Wine List
Champagne
¥980（税込 ¥1,078）
¥5,200（税込 ¥5,720）

ダンジャンフェイ ブリュット ポールダンジャン エ フィス ................................................. Glass
Bottle

9,500（税込 ¥10,145）

ドゥラモット ブリュット ............................................................................................... Bottle¥

¥1,489（税込 ¥1,637）
Half Bottle ¥6,447（税込 ¥7,091）
Bottle ¥10,117（税込 ¥11,128）

テタンジェ ブリュット レゼルヴ ..................................................................................... Glass

ローランペリエ ラ キュベ 2008............................................................................

20,000（税込 ¥22,000）

Bottle¥

Sparkling Wine
■France

マルク・テンペ クレマン・ダルザス ブリュット

.........................................................

Bottle

■Italy

カデルボスコ ノンドサージュ ２０１６

...................................................................

Bottle

¥5,900（税込 ¥6,490）

¥11,800（税込 ¥12,980）

■Japan

安曇野ワイナリーナイアガラスパークリング .................................................................... Bottle

¥4,200（税込 ¥4,620）

MdV oasis ブラッククイーン ......................................................................................... Bottle

¥3,700（税込 ¥4,070）

White Wine
■France

ヒューゲル リースリング ２０１８ ............................................................................... Bottle

¥3,900（税込 ¥4,290）

アラン ジョフロア シャブリ ２０１９ .......................................................................... Bottle

¥5,200（税込 ¥5,720）

オリヴィエ ルフレーヴ ブルゴーニュ レ セティーユ ２０１９ ...................................... Bottle

¥6,500（税込 ¥7,150）

マルセル ダイス ゲヴェルツトラミネール ２０１６ ....................................................... Bottle

¥7,800（税込 ¥8,580）

２０１９........ Bottle

¥8,500（税込 ¥9,350）

ルーペールエフィス サントーバン プルミエクリュ ヴィエイユ ヴィーニュ

ルーペールエフィス シャサーニュモンラッシェ レ モリショ２０１９ ........................... Bottle

¥12,000（税込 ¥13,200）

アルベール グリヴォームルソー プルミエ クリュ ぺリエール ２０１７....................... Bottle

¥22,000（税込 ¥24,200）

別途サービス料 10％がかかります。 10% service charge will be added to the total amount of your bill separately.

■Italy

フォンタナ ビアンカ ランゲ DOC アルネイス 2020 ....................................................... Bottle

¥4,600（税込 ¥5,060）

イエルマン ヴィナーエ ２０１９ .................................................................................. Bottle

¥6,600（税込 ¥7,260）

■America

カレラ ジョシュ ジェンセン セレクション シャルドネ ２０１７ .................................... Bottle
キスラー ノワゼッティエール シャルドネ ２０１６ ................................................... Bottle

■New

¥8,000（税込 ¥8,800）

¥28,000（税込 ¥30,800）

Zealand

クラウディーベイ ソーヴィニヨン ブラン ２０２０ ....................................................... Bottle

■Germany

¥6,400（税込 ¥7,040）

２０１８ ............................................... Bottle

¥5,000（税込 ¥5,500）

フリードリッヒ・ベッカー プティロゼ ２０１９ ............................................................ Bottle

¥5,500（税込 ¥6,050）

ゲロルグ ブロイヤー ソバージュ リースリング

■Japan

グランポレール長野シャルドネ ２０１９ ....................................................................... Bottle

¥5,500（税込 ¥6,050）

SUNSUN ESTATE 樽熟 柿沢シャルドネ

２０１６ ....................................................... Glass

¥1,100（税込 ¥1,210）

Bottle

¥6,500（税込 ¥7,150）

¥1,300（税込 ¥1,430）
Bottle ¥8,500（税込\9 ,350）

楠ワイナリー 樽熟 シャルドネ ２０１７ .......................................................................... Glass

信州たかやまソービニヨンブラン ２０１９ .............................................................................. Glass

¥700（税込 ¥770）

Bottle

¥5,000（税込 ¥5,500）

小布施ワイナリー ソガ ペール エフィス ソーヴィニョンブラン ２０１９ ....................... Bottle

¥5,300（税込 ¥5,830）

Kidoワ イ ナ リ ー プ ラ イ ベ ー ト リ ザ ー ブ シ ャ ル ド ネ ２ ０ １ ９ ................................................................ sold out
Kidoワ イ ナ リ ー プ レ ミ ア ム シ ャ ル ド ネ ２ ０ ０ ９

.............................................

Bottle

¥15,500（税込 \17,050）

別途サービス料 10％がかかります。 10% service charge will be added to the total amount of your bill separately.

Red Wine
■France(Bordeaux)

¥1,250（税込 ¥1,375）
Bottle ¥8,750（税込 ¥9,625）

レフィエフ ド ラグランジュ ２０１７ ............................................................................... Glass

シャトーラプラニョット・ベルヴュー

２０１８.............................................................. Bottle

ル マルキド カロンセギュール ２０１７ ...................................................................... Bottle

¥5,500（税込 ¥6,050）

¥9,500（税込 ¥10,450）

２０１９ ...................................................................................... Bottle

¥11,000（税込 ¥12,100）

シャトー ローザン セグラ ２０１７ ......................................................................... Bottle

¥28,000（税込 ¥30,800）

シャトー ヴァランドロー ２０１４ ........................................................................... Bottle

¥43,000（税込 ¥47,300）

パヴィヨン ルージュ デュ シャトーマルゴー ２０１６ ................................................ Bottle

¥65,000（税込 ¥71,500）

レフォール ド ラトゥール ２０１３ ........................................................................ Bottle

¥70,000（税込 ¥77,000）

シャトー ド ぺス

■France(Languedoc)

ドメーヌ ドゥ ラルビュッセル オーセンティック レッド2016 .......................................... Bottle

¥4,500（税込 ¥4,950）

■France(Bourgogne)

ミシェル ピカール ブルピノ ２０１７ .......................................................................... Bottle

¥4,200（税込 ¥4,620）

オリヴィエ ルフレーヴ ブルゴーニュ キュベ マルゴ ２０１９ .................................... Bottle

¥6,900（税込 ¥7,590）

モレ サン ドニ フランソワ フュエ

２０１９ ........................................................... Bottle

¥12,000（税込 ¥13,200）

ジュヴレシャンベルタン ダヴィド

デュヴァン ２０１８.......................................... Bottle

¥17,500（税込 ¥19,250）

シャンボールミュズニー アラン ジャニアール ２０１８ ........................................... Bottle

¥18,000（税込 ¥19,800）

ヴォ―ヌロマネ ミッシェルグロ ２０１８ ................................................................ Bottle

¥19,500（税込 ¥21,450）

■France(Rhone)

シャプティエ シャトーヌフデュパフ

ピシス ２０１７ .............................................. Bottle

¥17,000（税込 ¥18,700）

■Italy

ブライダ イルバチャレ モンフェラード ２０１７ .......................................................... Bottle

¥5,900（税込 ¥6,490）

Bottle

¥6,500（税込 ¥7,150）

レイージ ダレッサンドロ イルボスコ テ二メンティ シラー ２０１５ .............................. Bottle

¥8,500（税込 ¥9,350）

２０１７ ................................................................. Bottle

¥8,600（税込 ¥9,460）

ガヤ シト モレスコ ２０２０ ....................................................................................... Bottle

¥9,000（税込 ¥9,900）

プルノット ドルチェット ダルバ２０２０

レヴォルテ テヌータ オルネライア

....................................................................

別途サービス料 10％がかかります。 10% service charge will be added to the total amount of your bill separately.

■America

ダックホーン デコイ カベルネソーヴィニヨン ２０１９ ................................................. Bottle
オーボンクリマ ピノノワール イザベル ２０１７ ......................................................... Bottle

リッジ ガイザーヴィル ２０１７ .............................................................................. Bottle
■New

¥6,300（税込 ¥6,930）

¥9,200（税込 ¥10,120）

¥12,400（税込 ¥13,640）

Zealand

クラウディベイ ピノノワール ２０１８........................................................................... Bottle
■Japan

¥6,600（税込 ¥7,260）
¥900（税込 ¥990）
¥5,500（税込 ¥6,050）

グランポレール長野 メルロー ２０１７................................................................................... Glass
Bottle

たかやまワイナリー ピノノワール

安曇野ワイナリー メルロー

¥1,100（税込 ¥1,210）
Bottle ¥6,500（税込 ¥7,150）

２０１８ .................................................................. Glass

¥1,100（税込 ¥1,210）
Bottle ¥6,600（税込 ¥7,260）

２０１７ ............................................................................. Glass

SUNSUN ESTATE柿沢シラー

¥1,000（税込 ¥1,100）
Bottle ¥6,000（税込 ¥6,600）

２ ０ １ ７ ...................................................................... Glass

ドメーヌコウセイ桔梗が原４０１―２０２０ .................................................................... Bottle

¥7,600（税込 ¥8,360）

Kidoワイナリー プライベートリザーヴ メドウズ...........................................................................................
Kidoワイナリー プライベートリザーヴ ブリリアンス ................................................... Bottle

sold out

¥11,500（税込 ¥12,650）

カ ベ ル ネ ソ ー ヴ ィ ニ ヨ ン 53％ メ ル ロ ー 28％ プ テ ィ ベ ル ド 19％
ファンキーシャトー ５０＆５０ ２０１８ ...................................................................................................

sold out

ノンアルコール Non-alcoholic
Sparkling Wine

■

ドメーヌ ピエールシャヴァン ピエールゼロ ロゼ スパークリング

Glass

￥600（税込￥660）

Glass

￥600（税込￥660）

Glass

￥600（税込￥660）

White Wine

■

オピア シャルドネ オーガニック

ノンアルコール

Red Wine

■

オピア カベルネソーヴィニヨン オーガニック ノンアルコール
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