自然派ワイン
◆スパークリング

フリッツァンテ◆

◆ロゼ

・バルディネット シャロック カヴァ ブリュット
西・カタルーニャ ぺネデス
シャレッロ、パレリャーダ、マカベオ

微発砲

赤
微発砲

微発砲

ロゼ

¥3,800

・カミッロ・ドナーティ ロッソ デッラ バンディータ'15

伊・レッジョ・エミリア バルビアーノ
¥4,000
メルロー、カベルネ・フラン、サンジョヴェーゼ、クロアティーナ

¥3,800

伊・トスカーナ モンテプルチャーノ
サンジョヴェーゼ

¥4,000

・ヴァッカ アルカディア'13

伊・ピエモンテ バルバレスコ
ネッビオーロ、フレイザ

¥4,500

・ラバスコ ビアンコ ヴィヴァーチェ コッリーネ ペスカレージ'14
伊・アブルッツォ
トレッビアーノ

¥4,300

・ラバスコ ロザート ヴィヴァーチェ コッリーネ ペスカレージ'14
伊・アブルッツォ
モンテプルチアーノ

¥4,500

仏・ロワール トゥーレーヌ
シュナン・ブラン

微発砲

伊・プーリア レッチェ
ネグロアマーロ

・イル コンヴェンティーノ'13
¥4,000

◆シードル◆
・ラ シードルリー デュ ゴルフ プティ キュヴェ'16

・シャトー ド ロレ クレマン ド ロワール ブリュットゼロ

微発砲

ワイン◆

・ロマルド・グレコ ドゥオデーチム'15

・マルスレット プロセッコ トレヴィーゾ エクストラ ドライ
伊・ヴェネト
グレラ

リスト

¥4,500

仏・ブルターニュ
ギエヴィック

アラドン

¥4,500

・マインクラング フォーム ショムロー
オーストリア・ノイジードラーゼ
ハーシュレベリュ、コファルク

¥4,800

・エツィオ・チェッルーティ リ フォル'16
伊・ピエモンテ
モスカート

カスティリオーネ・ティネッラ

¥5,000

・クリスチャン・ビネール クレマン ダルザス ゼロ ドサージュ'12
仏・アルザス アムルシュヴィール
リースリング、オーセロワ

¥7,000

・ヴィッラ フランチャコルタ ブリュット ミレジマート'12
伊・ロンバルディア フランチャコルタ
シャルドネ、ピノ・ビアンコ、ピノ・ネーロ

¥7,500

・ジャン=ルイ・ヴェルニョン エロカンス プルミエ・クリュ
仏・シャンパーニュ
シャルドネ

メニル

¥9,500

・ブノワ・ライエ グラン・クリュ ミレジメ'11 dg 10.2016
仏・シャンパーニュ ブージィ
ピノ・ノワール、シャルドネ

¥12,500
リストに無いワインも多数ございます。お好み、ご予算をご相談ください。
ヴィンテージは変更になる場合がございます。

自然派ワイン

◆白ワイン◆

●はオレンジワイン

・ヨーゼフ ゼファー リースリング トロッケン’14
独・ファルツ ダイデスハイム
リースリング

・エツィオ・チェッルーティ フォル センツァSo2'16
¥3,500

・イル コンヴェンティーノ ビアンコ'17

伊・トスカーナ モンテプルチャーノ
マルヴァジーア、グレケット、トレッビアーノ
伊・エミリア・ロマーニャ
ピノ・グリージョ

ピアチェンツァ

¥4,000

伊・ピエモンテ バルバレスコ
¥4,500
シャルドネ、アルネイス、ファヴォリータ、コルテーゼ

・ラ ビアンカーラ マシエリ'16

ファエド

伊・エミリア・ロマーニャ ピアチェンツァ
¥5,000
マルヴァジーア、モスカート、オルトゥルーゴ、マルサンヌ

・ラ クロッタ ヴィニフィカート イン ビアンコ'17

¥5,500

・ラ カラブレッタ カッリカンテ’17
伊・シチリア エトナ
カッリカンテ

¥5,800

伊・フリウーリ オスラーヴィア
リボッラジャッラ

¥6,000

仏・アルザス ファッフェンハイム
リースリング

¥6,500

仏・ブルゴーニュ
シャルドネ

コート・ド・ボーヌ

¥6,500

仏・ロワール サンセール
ソーヴィニヨン・ブラン

¥6,500

仏・アルザス カッツェンタール
リースリング

¥6,800

● ・パーチナ レ チェッレティーナ'14

伊・トスカーナ キャンティ
トレッビアーノ、マルヴァジア

¥7,000

● ・ラ カステッラーダ ビアンコ デッラ カステッラーダ'09
¥5,000

● ・共栄堂 K18AK DD'16
山梨市

伊・ヴェネト ガンベッラーラ
ガルガーネガ

・クリスチャン・ビネール ル シャン デ アルエット'16
¥5,000

● ・アルベルト・アングイッソラ カゼビアンコ'16

伊・ヴァッレ ダオスタ
ピノ・ノワールの白

¥5,500

・セバスチャン・リフォー レ・カルトロン ブラン
¥4,800

● ・マインクラング ピノ・グリージョ'17

オーストリア・ノイジードラーゼ
ピノ・グリージョ

仏・ルーション リムー
モーザック、シュナン・ブラン、シャルドネ

・ファニー・サーブル ブルゴーニュ ブラン'15
¥4,800

・デ バルトリ ルーチド'16

伊・シチリア トラパニ
カタラット、ルーチド

¥5,000

・ピエール・フリック リースリング'15
¥4,500

・モナステーロ ディ ヴィトルキアーノ コエノビウム'14

伊・ラツィオ ヴィトルキアーノ
トレッビアーノ、マルヴァジーア、ヴェルディッキオ

仏・ロワール モンルイ
ソーヴィニヨン・ブラン

● ・ラディコン リボッラジャッラ'03 500ml
¥4,500

・ポイエル エ サンドリ ノジオラ ドロミティ'15
伊・トレンティーノ
ノジオラ

¥5,000

● ・ラ ビアンカーラ サッサイア'16
¥4,500

・プンセ ランゲ ビアンコ Ne?'16

伊・ヴェネト ガンベッラーラ
ガルガーネガ主体

カスティリオーネ・ティネッラ

・シルヴァン・ソー ブラン'09

・ヴァル ディ ベッラ ムニール'16

伊・シチリア カンポレアーレ
カタラット、ルーチド

伊・ピエモンテ
モスカート

・ルドヴィック・シャンソン ガヴロッシュ'15
¥3,800

● ・イル ヴェイ ピノ・グリージョ'1７

日本・山梨
甲州

リスト

¥5,000

伊・フリウーリ オスラーヴィア
¥9,000
ピノ・グリージョ、シャルドネ、ソーヴィニョン・ブラン

● ・ヴォドピーヴェッツ ヴィトフスカ アンフォラ'10
伊・フリウーリ トリエステ
ヴィトフスカ

¥11,000

自然派ワイン

リスト

◆赤ワイン◆
・マス ド ジャニーニ セ ビアン コムサ ルージュ’16
仏・ラングドック モンペリエ
カリニャン、シラー

・リヴェルナーノ キャンティ・クラッシコ'12
¥3,000

・コトー デュポン デュ ガール キュヴェ デ ガレ'17
仏・コート デュ ローヌ アヴィニョン
グルナッシュ、カリニャン、シラー

ロエーロ

・ドメーヌ ラター シラー'16
仏・コート デュ ローヌ
シラー

オーティシャン

¥4,500

伊・フリウリ オスラーヴィア
メルロー、カベルネ・ソーヴィニョン
伊・トスカーナ キャンティ
サンジョヴェーゼ、カナイオーロ、チリエジョーロ
伊・ピエモンテ アスティ
グリニョリーノ
仏・ルーション
カリニャン

¥6,800

¥7,000

¥7,500

・クリスチャン・ビネール キュヴェ ベアトリス'14
¥4,800

仏・アルザス アムルシュヴィール
ピノ・ノワール

・ピエール・フリック ピノ・ノワール'15

・カサーレ キャンティ コッリ セネージ'14

・ジェラール・シュレール ピノ・ノワール'11

グリニョリーノ

伊・トスカーナ キャンティ
¥5,000
サンジョヴェーゼ、カナイオーロ、コロリーノ、トレッビアーノ、マルヴァジーア

・シャウ エ プロディージュ ラ・ミュール’15
アンボワーズ

¥6,500

・フラール・ルージュ ヴィラン'14
¥4,800

・フランチェスコ・ブレッツァ グリニョリーノ デル モンフェッラート'17
伊・ピエモンテ モンフェッラート
¥5,000

仏・ロワール
ガメイ

¥6,500

・トリンケーロ グリニョリーノ'13
¥4,500

・マインクラング ピノ・ノワール'17

オーストリア・ノイジードラーゼ
ピノ・ノワール

伊・シチリア エトナ
ネレッロ・マスカレーゼ

・パーチナ パーチナ'12

・シャトー ヴァリ ベルジュラック ルージュ'10
仏・ベルジュラック モンバジャック
メルロー、カベルネ・ソーヴィニョン

¥6,500

・ダリオ・プリンチッチ ヴィーノ ロッソ’14
¥4,500

・ボロニッツァ ギャムザ'15

ブルガリア・ボロニッツァ
ギャムザ

仏・ラングドック
ムールヴェードル

・ラ カラブレッタ ヴィーニェ ヴェッキエ’07
¥4,000

・マッテオ・コレッジャ バルベーラ ダルバ'15
伊・ピエモンテ
バルベーラ

仏・ボルドー サンテミリオン
¥5,500
メルロー、カベルネ・ソーヴィニョン、カベルネ・フラン、マルベック

・ムレシップ ガラピア '13
¥3,500

・ルイ・ジュリアン ルージュ'16 1000ml
仏・コート デュ ローヌ
メルロー、シラー、グルナッシュ

¥5,500

・クロ レオ カンヴァン'16
¥3,500

・ボデガス オリヴァーレス ティント'17

西・フミーリャ トパッラ
モナストレル、グルネッシュ、シラー

伊・トスカーナ キャンティ
サンジョヴェーゼ、メルロー

仏・アルザス ファッフェンハイム
ピノ・ノワール
仏・アルザス ユスレン レ シャトー
ピノ・ノワール

¥7,500

¥7,500

¥8,000

・ラ マリオーサ ステッラータ'14
¥5,500

伊・トスカーナ マレンマ
カンノナウ・グリージョ

¥8,000

食後酒リスト
・グレープ リパブリック アンフォラ ロッソ'17
日本・山形県 南陽市
¥8,000
カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、サンジョベーゼ

◆ デザートワイン
・マルコ サーラ ヴェルドゥッツォ パッシート16％

・トリンケーロ ラ・バルスリーナ'10
伊・ピエモンテ
バルベーラ

アスティ

¥8,000

・パーチナ ヴィッラ パーチナ'13

伊・トスカーナ キャンティ
サンジョヴェーゼ、カナイオーロ、チリエジョーロ

¥8,000

・トリンケーロ ロッソ デル ノーチェⅡ(03,04,06)
伊・ピエモンテ
バルベーラ

アスティ

¥8,500

・ラ カ ノーヴァ バルバレスコ'15
伊・ピエモンテ
ネッビオーロ

バルバレスコ

◆

¥9,000

仏・ボルドー オーメドック
¥9,500
カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、カベルネ・フラン

・トリンケーロ ヴィーニャ デル ノーチェ'10
アスティ

◆ カルヴァドス
・パコリ ドンフロンテ 洋ナシのカルヴァドス 42%
・ジュリアン フレモン 11種類のリンゴのカルヴァドス 42%
◆ オー ド ヴィー
・クリスチャン ビネール スリーズ(さくらんぼ)'07 40％

¥10,000

・カーゼ コリーニ アキッレ'14

伊・ピエモンテ アスティ
バルベーラ、ネッビオーロ

30%

◆ ラム
・パンペロ アニヴェルサリオ 40％

・シャトー モーカイユ フェルタン'01

伊・ピエモンテ
バルベーラ

リモンチェッロ

¥8,500

・ブレッサン スキオペッティーノ '10
伊・フリウーリ ファッラ・ディゾンツォ
スキオペッティーノ

◆ グラッパ&マール
・イル コンヴェンティーノ グラッパ ディ ヴィーノ ノービレ 43%
・シボーナ グラッパ ディ モスカート大樽熟成 42%
・アールペペ インヴィッティ キアヴェンナスカ 43%
・カシーナ デッレ ローゼ バルバレスコ トレ ステッレ 42%
・クリスチャン ビネール リー ド ヴァン'02 40%
◆ チャチャ (ジョージアの蒸留酒) 50％

¥10,000

◆ ウィスキー
・イチローズモルト モルト＆グレーン 46%
(埼玉)
ダブルディスティラーズ 46%
ミズナラ ウッド リザーヴ 46%

・イル コッレ ブルネッロ ディ モンタルチーノ'11
伊・トスカーナ モンタルチーノ
サンジョヴェーゼ

¥10,000

・ラ カステッラーダ ロッソ デッラ カステッラーダ’06
伊・フリウリ オスラーヴィア
メルロー、カベルネ・ソーヴィニョン

¥11,000

・カノーニカ バローロ パイアガッロ’13
伊・ピエモンテ
ネッビオーロ

バローロ

・ザ ラッキーキャット アッシュ'99 43% (鹿児島)
・ミシェル クーヴレー クーヴレーズ クリアラック 43%
(ブルゴーニュ) グレイン ザ ユニック 44%
イントラヴァガンザ 50%
オーヴァーエイジド 43%

¥11,000

・ラフロイグ シングルモルト 10年 43% (スコットランド・アイラ島)

・バルバカルロ バルバカルロ'89

伊・ロンバルディア ブローニ
¥11,000
クロアティーナ、ウーヴァラーナ、ウゲッタ、バルベーラ

リストに無いワインも多数ございます。お好み、ご予算をご相談ください。
ヴィンテージは変更になる場合がございます。

