
基本となりうるスタイルのお値打ちな物をセレクトしております。
このリストに掲載の他にもたくさんのワインをご用意しております。
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 Selection



豊かさを感じるフルーティな辛口、
フレッシュで爽やかなイメージ。
癖もなく飲みやすいタイプです。


ソムリエ厳選お値打ちワイン

Feudo Arancio Inzoria

ロゼ ダンジュ ラ･シュトー【ロゼ】

フェウド アランチョ グリッロ【白】

レ タンヌ アン オクシタン【赤】

グラス \550　1/2\1,500　ボトル \2,700

グラス \550　1/2\1,500　ボトル \2,700

グラス \550　1/2\1,500　ボトル \2,700



ほんのり甘口、華やかな色合いが
魅力のやさしい味わいのワイン。
初心者やパーティーにもおすすめ!

やや濃いめ、スムーズな口当たり。
渋味や酸味も柔らかいマイルドで、
南仏らしい果実味豊かな感じです。


サントリー スーパープレミアム 《生》

厳選麦芽&ホップで作られた
こだわりの生ビールです。


ギネス エクストラ スタウト

伝統的な製法で作られる
イギリスの黒ビールです。

グラス(430ml) \650
  ピッチャー(1,500ml) \1,800

\650

Les Tannes en Occitanie

Rose d’Anjou LaCheteau

フランス・ロワール

イタリア・シチリア

フランス・ラングドック

(税込\605) (税込\1,650) (税込\2,970)

(税込\605) (税込\1,650) (税込\2,970)

(税込\605) (税込\1,650) (税込\2,970)

(税込\716)

(税込\716)

(税込\1,980)

Cabernet Sauvignion




白ワイン

Piesporter Michelsberg

Chateau Mont-Perat Blanc

シャトー モンペラ ブラン

プティ シャブリ

爽やかフルーティーな甘口ワイン、
香りも華やかな雰囲気があります。
アルコールも9％と低め、女性や
初心者にもオススメです。

旨辛口とも表現される凝縮果実感、
トロ～っとして甘いと感じる方も…。
一躍有名になった人気ワイナリー、
華やかで艶っぽいスタイル。

フレッシュな辛口、軽快な口当たり。
ミネラル感と表現される塩味っぽさ、
酸味もバランスよくまとまっています。
オリーヴ油系との相性もよさそう。

Petit Chablis 

Vernaccia di SanGimingano

\3,000

\3,600

\4,000

甘 辛

弱 強

弱 強

甘辛度

酸度

力強さ

甘 辛

弱 強

弱 強

甘辛度

酸度

力強さ

甘 辛

弱 強

弱 強

甘辛度

酸度

力強さ

ドイツ
　モーゼル

イタリア
トスカーナ

フランス
　ボルドー

口当たりがしっかりした濃い味わい、
複雑さはあるけどシャープな辛口。
甘味はほぼ感じず、酸味は程よい。
意外と肉料理にも合いそう…？

\5,000

甘 辛

弱 強

弱 強

甘辛度

酸度

力強さ

フランス
　ブルゴーニュ

リースリング カビネット

ピースポーター ミヒェルスベルク

Riesling Kabinett

Ｇｅｂｒ. Ｓｔｅｆｆｅｎ

(税込\3,300)

(税込\3,960)

(税込\4,400)

(税込\5,500)

Casa Lucii

Chateau de Chemilly

シャトー ド シュミィー

ヴェルナッチャ
　　　ディ サンジミニャーノ




赤ワイン

Barbera d'Asti

バルベーラ ダスティ

Siglo 

Chateau Bouscasse

シャトー ブスカッセ

Bourgogne Pinot Noir

ブルゴーニュ ピノ･ノワール

柔らかな口当たり、リッチな果実味、
濃厚ながら酸味にはフレッシュ感。
意外とスムーズに飲み進みます。
最近の流行を踏まえた仕上げか？

大西洋側のスペインと接する地域、
伝統のタナ種主体の色濃いワイン。
熟成により渋味も治まりつつあり、
奥深さを感じる味わい。

可憐な色合い、渋みも穏やかです。
ピノ・ノワール種のスタンダード版！
特質がよく現れています。赤ワイン
初心者にもおすすめします。

麻布に包まれた特徴的なボトル。
濃くもなく薄くもなく、味わい豊かで
バランスの良い価格以上の品質！
Ｓiglo=世紀という意味らしいです。

シグロ

\3,600

\4,500

\3,000

\5,000

弱 強

細 粗

濃さ

渋味

力強さ

薄 濃

弱 強

細 粗

濃さ

渋味

力強さ

薄 濃

弱 強

細 粗

濃さ

渋味

力強さ

薄 濃

弱 強

細 粗

濃さ

渋味

力強さ

薄 濃

イタリア
　ピエモンテ

フランス
　ガスコーニュ

フランス
 ブルゴーニュ

スペイン
　　リオハ

Roberto Sarotto

Joseph Drouhin

AOC Madiran

テンプラニーリョ

ジョセフ ドルーアン

ロベルト サロット

Tempranillo

(税込\3,960)

(税込\3,300)

(税込\4,950)

(税込\5,500)



デ ボルトリ


スパークリングワイン

Martini Asti

マルティニ アスティ

Jean Pierre Brut

ジャン ピエール ブリュット

Anna de Codorniu

アナ デ コドルニウ
　　　　カヴァ ロゼ ブリュット

Ray Maurin Brut

レィ モーラン ブリュット 

マスカット風味の甘口スパークリング。
アルコールも7.5度と低めで爽やか！
本来はデザートワイン的なものですが、
気軽にカクテル感覚で飲むも良し。

軽快な泡立ちのすっきり辛口仕立て、
喉越し爽やかなフレッシュタイプ。
飲み進むと複雑な風味も感じられ、
コスパ良好、食事にもよく合います。

華やかな色合いが魅力の辛口ロゼ、
赤い果物をイメージする風味が魅力。
ピノ･ノワールとシャルドネ種の混醸で
シャンパンに迫る勢いの革新カヴァ。

優雅さはシャンパンならではの風格。
由緒ある小規模なメーカーらしく、
有名ブランドのスタンダードクラスと
互角の品質でこのヴァリュー価格！

\2,700

\3,000

\4,000

\5,200

甘 辛

弱 強

弱 強

甘辛度

酸度

力強さ

甘 辛

弱 強

弱 強

甘辛度

酸度

力強さ

甘 辛

弱 強

弱 強

甘辛度

酸度

力強さ

甘 辛

弱 強

弱 強

甘辛度

酸度

力強さ

イタリア
 ピエモンテ

オーストラリア
N･S･ウェールズ

スペイン
カタルーニャ

フランス
シャンパーニュ

Champagne

シャンパーニュ

De Bortoli

Cava Brut Rose

(税込\2,970)

(税込\3,300)

(税込\4,400)

(税込\5,720)



 

 

 
 



・オレンジジュース

 各\450

\380

・コーヒー　\400
・紅茶　\400

・ウーロン茶
・黒豆茶　　各\380

・ジンジャーエール　\400

・ペリエ(500ml) \450
(フランス産 炭酸ガス入りミネラルウォーター)

・ハイボール
・カシスリキュール、
　ジン･カンパリなどの 
　ソーダやジュース割り
　　　　　　　　各\700～


カクテルなど、その他のお酒

･アランチャータ(オレンジ)

･リモナータ(レモン)

･ポンペルモ(グレープフルーツ)

イタリアの有名ブランド微炭酸飲料、
食事の邪魔をしないスッキリタイプ。

・ノンアルコール ビール　￥450

(税込\770～)

(税込\495)

(税込\418)

(税込\440)

(税込\495)

(税込\495)

(税込\440)

(税込\418)

食前向けのお酒

・デュボネ
・ヴェルモット
・パスティス など

食後向けのお酒

・ブランデー
・マール・グラッパ
・リキュール など

(個性的な風味の強い物が多いです。)

SANPELLEGRINO

330ml 缶入り

※混ぜるだけの簡単なものしかできません。


	top
	hw
	blanc
	rouge
	sp
	etc



