Red Wine 赤ワイン

Champagne シャンパン
Piper-Heidsieck Brut ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,000 円

パイパーエドシック ブリュット

Piper-Heidsieck Rare ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37,500 円

パイパーエドシック レア

Veuve Clicquot Yellow Label ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500 円

ヴーヴクリコ イエローラベル

Veuve Clicquot Rose Label ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000 円

ヴーヴクリコ ローズラベル

Ruinarl Blanc deBlancs ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,500 円
ルイナール ブラン ド ブラン

Dom Ruinarl Rose・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75,000 円

ドン ルイナール ロゼ

Moet&Chandon Brut ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,000 円

モエ エ シャンドン ブリュット

Dom Perignon

40,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドン ペリニヨン

〈 France Pauillac

フランス ポイヤック

〉

Ch.Laﬁte-Rothschild・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130,000 円
シャトー ラフィット ロートシルト

Ch.Mouton Rothschild ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84,000 円

シャトー ムートン ロートシルト

Carruades de Laﬁte ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,000 円
カリュア ド ラフィット

Petit Mouton de Mouton Rothschid

32,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・

ル プティ ムートン

Pauillac de Latour・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,000 円
ポイヤック ド ラトゥール

Ch.Pontet-Canet・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,000 円
シャトー ポワンテ カネ

〈 France Saint-Jullen フランス サンジュリアン 〉
Ch.Gruaud Larose・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,000 円

シャトー グリュオー ラローズ

Gruet Brut Selection

8,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

グルエ ブリュット セレクション

Sarget de Gruaud Larose ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,500 円

サルジェ ド グリュオーラローズ

〈 France Margaux フランス マルゴー 〉
Ch.Margaux ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84,000 円

White Wine 白ワイン
〈 France Bourgogne

フランス ブルゴーニュ

シャトー マルゴー

Pavillon Rouge du Ch,margaux

〉

D,des Comtes Lafon Meursault Porusots・・・・・・・・・・・40,500 円

ドメーヌ コント ラフォン ムルソー ポリュゾ

Corton-Cherlemagne Grand Cru D,des Heritiers Louis Jabot ・・・35,000 円
コルトン シャルルマーニュ グランクリュ ドメーヌ デ エリティエ ルイジャド

Chablis Grand Cru Les Clos

24,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シャブリ グランクリュ レ クロ

27,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パヴィヨン ルージュ デュ シャトー マルゴー

Ch.Rauzan-Segla ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,000 円
シャトー ローザン セグラ

〈 France Haut-Medox フランス オーメドック 〉
Ch.Sociando Mallet ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,500 円

シャトー ソシアンド マレ

Puliguy Montrachet 1er Cru Clos De La Garenne・・・22,500 円

Ch.Reysson ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,500 円

Pouilly-Fuisse Les Menetrieres・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000 円

〈 France Pomerol フランス ポムロール 〉

ピュリニー モンラッシェ プルミエクリュ クロ ド ラ ガレンヌ
プイイフュイッセ レ メネトリエール

シャトー レイソン

Ch.lʼEvangile・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000 円

シャトー レヴァンジル

〈 France du Rhone コート デュ ローヌ 〉
Hermitage Blanc Chante-Alouette・・・・・・・・・・・・・・・・・16,000 円

エルミタージュ ブラン シャンタルエット

Ch.Gazin

Condrieu invitare ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,000 円

コンドリュー インヴィターレ

Saint Joseph Deschants Blanc ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,000 円

サン ジョセフ ブラン デシャン

20,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シャトー ガザン

〈 France Graves フランス グラーブ 〉
Ch.Haut-Brion

96,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シャトー オーブリオン

La Clarence de Haut-Brion

〈 FranceAlsace フランス アルザス 〉
Riesling Rangen De Thann Clos Saint Urbain Grand Cru・・・21,500 円

リースリング ランゲン ド タン クロ サンテュバル グランクリュ

Muscat Goldert Grand Cru・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,000 円
ミュスカ ゴルデーン グランクリュ

Pinot Gris Roche Calcaire ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000 円

ピノ グリ ロッシュ カルケール

23,500 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ル クラレンス オー ブリオン

〈 France Bourgogne フランス ブルゴーニュ 〉
Francois Lamarche La Gtande Rue・・・・・・・・・・・・・・・・58,500 円

フランソア ラマルシュ ラ グランクリュ

Emmanuel Rouget Vosns Romanee・・・・・・・・・・・・・・・・33,000 円
エマニュエル ルジュ ボーヌロマネ

D.Gros Frere&Soeur Grands Echezeaux ・・・・・・・・・・・31,500 円

Ｄ. グロ Ｆ＆Ｓ グラン エシュゾー

〈 Italia イタリア 〉
Parusso Langhe Rovella ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500 円

パルッソ ランゲ ロヴェッラ

Attems Cicinis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000 円
アテムス チチニス

D.Meo Camuzet Nuits Ssint Georges ・・・・・・・・・・・・・・22,500 円

メオ カミュゼ ニュイ サンジョルジュ

Moulin-A-Vent Cios De Grand Carqueln ・・・・・・・・・・・10,000 円
ムーランナヴァン クロ デュ グラン カルクラン

Attems Ribolla Gialla・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000 円
アテムス リボッラ ジャッラ

〈 Italia Piemonte イタリア ピエモンテ 〉
Bersano Barolo Riserva

23,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベルサーノ バローロ リゼルヴァ

Balbi Soprani Barbaresco ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000 円

バルビソプラーニ バルバレスコ

Japanese Wine 日本ワイン

〈 U.S.A アメリカ カリフォルニア 〉

ｌ'escargot Pinot noir・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000 円

Opus One ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000 円

Muscat Bailey A yahiko ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000 円

Au Bon Climat California Pinot Noir Isabelle・・・・・・・11,000 円

レスカルゴ ピノ ノアール 赤
マスカットベリー A 弥彦 赤

ｌ'escargot Chardonnay

レスカルゴ シャルドネ 白

C,hmercian

6,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6,000 円

Delaware ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000 円

デラウェア ロゼ

オーボンクリマ カリフォルニア ピノノアール イザベル

Robert Mondavi Private Selection Cabernet Sauvignon ・・・7,000 円

ロバート モンダヴィ プライベート セレクション カベルネソーヴィニヨン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

甲州きいろ 香 白

オーパスワン

〈 Chile チリ 〉
Casillero del Diablo Reserva Privada Cabernet Sauvignon ・・・7,000 円

カッシェロ デル ディアブロ レセルバ プリバダ カベルネソーヴィニヨン

