
B o l l i c i n e スパークリングワイン

アン　ジ　ルイ　レオナール　ブランドブラン   (仏)             4,500

バルディネット　シャロック　カヴァ　ブリュット　ナチュレ   (西)           5,500

プロセッコ　アンナスピナット　エクストラ・ドライ             6,500

バロン　アルベール　ブリュット　トラディション            9,000

モエ　シャンドン　ブリュット　アンぺリアル                                   11,000

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       12,000

ユレ　フレール　アンヴィタシオン           12,000

ドラピエ　カルトブランシェ                        13,000

テタンジェ　ブリュット　レゼルヴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,000

パイパー　エドシック　ブリュット　ヴィンテージ　06                    14,000

ボランジェ　スペシャル　キュヴェ           14,500

モエ　シャンドン　ブリュット　ロゼ                       15,000

ルイロデレール　クリスタルブリュット　09                      45,000

Ｓｐｕｍａｎｔｅ

カデル　ボスコ　フランチャコルタ　プレステージ                          8,500

ヴィッラ　クレスピア　フランチャコルタ　シンビオティコ             9,800

ヴィッラ　フランチャコルタ　ブリュット　ミレッジマート10          11,500

ベラヴィスタ　フランチャコルタ　アルマ　キュヴェ　ブリュット          12,000

モンテロッサ　フランチャコルタ　カボション　           16,000

Ｆｒａｎｃｉａｃｏｒｔａ

ｃｈａｍｐａｇｎｅ

ブリュット　ミレッジマート

＊表示価格は税抜となります。



V i n i　B i a n c h i 白ワイン

ミュスカデ　セーヴル　エ　メーヌ   (仏)             4,000

グラン　サッソ　トレッビアーノ　ダブルッツォ            4,000

ラファエロ　ビアンコ　テッレ　ヴェネツィエ            5,000

ソアヴェ　クラシコ　サンミケーレ              5,500

アジィエンダ　アグリコーラ　セルヴァグロッサ　セルヴァビアンコ        5,500

カンティーナ　オッフィーダ　ペコリーノ             6,000

ウィーマラ　ゲヴェルツトラミネール   (豪)                         6,000

ルーセット　ド　サヴォア　フランジー    (仏)                       6,500

ドメーヌ　マッス　ブルゴーニュ　コートシャロネーズ     (仏)          6,500

ケットマイヤー　ミュラートゥルガウ                           7,000

ポイエル　エ　サンドリ　ノジオラ               7,000

ドメーヌ　コアぺ　ジュランソン　セック                          7,500

セレシン　エステート　ソーヴィニヨンブラン    (新)              7,500



マルク　デシャン　プイィ　フュメ　トラディション    (仏)            8,000

テッレ　ネーレ　エトナビアンコ               8,000

ルイ　シップ　リースリング                            8,000

クルテフランカ　シャルドネ                            8,500

スピネッタ　カサノーヴァ　ヴェルメンティーノ             9,000

ブルーノ　ジャコーザ　ロエロ　アルネイス              9,500

ヅィダリッヒ　ヴィドフスカ   13                        10,000

＊リストの他にもワインをご用意しております。 詳しくはお気軽にスタッフまでお声がけください。

＊表示価格は税抜となります。



V i n i  R o s s i 赤ワイン

グラン　サッソ　モンテプルチアーノ　ダブルッツォ               4,000

ミケランジェロ　ロッソ　テッレ　ヴェネツィエ                                                 5,000

アジィエンダ　アグリコーラ　セルヴァロッサ　ムスケン               5,000

べネヴェンターノ　アリアニコ                                 5,000

カーサ　ヴィニコラ　ニコレッロ　ランゲ　ネッビオーロ               5,500

カンティーナ　オッフィーダ　ロッソピチェーレ                5,500

ドメーヌ　マッス　コートシャロネーズ   (仏)              6,000

ファルネーゼ　ドン　カミッロ                                                    6,000

ヴァルポリチェッラ　スペリオーレ                                  6,500

ローガン　シラーズ    (豪)                                                    6,500

ポイエル　エ　サンドリ　ピノネロ                                  7,000

アクスティック　セリェール　リトメ    (西)                 7,000

ブライダ　イル　バチャレ　モンフェラート                                                 7,500



モンテプルチアーノ　ダブルッツォ　カジオーロ                7,500

カーサエンマ　キャンティクラシコ                                   7,500

ドメーヌ　マッス　ジブリ　レ　クリュゾ    (仏)                8,000

シャトー　モンペラ    (仏)                                                   8,000

テッレ　ネーレ　エトナロッソ                                 8,000

ピエトロ　ベコンチーニ　キャンティ　リゼルバ              8,000

セレシン　レア　ピノノワール    (新)                                  8,000

ポデーレ　キャンティクラシコ　パルゴロ               8,500

スピネッタ　ネーロ　ディ　カサノーヴァ                 8,500

リジーニ　ロッソ　ディ　モンタルチーノ                8,500

ファルキーニ　カンポーラ　06                                               10,000

アンターノ　サグランティーノ・ディ・モンテファルコ　12                            12,000

＊表示価格は税抜となります。



G r a n  V i n i グラン  ヴァン

マリオ　マレンゴ　バローロ　12                                   9,800

ブリッコ　キエーザ　バローロ　09                                14,000

スピネッタ　ガッレッティ　バローロ                                15,000

エリオ　アルターレ　バローロ　12                                16,000

ジュゼッペ　マスカレッロ　バローロ　09             20,000

バローロ

バルバレスコ

ブルネッロ

ラバヤ　ディ　ブルーノ　ロッカ　バルバレスコ　13                                                9,800

ロアーニャ　バルバレスコ　パイエ　10           15,000

スピネッタ　バルバレスコ　ボルディー二 10            15,000

ブルーノ　ジャコーザ　バルバレスコ　サント　ステファノ　11           32,000

バンフィ　ブルネッロ　ディ　モンタルチーノ　02                             12,000

リジーニ　ブルネッロ　ディ　モンタルチーノ　11             13,000

ガヤ　ブルネッロ　ディ　モンタルチーノ　                                              13,000

ポデーレ　サリクッティ　ブルネッロ　ディ　                                                              14,000

コル　ドチャ　ブルネッロ　ディ　モンタルチーノ　　                           20,000

ピエヴェサンタレスティトゥータ　07  

モンタルチーノ　ピアッジョーネ　11   

リゼルヴァ　ポッジョ　アル　ヴェント　08  



モングラーナ　マレンマ      　　　　　　　　    　6,800

キャンティクラシコ                                                                                       7,800

トゥルピーノ                                                                                                              9,800

バタール    (白)                                                                                                          14,000

カマルティーナ                                                                                   18,000

クアルチャベッラ

イタリア銘醸ワイン

モンテ　ヴェルティネ　04 　                                                            12,000

モンテヴェトラーノ 11                                             15,000

べルターニ　アマローネ　03                                                               20,000

ルーチェ　13                                                                                                            25,000

オルネライア　11                                                                                      30,000

〜QUERCIABELLA　クアルチャベッラ〜

所在地：トスカーナ州グレーヴェ・イン・キャンティ

　メキシコに渡りワインとはまったく別の分野で成功を収めた一人の

トスカーナ出身の男の夢が叶い１９７４年キャンティ・クラッシコ

地区の中心部に畑を購入、クアルチャベッラ社が誕生しました。      

同社が所有する日当たりの良い畑では土着品種の改良と共に外来品種

の栽培も精力的に行われています。      

所有地の真ん中に建つ醸造所は中世初期に建てられた古い農家を改築、

増築し現在では最先端の醸造設備を備えています。      

生産されているワインはどれも丁寧に仕上げられており、傑出した品質を

誇り、毎年国内外で多くの高い評価を得ています。      

＊表示価格は税抜となります。



シャトー　シャス・スプリーン　14                                           9,800

シャトー　グロリア　13                                             11,500

シャトー　ボーセジュールベコ　14                                          13,500

シャトー　クレールミロン　13                                                            14,500

シャトー　ローザンセグラ　07                                       16,000

シャトー　ランシュバージュ　14                    24,000

シャトー　ピションロングヴィルコンテスドラウンド　14        27,000

ボルドー

ブルゴーニュ

シャブリ　プルミエ　クリュ　ヴァイヨン                    9,800

モレ　サン　ドニ　15                                                                                   10,000

ジュベレ　シャンベルタン　プルミエ　　                               16,000

ムルソー　14                                                                                                           12,800

〈ウィリアム　フェーブル〉

〈オリビエ　ルフレーヴ〉

〈ドメーヌ・ボルジュ〉

〈ドメーヌ　マルシャン　グリョ〉

〈レミ　スガン〉

シャサーニュ　モンラッシェ　ＶＶ　1 5                 11,800

ピュリニー　モンラッシェ　14         　　　　　　　　    13,300

シャンボール　ミュジニー　14 　              13,800

ヴォーヌ　ロマネ　14                                                                                   14,800

クリュ　プティットシャペル  14

＊表示価格は税抜となります。
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