヴェネト州 コルヴィーナ種他

marone della valpolicella cortescoletto

熟したプルーンや様々なスパイス、溶け込むタンニンに滑らかな舌触りと複雑な余韻。 12,000 yen


