Menu de Boissons
ドリンクメニュー
Coupe de Champagne

¥1,500
（税込1620）

グラスシャンパーニュ

Velle de Vins blanc
グラス白ワイン

Velle de Vins Rouge

¥1,000 ～
（グラス白、赤は日替わりで数種類ご用意しております。
（税込1080）
ボトルをお持ちしてスタッフがご案内いたしますので、
¥1,000 ～
お気軽にお申しつけくださいませ）

グラス赤ワイン

Boutille de Vins

（税込1080）

(

別冊ワインリストをご用意しております）

ボトルワイン

Velle de Vin Doux
グラスデザートワイン

Bière YEBISU
エビス 小瓶

Bière Heartland
キリン ハートランド 小瓶

Non-Alc Bière
キリンフリー ゼロイチ 小瓶（ノンアルコールビール）

Jus de "Blood Orange"
ブラッドオレンジジュース

Ginger Air
ジンジャーエール（辛口）

Jus de Pamplemousse
グレープフルーツジュース

Jus de Pomme
リンゴジュース

Jus de Pêche
ピーチジュース

San Pellegrino
サンペレグリノ（ガス入りミネラルウォーター）

Acqua Panna
アクアパンナ （ガス無しミネラルウォーター）

¥4,500 ～
（税込4860）
¥1,500 ～
（税込1620）

¥800
（税込864）
¥800
（税込864）
¥600
（税込648）

¥700
（税込758）
¥600
（税込648）
¥600
（税込648）
¥600
（税込648）
¥600
（税込648）

¥600
（税込648）
¥600
（税込648）

※ワインリストは２０１９年１月１８日時点でのものになりますのでご了承くださいませ。

Cartes des Vins
ワインリスト

Champagne
シャンパーニュ
こちらの価格は税別となります
ロワイエ

Royer

NV ¥8,000
（税込8640）

コント ドゥ ブリモン プルミエ クリュ ブリュット

Comte de Brimont 1er cru Brut

NV ¥9,000
（税込9720）

バラマッソン フルール ドゥ クレ

Barrat-Masson " Fleur de Claire"

NV （2012 ） ¥12,000
（税込12960）

アンリ ジロー エスプリ

Henri Giraud "Esprit"

NV ¥13,000
（税込14040）

モエ

エ

シャンドン ネクター アンペリアル

Moët & Chandon " Nectar Imperial "

NV ¥13,000
（税込14040）

モエ

エ

シャンドン モエ アンペリアル

Moët & Chandon " Moët Imperial "

NV ¥13,000
（税込14040）

ルイ ロデレール ブリュット プルミエ

Louis Roederer Brut Premier

NV ¥13,000
（税込14040）

シャルル エイドシック ブリュト レゼルヴ

Charles Heidsieck Brut Réserve

NV ¥14,000
（税込15120）

テタンジェ ブリュト レゼルヴ

Taittinger Brut Réserve

NV ¥14,000
（税込15120）

ボワゼル グランド ヴィンテージ

Boizel Grand Vintage

2007 ¥14,000
（税込15120）

クリスチャン セネ ミレジム

Cristian Sénez Millésime

1996 ¥19,000
（税込20520）

ルイズ

ポメリー

Louise Pommery

2004 ¥19,000
（税込20520）

エグリ ウーリエ ブリュト トラディション グラン クリュ

Egly-Ouriet Brut Tradition Grand cru

NV ¥22,000
（税込23760）

クリュッグ

グランド キュヴェ メゾン フォンドゥ

KRUG

Grand cuvee Maison Fondee

NV ¥31,000
（税込33480）

ルイ ロデレール ブリュット クリスタル

Louis Roederer Brut " Cristal "

2007 ¥38,000
（税込41040）

クリュッグ

KRUG

2000 ¥45,000
（税込48600）

Vins Effervescences
スパークリングワイン
こちらの価格は税別となります
ポワレ ドンフロン

フェルム ド ラ モット

Poire Domfront （洋梨のスパークリング）

Ferme de la Motte

NV ¥4,000
（税込4320）

ボルデュー クレマン ドゥ ボルドー

パトリック ボードン

Bourdieur Crémant de Bordeaux Brut

Patrick Boudon

NV ¥5,800
（税込6264）

Vin Doux
甘口ワイン
コトー

デュ

レイヨン

トゥーシュ

Coteaux du Layon

Touche

1987 ¥11,000
（税込11880）

Vin Blancs
お手頃白ワイン

コート カタラン カディルット

ジャン マルク ラファージュ

I.G.P Côtes Catalanes " CADIRETA "

Jean Marc Lafage

（税込4860）

ルーション地方シャルドネ
ヴァントゥー

フォンドレッシュ

Ventoux

Fondreche

コート・デュ・ローヌ地方グルナッシュブラン、ヴィオニエ主体

2016 ¥4,500

2016 ¥4,700
（税込5076）

アヴァリュス シャルドネ

ル・セリエ・シャルルマーニュ

V.d.pay d'oc AVARVS Chardonnay

le Cellier Charlemagne

（税込5400）

ラングドック地方シャルドネ
シャブリ サント クレール

ジャンマルク ブロカール

Chablis " Sainte Claire "

Jean-Marc Brocard

ソーミュール ラルディル

ドメーヌ デ ギュイヨン

Saumur "L'Ardile"

Domaine des Guyons

ル ジ ドゥ シャトー ギロー

ボルドー ブラン セック

Le "G" de château Guiraud

Bordeaux Blanc sec

2016 ¥5,500
（税込5940）

ボルドー地方ソーヴィニョンブラン、セミヨン
マコン ヴィラージュ テール ドゥ ピエール

ベルジュ

Mâcon-Villages " Terres de Pierres "

Verget

2016 ¥5,500
（税込5940）

ブルゴーニュ地方シャルドネ
ラ ジャヴァ デ ザントルフォー

デ ザントルフォー

la Java des Entrefaux

des Entrefaux

2017 ¥5,800
（税込6264）

コート・デュ・ローヌ地方ヴィオニエ
ブルゴーニュ シャルドネ

フレデリック マニャン

Bourgogne Chardonnay

Frédéric Magnien

2017 ¥6,200
（税込4320）

ブルゴーニュ地方シャルドネ
コート カタラン アガヴ

ドメーヌ デ バルモット

I.G.P Côtes Catalanes " Les Agaves "

Domaine des Balmottes

2017 ¥6,200
（税込6696）

ラングドック地方マカブー（オレンジワイン）
ジヴリ クロ ド ラ ロッシュ

マッス

Givry "Clos de la Roch"

Masse

2016 ¥7,500
（税込8100）

ブルゴーニュ地方シャルドネ
アルザス ゲヴェルツトラミネール ツェレンベルク

マルク テンペ

Alsace Gewurztraminer" Zellenberg "

Marc Tempé

2013 ¥8,000
（税込8640）

アルザス地方ゲヴェルツトラミネール
サンセール レ ピエリ

ロジェ シャンポー

Sancerre " Les Pierries "

Roger Champault

2016 ¥8,200
（税込8856）

ロワール地方ソーヴィニョンブラン

ペルナン ヴェルジュレス

ジャニアール

Pernand-Vergelesses

F.Jeanniard

2013 ¥8,300
（税込8964）

ブルゴーニュ地方シャルドネ
サントネー プルミエ クリュ ボールペール

ドゥメセ

Santenay 1er cru " Beaurepaire "

Demessey

2005 ¥9,500
（税込10260）

ブルゴーニュ地方シャルドネ
レキリブリスト

シルヴァン ボック

l'Equlibriste

Sylvain Bock

2013 ¥9,500
（税込10260）

ローヌ地方シャルドネ

フルール ドゥ サヴァニャン

ラベ

fleur de savagnin

Labet
ジュラ地方サヴァニャン

2014 ¥5,400
（税込5832）

ロワール地方シュナンブラン

デュ

2017 ¥5,400
（税込5832）

ブルゴーニュ地方シャルドネ

コート

2017 ¥5,000

2014 ¥9,500
（税込10260）

Bourgogne Blancs
ブルゴーニュ白
シャブリ サント クレール

ジャンマルク ブロカール

Chablis " Sainte Claire "

Jean-Marc Brocard

2017 ¥5,400
（税込5832）

マコン ヴィラージュ テール ドゥ ピエール

ベルジュ

Mâcon-Villages " Terres de Pierres "

Verget

2016 ¥5,500
（税込5940）

ジヴリ クロ ド ラ ロッシュ

マッス

Givry "Clos de la Roch"

Masse

2016 ¥7,500
（税込8100）

ペルナン ヴェルジュレス

ジャニアール

Pernand-Vergelesses

F.Jeanniard

2013 ¥8,300
（税込8964）

サントネー プルミエ クリュ ボールペール

ドゥメセ

Santenay 1er cru " Beaurepaire "

Demessey

2005 ¥9,500
（税込10260）

ブルゴーニュ クロ デ モンメイ

ミシュロ

Borgogne " Clos de Montmeix" monopole

Michelot

2014 ¥10,000
（税込10800）

マコン ヴェルゼ

ルフレーヴ

Mâcon-Verzé

Leflaive

2014 ¥10,000
（税込10800）

ボーヌ クロ デ モーシュ

シャンソン

Beaune " Clos des Mouches "

Chanson

2011 ¥11,000
（税込11880）

ムルソー

ルー ペール エ フィス

Meursault

Roux Père & Fils

2014 ¥12,000
（税込12960）

ペルナン ヴェルジュレス プルミエ クリュ イル デ ヴェルジュレス

シャンドン ドゥ ブリアイユ

Pernand-Vergelesses 1er cru "Île des Vergelesses"Chandon de Briailles

2004 ¥13,500
（税込14580）

サントーバン プルミエクリュ ムルジェ デ デン ドゥ シェン

ジャン シャルトロン

Saint-Aubin 1er cru " Murgers des Dents de Chien "Jean Chartron

2011 ¥13,800
（税込14904）

シャサーニュ

モンラッシェ プルミエ クリュ レ アンブラゼ

ヴァンサン エ ソフィー モレ

Chassagne Montrachet 1er cru Les Embrazées 1er cru Vincent Morey & Sophie

2010 ¥14,500
（税込15660）

シャサーニュ

モンラッシェ ル ディヴァン

ラブレ ロワ

Chassagne Montrachet "Le Divin"

Labourè Roi

2011 ¥14,500
（税込15660）

シャサーニュ

モンラッシェ

プルミエ クリュ

Chassagne Montrachet 1er cru

ルイ ラトゥール

Louis Latour

2001 ¥14,800
（税込15984）

シャブリ グラン クリュ ヴァルミュール

ジャン ポール ドルーアン

Chablis Grand Cru" Valmur "

Jean Paul Droin

2004 ¥15,000
（税込16200）

シャサーニュ

モンラッシェ

プルミエ クリュ レ カイユレ

Chassagne Montrachet 1er cru " Les Caillerets "

ピエール イヴ コラン モレイ

Pierre-Yves Colin-Morey

2009 ¥16,000
（税込17280）

サントーバン プルミエクリュ レ シャルモワ

ジャン マルク モレイ

Saint-Aubin 1er cru " Les Charmois "

Jean-Marc Morey

2011 ¥16,000
（税込17280）

シャブリ

グラン

クリュ

ヴォーデジール

Chablis Grand cru "Vaudésir"

ウィリアム フェーブル

William Fevre

2007 ¥16,000
（税込17280）

マコン ピエルクロ トリ ドゥ シャヴィーニュ

ギュファン エナン

Macon-Pierreclos " Tri de chavigne "

Guffens Heynen

2010 ¥16,000
（税込17280）

ピュリニー

モンラッシェ ヴィエイユ ヴィーニュ

Puligny Montrachet V.V

ニコラ ポテル

Nicolas Potel

2006 ¥17,000
（税込18360）

ピュリニー

モンラッシェ

Puligny Montrachet

アンリ ボワイヨ

Henri Boillot

2011 ¥18,000
（税込19440）

シャブリ グラン クリュ ブーグロ

ジャンマルク ブロカール

Chblis Grand cru " Bougros "

Jean-Marc Brocard

2014 ¥18,000
（税込19440）

シャサーニュ

モンラッシェ

Chassagne Montrachet

ガニアール ドラグランジュ

Gagnard-Delagrange

2013 ¥20,000
（税込21600）

ムルソー サントノー

マルキ ダンジェルヴィーユ

Meursault Santenots

Marquis D'Angerville

2014 ¥22,000
（税込23760）

マコン ヴィラージュ

ルロワ

Mâcon-Village

Leroy(maison)

2001 ¥22,000
（税込23760）

ニュイ サン ジョルジュ プルミエ クリュ ペリエール

アンリ グージョ

Nuits-St-Georges 1er cru " Perrière "

Henri Gouges

2005 ¥23,000
（税込24840）

ピュリニー

モンラッシェ プルミエ クリュ フォラティエール

Puligny Montrachet 1er cru " Folatieres "

ヴァンサン ジラルダン

Vincent Girardin

2011 ¥24,000

（税込25920）
シャサーニュ

モンラッシェ

プルミエ クリュ シャン ガン

Chassagne Montrachet 1er cru " Champs Gains "

マルク コワン

Marc Colin

2007 ¥24,500
（税込26460）

ムルソー

プルミエ

クリュ

カイユレ

Meursault 1er Cru "Caillerets"

ラトゥール ジロー

Latour Giraud

2005 ¥26,000
（税込28080）

ムルソー

プルミエ

クリュ

シャルム デュサス

Meursault 1er Cru " Charmes Dussus "

シャトー ドゥ ムルソー

Ch, de Meursault

2015 ¥26,000
（税込28080）

シャブリ プルミエ クリュ フォレ

フランソワ ラヴノー

Chablis 1er cru "Forêt"

François Reveneau

2014 ¥26,000
（税込28080）

シャサーニュ

モンラッシェ

ルロワ

Chassagne Montrachet

Leroy(maison)

2009 ¥28,000
（税込30240）

ピュリニー

モンラッシェ プルミエ クリュ レ ルファール

Puligny Montrachet 1er cru Les Referts

ルイ キャリオン

Louis Carillon & Fils

2006 ¥28,000
（税込30240）

ピュリニー

モンラッシェ プルミエ クリュ レ ペリエール

Puligny Montrachet 1er cru " Les Perrières "

ルイ キャリオン

Louis Carillon & Fils

2003 ¥29,000
（税込31320）

コルトン シャルルマーニュ

ボヌー デュ マルトレ

Corton-Charlemagne

Bonneau du Martray

2001 ¥29,000
（税込31320）

ムルソー

コント

ラフォン

Meursault

Comtes Lafon

2009 ¥30,000
（税込32400）

コルトン シャルルマーニュ

ボヌー デュ マルトレ

Corton-Charlemagne

Bonneau du Martray

1997 ¥32,000
（税込34560）

ムルソー

プルミエ

クリュ

シャルム

Meursault 1er Cru Charmes

ルロワ

Leroy(maison)

1999 ¥32,000
（税込34560）

ピュリニー

モンラッシェ プルミエ クリュ レ ピュセル

Puligny Montrachet 1er cru " Les Pucelles "

ルフレイヴ

Leflaive

2011 ¥39,000
（税込42120）

ピュリニー

モンラッシェ プルミエ クリュ レ ピュセル

Puligny Montrachet 1er cru " Les Pucelles "

ルフレイヴ

Leflaive

2009 ¥46,000
（税込49680）

バタール

モンラッシェ

Batard Montrachet

アンリ ボワイヨ

Henri Boillot

2006 ¥49,000

（税込52920）
ムルソー

コシュ デュリ

Meursault

Coche Dury

2012 ¥52,000
（税込56160）

バタール

モンラッシェ

エチエンヌ ソゼ

Batard Montrachet

Etienne Sauget

2010 ¥58,000
（税込62640）

バタール

モンラッシェ

エチエンヌ ソゼ

Batard Montrachet

Etienne Sauget

2000 ¥63,000
（税込68040）

ムルソー ペリエール

コント

ラフォン

Meursault Perrière

Comtes Lafon

2000 ¥68,000
（税込73440）

Vin Blancs autres
ブルゴーニュ以外の白ワイン
こちらの価格は税別となります
コート カタラン カディルット

ジャン マルク ラファージュ

I.G.P Côtes Catalanes " CADIRETA "

Jean Marc Lafage

（税込4860）

ラングドック地方シャルドネ
ヴァントゥー

フォンドレッシュ

Ventoux

Fondreche

2016 ¥4,700
（税込5076）

コート・デュ・ローヌ地方グルナッシュブラン、ヴィオニエ主体
アヴァリュス シャルドネ

ル・セリエ・シャルルマーニュ

V.d.pay d'oc AVARVS Chardonnay

le Cellier Charlemagne

2017 ¥5,000
（税込5400）

ラングドック地方シャルドネ
ソーミュール ラルディル

ドメーヌ デ ギュイヨン

Saumur "L'Ardile"

Domaine des Guyons

2014 ¥5,400
（税込5832）

ロワール地方シュナンブラン
ル ジ ドゥ シャトー ギロー

ボルドー ブラン セック

Le "G" de château Guiraud

Bordeaux Blanc sec

2017 ¥5,500
（税込5940）

ボルドー地方ソーヴィニョンブラン、セミヨン
ラ ジャヴァ デ ザントルフォー

デ ザントルフォー

la Java des Entrefaux

des Entrefaux

2017 ¥5,800
（税込6264）

コート・デュ・ローヌ地方ヴィオニエ
コート カタラン アガヴ

ドメーヌ デ バルモット

I.G.P Côtes Catalanes " Les Agaves "

Domaine des Balmottes

2017 ¥6,200
（税込6696）

ラングドック地方マカブー（オレンジワイン）
アルザス ゲヴェルツトラミネール ツェレンベルク

マルク テンペ

Alsace Gewurztraminer" Zellenberg "

Marc Tempé

アルザス地方ゲヴェルツトラミネール

2016 ¥4,500

2013 ¥8,000
（税込8640）

サンセール レ ピエリ

ロジェ シャンポー

Sancerre " Les Pierries "

Roger Champault

（税込8856）

ロワール地方ソーヴィニョンブラン
レキリブリスト

シルヴァン ボック

l'Equlibriste

Sylvain Bock
コート

デュ

2016 ¥8,200

2013 ¥9,500
（税込10260）

ローヌ地方シャルドネ

フルール ドゥ サヴァニャン

ラベ

fleur de savagnin

Labet

2014 ¥9,500
（税込10260）

ジュラ地方サヴァニャン
アルザス グラン クリュ アルテンベク ドゥ ベルクハイム

マルセル ダイス

Alsace Grand cru " Altenberg de Bergheim "

Marcel Deiss

2001 ¥21,000
（税込22680）

アルザス地方ピノブラン・ピノグリ・リースリング等１３品種
コート カタラン クンム ジネスト

ドメーヌ ごビー

V.de pays des Côtes Catalanes"Coume Gineste"

Domaine Gauby

2000 ¥23,000
（税込24840）

ラングドック地方グルナッシュブラン、グルナッシュグリ

Vin Rouge
お手頃赤ワイン
こちらの価格は税別となります
セレクション カベルネ ソーヴィニョン

ル グラン ドゥ ガサック

Sélection Cabernet Sauvignon

Le Grand de Gassac

ラングドック地方

（税込4536）

カベルネソーヴィニヨン

グロロー

テール ダルドワーズ

Grolleau

Terre d'Ardoise

カオール

クロ シギエ

Cahor

Clos Siguier

2015 ¥4,600
（税込44968）

南西地区オーセロワ
シャトー ラモット ヴァンサン

ボルドー シュペシュール

Ch,Lamothe Vincent

Bordeaux Superieur

2015 ¥4,700
（税込5076）

ボルドー地方カベルネソーヴィニョン・メルロー
キュヴェ ドミニク カベルネ ソーヴィニョン

クロ サン ジョルジュ

Cuvee Dominique Cabernet Sauvignon

Clos Saint Georges

2007 ¥5,500
（税込5940）

カベルネソーヴィニヨン

ブルゴーニュ

ジョセフ ドルーアン

Bourgogne

Joseph Drouhin

2016 ¥5,800
（税込6264）

ブルゴーニュ地方ピノノワール
シャトー グリヴィエール

メドック

Ch,Gribière

Médoc

ボルドー地方

2016 ¥4,500
（税込4860）

ロワール流域地方グロロー

コート・デュ・ルーション地方

2016 ¥4,200

2009 ¥5,800
（税込6264）

カベルネソーヴィニヨン主体

ブルゴーニュ オート コート ドゥ ニュイ

クルティエ セレクション

Bourgogne Hautes Côtes de Nuit

Courtier Selection

2009 ¥7,000
（税込7560）

ブルゴーニュ地方ピノノワール
コトー デュ ラングドック ポ・ダンヌ

オトゥール ド ランヌ

Coteaux du Languedoc "Pot d'Anne"

Autour de L'Anne

2015 ¥7,200

ロワール/ラングドック地方

（税込7776）

サンソー

シャトー ジョアナン ベコ

カスティリオン コート ドゥ ボルドー

Ch,Joanin Bécot

Castillon Côtes de Bordeaux

2011 ¥7,500
（税込8100）

ボルドー地方メルロー主体
ジヴリ プルミエ クリュ ラ ブリュレ

マッス

Givry 1er cru " La Brûlée "

Masse

2016 ¥7,500
（税込8100）

ブルゴーニュ地方ピノノワール
モルゴン

アンソニー テヴネ

Morgon

Anthony Thevenet

2014 ¥7,500
（税込8100）

ブルゴーニュ地方ガメイ
シャトー カプベルン ガスクトン

サンテステフ

Ch, Capbern Gasquton

Saint-Estephe

2004 ¥7,500
（税込8100）

ボルドー地方カベルネソーヴィニョン主体
カオール

シャトー ラグレゾット

Cahor

Ch,Lagrezotte

2005 ¥7,800
（税込8424）

南西地方オーセロワ
シャトー シマール

サンテ ミリオン

Ch. Simard

Saint-Émilion

1996 ¥9,000
（税込9720）

ボルドー地方メルロー主体

Bourgogne Rouge autres
ブルゴーニュその他
こちらの価格は税別となります
ブルゴーニュ ピノノワール

ジョセフ ドルーアン

Bourgogne Pinot Noir

Joseph Drouhin

2016 ¥5,800
（税込6264）

ブルゴーニュ オート コート ドゥ ニュイ

クルティエ セレクション

Bourgogne Hautes Côtes de Nuit

Courtier Selection

2009 ¥7,000
（税込7560）

ジヴリ プルミエ クリュ ラ ブリュレ

マッス

Givry 1er cru " La Brûlée "

Masse

2016 ¥7,500
（税込8100）

ブルゴーニュ

メオ カミュゼ

Bourgogne Rouge

Meo Camuzet Freur et soure

2008 ¥9,800
（税込10584）

メルキュレ

ヴァンサン デュルイル ジャンティア

Mercurey

Vincent Dureuil-Janthial

2009 ¥12,000
（税込12960）

ヴォルネイ

ルシアン ボワイヨ

Volnay

Lucien Boillot

2012 ¥12,000
（税込12960）

ペルナン ベルジュレス

フィリップ シャルロパン

Pernand-Vergelesses

Philippe Charlopin

2012 ¥13,000
（税込14040）

フィッサン

モンジャール ミュニュレ

Fixin

Mongeard-Mugneret

2013 ¥14,000
（税込15120）

ヴォルネイ プルミエ クリュ カレル スー ラ シャペル

イヴォン クレルジュ

Volnay 1er cru " Carelle Sons la Chapelle "

Yvon Clerget

2007 ¥14,000
（税込15120）

ヴォルネイ プルミエクリュ シャンパン

ガニアール ドラグランジュ

Volnay 1er cru " Champans "

Gagnard-Delagrange

2013 ¥15,000
（税込16200）

コルトン

ルイ ラトゥール

Corton

Louis Latour

2004 ¥15,000
（税込16200）

ポマール

ミシェル アルクラン

Pomard

Michel Arcelain

2001 ¥15,800
（税込17064）

ボーヌ

ミッシェル ゴヌー

Beaune

Michel Gaunoux

2009 ¥16,000
（税込17280）

ボーヌ モントルムノ

ミュシー

Beaune-Montremenots 1er cru

Mussy

1999 ¥16,000
（税込17280）

ヴォルネイ プルミエクリュ

ジョルジュ リニエ

Volnay 1er cru

Georges Lignier

2007 ¥16,000
（税込17280）

シャサーニュモンラッシェ

プルミエクリュ

クロサン・ジャン

Chassane-Montrachet 1er cru " Clos Saint-Jean "

アミオ ギイ エ フィス

Amiot Guy et Fils

2010 ¥17,000
（税込18360）

ボーヌ キュヴェ ニコラ ロラン

オスピス ドゥ ボーヌ

Beaune " Cuvee Nicolas Rolin"

Hospices de Beaune

1997 ¥18,000
（税込19440）

ヴォルネイ プルミエクリュ テイルピエド

マルキ ダンジェルヴィーユ

Volnay 1er cru " Taillepieds "

Marquis D'Angerville

2012 ¥18,000
（税込19440）

ムルソー カイユレ

ルイ ジロー

Meursault " Caillerets "

Louis Giraud

2005 ¥19,000
（税込20520）

ペルナン ヴェルジュレス プルミエ クリュ イル デ ヴェルジュレス

ラペ

Pernand-Vergelesses 1er cru "Île des Vergelesses"Rapet

1999 ¥21,000
（税込22680）

アロース コルトン

モアイアール

Aloxe Corton

Moillard

1979 ¥24,000
（税込25920）

ペルナン ベルジュレス

モアイアール

Pernand-Vergelesses

Moillard

1974 ¥24,000
（税込25920）

ボーヌ サン ヴィーニュ

パトリアーシュ

Beaune Cent Vignes

Patriarche

1978 ¥24,000
（税込25920）

クロ ドゥ ヴージョ

ジャン タルディ

Clos de Vougeot

Jean Tardy

2003 ¥25,000
（税込27000）

サントネイ プルミエクリュ グラヴィエール

ルモワスネ

Santenay 1er cru " Gravieres "

Remoissenet

1976 ¥28,000
（税込30240）

ポマール クロ デ ゼプノー

コント アルマン

Pomard " Clos des Epeneaux " monopole

Comte Armand

1996 ¥29,000
（税込31320）

ヴォルネイ プルミエクリュ サントノ デュ

ミリュー

Volnay 1er Cru Santenots du Milieu

コントラフォン

Comtes Lafon

2003 ¥34,000
（税込36720）

ヴォルネイ プルミエクリュ サントノ デュ

ミリュー

Volnay 1er Cru Santenots du Milieu

コントラフォン

Comtes Lafon

2005 ¥38,000
（税込41040）

Gevry-Chambertin
ジュヴレ

シャンベルタン
こちらの価格は税別となります

ジュヴレ シャンベルタン

デュロシュ

Gevrey-Chambertin

Duroche

2014 ¥12,000
（税込12960）

ジュヴレ シャンベルタン

ルイ ボワイヨ

Gevrey-Chambertin

Louis Billot

2015 ¥13,500
（税込14580）

ジュヴレ シャンベルタン

カミュ

Gevrey-Chambertin

Camus

2009 ¥14,800
（税込15984）

ジュヴレ シャンベルタン テヌ ブランシュ

シャルロパン パリゾ

Gevrey-Chambertin " Tenes Blanche "

Charlopin Parizot

2015 ¥18,500
（税込19980）

ジュヴレ シャンベルタン

ドゥニ モルテ

Gevrey-Chambertin

Denis Mortet

2010 ¥19,000
（税込20520）

ジュヴレ シャンベルタン レ カルージョ

フランソワ トラペ

Gevrey-Chambertin " Les Carougeots "

Francois Trapet

2007 ¥19,500
（税込21060）

ジュヴレ シャンベルタン

ブリューノ ドザネイ ビジー

Gevrey-Chambertin

Bruno Desaunay-Bissey

2010 ¥20,000
（税込21600）

ジュヴレ シャンベルタン

ジャン ラフェ

Gevrey-Chambertin

Jean Raphet

1999 ¥25,000
（税込27000）

ジュヴレ シャンベルタン

クロード デュガ

Gevrey-Chambertin

Claude Dugat

2015 ¥26,000
（税込28080）

ジュヴレ シャンベルタン

ジャン ルイ トラペ

Gevrey-Chambertin

Jean-Louis TRAPER

2002 ¥26,000
（税込28080）

ジュヴレ シャンベルタン

ドゥニ モルテ

Gevrey-Chambertin

Denis Mortet

2015 ¥27,000
（税込11880）

ジュヴレ シャンベルタン キュヴェ クール ド ロワ ヴィエイユ ヴィーニュ
デュガピィ

Gevrey-Chambertin " Cuvée Coeur de Roy " V.V.

Dugat-py

2011 ¥27,000
（税込29160）

ジュヴレ シャンベルタン

クロード デュガ

Gevrey-Chambertin

Claude Dugat

2008 ¥28,000
（税込30240）

ジュヴレ シャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ

セラファン

Gevrey-Chambertin Vieille Vigne

Sérafin

2001 ¥30,000
（税込32400）

マジ シャンベルタン

アルマン ルソー

Mazy Chambertin

Armand Rousseau

2009 ¥34,000
（税込36720）

シャンベルタン クロ ド ベーズ

ピエール ジュラン

Chambertin Clos de Bèze

Pierre Gelin

2007 ¥35,000
（税込37800）

ジュヴレ シャンベルタン プルミエクリュ レ コルボー

セラファン

Gevrey-Chambertin 1er cru "Les Corbeaux"

Sérafin

2013 ¥42,000
（税込45360）

シャンベルタン

ジャン ルイ トラペ

Chambertin

Jean-Louis TRAPER

2007 ¥43,000
（税込46440）

ジュヴレ シャンベルタン プルミエクリュ レ カゼティエ

セラファン

Gevrey-Chambertin 1er cru "Les Cazetiers"

Sérafin

2013 ¥48,000
（税込51840）

Morey-St-Denis Chambolle-Musigny
モレ・サン・ドニ

シャンボール・ミュジニー
こちらの価格は税別となります

シャンボル ミュジニー

ルー ペール エ フィス

Chambolle-Musigny

Roux Père & Fils

2012 ¥11,000
（税込11880）

モレ サン ドニ

ジョルジュ リニエ

Morey-Saint-Denis

Georges Lignier

2010 ¥13,500
（税込14580）

モレ サン ドニ

レア セレクション

Morey-Saint-Denis

Léa Seléction

2000 ¥14,000
（税込15120）

シャンボル ミュジニー

アンヌ フランソワーズ グロ

Chambolle-Musigny

A.-F.Gros

2011 ¥15,000
（税込16200）

シャンボル ミュジニー

リニエ ミシュロ

Chambolle-Musigny

Lignier Michelot

2015 ¥17,000
（税込18360）

シャンボル ミュジニー

ユドロ ノエラ

Chambolle-Musigny

Hudelot Noellat

2011 ¥17,000
（税込18360）

シャンボル ミュジニー ヴィエイユ ヴィーニュ

ジョンテ パンショ

Chambolle-Musigny V.V.

Geantet Pansiot

2006 ¥18,500
（税込19980）

モレ サン ドニ プルミエクリュ シャルム

リニエ ミシュロ

Morey Saint Denis 1er cru " Charmes "

Lignier Michelot

2005 ¥26,000
（税込28080）

モレ サン ドニ プルミエクリュ

ミッシェル マニャン

Morey Saint Denis 1er cru

Michel Magnien

1988 ¥27,000
（税込29160）

シャンボル ミュジニー

プルミエクリュ

レサンティエ

Chambolle-Musigny 1er cru " Les Sentiers"

ロベール グロフィエ

Robert Groffier

2013 ¥33,000
（税込35640）

モレ サン ドニ プルミエクリュ クロ ド ラ ブジエール

ジョルジュ ルーミエ

Morey Saint Denis 1er cru " Clos de la Bussiere"

Georges Roumier

2003 ¥34,000
（税込36720）

シャンボル ミュジニー

コント ジョルジュ ド ヴォギュエ

Chambolle-Musigny

Conte Georges de VOGUÉ

2011 ¥38,000
（税込41040）

ボンヌマール

フィリップ シャルロパン パリゾ

Bonnes-Mares

Philippe Charlopin-Parizot

2010 ¥40,000
（税込43200）

シャンボル ミュジニー

プルミエクリュ

コント ジョルジュ ド ヴォギュエ

Chambolle-Musigny 1er cru

Conte Georges de VOGUÉ

2003 ¥48,000
（税込51840）

クロ ヴージョ ミュジニ

グロ フレール エ スール

Clos Vougeot Musigni

Gros Frère et Soeur

2009 ¥49,000
（税込52920）

シャンボル ミュジニー

プルミエクリュ

レクラ

Chambolle-Musigny 1er cru " Les Cras"

G.ルーミエ

G.Roumier

2011 ¥56,000
（税込60480）

ミュジニー

コント ジョルジュ ド ヴォギュエ

Musigny

Conte Georges de VOGUÉ

2008 ¥70,000
（税込75600）

シャンボル ミュジニー

プルミエクリュ

レクラ

Chambolle-Musigny 1er cru " Les Cras"

G.ルーミエ

G.Roumier

1995 ¥86,000
（税込92880）

Vosne-Romanée
ヴォーヌ・ロマネ
こちらの価格は税別となります
ヴォーヌ ロマネ

フォレ ペール エ フィス

Vosne-Romanée

Forey père & Fils

2009 ¥17,000
（税込17820）

ヴォーヌ ロマネ

ベルナール マルタン ノブル

Vosne-Romanée

B.Martin-Noble

2006 ¥18,000
（税込17820）

ヴォーヌ ロマネ

メオ カミュゼ

Vosne-Romanée

Domaine Méo-Camuzet

2012 ¥22,000
（税込17820）

ヴォーヌ ロマネ ヴィラージュ

ドメーヌ ドゥ ラルロー

Vosne-Romanée Village

Domaine de L'Arlot

2010 ¥18,000
（税込17820）

ヴォーヌ ロマネ オート マジエール ヴィエイユ ヴィーニュ

ブリュノ クァヴリエ

Vosne-Romanée "Hautes Maizieres" V.V.

Bruno Clavelier

2005 ¥23,000
（税込17820）

ヴージョ クロ デュ プリウレ

ヴォージュレイ

Vougeot " Clos du Prieuré "

Vougeraie

2002 ¥23,000
（税込17820）

エシェゾー

フィリップ シャルロパン パリゾ

Echezeaux

Philippe Charlopin-Parizot

2011 ¥28,000
（税込17820）

リシェブル

グロ フレール エ スール

Richebourg

Gros Frère et Soeur

2010 ¥53,000
（税込17820）

Nuits-Saint-Georges
ニュイ・サン・ジョルジュ
こちらの価格は税別となります
ニュイ

サンジョルジュ ポワセ

ロベール アルノー

Nuits Saint Georges "Poisets"

Robert Arnoux

2006 ¥16,500
（税込17820）

ニュイ

サンジョルジュ ヴィエイユ ヴィーニュ

ファブリス ヴィゴ

Nuits Saint Georges V.V.

Fabrice Vigot

2005 ¥16,500
（税込17820）

ニュイ

サンジョルジュ レ グランド ヴィーニュ

Nuits Saint Georges " Les Grandes Vignes "

ダニエル リオン

Daniel Rion

2014 ¥16,500
（税込17820）

ニュイ

サンジョルジュ

プルミエクリュ

アンリ グージョ

Nuits Saint Georges 1er cru

Henri Gouges

2013 ¥17,000
（税込18360）

ニュイ

サンジョルジュ

プルミエクリュ レ シャイオ

Nuits Saint Georges 1er cru " Les Chaigots"

アンリ グージョ

Henri Gouges

2013 ¥21,000
（税込22680）

ニュイ

サンジョルジュ

プルミエクリュ レ シェーヌ カルトー

アンリ グージョ

Nuits Saint Georges 1er cru "Les chênes carteauxHenri
" Gouges

2013 ¥22,000
（税込23760）

ニュイ サン ジョルジュ

ジャック カシュー

Nuits-saint-Georges

Jacque cacheux

1983 ¥22,000
（税込23760）

ニュイ サン ジョルジュ

フォレ ペール エ フィス

Nuits-Saint-Georges (1,500ml)

Forey Père & Fis

2011 ¥23,000
（税込24840）

ニュイ

サンジョルジュ

プルミエクリュ クロ デ ポレ サンジョルジュアンリ グージョ

Nuits Saint Georges 1er cru "Clos des porrets St-Georges"

Henri Gouges

2013 ¥24,000
（税込25920）

ニュイ

サンジョルジュ

プルミエクリュ クロ デ ポレ サンジョルジュアンリ グージョ

Nuits Saint Georges 1er cru "Clos des porrets St-Georges"

Henri Gouges

2010 ¥25,000
（税込27000）

Bordeaux Rouges
ボルドー赤
こちらの価格は税別となります
シャトー ジョアナン ベコ

カスティリオン コート ドゥ ボルドー

Ch,Joanin Bécot

Castillon Côtes de Bordeaux

2011 ¥7,500
（税込8100）

シャトー カプベルン ガスクトン

サンテステフ

Ch, Capbern Gasquton

Saint-Estephe

2004 ¥7,500
（税込8100）

シャトー シマール

サンテミリオン

Ch. Simard

Saint-Émilion

1996 ¥9,000
（税込9720）

シャトー ドゥ シャンブリュ

ラランド ドゥ ポムロール

Ch, de Chambrun

Lalande de Pomrol

2011 ¥9,400
（税込10152）

シャトー ポタンサック

メドック

Ch,Potensac

Médoc

2008 ¥12,000
（税込12960）

シャトー ボーセジュール ベコ

サンテ ミリオン

Ch.Beau-Séjour Bécot

Saint-Émilion

2011 ¥16,000
（税込17280）

レゼルヴ ドゥ ラ コンテス

ポイヤック

Reserve de la Comtesse

Pauillac

2011 ¥16,000
（税込17280）

シャトー ラ クースポード

サンテ ミリオン

Ch.La Couspaude

Saint-Émilion

1998 ¥18,000
（税込19440）

シャトー グリュオ ラローズ

サンジュリアン

Ch.Gruaud Larose

Saint-Julien

2012 ¥19,000
（税込20520）

シャトー ディッサン

マルゴー

Ch,D'issan

Margeux

1978 ¥21,000
（税込22680）

シャトー モンブスケ

サンテ ミリオン

Ch,Monbousquet

Saint-Émilion

1990 ¥22,000
（税込23760）

シャトー フォンブラージュ

サンテ ミリオン

Ch,Fombrauge

Saint-Émilion

1989 ¥22,000
（税込23760）

シャトー ブラネール デュクリュ

サンジュリアン

Ch. Branaire-Ducru

Saint-Julien

1983 ¥24,000
（税込25920）

クロ デュ マルキ

サン・ジュリアン

Clos du Marquis

St-julien

1995 ¥24,000
（税込25920）

シャトー ピション ロングヴィル バロン

ポイヤック

Ch. Pichon Longueville Baron

Pauillac

1994 ¥24,000
（税込25920）

シャトー コスデストゥルネル

サンテステフ

Ch. Cos d'Estournel

Saint-Estéphe

1993 ¥24,000
（税込25920）

シャトー ピション ロングヴィル コンテス ドゥ ラランド

ポイヤック

Ch. Pichon Longueville Comtesses de lalande

Pauillac

1986 ¥26,500
（税込28620）

シャトー フィジャック

サンテ ミリオン

Ch. Figeac

Saint-Émilion

2006 ¥32,000
（税込34560）

シャトー トロタノワ

ポムロール

Ch. Trotanoy

Pomrol

1994 ¥32,000
（税込34560）

シャトー フィジャック

サンテ ミリオン

Ch. Figeac

Saint-Émilion

1996 ¥35,000
（税込37800）

ル クラランス ドゥ オーブリオン

グラーヴ

Le Clarence de Haut-Brion

Graves

2008 ¥48,000
（税込51840）

Côtes du Rhône Rouges
コート

デュ

ローヌ
こちらの価格は税別となります

コート デュ ローヌ

シャルヴァン

Côtes du Rhône

Charvin

2007 ¥9,000
（税込9700）

クローズ エルミタージュ キュヴェ ガビー

コロンビエ

Crozes-Hermitage " Cuvée Gaby"

Colombier

2005 ¥11,000
（税込11880）

シャトーヌフ・デュ・パプ プレスティジュ

ロジエ サボン

Châteauneuf-du-Pape "Prestige"

Roger Sabon

2011 ¥11,000
（税込11880）

エルミタージュ

ジャン ルイ シャーヴ セレクション

Hermitage

Jean Louis Chave selection

2011 ¥14,000
（税込15120）

