Sparkling

Si trovi vino 〜ハウスワイン〜

La Montina / Franciacorta Brut

ラ・モンティーナ / フランチャコルタ・ブリュット
Cantina di TUFO / Vino Bianco Campania

White ・・・・ カンティーナ ディ トゥーフォ / カンパーニャ ビアンコ

Red

Cantina di TUFO / Campania Rosso

・・・・・・ カンティーナ ディ トゥーフォ / カンパーニャ ロッソ

Glass ¥930
Bottle ¥7,350
Glass ¥550
Carafe ¥1,480

Bottle ¥2,880

BIRRA 〜ビール〜
サッポロ黒ラベル《生》 ・・・・・・・・・・・・ ¥580

メッシーナ
（小瓶330ml） ・・・・・・・・ ¥750

サッポロ黒ラベル（中瓶500ml） ・・・・・ ¥700

モレッティ
（小瓶330ml） ・・・・・・・・ ¥780

ロルマイア BKスタウト
（小瓶330ml） ¥1,100

ブルームーン
（小瓶330ml） ・・・・・ ¥840

COCKTAIL 〜カクテル〜
カンパリソーダ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥600

カンパリブラッドオレンジ ・・・・・・・ ¥780

アペロール スプリッツァー ・・・・・・・・・ ¥680

アマルフィ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥730

ベリーニ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥780

スプリッツァー ・・・・・・・・・・・・・・・

¥650

アマレットジンジャー ・・・・・・・・・・・・・ ¥650

アメリカーノ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥680

(アペロール+白ワイン＋ソーダ)

(伊産ピーチジュース＋スパークリングワイン)

(ブラッドオレンジ+カンパリ＋レモンチェッロetc)
(白ワイン＋ソーダ)

(カンパリ＋スイートベルモット＋ソーダ)

CASALINGO 〜自家製酒〜

（+¥100）
＊ストレート、
ソーダ、
トニック、
ロックからお選びください。

レモンチェッロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥530
オランチェッロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥530

BEVENDE 〜ノンアルコール〜
アプリコットクーラー ・・・・・・・・・・・・・ ¥650

（伊産アプリコットジュース+グレナデン+ジンジャーエール）

シチリアンクーラー ・・・・・・・・・・・・・ ¥630

（フレッシュレモン+シロップ+ジンジャーエール）

パッショーネ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥580

富士ミネラルウォーター・・・・・・・・・・・ ¥360

タロッコオレンジジュース・・・・・・・・・・・・ ¥600

サンペレグリノ500ml/1000ml

サンペレグリノ リモナータ
（レモンソーダ）

awa心水（ガスウォーター）
・・・・・・・・・ ¥880

（ブラッドオレンジジュース+トニックウォーター）

¥600

ジャワティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥450

¥640/¥880

ノンアルコールビール ドライ・ゼロ・・

¥600

ﾍﾚﾝﾍﾞﾙｸﾎｰﾆｯﾋｾﾞｯｹﾙ/ﾌｧﾙﾂｧｰﾄﾗｳﾍﾞﾝｻﾞﾌﾄ 白or黒ﾌﾞﾄﾞｳｼﾞｭｰｽ（ドイツ産ブドウ使用）
・・・ ¥700

＊エスプレッソ、紅茶等のカフェはメニュー最後尾に記載しております。
＊表示価格は税抜きとなっております。お会計時に消費税を別途頂戴致します。

VINO BIANCO
Nord Italia

北イタリア

PASQUA / PINOT GRIGIO

パスクア / ピノ・グリージョ （ピノ・グリージョ種） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,800
MALVIRAʼ / Langhe Bianco

マルヴィラ / ランゲ ビアンコ（アルネイス、ファボリータ種） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,500
Fontana Fredda / Ampelio Langhe Chardonnay

フォンタナフレッダ / アンペリオ ランゲ シャルドネ （シャルドネ種）・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5,800
Radikon / Ribolla Gialla

ラディコン / リボッラ ジャッラ（リボッラ・ジャッラ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥7,000
Castello di Rubbia/Bianco della Bora

カステッロ・ディ・ルッビア/ビアンコ デッラ ボッラ （マルヴァジア種、ヴィトフスカ種）・・・・ ¥7,800
St.Michele Appiano/Sanct Valentine Sauvignon Blanc

サンミケーレ・アッピアーノ・サンクトヴァレンティン（ソーヴィニヨン ブラン種）・・・・・・・・・・・ ¥9,400
Pieropan/Soave Classico La Rocca 2011

ピエロパン ソアーヴェ クラシコ ラ ロッカ （ガルガーネガ種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥9,800
JERMANN/W....DREAMS

2011

イエルマン ドリームス（シャルドネ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥14,000

Centro Italia

中部イタリア

Sartarelli / Verdicchio dei Castelli di Jesi “Classico”

サルタレッリ / ヴェルデッキオ ディ カステリ ディ イエージ クラシコ （ヴェルデッキオ種）¥3,800
Bibi Graetz / Casamatta Bianco

ビービーグラーツ/カザマッタ ビアンコ

・・
（シャルドネ種、
ソーヴィニヨン ブラン種、
トレッビアーノ種）・

¥4,100

Talamonti / Trabocchetto

タラモンティ / トラボケット （ペコリーノ種） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,200
UMANI RONCHI / VIGOR Marche Passerina

ウマニ・ロンキ / ヴィゴール マルケ パッセリーナ（パッセリーナ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,700
CAIAROSSA / CAIAROSSA BIANCO

カイアロッサ / カイアロッサ ビアンコ （ヴィオニエ種、シャルドネ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥11,000

Sud Italia

南イタリア

SELLA&MOSCA / Vermentino di Sardegna

セッラ＆モスカ / ヴェルメンティーノ ディ サルデーニャ（ヴェルメンティーノ種）
・・・・ ¥3,400
PALA / Nuragus di Cagliari

パーラ / ヌラグス ディ カリアリ（ヌラグス種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,900
FUNARO / VERDELICIA
フナロ / ヴェルデリチャ（シャルドネ種、インツォリア種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,200
Cantine Farro / Campi Flegrei Falanghina

カンティーネ ファッロ / カンピ フレグレイ ファランギーナ（ファランギーナ種）・・・・・・・ ¥4,400
GUCCIONE / “T”

グッチョーネ / トレッビアーノ（トレッビアーノ種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥7,100
GUCCIONE / “C”

グッチョーネ / カタラット（カタラット種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CUSUMANO / Jale

クズマーノ / ヤレ（シャルドネ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊表示価格は税抜きとなっております。お会計時に消費税を別途頂戴致します。

¥7,100
¥7,200

VINO ROSSO
Nord Italia

北イタリア

LA cave des Onze Commune / Rouge Bouquetin

ラ カーブ デ オンズ コムーネ / ルージュ ブケタン（プティ・ルージュ種、ガメイ種）
・・・・ ¥4,100
Mezzacorona / Teroldego Rotaliano Riserva

メッツァコロナ / テロルデゴ ロタリアーノ リゼルヴァ （テロルデゴ種）・・・・・・・・・・・・ ¥4,700
LA cave des Onze Commune / Pinot Noir

ラ カーブ デ オンズ コムーネ / ピノ・ノワール（ピノ・ネロ種）・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥5,100

SCRIMAGLIO / DOLCETTO DʼALBA
スクリマリオ / ドルチェット・ダルバ（ドルチェット種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5,500
Punta Creana / Rossese

プンタ クレーナ / ロッセーゼ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥6,300
（ロッセーゼ種）

Castello di Rubbia / Terrano ʻ09

カステッロ ディ ルッビア / テッラーノ （テッラーノ種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥9,200
Ceretto / BARBARESCO

チェレット / バルバレスコ（ネッビオーロ種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥10,200
Bertani / Amarone Valpantenaʼ08

ベルターニ / アマローネ・ヴァルパンテーナ（コルヴィーナ種主体）
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥14,000
M.MARENGO / BAROLO BRUNATE ʻ10

マリオ・マレンゴ / バローロ ブルナーテ（ネッビオーロ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥16,800

GAJA / BAROLO DAGROMIS ʻ10

ガヤ / バローロ ダグロミス（ネッビオーロ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥21,500
GAJA / BARBARESCO ʻ12
ガヤ / バルバレスコ（ネッビオーロ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥38,000
La Spinetta１/Barolo ʻ05

ラ スピネッタ / バローロ （ネッビオーロ種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥42,000

Centro Italia

中部イタリア

PASQUA / MONTEPULCIANO DʼABURUZZO

パスクア / モンテプルチャーノ
（モンテプルチャーノ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥3,800

CHIUSA GRANDE / Roccosecco Montepulciano Dʼabruzzo

キューザ グランデ / ロッコ セッコ モンテプルチアーノ（モンテプルチアーノ種）
・・・・・ ¥4,200
Morisfarms / Morellino di Scansano

モリスファームズ / モレッリーノ ディ スカンサーノ （サンジョベーゼ種主体）
・・・・・・・ ¥4.500
BIBBIANO / CHIANTI CLASSICO

ビッビアーノ / キャンティ・クラッシコ（サンジョベーゼ種主体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5,200
Donatella Cinelli Colombini / Chianti Superiore

ドナテッラ・チネッリ コロンビーニ / キャンティ スペリオーレ(サンジョベーゼ種主体)
Donatella Cinelli Colombini / Leone Rosso

ドナテッラ・チネッリ コロンビーニ / レオーネ(シラー種、サンジョベーゼ種)・・・・・・・・・・
Pacina / Pacina

パーチナ / パーチナ （サンジョベーゼ種主体）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ornellaia / Le Volte

オルネライア / レ ヴォルテ （メルロー種、カベルネソーヴィニヨン種、サンジョベーゼ種）
Mazzei / Chianti Classico

マッツェイ / キャンティ クラッシコ （サンジョベーゼ種主体）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊表示価格は税抜きとなっております。お会計時に消費税を別途頂戴致します。

¥5,530
¥5,950
¥6,000
¥6,800
¥6,900

VINO ROSSO
Centro Italia

中部イタリア

BANFI / Rosso di Montalcino

バンフィ /ロッソ・ディ・モンタルチーノ（サンジョベーゼ・グロッソ種）
・・・・・・・・・・・・・・ ¥6,900
POGGIO MAESTRINO E SPIAGGIOLE / Morellino di Scansano
P・マエストリーノ・SP / モレッリーノ・ディ・スカンサーノ（サンジョベーゼ種主体） ¥7,000
UMANI RONCHI /Cumaro

ウマニ・ロンキ / クマロ（モンテプルチャーノ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
SANGERVASIO / A SIRIO

サンジェルヴァジオ/ア シリオ （サンジョベーゼ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥8,500
¥9,800

BIBBIANO / CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE

ビッビアーノ / キャンティ・クラッシコ グラン・セレツィオーネ（サンジョベーゼ種） ¥10,100
Caparzo / Burunello Di Montalcinoʼ07

・・・・・ ¥12,100
カパルッツォ / ブルネッロ ディ モンタルチーノ（サンジョベーゼ グロッソ種）
Barone Ricasoli / Casalferro ʻ10

バローネ リカーゾリ / カザルフェッロ（メルロー種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥13,000
Mazzei / FONTERUTORI SIEPI

マッツェイ / フォンテルートリ シエピ（サンジョベーゼ種、メルロー種）
・・・・・・・・・・・ ¥25,200
Tenuta Sun Guido / Sassicaiaʼ11

テヌータ サン グイード サッシカイア（カベルネ ソーヴィニヨン種等）・・・・・・・・・・・・ ¥35,500
Ornellaia / Ornellaia ʻ0９

オルネライア / オルネライア（カベルネ ソーヴィニヨン種主体）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥42,000
le Macchiole / Messorio ʻ07
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥45,900
レ マッキオーレ メッソリオ（メルロー種）
Antinori / Solaiaʼ09

・・・・・・・・・・ ¥52,500
アンティノリ / ソライア（カベルネ ソーヴィニヨン種、サンジョベーゼ種等）

Sud Italia

南イタリア

LI VELI / PRIMONERO

リ・ヴェーリ / プリモネーロ（ネグロアマーロ種主体）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,900
Don Tomasi / Sicilia Rosso

ドン トーマシ / シチリア ロッソ（ネロ ダーヴォラ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,080
Ferrocinto / Cabernet-Sauvignon

フェッロチント / カベルネ・ソーヴィニヨン（カベルネ・ソーヴィニヨン種）・・・・・・・ ¥4,300
Rocca di Mori / Primitivo Salento Briaco

ロッカ ディ モリ / プリミティーヴォ サレント ブリアコ（プリミティーヴォ種）・・・・ ¥4,900
BOTROMAGNO / Pier delle Vigne

ボトロマーニョ / ピエーレ・デッレ・ヴィーニュ（アリアニコ種・モンテプルチャーノ種） ¥5,400
GUCCIONE / “NM”

グッチョーネ / ネレッロ・マスカレーゼ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥7,800
GUCCIONE / “P”

グッチョーネ / ペリコーネ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥7,800
GUCCIONE / “B”

グッチョーネ / ネレッロ・マスカレーゼ、ペリコーネ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥7,800
CUSUMANO / Noa

クズマーノ / ノア（ネロ・ターヴォラ種、メルロー種、カベルネ・ソーヴィニヨン種）・・・・・ ¥8,800
＊表示価格は税抜きとなっております。お会計時に消費税を別途頂戴致します。

SPARKLING WINE

Spumante Franciacorta champagne

Spumante

&

Franciacorta

スプマンテ & フランチャコルタ

Montebello / Spumante Brut

モンテベッロ / スプマンテ ブリュット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Rajara / Prosecco Brut NV

ラジャッラ / プロセッコ ブリュット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Fontana Fredda / Moscato Dʼasti

フォンタナフレッダ / モスカートダスティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
La Travaglina / Oltrepo Pavese Cortese FRIZZANTE

ラ・トラヴァリーナ / オルトレポ・パヴェーゼ コルテーゼ フリッツァンテ・・・・・・・
MANICARDI / Lambrusco Grasparossa

マニカルディ / ランブルスコ グラスパロッサ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Donelli / Lambrusco Ancestral

ドネリ / ランブルスコ・アンチェストラーレ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Contadi Castaldi / Franciacorta Brut Rose

コンタディ・カスタルディ / フランチャコルタ ブリュット ロゼ・・・・・・・・・・・・・・・
QUADRA / Franciacorta Il Brut ʻQ Black”

クアードラ / フランチャコルタ イル ブリュット キュウ・ブラック・・・・・・・・・・・・・
QUADRA / Franciacorta ”SATEN”

クアードラ / フランチャコルタ サテン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Villa / Franciacorta Brut Emozione

ヴィッラ / フランチャコルタ・ブリュット・エモツィオーネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bellavista / Franciacorta Cuvee Brut

ベラヴィスタ / フランチャコルタ・キュヴェ・ブリュット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Champagne&Sparkling

¥3,200
¥3,900
¥4,400
¥4,600
¥4,400
¥4,930
¥7,800
¥9,300
¥11,500
¥7,500
¥10,600

シャンパーニュ＆スパークリング

Canard / Duchere Rose

カナール / ドシェール・ロゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Moet＆Chandon / Brut Imperial［NV］

モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンペリアルＮＶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
PIPER HEIDSIECK / ʻEssenciel CuveeʼBrut ［NV］

パイパー エドシック エッセンシエル キュヴェ ブリュット・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Berryʼs United Kingdam / Cuvee,Grand Cru,Brut,Mailly

MG

ベリーズ・ユナイテッド・キングダム / グランクリュ ブリュット マイィ マグナム
Laurent Perrier /Brut LP MG

ローランペリエ ブリュット LP マグナム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Piper - Heidsieck RARE Vintage 1999

パイパー エドシック レア ヴィンテージ 1999 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TAITTINGER / COMTES CHAMPAGNE BLANC DE BLANCʼ2004

テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊表示価格は税抜きとなっております。お会計時に消費税を別途頂戴致します。

¥8,900
¥11,800
¥12,200
¥18,800
¥22,500
¥44,800
¥48,000

FRANCE ＆ NEW WORLD

Vin Blanc （白）

Chateau LaRose Bellevue / Sauvignon Blanc

シャトー・ラ・ローズ・ベルヴュ / ソーヴィニヨン（ソーヴィニヨンブラン・ミュスカデル）

¥3,700

Chateau Bastor Lamontagne Sauvignon

シャトー・バストゥール・ラモンターニュ / ソーヴィニヨン セック（ソーヴィニヨンブラン） ¥4,800
PICO-RACE / Chablis

ピコラス / シャブリ
（シャルドネ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥5,200

Marc Pleduf / Muscadet Sabel e mele

マルク ブレディフ / ミュスカデ セーブル エ メール
シュルリー ロワイヤルオイスター（ミュスカデ種）

¥5,800

Vin Rouge （赤）

Chateau Haut Pougnan

シャトー・オープーニャン（カベルネ・ソーヴィニヨン種、メルロー種等）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Cotes du Rhone / Maison Alain PARET

¥3,500

コート デュ ローヌ / メゾン アラン パレ（シラー種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥4,800

キュヴェ・ペルヴァンシュ・ピュイ・アルノー（メルロー種、カベルネフラン種）
・・・・・・・・・・・

¥6,900

CLOS BEL AIR / POMEROLʼ98
クロ ベル エール / ポムロール（メルロー種主体）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥9,800

Cuvee Pervenche Puy Arnard

White Wine （白）

BODEGAS BLEDA / MONTESINOS（SPAIN）
ボデガスブレダ / モンテシノス（マカベオ種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Villa anheuser / Trocken Riesling (Germany)

¥4,320

ヴィッラ アンホイザー / トロッケン リースリング（リースリング種） ・・・・・・・・・・・・・・・

¥5,160

ブラッケンブルック シャングリア（ゲヴェルツトラミネール種） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥5,200

Blackenbrook Shangri-la / Gewurztraminer (New Zealand)

California

JK Cellars / Chardonnay

JKセラーズ / シャルドネ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
JK Cellars / Cabernet

JKセラーズ / カベルネ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
BIRICHINO / Petulant Naturel Malvasia Bianca

ビリキーノ / ペチュラン ナチュレル マルヴァジア ビアンカ（マルヴァジア種）
・・・・・・

¥4,800
¥4,800
¥7,400

Japan

JAPAN PREMIUM / Chardonnay

ジャパンプレミアム / シャルドネ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,700
AKIU WINERY / MUSCAT BAILEY A ROSE
秋保ワイナリー / マスカットベリーA ロゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5,800
AKIU WINERY / MUSCAT BAILEY A

秋保ワイナリー / マスカットベリーA ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5,800

＊表示価格は税抜きとなっております。お会計時に消費税を別途頂戴致します。

