
ロジャー・グラート・カヴァ・ブリュット・ロゼ ¥7,000
　 Roger Goulart Cava Brut Rose

フェッラーリ・ブリュット ¥9,000
　 Ferrari Brut

エルミタージュ・ブリュット　(ロデレール・エステート)  2006 ¥13,000
　 Brut "L'ermitage" (Roeerer Estate)

カデルボスコ・フランチャコルタ・アンナマリア・クレメンティ ¥30,000
　C a'del Bosco Franciacorta Annamaria Clementi

ランソン・ブラック・ラベル・ブリュット ¥12,000
　 Lanson Black Label Brut

モエ・エ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル ¥13,000
　 Moet & Chandon Brut Imperial

パイパー・エドシック・ブリュット ¥14,000
　 Piper Heidsieck Brut

ヴーヴ・クリコ・イエローラベル ¥14,000
　 Veuve Clicquot Yellow Label

ルイ・ロデレール・ブリュット・プルミエ ¥14,000
　 Louis Roederer Brut Premie

ビルカール・サルモン・ブリュット・レゼルヴ ¥14,000
　Billecart Salmon Brut Réserve

 ポル・ロジェ・ブリュット・ヴィンテージ  2004 ¥22,000
　 Pol Roger Brut Vintage

ボランジェ・グランダネ  2004 ¥26,000
　 Bollinger Grande Annee

ペリエ・ジュエ・ベル・エポック  2007 ¥40,000
　 Perrier Jouet Belle Epoque

ドン・ペリニヨン  2005 ¥40,000
　 Dom Perignon

クリュッグ・グランド・キュベ ¥45,000
　 Krug Grand cuvee

ルイ・ロデレール・クリスタル・ブリュット ¥60,000
　 Louis Roederer Cristal Brut

サロン・ブラン・ド・ブラン  1999 ¥90,000
　 Salon Blanc de Blancs

※表示価格はすべて税・サ別です

　 Sparkring Wine 　～スパークリングワイン～

　 Champagne 　～シャンパーニュ～



Italia 　 ~ イタリア～

マジアンコ　 【ヴェネト州】 ¥7,000
　 Masianco (Masi )

ヴィラ・アンティノリ・ビアンコ　 【トスカーナ州】 ¥7,000
　 Villa Antinori Bianco

ブラミート・デル・チェルボ・シャルドネ　 【ウンブリア州】 ¥7,000
　 Bramito del Cervo Chardonnay

ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ・ソラティオ　 【トスカーナ州】 ¥7,000
　 Vernaccia di San Gimignano Solatio  (Falchini)

グレーコ・ディ・トゥーフォ （マストロベラルディーノ）　 【カンパーニャ州】 ¥7,000
　 Greco di Tufo (Mastroberardino)

ファランギーナ （イ・ペントゥリ）　 【カンパーニャ州】 ¥7,000
　 Falanghina (I Pentri)

イル・トルネーゼ　 【エミリア・ロマーニャ州】 ¥8,000
　 Il Tornese

コーレ・ビアンコ　 【カンパーニャ州】 ¥8,000
　 Core Bianc (Montevetranoi)

ベルデッキオ・ディ・マテリカ 　 【マルケ州】 ¥8,000
　 Verdicchio di Matelica

リビエラ・リグーリ・ディ・ポネンテ　 【リグーリア州】 ¥8,000
　Riviera Rigure di Ponente

カラス（モンテ・デッレ・ヴィーニュ）　 【エミリア・ロマーニャ州】 ¥10,000
　 Callas (Monte delle Vigne )

カデルボスコ・シャルドネ　 【ロンバルディア州】 ¥22,000
　 Ca'del Bosco Chardonnay

　 White Wine 　～白ワイン～



France 　～フランス～

シャブリ・プルミエ・クリュ （ルイ・ラトゥール）　 【ブルゴーニュ地方】 ¥10,000
　 Chablis Premier Cru (Louis Latour)

プイィ・フュイッセ  （ダニエル・エ・ジュリエン・バロー） 　 【ブルゴーニュ地方】 ¥10,000
　 Pouilly-Fuisse (Daniel et Julien BARRAUD)

ピュリニー・モンラッシェ （オリビエ・ルフレーブ）　 【ブルゴーニュ地方】 ¥15,000
　 Puligny Montrachet (Olivier Leflaiva)

ラドワ （ヴァンサン・ルグー） 　 【ブルゴーニュ地方】 ¥16,000
　 Ladoix (Vincent Legou)

フィリップ・パカレ・ムルソー  2014　 【ブルゴーニュ地方】 ¥26,000
　 Philippe Pacalet Meursault

ピュリニー・モンラッシェ 1er　レ・クラヴォワヨン　 【ブルゴーニュ地方】 ¥36,000
　 Puligny Montrachet 1er Cru Clavoillon (Domaine Leflaive)

コルトン・シャルルマーニュ （ルイ・ラトゥール）　 【ブルゴーニュ地方】 ¥45,000
　 Corton Charlemagne (Louis Latour)

パヴィヨン・ブラン・ド・シャトー・マルゴー  2014　 【ボルドー地方】 ¥80,000
　 Pavillon Blanc du Chateau Margaux

California 　～カリフォルニア～

ベリンジャー・プライベート・リザーヴ・シャルドネ　 【ナパ・ヴァレー】 ¥14,000
　 Beringer Private Reserve Chardonnay

ファー・ニエンテ・シャルドネ  2013　 【ナパ・ヴァレー】 ¥24,000
　 Far Niente Chardonnay

　 White Wine 　～白ワイン～

※表示価格はすべて税・サ別です



Italia 　 ~ イタリア～

ヴィラ・アンティノリ・ロッソ　 【トスカーナ州】 ¥7,000
　 Villa Antinori Rosso

ピエール・デッレ・ヴィーニェ　 【プーリア州】 ¥7,000
　 Pier Delle Vigne

レ・ヴォルテ・デル・オルネライア　 【トスカーナ州】 ¥7,000
　 Le Volte dell'Ornellaia

サガナ・ネロ・ダーヴォラ　 【シチリア州】 ¥7,000
　 Sagana Nero d'Avola (Cusumano)

クエルチェゴッベ　 【トスカーナ州】 ¥10,000
　 Quercegobbe

ブローリオ・キアンティ・クラッシコ・リゼルヴァ　 【トスカーナ州】 ¥12,000
　 Brolio Chianti Classico Riserva

ルチェンテ　 【トスカーナ州】 ¥12,000
　 Lucente

バルバレスコ （プルノット）　 【ピエモンテ州】 ¥12,000
　 Barbaresco (Prunotto)

バローロ （プルノット）　 【ピエモンテ州】 ¥13,000
　 Barolo (Prunotto)

カデルボスコ・マウリツィオ・ザネッラ　 【ロンバルディア州】 ¥20,000
　 Ca'del Bosco Maurizio Zanella

グァド・アル・タッソ　 【トスカーナ州】 ¥22,000
　 Guado al Tasso

サッシカイア　 【トスカーナ州】 ¥35,000
　 Sassicaia

ルーチェ　 【トスカーナ州】 ¥35,000
　 Luce

ソライヤ  2004　 【トスカーナ州】 ¥50,000
　 Solaia

Red Wine 　～赤ワイン～



France 　～フランス～

クローズ・エルミタージュ （M.シャプティエ）　 【ローヌ地方】 ¥8,000
　 Crozes Hermitage (M.chapoutier)

シャルム・ド・キルヴァン　 【ボルドー地方】 ¥10,000
　 Charmes de kirwan

ペルナン・ヴェルジュレス 1級 （ルイ・ジャド）　 【ブルゴーニュ地方】 ¥10,000
　 Pernand Vergelesses 1er Cru (Louis Jadot)

ドメーヌ・ド・バロナーク　 【ラングドック・ルーション地方】 ¥13,000
　 Domaine de Baron’Aques

シャトー・ローザン・セグラ　2013　 【ボルドー地方】 ¥21,000
　Château Rauzan-Ségla

シャトー・ランシュ・バージュ  2006　 【ボルドー地方】 ¥45,000
　 Chateau Lynch Bages

シャトー・パルメ  1999　 【ボルドー地方】 ¥60,000
　 Chateau Palmer

ジュヴレ・シャンベルタン・1er・ラヴォー・サン・ジャック ¥60,000
                                       （クロード・デュガ）  2011　 【ブルゴーニュ地方】
　 Gevrey Chambertin (Claude Dugat)

シャトー・マルゴー　 【ボルドー地方】 ¥160,000
　 Chateau Margaux

California 　～カリフォルニア～

アルテミス・カベルネ・ソーヴィニヨン　 【ナパ・ヴァレー】 ¥18,000
　 Artemis Cabernet Sauvignon (Stag's Leap Wine Cellars)

ドミナス・エステート  2009　 【ナパ・ヴァレー】 ¥45,000
　Dominus Estate

オーパス・ワン  2014　 【ナパ・ヴァレー】 ¥110,000
　 Opus One

The others 　～その他～

アタ・ランギ・ピノ・ノワール  2007　 【ニュージーランド】 ¥22,000
　 Ata Rangi Pinot Noir

アルマヴィーヴァ  2011　 【チリ】 ¥40,000
　 Almaviva

Red Wine 　～赤ワイン～

※表示価格はすべて税・サ別です


