Beverages List

By the Glass
Glass Champagne

¥1,980

Moet & Chandon Imperial

モエ

エ

シャンドン

アンペリアル

Glass Spumante

¥1,050

GRAN REALE BRUT

グラン

レアレ

ブリュット

Bianco
Feudo Arancio Inzolia

(Inzolia)

(Italia-Sicilia)

フェウド・アランチョ・インツォリア

¥900
Carafa ￥2,560

レモンのような酸のきりっとした果実、白い花やミネラルの香り。
洋ナシやメロンを想わせるような果実味が豊か。

Necotium

(Pinot-Grigio)
（Italia-Venezia Giulia)

ネコティウム

¥1,200
Carafa ￥3,420

良く熟した桃やハーブのアロマティックさ。
丸く厚みのある果実にフレッシュな酸の素晴らしいバランス。

SILENI Cellar Selection
シレ‐ニ / セラー・セレクショ

(Chardonnay)
(New Zealand‐Hawke's Bay)

¥1,400
Carafa ￥3,990

豊かな果実味と酸のバランスがよく、蜂蜜の様な甘い余韻が
残ります

Rosso
Feudo Arancio NERO D'AVOLA （Nero davola）
フェウド・アランチョ・ネロ・ダーヴォラ

(Italia-Sicilia)

¥900
Carafa ￥2,560

豊かな香りが印象的。イチゴやカシスの果実に、黒胡椒のアクセント。
果実由来の甘みと上品な酸のバランス。ソフトなタンニンで滑らか。

(Cabernet Shiiraz)

Winemakers・Notes

（Australia‐Swan Hill）

ワインメーカーズ・ノート

¥1,200
Carafa ￥3,420

ミント系の味わいに加えて、オーク由来の素晴らしい舌触りの
繊細でシルキーなタンニンが長い余韻をもたらします。

Clarendelle Roug
クラレンドル・ルージュ

(Merlot , Cabernet Sauvignon)
(Merlot , Cabernet Sauvignon)

果実味、酸、タンニン、すべてのバランスが良く格付け第一級の
エレガンスを存分に感じられます。

¥1,400
Carafa ￥3,990

Draft Beer
Asahi Dry Premium
アサヒ

¥950

ドライプレミアム

Bass Pale Ale Draft Beer (England)
バス

¥820

ペールエール（イギリス）

Bottled Beer
Messina

(Italy)

¥920

(Italy)

¥920

(USA)

¥920

メッシーナ

Menabrea 1846
メナブレア

Brooklyn Lager
ブルックリンラガー

Non Alcoholic Beer
Asahi Dry Zero
アサヒ

¥720

ドライゼロ

Aperitif
Tio Pepe (Dry Sherry)

¥820

ティオペペ（ドライシェリー）

Cinzano Dry / Rosso
チンザノ

ドライ

Limoncello
レモンチェロ

/

¥820

ロッソ

¥820

WineCocktail
Kir

キール

¥1,000

Kir Royal

キールロワイヤル

¥1,000

Mimoza

ミモザ

Spurossi

スプロッシ

Cassis + White Wine

Cassis + Sparkling wine
¥1,000

Sparkling wine + Orange Juice
¥1,000

Sparkling wine + Blood Orange Juice

Cocktail
Campari with Soda / Orange / Grapefruit

¥820

Cassis with Soda / Orange / Grapefruit

¥820

Gin Tonic

ジントニック

¥820

Moscow Mule

モスコミュール

¥820

Mojito

モヒート

¥920

Spumoni

スプモーニ

¥820

Fazzy Navel

ファジーネーブル

¥820

カンパリ ＋ソーダ / オレンジ /グレープフルーツ

カシス ＋ソーダ / オレンジ /グレープフルーツ

※ その他ご希望のカクテルはお気軽にお問い合わせ下さい。

Whisky
Macallan

12year

¥1,200

10year

¥1,200

12year

¥1,100

8year

¥1,100

マッカラン

Laphroaig
ラフロイグ

Chivas Reagal
シーバスリーガル

Wild Turkey
ワイルドターキー

Taketsuru

12year

¥800

12year

¥1,300

竹鶴

Yamazaki
山崎

Non Alcoholic Cocktail
Shirley Temple

シャーリーテンプル

¥820

Peach Melba

ピーチメルバ

¥820

Capri Rossa

カプリロッサ

Virgin Breeze

ヴァージンブリーズ

¥820

Virgin Mojito

ヴァージンモヒート

¥920

Lemonade

レモネード

¥820

Ginger ale + Grenadine
Peach + Grenadine +Lime + Lemon
¥820

Blood Orange + Lemon + Tonic
Cranberry + Grapefruit
Mint + Lime + Soda
Lemon + Suger + Water

Soft Drinks
Blood Orange Juice

¥720

ブラッドオレンジジュース

Orange Juice

¥720

オレンジジュース

Grapefruit Juice

¥720

グレープフルーツジュース

Apple Juice

¥720

アップルジュース

Cranberry Juice

¥720

クランベリージュース

Coca-Cola

¥720

コカコーラ

Coca-Cola ZERO

¥720

コカコーラゼロ

Ginger Ale

¥720

ジンジャーエール

Mineral Water
Surgiva Frizzante / Naturale
スルジーバ

Surgiva Frizzante / Naturale
スルジーバ

500ml

¥550

750ml

¥800

スパークリング / ノンスパークリング

スパークリング / ノンスパークリング

Bottle Wine List

SparklingWine / Champagne
¥4,000

Cava Brut NV / Pares Balta

(Espana-Penedes)

カヴァ ブリュット / パレス バルタ
（パレリャーダ59 マカベオ24 チャレロ17）

口当たり柔らかくフレッシュな青林檎や柑橘類のアロマ。
2人の女性醸造家が生み出す繊細でバランスの良い味わいです。

Giavi / Prosecco Brut

¥5,000

/ プロセッコ ブリュット

(Italia-Veneto)

ジャヴィ

（グレラ100）

口に含むと華やかな果実が広がり、それを追いかけるように細やかな泡が
舌の上を駆け抜ける爽快感。香り、酸味、旨みのバランスが綺麗です。

¥6,000

Brut Metodo Classico / Murgo

(Italia-Sicilia)

ブリュット・メトド・クラシッコ
(ネレッロ・マスカレーゼ100)

ネレッロ･マスカレーゼ種から造られた瓶内二次発酵のスプマンテ。
程良い酸味のある優しい味わいながら、しっかりとした骨格も持ち合わせる。

¥8,000

Maxiam Brut / Ferrari
マキシマム ブリュット / フェラーリ

(Italia-Trentino Alto Adige)

(シャルドネ100)

ミラノコレクションや首脳サミットなどの大舞台を華やかに彩ってきた人気者。
香ばしく焼いたパンやバニラのニュアンス。非常に引き締まった味わいです。

¥12,000

Moet et Chandon brut Imprial / Moet et Chandon
モエ・エ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル / モエ シャンドン
(ピノノワール

ピノムニエ

(France-Champagne)

シャルドネ)

新鮮なフルーツと花の柔らかな香り、しなやかな口当たり、長く続く余韻。
「世界で最も愛されているシャンパン」はエレガントで洗練された味わいです。

LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER / LOUIS ROEDERER ¥18,000
(France-Champagne)

ﾙｲ ﾛﾃﾞﾚｰﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾌﾟﾙﾐｴ NV / ルイ・ロデレール
(ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ)

シャンパーニュの頂点に立つ老舗メゾン、ルイ・ロデレール。
西洋サンザシ、トースト、アーモンドなどの豊かで繊細な香りです。

WhiteWine
Stratum Sauvignon Blanc / Sherwood Estate
ストラタム・ソーヴィニヨン・ブラン / シャーウッド・エステート

¥5,000

(New Zealand- Marlborough )

(ソーヴィニヨンブラン100)

香りは青草や柑橘系とミネラルの香りがバランスよく感じられ、
味わいはフレッシュで生き生きとしていながらも、リッチで凝縮した果実味が特徴。

Lighea / Donnafugata
リゲア /

¥5,500
(Italia-Sicilia)

ドンナフガ―タ

(ジビッポ100)

シチリアを代表する生産者 ドンナフガータ社。花やリンゴ等のフレッシュで爽やかな香り。
マスカットの心地よい甘さ、ラベルの人魚はギリシャ神話のセイレーンがモチーフ。

¥6,000

Chardonnay/ Newton

(USA- California )

シャルドネ / ニュートン
(シャルドネ100)

蜜の入った林檎や洋梨の果実味やトーストのリッチなアロマ。
しなやかな酸味でナパ産シャルドネの個性を出している。

¥6,000

MOSCATO D'ASTI / PRUNOTTO

(Italia-Piemonte)

モスカート・ダスティ / プルノット
(モスカート・ビアンコ100)

アカシアのハチミツのような繊細で甘やかな香りに、口に含むとイチゴや白桃の
爽やかな味わい。 余韻は程よい酸味が爽やか。

VINTNER`S RESERVE CHARDONNAY /

KENDALL-JACKSON

ヴィントナーズ・リザーヴ シャルドネ / ケンダル・ジャクソン

¥6,000

(USA-California)

(シャルドネ100)

桃やりんご、洋ナシのアロマと、マンゴー、パイナップルなどの
トロピカルフルーツのフレーヴァーが溢れ、非常にアロマティック。

Riesling / Tohu
リースリング / トフ
(リースリング100)

輝きと透明感の高い外観。味わいは辛口でとても生き生きとした
果実味と柑橘系の酸味が主張しています。

¥6,000
(New Zealand)

WhiteWine
CHENIN BLANC/ SWINGS & ROUNDABOUTS
¥6,500
(Australia-Margaret River )

シュナンブラン / スウィングズ＆ラウンドアバウツ
（シュナンブラン100）

色合いは薄い緑。火打石やメロンのアロマティックな香り。
味わいは、とてもナッティー。時と場所を選ばないアペリティフスタイル。

Bench Chardonnay / Brack Mountain
ベンチ シャルドネ / ブラック・マウンテン

¥6,500
(USA-Russian River Valley )

(シャルドネ100)

熟した柑橘系果実や林檎、黄桃を思わせる豊かなアロマ。
ふくよかな果実にクリスピーな酸がアクセントを添える。

Pecorino / Marramiero
ペコリーノ / マッラミエーロ

¥7,000
(Italia-Abruzzo)

(ペコリーノ100)

マンゴーやパイン等のトロピカルフルーツの香りにハーブやスパイスのニュアンス。
ミネラルのグリップ感が心地よく感じられます。

Gewurztraminer / Tramin
ゲヴュルツトラミネール / トラミン

¥7,500
(Italia-Alto Adige)

(ゲヴュルツトラミネール100)

この地方屈指の生産者によりゲヴュルツトラミネールを素直に表現されたワイン。
ライチやグレープフルーツの様な華やかな香り。

Punta di Colle / Marramiero
プンタ ディ コーレ / マラミエーロ

¥7,500
(Italia-Abruzzo)

(シャルドネ90 トレッビアーノ10)

砂糖漬けのオレンジやハチミツ、香ばしく焼いたトースト、完熟した白桃や珈琲、
メープルシロップやスパイスなどの複雑なアロマ。18ヵ月木樽熟成のリッチな仕上がり。

Valcerasa Etna Bianco/ Bonaccorsi
ヴァルチェラーザ エトナ ビアンコ / ボナッコルシ
（カリカンテ100）

ビオロジックで作るビオワイン。南国系果実を思わせる爽やかな香り。
華やかに広がるアロマティックな辛口。

¥8,000
(Italia-Sicilia)

WhiteWine
¥8,500

SYLVANER FRAICHEUR GOURMANDE

(France-Alsace)

シルヴァネール・フレッシュール・グルモンド
（シルヴァネール100）

ビオディナミで作るビオワイン。緑がかった淡いイエロー。
ハーブ等の爽やかな香り。涼しさを感じられる繊細な味わいです。

Ca' Brione / Nino Negri

¥8,500
(Italia-Lombardia)

カ・ブリオーネ / ニーノ ネグリ
(ソーヴィニヨンブラン シャルドネ 他)

国際品種の2種類と厳選された黒葡萄から造られる白ワイン。
透明感のある黄金色から放たれる熟したメロン、ラズベリーetcのフレーバー。

Chardonnay / Planeta

¥9,500
(Italia-Sicilia)

シャルドネ / プラネタ
（シャルドネ100）

ピーチやメロン、ナッツやバニラクリームの香り。柔らかい味わいはまるでバターが
溶けるような滑らかさ。世界的評価をものにしたリッチで濃厚なワインです。

CHABLIS "LES DEUX RIVES" / OLIVIER LEFLAIVE ¥12,000
(France-Bourgogne)

シャブリ・レ・ドゥ・リーヴ / オリヴィエ・ルフレーヴ
(シャルドネ100)

クリスピーでミネラリーなシャブリらしいスタイルです。洋梨や青リンゴのような爽やかな香り。
溌剌とした酸味と強いミネラル感が特徴的。フレッシュですが口当たりは飲みやすい。

Meursault / Henri Boillot

¥17,000
(France-Bourgogne)

ムルソー / メゾン アンリ ボワイヨ
(シャルドネ100)

熟した南国系フルーツのたっぷりしたアロマにほのかなナッツ香
リッチでパワフル、ミネラル感豊かな仕上がりです。

Denmark ‘Family Reserve’ Chardonnay
デンマーク ファミリー・リザーブ シャルドネ

¥20,000

(Australia-Great Southern)

(シャルドネ100)

凝縮したグレープフルーツや白桃の香り。シトラスやプラム、ナッツの様なクリーミーな味わい。
力強さとエレガントさを兼ね備えた絶妙なバランスのワイン。

Red Wine
Rioja Sotomayor / Seleccionada

¥5,000
(Espana-Rioja)

リオハ ソトマイヨール / セレクショナーダ
（テンプラニーリョ100）

スパイスやラベンダー、ブラックベリーやブラックチェリーを思わせる濃密な香り。
チャーミングな果実味は肉厚で甘く、よく熟したタンニンがジューシーです。

Pinot Noir / Sherwood Estate
ピノ ノワール / シャーウッド エステート

¥5,500
(New Zealand- Marlborough )

（ピノ・ノアール100）

ピノ・ノワールの果実味と酸味とタンニンが見事に融合し、バランスの良い味わい
まるでブルゴーニュのような華やかで上品な香り、味わい。

Tarèni Syrah
タレニ・シラー

¥5,500
(Italia-Sicilia)

（シラー100）

プルーンやﾌﾞﾗｯｸﾁｪﾘｰなどの完熟した果実の香りと
タンニンと果実味の凝縮感とのバランスが取れており、パフォーマンスの高さを感じれます。

¥6,000

VALPOLICELLA CA’ FIUI
ヴァルポリチェッラ カ・フィウイ

(Italia-Veneto)

（コルヴィーナ30 コルヴィーナ・グロッサ50 ロンディネッラ、モリナーラ合わせて20 ）

澄んだ赤果実香とともに、ローズマリーやオレガノなどのハーブの香りが感じられ、
口中ではきれいな酸とミネラルとともにシルキーなタンニンが広がります。

¥6,000

PINOT NERO / ABBAZIA DI NOVACELLA
ピノ・ネロ / アバツィア・ディ・ノヴァチェッラ

(Italia-Trentino Alto Adige)

（ピノ・ネロ 100）

紫がかったルビー色にレンガ色のニュアンス。
タンニンが心地よく変化に富んで、バランスが取れているビロードのようなワイン。

Chianti Classico / Monte Bernardi
キャンティ クラッシコ / モンテベルナルディ

¥6,500
(Italia-Toscana)

（サンジョヴェーゼ95 メルロ他）

ピュアな果実味とサンジョヴェーゼらしい綺麗な酸が特徴。
葡萄のポテンシャルを最大限に発揮させる為有機農法を取り入れています。

Red Wine
¥7,000

Claret / Newton

(USA- California )

クラレット / ニュートン
(カベルネ・ソーヴィニヨン メルロ

他）

ナパ産の完熟した黒葡萄の味わいが素直に表現されたボルドーブレンド。
力強く滑らかなタンニンが果実味とオーク樽のバニラ香を包んでいます。

¥7,000

Cuvee Alexandre Merlot / Casa Lapostolle

(Chili)

キュベ アレクサンドル メルロ / カーザ ラポストル
（メルロー カベルネソーヴィニヨン）

驚くほど力強くて深い骨格です。プラム、チェリー、ブラックベリーの熟した
果実味と、樽熟成に由来するエレガントで甘いスパイス香が完璧なバランス。

¥7,000

Taurasi Santandrea / Vinosia

(Italia-Campania)

タウラジ サンタンドレア / ヴィノジア
（アリアニコ100）

ナポリで知れれる南イタリアのカンパーニャ州の代表銘柄。タウラージ。
非常にモダンな造りで非常にパワフルな果実味と滑らかなタンニン。とても長い余韻です。

¥7,500

CHIMBANTA / TENUTE DETTORI

(Italia-Romangia)

キンバンタ / テヌーテ・デットーリ
(モニカ100)

枯れ葉やブラックベリー、スパイスの混じる複雑な香り。
果実味が非常に濃厚に感じられ余韻まで長くエレガントに続きます。

Chateau Meaumu Reserve du Chateau

シャトー・メオム

レゼルヴ・デュ・シャトー

¥8,000
(France-Bordeaux)

（メルロー カベルネ・フラン カベルネ・ソーヴィニヨン）
英国王室御用達ワイン。 シャトー ル・パンの古樽を使って熟成。
黒いフルーツとハーブの香り、良く熟したタンニンとバランスの良いミネラル

Tancredi / Donnafugata

タンクレディ

/

(ネロダヴォラ

カベルネソーヴィニヨン

¥8,500

(Italia-Sicilia)

ドンナフガータ

タナ)

重厚で濃厚なワイン。ブラックベリーやカカオのニュアンス。
近年輝かしい評価を得る世界が注目する１本。しっかりとした骨格にふくよかな果実味。

Red Wine
Brunello di Montalcino / Fattoria la Lecciaia
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ / ファットリア

¥9,500
(Italia-Toscana)

レッチャイア

（サンジョヴェーゼグロッソ100）

バニラやチョコのオーク樽からのニュアンスにしっかりとしたタンニン。
葡萄由来の複雑で優美な味わいと美しく長い余韻。

Amarone della Valpolicella / Luigi Righetti
アマローネ デッラ・ヴァルポリチェラ ／

ルイジ

¥10,000
(Italia-Veneto)

リゲッティ

(コルヴィーナ100)

深いガーネットの色合い、ビターチョコレートやシナモン系の香りのワインからは
想像できない微かな甘み。アマローネ独特の力強い味わいです。

Le Cupole di Trinoro / Tenuta di Trinoro
レ

クーポレ

ディ

（カベルネフラン

トリノーロ
メルロ

/

テヌータ

ディ

トリノーロ

¥10,000
(Italia-Toscana)

カベルネソーヴィニヨン他）

無名のテロワールから世界をアッと驚かすワインを造り出した鬼才アンドレア。
橙色を見せる綺麗な赤。カシスジャムの香り、滑らかな舌触り。究極のセカンドワイン。

Barolo / Giacomo Grimaldi
バローロ

/

ジャコモ

グリマルディ

¥12,000
(Italia-Piemonte)

(ネッビオーロ100)

畑の個性を一番良く表現するにはどうしたら良いのかを最優先に考え造られたバローロ。
木樽で２４ヵ月熟成、甘みを感じさせるほど熟したフルーツ感。さすがワインの王様。

Langhe Rosso Arte 2007 / Domenico Clerico
ランゲ・ロッソ

アルテ

/

ドメニコ クレリコ

¥13,000
(Italia-Piemonte)

（ネッビオーロ90、バルベーラ10）

スパイスやラベンダー、ブラックベリーやブラックチェリーを思わせる濃密な香り。
チャーミングな果実味は肉厚で甘く、よく熟したタンニンがジューシーです。

Barolo Bricco Cerretta 2007 / Schiavenza
バローロ

フリッコチェレッタ

¥14,000
(Italia-Piemonte)

(ネッビオーロ100)

古くからの伝統と味を頑なに守るバローロの小さな生産者
赤い瑞々しい果実とスミレやハーブのニュアンスと細かなタンニンが心地よい

Red Wine
¥16,000

COTE ROTIE ROUGE L'EGLANTINE
コート・ロティ・ルージュ

レグランティヌ

（France-Rhone）

(シラー 100)

色は深いルビー。赤い果実やスミレ・スパイス・ブラックオリーブの香り。
トリュフや革のニュアンスが溶け込んだ樽の風味と調和して感じられます。

Gevrey Chambertin 2010 / David Duband
ジュヴレイ

シャンベルタン

/

ダヴィド

デュバン

¥18,000

(France-Bourgogne)

（ピノノワール 100）

数々の三ツ星レストランのワイン・メニューにもオン・リストされる注目の若手醸造家
ジュヴレらしい力強さ、スパイシーさに加え、果実味と酸の抜群のバランスです。

Barolo Vigna Rionda 2005 / Luigi Pira
バローロ

ヴィーニャ

リオンダ

¥23,000
(Italia-Piemonte)

(ネッビオーロ 100)

ネッビオーロ特有の力強いタンニンがあるにもかかわらず
華麗で優しさに満ち溢れていて、飲みやすい。スケールの大きく偉大なバローロ。

Sassicaia 2009 / Tenuta San Guido

サッシカイア

（カベルネソーヴィニヨン カベルネフラン）

元祖スーパートスカーナ。華やかで非常にエレガントな味わい
果実の甘味と旨みが、繊細なタンニンに溶け込んでいく。

Ｄｅｓｓｅｒｔ

¥32,000

(Italia-Toscana)

Homemade ice cream ( 2 of your favorite flavors)
自家製ジェラート

¥600

（お好みの２種類を盛り合わせ）

Vanilla ice cream with hot espresso "Affogato"

¥700

バニラジェラートに温かいエスプレッソをかけた”アッフォガート”

Tiramisu

¥880

ティラミス

Seasonal fruit salad with Sparkling wine jelly
季節のフルーツサラダ

Chocolate fondant with vanilla gelato
トルティーノ

ディ

¥980

スパークリングワインゼリー添え

チョコラート

¥980

バニラジェラート添え

Assorted desserts

¥1,200

デザート盛り合わせ

Digestivi
Chateau Roumieu
シャトー

ルミュウオー

¥1,300
（デザートワイン）

Grappa
Berta Grappa ELISI
ベルタ

グラッパ

Grappa di SASSICAIA
グラッパ

ディ

¥1,300

サッシカイア

ORNELLAIA GRAPPA
オルネライア

¥1,100

エリージ

グラッパ

Coffee & Tea

¥1,300

Coffee (Hot or Ice)

¥630

コーヒー

Espresso

¥520

エスプレッソ

Café Latte (Hot or Ice)

¥730

カフェラテ

Cappucino

¥730

カプチーノ

Darjeeling Tea

¥730

ダージリンティー

Earl Grey Tea

¥730

アールグレイ

Chamomile Tea

¥730

カモミール

Rose Hip

¥730

ローズヒップ

Green Tea
緑茶

¥730

