
 

スパークリングワイン 

～スプマンテ シャンパーニュ～ 

Spumante  Champagne 

    

  

ロータリ タレント ブリュットベビーボトル（187ml） 

（辛口）(イタリア・トレンティーノ)  Rotari Brut 1,500 円 

シャルドネ 100％ 可愛いベビーボトルで 

       

サンテロ ピノ・シャルドネ ハーフボトル（375ml）（辛口） 

  (イタリア ピエモンテ州)  Santero Pinot Chardonnay VSB NV 

ピノ・ビアンコ 50％  シャルドネ 50％  2,200 円 

北部イタリアの冷涼な気候が生み出すシャープで辛口なスプマンテ。 

 

カルペネ マルヴォレチ プロセッコ  4,000円 

(イタリア ヴェネト州 コリアーノ県 コネリアーノ産) 

Carpene Malvolti Prosecco di Conegliore DOCG NV プロセッコ 100％ 

しっかりとした辛口と、厚みのなかに感じる上品な柔らかさ。 

華やかな乾杯のおともにいかがでしょうか。 



 

 

 

フォンタナフレッダ アスティ    3,800 円 

(イタリア ピエモンテ州)  Fontanafredda Asti DOCG NV モスカート 100％ 

上品でさわやか、フルーティ、華やかな香り。 

「アスティ」は理屈抜きにおいしいスィートなスプマンテ。 

低アルコール（7％前後）がちょっとウレシイお客様にもおすすめです。 

 

 

エドシック モノポール  

ブルー トップ ブリュット シャンパーニュ 

フルボトル 9,000 円 ／ 200ml  ベビーボトル 2,800 円 

(フランス シャンパーニュ地方) 

H eidsieck & Co Monopole Blue Top Brut NV 

  ピノ・ノワール 70％  シャルドネ 20％  ピノ・ムニエ 10％ 

80 年間海底に沈んでいた伝説を持つ「エドシック モノポール」の 

シャンパーニュ。（1916 年‐1998 年） 

ロシア皇帝に愛され、 

タイタニック号にも積まれていたシャンパーニュを。 



白ワイン   Vino Bianco 

 

クズマーノ インツオリア     2,900 円 

（イタリア シチリア州） Cusumano Insolia IGT インツオリア 100％ 

シチリア原産のブドウ品種「インツオリア」。 

地中海の太陽の恵みを一身に受けて育ちました。 

通常はこちらをグラスワインとしてご提供しております。 

 

フォンタナ・カンディダ （イタリア ラツィオ州） 

フラスカティ・スーペリオーレ    2,900 円 

Fontana Candida Frascati Superiore Secco トレッビアーノ・マルヴァージア 

ローマを代表するワイン「フラスカティ」。 

「法王と臣民のワイン」とも呼ばれ、2000 年の昔から続くワインです。 

料理を選ばないまろやかで軽快に楽しめるワインです。 

 

アルベール ビショー メイユール コート ド デュラス 

 （フランス 南西地方 コート ド デュラス地区） 2,900 円 

Albert Bichot Cotes de Duras   セミヨン 100％ 

程よい個性。 

軽やかな辛口。幅広い料理と合わせやすいおすすめワインです。 



 

ソンジュ ド バッカス シャルドネ ルイ ジャド 

（フランス ブルゴーニュ）     5,800 円 

Louis Jadot Songes de Bacchus Chardnnay  シャルドネ 100％  

ルイ ジャド 150 周年のアニバーサリーワイン。AC ブルゴーニュ 

ながら、「サヴィーニ レ ボーヌ」「シャサーニュモンラッシェ」 

「ボーヌ」など、１級畑もブレンドされてる、スーパーブルゴーニュ。 

 

カッシェロ デル ディアブロ シャルドネ 3,700 円 

（チリ カサブランカヴァレー） 

Casillero del Diablo Chardonnay    シャルドネ 100％ 

温暖なチリの気候の中育てられた、ふくよかな「シャルドネ」。 

しっかりとした骨格と、かすかに感じる樽香。 

魚料理のメインと合わせてみてはいかがでしょう。 

 

シャブリ キュヴェ ヴィエイユ ヴィーニュ 

アラン ジョフロワ（フランス ブルゴーニュ地方 シャブリ地方 4,800 円 

DN Alain Geoffroy Chablis Cuvee Vieilles Vignes シャルドネ 100％ 

樹齢 45 年以上の古木のブドウのみで作られた特別なシャブリ。 

オーク樽で熟成させた力強さも心地良いワインです。 



 

ブランコット エステート  

マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン  3,800 円 

（ニュージーランド 南島 マールボロ地方） 

Brancott Estate Marlborough Sauvignon Blanc ソーヴィニヨン・ブラン 100％ 

爽快系ブドウのトップスター「ソーヴィニヨン・ブラン」。 

青さを感じる柑橘系のフレッシュな味わい。 

 

ピエロパン ソアヴェ クラッシコ   4,400 円 

(イタリア ヴェネト州) Pieropan Soave Classico DOC  

ガルガネーガ 85％  トレッビアーノ・ディ・ソアヴェ 15％ 

淡い麦わら色。繊細でフレッシュな香り。 

「ソアヴェ」のトップワイナリー「ピエロパン」。 

ワインの味わい同様、魚介のカルパッチョなど、軽めの前菜に合わせて。 

 

プラネタ セグレタ ビアンコ    4,400 円 

(イタリア シチリア州) Planeta La Segreta Bianco IGT    

グレカニカ シャルドネ ヴィオニエ フィアーノ 

「セグレタ」＝「秘密」。ミステリアスな名前を持つワイン。 

ふくよかな味わいは、バランスが良く、料理と合わせやすい味わいです。 



 

 

テヌーテ ディ トスカーナ     4,900 円 

ダンザンテ ピノ・グリージョ  ピノ・グリージョ 100％ 

(イタリア トスカーナ州) Tenute di Toscana Danzante Pinot Grigio IGT

 「ルーチェ」を手掛ける「フレスコバルディ家」が所有するワイナリー。 

軽く、フレッシュ。「ダンザンテ」＝「ダンスする生活」。リズミカルに。 

 

 

ヴィッラ・スパリーナ 

ガヴィ・デル・コムーネ・ディ・ガヴィ  5,400 円 

（イタリア ピエモンテ州） コルテーゼ ディ ガヴィ 100％ 

Villa Sparina Davi del commune de Gavi DOCG 

華やかな香りが楽しめる、「ヴィッラ・スパリーナ」の「ガヴィ」。 

かすかに感じる発泡、心地良い苦み、生き生きとした印象。 

さっぱりとした味わいで食欲を刺激します。 

 

 

 

 



赤ワイン Vino rosso 

 

クズマーノ ネロ・ダヴォラ    2,900 円 

（イタリア シチリア州）Cusumano Nero d’Avola IGT ネロ・ダヴォラ 100％ 

シチリア原産のブドウ品種「ネロ・ダヴォラ」。 

地中海の太陽の恵みを一身に受けて育ちました。 

通常はこちらをグラスワインとしてご提供しております。 

 

レオナルド ダ ヴィンチ キャンティ レオナルド 

 (イタリア トスカーナ州)      4,000 円 

 Cantine Leonardo da Vinci Chianti Leonardo DOCG サンジョヴェーゼ 100％ 

「レオナルド・ダ・ヴィンチ」が生まれた「ヴィンチ村」で作られる 

「キャンティ」。軽快で、心地よい酸味。柔らかなタンニン。 

料理と合わせてお楽しみいただきたいワインです。 

 

プラネタ セグレタ ロッソ    4,400 円 

(イタリア シチリア州)  Planeta La Segreta Rosso IGT  

     ネロ・ダヴォラ シラー メルロー 

「セグレタ」＝「秘密」。 

ミステリアスな名前を持つワインは、シチリア生まれ。 



 

サンタリシア・カベルネ・ソーヴィニヨン・リザーブ 

 (チリ マイポヴァレー)      3,400 円 

Santa Alicia Cabernet Sauvignon Reserva  カベルネ・ソーヴィニヨン 100％ 

長期熟成。樽香由来のチョコレートのようなニュアンスも心地よい。 

 

 

レ・マッキオーレ・ボルゲリ・ロッソ  6,500 円 

(イタリア トスカーナ)  Le Macchiole Bolgheri Rosso  

    メルロー50％ カベルネ・フラン 30％ シラー20％ 

ワインの銘醸地イタリア トスカーナ州 ボルゲリ地区のワインです。 

凝縮した果実味の中に、柔らかさ、上品さ。ちょっと「いい日」に。 

 

 

デリカート ファミリー ヴィンヤーズ 

ハンドクラフト カベルネ・ソーヴィニヨン 4,000 円 

Delicato Family Vineyards Handcraft Cabernet Sauvignon 

（アメリカ カリフォルニア） カベルネ・ソーヴィニヨン主体 

オーク樽熟成させた、カリフォルニアらしいカベルネ・ソーヴィニヨン。 

すこし温度を上げていただくと、香りが豊かに広がってきます。 



 

アルベール ビショー メイユール 

コート ド ルーション     2,900 円 

（フランス ルーション地方 コート ド ルーション地区） 

Albert Bichot Cotes de Dura カリニャン グルナッシュ シラー 

地中海の陽気な雰囲気。素朴なブドウから作られる優しい味わい。 

 

ミッシェル シャプティエ  

コート・デュ・ローヌ・ルージュ   3,900 円 

（フランス コート・デュ・ローヌ） 

M.Chapoutier Cotes du Rhone Rouge グルナッシュ  シラー 

「グルナッシュ＆シラー」の組み合わせは、ストレートにおいしく 

楽しめます。世界初「点字ラベル」、「有機農法」、「ビオディナミ製法」。 

 

ミッシェル・ピカール・ブルゴーニュ 

ピノ・ノワール (フランス ブルゴーニュ)   4,200 円 

 Michel Picard Bourgogne Pinot Noir    ピノ・ノワール 100％ 

気品あふれるブドウ品種の代表「ピノ・ノワール」を試してみませんか？ 

 

 



 

ソンジュ ド バッカス ピノ・ノワール 

ルイ ジャド  （フランス ブルゴーニュ）  5,800 円 

Louis Jadot Songes de Bacchus Pinot Noir ピノ・ノワール 100％ 

ルイ ジャド 150 周年のアニバーサリーワイン。 

AC ブルゴーニュながら、「ボーヌ」「サヴィーニ レ ボーヌ」 

といった１級畑ブドウもブレンドされています。 

 

ボデガス・コビトロ セルメーニョ   2,900 円 

ティンタ・デ・トロ(スペイン カスティーリャ・イ・レオン)  

Bodegas Covitoro Cermeno Tinta de Toro ティンタ・デ・トロ＝テンプラニーリョ 100％ 

スペインを代表する「テンプラニーリョ」。 

料理と気軽に合わせて楽しめるワイン。情熱的にグラスをかたむけて。 

 

フォンタナ フレッダ バローロ   7,500 円 

（イタリア ピエモンテ州 バローロ） 

Fratelli Giacosa Barolo DOCG   ネッビオーロ 100％ 

イタリアワインの王「バローロ」。 

オーク樽で 2 年熟成。瓶詰後 1 年の熟成を経てリリースされます。 

濃い色彩、優美な香り、滑らかな口当たり。 



 

ハーディーズ ウームー シラーズ   4,800 円 

（南オーストラリア マクラーレン）Hardes Oomoo Shiraz シラーズ 100％ 

リッチで、濃厚で、パワフルな赤ワインが飲みたい。そんな時はやはり 

オーストラリアのシラーズを。ウームーはアボリジニーの言葉でグッド。 

 


