
・・・・￥�������￥���税込 �

・・・・￥�������￥���税込 �

・パンペロ

・プランテーション アイル オブ フィジー

RumRum
(ロック )

・・・・￥�������￥���税込 �

・・・・￥�������￥���税込 �

・キリン一番搾り 小瓶ビール

・キリン零 ICHI《ノンアル 》

BeerBeer

・・・・￥�������￥���税込 �

・・・・￥�������￥���税込 �

・・・・￥�������￥���税込 �

・ホワイトホース ハイボール

・ハーパー ハイボール

・メーカーズマーク ハイボール

High BallHigh Ball

・・・・￥�������￥���税込 �

・・・・￥�������￥���税込 �

・白ワイン 《 フランス産シャルドネ 》

・赤ワイン《 フランス産カベルネソーヴィニヨン 》

・本日のグラスワイン《ask》

Glass WineGlass Wine



・キリン ハードシードル ���・・・・￥�������￥���税込 �

・・・・￥�������￥���税込 �

Bottle CoctailBottle Coctail

���・・・・￥�������￥���税込 �

CocktailCocktail

・モスコミュール

・ファジーネーブル

・カシスソーダ

・カシスオレンジ

・スミノフレモネード

Soft DrinkSoft Drink

���・・・・￥�������￥���税込 �

・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジジュース

・緑 茶《 ICE 》

・ウーロン茶《 ICE 》

・本日のジュース

・柚子酢ソーダ

・・・・￥�������￥���税込 �・ペリエ



���・・・・￥�������￥���税込 �Tea  PotTea  Pot

《 HOT 》or《 ICE 》

・オーガニックアールグレイ

・バニラビーン

・オレンジブロッサム

・マサラチャイ

HOTは、差し湯が出来ます。

ゴールデンチップ（産毛に包まれた新芽）、

一番搾りのベルガモットオイル

紅茶、上質なバニラ

※うっとりするバニラ の香り。ミルクティーがおススメ。

紅茶、緑 茶、オレンジ、バニラ、ジャスミンの花

3 種 類 のブロークンオレンジ・ペコー、シナモン、

ブラックペッパー、ジンジャー、カルダモン、クローブ

ビーガン、コーシャ、オーガニック3機関の認証を受ける

日本で唯一のカリフォルニア発ティーブランド



　

���・・・・￥�������￥���税込 �

・ コーヒー ／アメリカン コーヒー

CoffeeCoffee

《 HOT 》or《 ICE 》

・ホワイトオーチャード

・マラケシュミント　《 light Caffein》

・カモミールシトラス　《Caffein Free》

・ワイルドベリーハイビスカス　《Caffein Free》

緑 茶、白 茶、カモミールの花、メロン、ピーチ

緑 茶、スペアミント

カモミールの花、ローズヒップ、レモングラス、

オレンジピール、ナナミント、レモンマートル、

ハイビスカスの花、オレンジの花、他

　

La Culiya’s オリジナル ブレンド

ハイビスカスのつぼみ 、エルダーベリー、

ブルーベリー、完熟したストロベリー

※レモンを追加出来ます。おしゃれなレモネード風に。



Bottle
Spark l i ng  Wine

Bottle
Spark l i ng  Wine

・・・・￥3�������￥�����税込 ����������������������������
カバ・マス・ペレ・セレクシオ・ブリュット

    品 種：マカベオ 35%、チャレッロ 35%、パレリャーダ 30%    産地：スペイン /カタルーニャ州  　

    柑橘の上品さと若々しさ、それに白桃や洋梨などの白い果実が 凝 縮した心地良い香り。

　　 イースト由来の香ばしい香りも微かに感じます。

�� ・・・・￥��������￥�����税込 ������������������
�	�������������
ボッター・プロセッコ・スプマンテ“エレットラ”

    品 種：グレラ 100%

    産地：イタリア /ヴェネト地方

    柑橘系、 桃などのフルーティーさと、フレッシュな香り。

　　 アルコール度数やや低めの11度。オードブルからパスタ、デザートまでこのスパーク１本で OK。

・・・・￥��������￥�����税込 ����������������������
ランサール・ブリュット・クラシック

    品 種：マカベオ 60%、マルヴァジア 30%、メルセゲラ 10%

    産地：スペイン/バレンシア州  　味わい：辛口

    ムンドゥス・ヴィニ 2017 金賞！

　　　ドイツ最大級のワイン品評会で見事金賞に輝いた 1 本。

    白い花やレモン、グレープフルーツ の 柑橘系アロマ。

　　　バランスの良い 酸 味 とほろ苦の後味。



・・・・￥��������￥�����税込 �

����������������������	�������������
���������
シャトー・ド・ロレ・クレマン・ド・ロワール・ブリュット・ゼロ

    品 種：シュナン・ブラン 100%    産地：フランス /AOC クレマン・ド・ロワール

　　 瑞々しさとフレッシュ感全開。レモン、ライム等の柑橘系でスタ ート。

　　 後半からは濃密に甘い果実の印象が次々に。ノン・ドザージュ。酸化防止剤は無添加。

・・・・￥��������￥�,��� 税込 ������������������������
カナルス・ナダル・カバ・ブリュット

    品 種：マカベオ 50%、チャレッロ 38%、パレリャーダ 12%    産地：スペイン / カタルーニャ州

　　16ヶ月瓶内熟成。柑 橘、リンゴ、洋梨、白桃、白い花などの華やかで優しいアロマ。

　　フレッシュな果実味、上質で繊細な酸、ドライな飲み口ながら柔らかくエレガント。

��

・・・・￥��������￥� ,��� 税込 ��������������	������������������
ポル・アッカー・クレマン・ド・ロワール

    品 種：シュナンブラン、シャルドネ、カベルネフラン    産地：フランス / ロワール地方

　　 24ヶ月熟成クレマン・ド・ロワール。

　　 シトラスやレモン、リンゴ、マルメロ、アカシア、ハチミツなどの優雅なアロマ。

　　 ほのかにブリオッシュ 風味。高級感ある味わいが余韻まで長く続きます。

��

・・・・￥��������￥�����税込 �����������������������	������������������
シャトー・ド・ロレ・クレマン・ド・ロワール・ブリュット

    品 種：シュナン・ブラン 100%    産地：フランス /AOC クレマン・ド・ロワール

　　 ポメリー、ボランジェでもワイン造りに携わった醸造家による、

　　 シャンパンに匹 敵 するフランス産スパークリングワイン！米紙“ワシントンポスト”も絶賛・一押しする1 本。

・・・・￥���������￥�����税込 �������
�������������������������
イーター スパークリング　ホワイト カリフォルニア

    品 種：シャルドネ、ピノ・ノワール主体、少量のソーヴィニヨン・ブラン、ゲヴェルツトラミネール

    産地：アメリカ /カリフォルニア

　　 青りんごの爽やかさと優しいイーストの香り、メロンの様なやわらかな旨味と

　　 華やかな泡がバランス良い。余韻には、柑橘系の皮のニュアンスが 残る。

��



Bottle 
Wine White

Bottle 
Wine White

��� ���������������������������������
マルキ・ド・グーレーヌ・トゥーレーヌ・ソーヴィニヨン  

　　品 種：ソーヴィニヨン・ブラン 100%　　  産地：フランス / ヴァル・ ド・ロワール　

・・・・￥��������￥�����税込 �

������������������������������������
アントニャック・クロズリー・デ・リ・シャルドネ

　　品 種：シャルドネ 100%　　  産地：フランス / ラングドック地方

　　「百合の花咲く小さな庭」を意味し、誰もが憧れ思い描く、

    フランスの田舎町の可愛らしい風 景をイメージ。

　　とてもロマンティックな名前のフレッシュでフルーティーな万能シャルドネワイン

・・・・￥��������￥�����税込 �

・・・・￥���������￥�����税込 �����������	������������
クライン ファームハウス ホワイト

　　品 種：ピノ・グリ、シャルドネ、マスカット・カネリ、パロミノ、マルサンヌ、

　　　　　　ヴィオニエ、ゲヴュルツトラミネール

   　産地：アメリカ /カリフォルニア

　　不思議なブレンドが生み出す、他のどこにもない個性豊かな味わい。

��

・・・・￥���������￥�����税込 ���	�������	������������
����������������������������������
マックマニス ファミリー ヴィンヤード　ヴィオニエ リヴァー ジャンクション　カリフォルニア 

　　品 種：ヴィオニエ100％　　  産地：アメリカ /カリフォルニア

　　桃、梨、アプリコットなどのアロマが香り、リッチで、しなやかな口当たり、

　　余韻には鉱物的なミネラル感も感じられるが、決して苦みを伴わない爽快感がある。 

��

��	�������������������	�����������
ドメーヌ・ラファージュ・ノヴェラム・シャルドネ 

    品 種：シャルドネ100%　　  産地：フランス /ラングドック地方ルーション

    濃密果実香が溢れる旨みたっぷりトロトロの味わい。

・・・・￥��������￥�����税込 �



・・・・￥���������￥�����税込 ��������������������������
リバティースクール・シャルドネ

　　品 種：シャルドネ 97％、マルサンヌ 3％　　  産地：アメリカ /カリフォルニア・セントラルコースト

　　柑橘のアロマにキャラメルとリンゴが香り､蜂 蜜やアプリコットの味わいにクリーミーなバニラ。

　　切れの良い酸味とクリーンなミネラル感。

�����������������������
ギイ・ヴァッハ リースリング　アンドロー 

    品 種：リースリング 100%　　  産地：フランス/アルザス

    良く熟したオレンジ色の柑橘類の香り。果実の熟度と酸のバランスが良く、

　　 涼しい気候と痩せた土地で育つリースリングの凛とした美しさがよく表現されている。

・・・・￥���������￥�����税込 ���

��������������������	
������������
ファブリスト　ワインカンパニー　アルバリーニョ

    品 種：アルバリーニョ 100%　　  産地：アメリカ /カリフォルニア・セントラルコースト

    グレープフルーや、レモンやライムの酸味と、ピーチのフレーバーが弾ける。

　　 丸みを帯びたハニーサックルが現れ、微かな泡を軽やかに引き立てる。

・・・・￥���������￥�����税込 �
��

・・・・￥���������￥7����税込 ����	�� ��������	����
トラミン・ゲヴュルツトラミネール

　　品 種：ゲヴュルツトラミネール 100%　　  産地：イタリア /アルト・アディジェ

　　ピュアでイキイキとした酸と堅固なミネラルに彩られた味わいはドライ。

    バラやライチ、桃の香りで甘やか＆まろやか。

　　余韻には白いスパイスが感じられる 。コストパフォーマンスの高い一本。

��

・・・・￥���������￥6����税込 ������������������
アナヨン・シャルドネ

　　品 種：シャルドネ 100%　　  産地：スペイン / カリニェナ

　　黄桃やパッションフルーツの熟した果実にナッツやクリームのニュアンス。

    クリーンなアタックに続くパワフルな完熟果実。トースティなオークが香るふくよかな味わいは、

    ボリュームあるシャルドネに求めるエッセンスを全て備えている。

・・・・￥���������￥�����税込 �����������	����������������������������
トゥーレーヌ・アンボワーズ・ブラン クロ・デュ・パヴィヨン

　　品 種：シュナン・ブラン 100%　　  産地：フランス / ロワール

　　シトラスや洋ナシ、白桃の奥ゆかしい香り。

    しなやかな味わいを背後から支える堂々たるミネラル感は余韻にも長く感じられる。

��



�������	���������������������
トラブルメーカー・ソーヴィニヨン・ブラン 

    品 種：ソーヴィニヨンブラン 82％、リースリング 17％、シャルドネ 1％　　　　　　　　

   　産地：アメリカ /カリフォルニア・セントラルコースト

　　　ライチ、スターフルーツ、パパイヤとグアバの味わいに、

　　くちなしとグレープフルーツのわたが香ります。活き活きとした酸と豊かな後味 。

・・・・￥��������￥�����税込 �

・・・・￥���������￥�����税込 ���
�������������������
��������
ナパ・グレン シャルドネ ナパヴァレー

　　品 種：シャルドネ 100%   　産地：アメリカ /ナパ・ヴァレー

　　冷たいサンパブロ湾に近くのシャルドネに適した厳選した畑からヴィンテージの個性によりセレクト。

　　黄金に輝く色合い、りんご、梨、メロンなどのフレッシュな果実の香りと共に、

　　マンゴー、パイナップルの様なトロピカルフルーツ系、樽から来る香ばしいトーストのアロマも印象的。

　　とろりとした濃さを感じる口当たりとダレ無い穏やかな酸がバランスしている。

��	�������������������������������������������������
ドメーヌ・コルディエ・マコン・クロ・ド・ラ・メゾン

    品 種：シャルドネ 100%    産地：フランス/ブルゴーニュ・マコン

    濃 厚 でリッチ、だけどエレガントな味わい。 

　　 本格感あるブルゴ ーニュ白ワインをお手頃価格で楽しめます。

・・・・￥���������￥�����税込 �

・・・・￥���������￥�����税込 ���������
�������������������
テイクン ナパ・ヴァレー シャルドネ

　　品 種：シャルドネ 100%

   　産地：アメリカ /ナパ・ヴァレー

　　熟した洋梨にシトラスの香り、スパイスやバタースコッチ、クルミなど様々な風味が混じり合い、

    フレッシュ感もありつつクリーミーな口当たり。

��

��	��������������������������
ジャム・セラーズ・バター・シャルドネ

    品 種：シャルドネ 100%　　  産地：アメリカ/カリフォルニア

    リッチで樽のニュアンスが心地良く、クリーミーでしなやか。

　　 しっかりした味わいとトロピカルなマンゴーや砂糖づけのレモン、梨、白 桃など

　　 完熟したフルーツのニュアンスが満載。

    スパイスの効いた料理にも◎。

・・・・￥���������￥�����税込 �



���������������������������������
���������������
ブランコット・エステート・レターシリーズ・B・ソーヴィニヨン・ブラン 

    品 種：ソーヴィニヨン・ブラン100％　　  産地：ニュージーランド / マールボロ

     特別な年だけに造られるレター・シリーズ。

　　ピンクグレープフルーツ、パッションフルーツ、グアバを思わせる香りの奥に、

　　グリーンオリーブや 唐 辛子 の 風 味 を 含 ん だ 豊 か な 味 わいと 長い余 韻 。

・・・・￥���������￥������税込 �

・・・・￥��������￥9,900税込 ��������
��������
�������������������������
フローラ・スプリングス・ナパ・ヴァレー・ソーヴィニヨン・ブラン

    品 種：ソーヴィニヨンブラン 100%　　  産地：アメリカ /ナパヴァレー 

   　オーパス ワンの近くで造られる珍しい白ワイン。爽やかな柑橘類とバラの花びら、

　　レモングラスのフレッシュさ、濡れた小石のミネラル感。エレガントで心地よい重みと質感。

��
�������������������������
��������
ナパ・ハイランズ・シャルドネ・ナパ・ヴァレー

    品 種：シャルドネ 100％　　  産地：アメリカ /ナパヴァレー

    梨や青りんごの爽快な香りにトロピカルフルーツとハニーのニュアンスが混じる。

　　クリーミーで、十分なリッチさがあるが重すぎない。

　　 綺麗な酸と白桃、ネクタリン、ライチなどの風味が広がる。

・・・・￥���������￥������税込 �

・・・・￥����������￥������税込 �����������	�� ����������������
������������������
オー・ボン・クリマ ヒルデガード ホワイト サンタ マリア ヴァレー

　　品 種：ピノグリ 50％、ピノブラン 40％、アリゴテ 10％

   　産地：アメリカ /カリフォルニア・サンタバーバラ、サンタマリアヴァレー

　　ヴァニラやヘーゼルナッツの素晴らしいアロマがあり、リッチで美しい白ワイン。

��

��������������������������������������� ���
フランソワ・ダレン　リュリー　レ・サン・ジャック

    品 種：シャルドネ 100%　

    産地：フランス /ブルゴーニュ    味わい：上品で柔らかなコク辛口

    熟した白系果実に白い花や奥にはハチミツ、わずかな樽のニュアンス。

    ミネラルたっぷりでエレガンス溢れる味わい。ダレンの 真骨頂である「旨み」を感じられる1本。

・・・・￥��������￥10,560込 �



・・・・￥����������￥������税込 �����������������
�������������	����������������
シャブリ プルミエ クリュ ヴォー ド ヴェイ ドメーヌ ド ランクロ

　　品 種：シャルドネ 100%　　  産地：フランス / ブルゴーニュ AOC. シャブリ

　　丘陵上にあるキンメリッジ階の粘土質石灰土壌と泥灰土、東向き。急な斜面上にあるシャブリで

　　もっとも冷涼な畑のひとつ。冷涼なことからブドウはゆっくりと熟し、

　　また斜度があることで冷涼ながら十分な日照量を得られる。まさにエレガントなスタイル。

��

・・・・￥����������￥������税込 ����������������
�������������������������������
ピエール・ブリセ ブルゴーニュ・ブラン キュヴェ・カサネア 

　　品 種：シャルドネ 100%　　  産地：フランス / ブルゴーニュ

　　シャサーニュのコミューン内にある、村名 AOC の区画に隣接する畑からのブルゴーニュ・ブラン。

   白い花や柑橘果実、小石のミネラルのような清涼感溢れるフレッシュなアロマ。

   口の中では肉付きの良いジューシーな黄色系果実に心地よいトーストやスパイスのヒントも感じる。

   このクラスにしては驚くほど完成度の高いワイン。

��

・・・・￥����������￥������税込 �������������������������������
��
��������
メリーヴェール シャルドネ カーネロス ナパ・ヴァレー

　　品 種：シャルドネ 100%　　  産地：アメリカ /ナパ・ヴァレー

　　サン・パブロ湾に近接した冷涼な自社畑の厳選されたロットを使用。

　　レモンカスタードやパイナップル、トーストのアロマ。樽熟成によるふくよかさをしっかり感じ、

　　複雑な風味を持ちます。自然な酸味を残しながら適度にリッチ。

　　その構造とわずかな塩味がブルゴーニュの白を彷彿させます。

��

・・・・￥����������￥������税込 ��� ������������������
アプッダーラ エトナ ビアンコ

　　品 種：カリカンテ 100%　　  産地：イタリア / シチリア DOC エトナ

　　2012年ヴィンテージ。在庫残り数本のみ、おすすめです。

　　適度な酸、エレガントさを持ち、少しリースリングを思わせます。

　　 

��

�������������������������	������
����������������
シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴァイヨン /ドメーヌ・クリスチャン・モロー  

    品 種：シャルドネ100%　　  産地：フランス /ブルゴーニュ

    カリンや熟したレモンの風味。

　　 ほどよいミネラルを思わせる風味と樽のニュアンスのあるワインに仕上がっています。

・・・・￥���������￥������税込 ���



Bottle 
Wine Red

Bottle 
Wine Red

・・・・￥��������￥�����税込 �����������������������
エスカル・ロハ・グラン・レセルバ

    品 種：テンプラニーリョ 60%、カベルネ・ソーヴィニヨン 40%

    産 地：スペイン /カタルーニャ州  　味わい：ミディアムボディ

・・・・￥��������￥�����税込 ��
������������������������������
アッポローニオ・サリーチェ・サレンティーノ・ロッソ

    品 種：ネグロアマーロ 80%、マルヴァジア・ネッラ 20%

    産 地：イタリア /プーリア州  　味わい：ミディアム

    時間が経つとやわらかい酸味とタンニンが、とても滑らかに変化。  スパイシーな料理にも◎。

・・・・￥��������￥�����税込 ���������������������������
シャトー・ムーラン・ド・ブランション

    品 種：カベルネ・ソーヴィニヨン 50％、メルロ 50％

　　　産地：フランス /オーメドック  　味わい：ミディアムボディ

    2010年にクリュ・ブルジョワ認定。

　　 ラズベリー、カシスなどの果実、チョコレートや甘いスパイスの香り。滑らかなタンニンとフレッシュな酸。

・・・・￥��������￥�����税込 ��������������������

����	�����
ロッカ・ブルナ・プーリア・ロッソ・アパッシメント

    品 種：ネグロアマーロ 60%、 メルロー 25%、プリミティーヴォ 15%

    産 地：イタリア・プーリア州  　味わい：ミディアムボディ

　　 プルーンやスミレの花にカカオやチョコレートを想わせる甘い香り、程度な酸とほろ苦さ。



・・・・￥��������￥�����税込 ���	������������ ������� ���������������
ドメーヌ・カンタン・ジャノ・ブルゴ ーニュ・ルージュ

    品 種：ピノ・ノワール 100%

     産 地：フランス /ブルゴーニュ  　味わい：ミディアム ボディ

　　 エレガントで素直、クラシックなピノ。

・・・・￥��������￥�����税込 ���������������������
フアン・ヒル シルバー・ラベル

    品 種：モナストレル 100%

     産 地：スペイン /フミーリャ  　味わい：フルボディ

   濃 厚 で 力 強 いのにバランスが良く飲みやすい。

　　 黒いベリーの果実味とオリエンタルなスパイスの中に、樽 熟成のスモーキ ーさ。

・・・・￥��������￥�����税込 �
���������������� ��
カンダー・ジンファンデル�
    品 種：ジンファンデル 89％、メルロー 11%

     産 地：アメリカ /カリフォルニア・ローダイ  　味わい：フルボディ

・・・・￥��������￥�����税込 ���	������������������ ������������������������
������������������������
ドメーヌ・ド・ラ・バスティード コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ

ヴィザン・グロワール・ド・モン・ペール

    品 種：シラー 95％、グルナッシュ 5%

     産 地：フランス /コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ  　味わい：ミディアム～フルボディ

   ブラックベリーや砕いたストロベリー、ロースティーなニュアンス。

　　口当たりはソフトで、タンニンは複雑、心地良い余韻。

����������������������������������  
リバティ・スクール・カベルネ・ソーヴィニヨン

   品種：カベルネソーニヨン100％

    産地：アメリカ/カリフォルニア・パソロブレス  　味わい：ミディアム～フルボディ

   温かみのあるバニラ、瑞々しい赤い果実のアロマに仄かにハーブが香り、

　　セイボリー、黒コショウ、ダークチェリー、甘いオークの香りへと変化していきます。

・・・・￥���������￥�����税込 �



・・・・￥��������￥�����税込 ����������������������
マス・ラヴァル・グラン・キュヴェ

    品 種：シラー 65％、 グルナッシュ 20％、ムールヴェードル 15％

    産 地：フランス /ラングドック地方  　味わい：フルボディ

    ロマネ・コンティの使用済み樽で18ヶ月も熟成させた究極のガレージワイン。
    バラの様なアロマ、 熟したカシス、ブラックチェリー、シナモン、丁子のスパイシーさも優しく刺激。

・・・・￥��������￥�����税込 ������������������������������������
ル・プティ・ペイザン　カベルネ・ソーヴィニョン

    品 種：カベルネ・ソーヴィニョン 96％、プティ・ヴェルド 4％ 

    産 地：アメリカ /カリフォルニア　セントラル・コースト   味わい：フルボディ

　　 フランス語で「田舎者」を意味します。田舎から出て来たような自分でも、

　　 しっかりとしたワインが造れるというアピールがワイン名に込められています。

　　 黒系果実、スミレ、ドライハーブの香り。

���������������������������
シャトー・スオウ・カディヤック・ルージュ

    品 種：カベルネ・ソーヴィニヨン 55%、メルロ 45%

     産 地：フランス /カディヤック・コート・ド・ボルドー  　味わい：フルボディ

　　果実味や渋み、熟成感、後 味など、味わいのバランスが理想的。

・・・・￥��������￥�����税込 �

・・・・￥��������￥�����税込 ����������������������������
������������������
フィールド・レコーディングス ネバーランド カベルネ・ソーヴィニヨン

    品 種：カベルネ・ソーヴィニヨン 90%、カリニャン 5％、カベルネ・フラン 5％

    産 地：アメリカ /カリフォルニア　サンタ・バーバラ   味わい：フルボディ

      ブラックカラントやブルーベリー等の黒果実と、スペアミント、キルシュ等のアクセント。

　　 微かに香るベーコンや燻したシダー、たばこなども感じられ奥深い。クリーミーでなめらか。

・・・・￥��������￥�����税込 �����������������	
����������
ファブリスト・ワイン・カンパニー　マルベック

    品 種：マルベック 100%

    産 地：アメリカ /カリフォルニア・セントラル　コースト  　味わい：フルボディ

    香ばしいオークやバニラ、焼き立てのチェリータルト、スパイスの効いたコーラに似た香り。

　　まるでアート作品をつくりあげるようにワインづくりに取り組み、

　　エチケットは、イソップ童話からインスピレーションを得ている。

��



������������
テンシェン・レッド

    品 種：シラー、グルナッシュ、ムールヴェドル、プティシラー、メルローのブレンド

    産 地：アメリカ /カリフォルニア・サンタバーバラ  　味わい：フルボディ

    スペクター誌で絶賛。全米を震撼させたシラーのスペシャリストが造る赤。

　　濃色果実、白胡椒、春の花の様な香りが濃厚な味わい。フレッシュな酸と甘い上質なタンニン。

・・・・￥���������￥������税込 �

・・・・￥���������￥������税込 �	��������������������
エマニュエル・トレス・カリニャン

    品 種：カリニャン100%

   　産地：アメリカ /カリフォルニア・サンタバーバラ  　味わい：フルボディ

    ふくよかなタンニンとスパイシーな酸のバランスが良いワイン。

    ビオデイナミ栽培。濃いめで果実味豊か。軽く焼き上げたトースト風味。

・・・・￥��������￥�����税込 ������������������������
バレンシソ リオハ・レセルバ

    品 種：テンプラニーリョ 100%

     産 地：スペイン /リオハ  　味わい：フルボディ

   10 年 熟 成 の 2 011年 ヴィンテージで飲み頃です。

　 　 赤 や 黒 の ベ リ ー系 果 実 やスパイス、タバコ、カカオ、スモーク等、アロマティックな香り。

・・・・￥���������￥�����税込 ���
������
���������������������
��������
ナパ・グレン カベルネ・ソーヴィニヨン　ナパ・ヴァレー

　　品 種：カベルネ ソーヴィニョン 90％ 、カベルネフラン 10％

   　産地：アメリカ /ナパ・ヴァレー   　味わい：フルボディ   　

　　ブルーベリー、プラムの ニュアンスが 香り良く立ち上がり、口当たりはシルキーでまろやか。

　　ココア、タバコ、ナツメグ、胡椒などが特徴的。ジビエにも◎。

��

・・・・￥���������￥�����税込 ���������������������������������������
スリー プティット・シラー コントラ・コスタ・カウンティ

　　品 種：プティット・シラー、カリニャン、マタロ

   　産地：アメリカ / カリフォルニア・コントラコスタ   　味わい：フルボディ   　

　　フィロキセラ禍を免れた禁酒法時代(100年以上前) の古い自根の樹から生まれる

　　複雑で凝縮感のある味わい。

��



����������������������������������������　　　　　　　　
カレラ＂ジョシュ・ジェンセン・セレクション”ピノノワール

    品 種：ピノ・ノワール100％  　味わい：フルボディ

    産 地：アメリカ /カリフォルニア・セントラルコースト

    カリフォルニアの ロマネ・コンティ。

・・・・￥���������￥������税込 �

����������������������������
シャトー シュヴァル ノワール キュヴェ ル フェール 

    品 種：メルロー 70％、カベルネ・フラン 30％、カベルネ・ソーヴィニョン 20％

    産 地：フランス / ボルドー・サン テミリオン地区  　味わい：フルボディ

　　コーヒーのような香りとしっかりとしたボディ、タンニンはキメ細かくシルキーな口当たりです。

　　またエレガントで強すぎないオークの香りを持つ非常にバランスの良いワインです。　

・・・・￥��������￥������税込 �

������������������
シャトー・デギュイユ

    品 種：メルロー 80％、カベルネ・フラン 20％

    産 地：フランス / ボルドー・コート ド カスティヨン  　味わい：フルボディ

　　ワイン専門誌『デキャンタ』の「マスター・オブ・ワインが選ぶ、お買得ボルドー」で

　　 最高得点、1位を獲得したワイン。

　　ブラックカラントやローストコーヒー、リコリスのアロマ。しなやかな口当たり。

　　 力強くリッチなフレーバー。長い余韻が楽しめる。

・・・・￥��������￥������税込 ���

��	�������������
����������������������	�
ドメーヌ・オヴェルノワ・コート・デュ・ジュラ・リュジシム

    品 種：トゥルソー、ピノ・ノワール、プルサール

    産 地：フランス / ジュラ  　味わい：ミディアムボディ  　

・・・・￥��������￥������税込 ���

�������������� �������
����������	����������
ホワイトホール レーン ワイナリー ラッシ ソノマ・ヴァレー

    品 種：カベルネ・ソーヴィニヨン 87％、メルロー 13％

    産 地：アメリカ /カリフォルニア・ソノマヴァレー  　味わい：フルボディ

　　ダークチェリー、カシス、ドライクランベリーやベリージャム、。

　　 ふっくらとしながらも繊細なタンニン、完熟のブラックプラム、ストロベリー・ルバーブパイ、

　　 香ばしいトースト、フィニッシュにココアパウダー。

・・・・￥���������￥������税込 ���



������������������������
マウロ・ビノ・デ・ラ・ティエラ 

    品 種：テンプラニーリョ95％、シラー 5％

    産 地：スペイン /トゥデラ・デ・ドゥエロ   　味わい：フルボディ

    「ベガ・シシリア」の名声をより高めた醸造家マリアノ・ガリシア。

　　　この地のワインに特徴的なバルサミコ風味もあり、とても凝縮した果実味に樽香が心地よく香る。

　　 しっかりとしたボリューム感とエレガントさが調和したワールドクラスのワイン。

・・・・￥���������￥������税込 �

��	����������

��������
�����������
���������������������������
ドメーヌ・フィリップ・シャルロパン・パリゾ　ブルゴーニュ・ルージュ・コート・ドール

    品 種：ピノ・ノワール100％

    産 地：フランス /ブルゴーニュ   　味わい：ミディアム～フルボディ

　　樹齢 50年の古樹の区画から造られる。色の濃いベリー系果実や、スパイス、シナモンに彩られた

　　 味わいは緻密かつ繊細。重量感を感じさせないしなやかさが素晴らしい。　

・・・・￥��������￥������税込 ���

����������	�� �����������
�������� ����������
オー・ボン・クリマ ピノノワール イザベル カリフォルニア　

    品 種：ピノ・ノワール 100％

    産 地：アメリカ / カリフォルニア・セントラル コースト  　味わい：フルボディ

    オーボンクリマ最上のワイン。カリフォルニア中の最高級ピノノワールをブレンド。

・・・・￥��������￥������税込 �

・・・・￥����������￥������税込 �����������	�� �����������
���������������������������������
オー・ボン・クリマ ピノノワール　ノックス・アレキサンダー　サンタマリアヴァレー

　　品 種：ピノ・ノワール 100％

   　産地：アメリカ /・サンタバーバラ、サンタマリアヴァレー　  　味わい：ミディアム～フルボディ

   力強さとエレガントさをバランスよく兼ね備え、ジューシーでスパイシー。

　　赤い実の果実やドライハーブ等の香りが混る。紅茶のニュアンスも。

��



・・・・￥����������￥������税込 ����	��������������������
���������
��������������������
トゥーミー セラーズ メルロー ナパ ヴァレー ソーダー キャニオン ヴィンヤード

　　品 種：メルロー 80％、カベルネフラン 16％、プティヴェルド 4％

   　産地：アメリカ /ナパ・ヴァレー   　味わい：フルボディ  

　　ナパのカベルネ・ソーヴィニョンを代表する造り手シルヴァー・オークのオーナー、

　　ダンカンファミリーが、カベルネ以外の品種に特化するためにナパのカリストガに立上げたワイナリー。

　　ペトリュスの再来といわれる醸造チームが手掛ける究極のワインで、同じクローンを使用。

　　滑らかな口当たりでコクがあり、酸味の美しいバランスと、

　　長くジューシーな余韻がフィニッシュへと続きます。

��

・・・・￥����������￥������税込 ����������������������������������
��
��������
ティーター・トッター カベルネソーヴィニヨン ナパヴァレー  
　　品 種：カベルネソーヴィニヨン 85％( カリストガ、セント・へレナ、ラザフォード )、

　　　　　シャルボノ 3％、ジンファンデル 7％、プティシラー 5％( カリストガ ) 畑名は非公開。

   　産地：アメリカ / ナパ・ヴァレー   　味わい：フルボディ  

   2021年時点で 13 回のパーカーポイント100 点を獲得したカリフォルニアの

　　新星ブノワ・トゥケ自身のプライベートワイン。

　　仏産樽熟成 ( 新樽 65％)16 ケ月熟成。カシス、ベリー類、花の香りに多様なスパイスの香り。

　　熟した洗練されたタンニンがフルボディーでリッチ、且つ、ソフトな味わい。

��

・・・・￥����������￥������税込 �������������������������������
�����������
��������
ゴースト・ブロック カベルネソーヴィニヨン オークヴィル ナパヴァレー

　　品 種：カベルネソーヴィニヨン 100%

   　産地：アメリカ / ナパ・ヴァレー   　味わい：フルボディ 

   ハーラン・エステイト、ロバート・モンダヴィ、オーパスワンなど超有名ワイナリーがひしめき合う

　　オークヴィルとヨントヴィルの境にある自社畑のブドウを使用。

　　水捌けが良くカベルネソーヴィニヨンの優れた個性が出る土地。

　　仏産樽 24 カ月熟成 (新樽 60％)。フィネスが感じられ、エレガントでバランスの取れた骨格。

　　輝かしいバラの香り、たばこ、スパイスに導かれて、ブラックベリー、チェリー、ココアのアロマが現れます。

��



Bottle
Champagne

Bottle
Champagne

���������� �������������
ヴーヴクリコ ポンサルダン ブリュット イエローラベル

    品 種：ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ

    産 地：フランス / シャンパーニュ

・・・・￥���������￥������税込 �

�����������������������
テタンジェ ブリュット レゼルヴ

    品 種：シャルドネ 40％、ピノ・ノワール 35％、ピノ・ムニエ 25％

    産 地：フランス / シャンパーニュ

    2016年サクラアワード「ダイヤモンドトロフィー」受賞

    2011年ワインスペクテーター誌 90点 獲 得

・・・・￥���������￥������税込 �

�����������
����������������
ボランジェ　スペシャル・キュヴェ　ブリュット

    品 種：ピノ・ノワール60％、シャルドネ25％、ピノ・ムニエ15％

    産地：フランス / シャンパーニュ

    英国王室御用達メゾン。ワインアドヴォケイト誌91点獲得

・・・・￥���������￥������税込 �
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シャンパーニュ・トリボー・シュロッサー・ブリュット・オリジン

    品 種：ピノノワール40%、ピノムニエ30%、シャルドネ30%

    産 地：フランス / シャンパーニュ

    瓶内２次発酵と熟成は一般シャンパンの倍以上の３６ケ月行い、

    きめ細やかな泡が十分に溶け込んでいます。

     柑橘系と樽の香りがバランスよく感じられ、軽やかな余韻が残ります。

・・・・￥����� ��￥�����税込 �
� � � � � � � � � � � ����� �

通常￥������ ��￥������税込 �
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