
Carte des Vins 



Tax are not included / 消費税は別途計算させていただきます 

 

   Bossard-Thuaud / Domaine de l'Ecu ¥6,000- 

 ボサール テュオ/ ドメーヌ ド レキュ  

 産地：フランス ロワール地方ナンテ 

 品種：グロ プラン 40％ シャルドネ 30％ ミュスカデ 15％ カベルネ ソーヴィニヨンとカベルネ フラン あわせて 15％  

 

 Laurent-Perrier Brut L-P ¥10,000- 

 ローラン・ペリエ ブリュット L・P 

 産地：フランス シャンパーニュ地方 

 品種：シャルドネ約 50% ピノ・ノワール約 35% ピノ・ムニエ約 15％  

 

 MOËT & CHANDON MOËT IMPÉRIAL ¥10,000- 

 モエ シャンドン モエ アンペリアル 

 産地：フランス シャンパーニュ地方 

 品種：ピノ・ノワール 40%、シャルドネ 30%、ピノ・ムニエ 30%  

 

 Veuve Clicquot Yellow Label Brut ¥15,000- 

 ヴーヴ クリコ イエロー ラベル ブリュット 

 産地：フランス シャンパーニュ地方 

 品種：ピノ ノワール 40% シャルドネ 30% ピノ ムニエ 30%  

 

Sparkling Wine（スパークリングワイン）                              

Champagne（シャンパーニュ）                              



Tax are not included / 消費税は別途計算させていただきます 

 

 Jacque Selosse Initiale Brut ¥35,000- 

 ジャック セロス イニシャル ブリュット 

 産地：フランス シャンパーニュ地方 

 品種：シャルドネ  

 

 Krug Grand Cuvée ÉDITION 166 ¥43,000- 

 クリュッグ グラン キュヴェ エディション 166 

 産地：フランス シャンパーニュ地方 

 品種：シャルドネ ピノ ノワール ピノ ムニエ  

 

 Cristal Louis Roederer ¥50,000- 

 クリスタル ルイ ロデレール 

 産地：フランス シャンパーニュ地方 

 品種：シャルドネ 40% ピノ ノワール 60%  

 



Tax are not included / 消費税は別途計算させていただきます 

 

’16 Quinta das Maias Maias white / Quinta dos Roques ¥3,900- 

 キンタ ダス マイアス マイアス ホワイト / キンタ ドス ロケス  

 産地：ポルトガル ダン地方 

 品種：マルヴァジア・フィナ ヴェルデｰリョ エンクルザｰド セルシアル  

 

’16 Chardonnay Vin de Pays d'Oc / Domeine du Château ď Eau ¥4,500- 

 シャルドネ ヴァンド ペイドック / ドメーヌ デュ シャトー ドー  

 産地：フランス ラングドック地方 

 品種：シャルドネ  

 

’16 Cochon Volant Blanc / Chateau de Caraguilhes ¥4,500- 

 コション ヴォラン ブラン / シャトー ド キャラギーユ  

 産地：フランス ラングドック地方 

 品種：ヴィオニエ 60% グルナッシュ ブラン 25% ルーサンヌ 15%  

 

’ 16 La Vieille Ferme Blanc / Famille Perrin ¥4,800- 

  ラ ヴィエイユ フェルム ブラン / ファミーユ ペラン 

 産地：フランス コート デュ ローヌ地方 

 品種：グルナッシュ ブラン 30% ブールブーラン 30% ユニ ブラン 30% ルーサンヌ 

10%  

 
’15 Petit Bourgeois Sauvignon Blanc Val de Loire/ Henri Bourgeois ¥5,500- 

 プティ ブルジョワ ソーヴィニョン ブラン ヴァル ド ロワール / アンリ ブルジョワ  

 産地：フランス ロワール地方 

 品種：ソーヴィニョン ブラン  

 

’15 Pacherenc du Vic-Bilh Sec/ Capmartin ¥6,800- 

 パシュラン デュ ビック ビル セック / カップマルタン  

 産地：フランス 南西地方 

 品種：グロ マンサン 70% アルフィアック 10% プティクルビュ 20%  

 

White Wine（白ワイン）                                 



Tax are not included / 消費税は別途計算させていただきます 

 

’15 Chablis Les Truffières  / Jean Collet ¥7,000- 

 シャブリ レ トリュフィエール / ジャン コレ 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方シャブリ 

 品種：シャルドネ  

 

’13 Hautes Cotes de Nuits Blanc  / Naudin Ferrand ¥7,000- 

 オー コート ド ニュイ ブラン / ノーダン フェラン 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方オー コート ド ニュイ 

 品種：シャルドネ  

 

’16 Riesling  / Marcel Deiss ¥8,900- 

 リースリング / マルセル ダイス 

 産地：フランス アルザス地方 

 品種：リースリング  

 

’14 Chassagne Montrach En Pimont  / Michel Picard ¥10,000- 

 シャサーニュ モンラッシェ アン ピモン / ミッシェル ピカール 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方シャサーニュ モンラッシェ 

 品種：シャルドネ  

 

’15 Meursault  / Roux Père & Fils ¥11,000- 

 ムルソー / ルー ペール エ フィス 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方ムルソー 

 品種：シャルドネ  

 

’15 Meursault  / Vincent Bouzereau ¥13,000- 

 ムルソー / ヴァンサン ブーズロー 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方ムルソー 

 品種：シャルドネ  

 



Tax are not included / 消費税は別途計算させていただきます 

 

’16 Pinot Noir Vin de Pays d'Oc / Domeine du Château ď Eau ¥4,500- 

 ピノ ノワール ヴァンド ペイドック / ドメーヌ デュ シャトー ドー  

 産地：フランス ラングドック地方 

 品種：ピノ ノワール  

 

’16 Bourgogne Pinot Noir  / Josephe Deouhin ¥4,700- 

 ブルゴーニュ ピノ ノワール / ジョセフ ドルーアン 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方 

 品種：ピノ ノワール  

 

’15 Madiran Vieilles Vignes / Capmartin ¥4,800- 

 マディラン ヴィエユ ヴィーニュ /  カップマルタン 

 産地：フランス 南西地方 

 品種：タナ カベルネソーヴィニョン  

 

’16 Bourgogne Rouge Renommée  / Remoissenet ¥6,000- 

 ブルゴーニュ ルージュ ルノメ / ルモワスネ 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方 

 品種：ピノ ノワール  

 

’13 Crozes Hermitage / E.Guigal ¥6,000- 

 クローズ エルミタージュ / ギガル 

 産地：フランス コート デュ ローヌ地方 

 品種：シラー  

 

’12 Vacqueyras / Domaine de la charbonnière ¥6,000- 

 クローズ エルミタージュ / ギガル 

 産地：フランス ボルドー地方 

 品種：グルナッシュ 60% シラー40%  

 

Red Wine（赤ワイン）                                  



Tax are not included / 消費税は別途計算させていただきます 

 

  

’16 Mercurey 1er Cru Clos des Barraults  / ¥7,000- 

 メルキュレイ プルミエ クリュ クロ デ バロー / ミッシェル ピカール 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方 

 品種：ピノ ノワール  

 

’14 Nuits Saint George Les Lavières   / Daniel Rion ¥12,000- 

 ニュイ サン ジョルジュ レ ラヴィエール / ダニエル リヨン 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方 

 品種：ピノ ノワール  

 

’14 Chateauneuf-du-Pape la Bernardine / M.Chapoutier ¥9,000- 

 シャトーヌフ デュ パプ ラ ベルナディン / シャプティエ 

 産地：フランス コート デュ ローヌ地方 

 品種：グルナッシュ シラー ムールヴェードル  

 

’14 Chateau La Lagune Mademoiselle L / ¥7,000- 

 シャトー ラ ラギューヌ マドモアゼル L /  

 産地：フランス ボルドー地方オーメドック 

 品種：メルロ 60% カベルネ ソーヴィニョン 40%  

’08 Savigny Les Beaune 1er Cru Les Peuillets / Jean Michel Giboulot ¥8,800- 

 サヴィニー レ ボーヌ プルミエ クリュ レ プィエ / ジャン ミッシェル ジブロ 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方 

 品種：ピノ ノワール  

 

’14 Le Marquis de Calon Ségur / ¥9,000- 

 ル マルキ ド カロン セギュール /  

 産地：フランス ボルドー地方サンテステフ 

 品種：メルロ 60% カベルネソーヴィニョン 40%  

’10 Echo de Lynch Bages / ¥12,800- 

 エコー ド ランシュ バージュ /  

 産地：フランス ボルドー地方ポイヤック 

 品種：カベルネソーヴィニョン 58% メルロ 33% カベルネフラン 9%  



Tax are not included / 消費税は別途計算させていただきます 

 

  

’11 Gevrey Chambertin / Drouhin Laroze ¥13,000- 

 ジュブレ シャンベルタン / ドルーアン ラローズ 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方 

 品種：ピノ ノワール  

 

’15 Vosne Romanée / Domaine Michel Gros ¥16,800- 

 ヴォーヌ ロマネ / ドメーヌ ミッシェル グロ 

 産地：フランス ブルゴーニュ地方 

 品種：ピノ ノワール  

 

’77 Château Mouton Rothschild / ¥280,000- 

 シャトー ムートン ロートシルト /  

 産地：フランス ボルドー地方ポイヤック 

 品種：カベルネソーヴィニョン 58% メルロ 33% カベルネフラン 9%  

’78 Château Mouton Rothschild / ¥330,000- 

 シャトー ムートン ロートシルト /  

 産地：フランス ボルドー地方ポイヤック 

 品種：カベルネソーヴィニョン 77% メルロ 11% カベルネフラン 10% プティベルド 2%

  


