
 

 

≪GlassWine グラスワイン≫ 
 

 

＜Apéritif Maisonペリニィヨン オリジナル食前酒＞ 
・Madame Céline                                                 ￥2,200 

マダム セリーヌ 

シャンパーニュ＋「オレンジ・カシス・フランボワーズリキュール」のブレンド 

 

＜スパークリングワイン sparklingwine＞ 

・Cremant de Loire ・・・Domaine de Terrebrune                    ￥1,650 
クレマン ド ロワール ／ ドメーヌ ド テールブリュンヌ ・・・ フランス ロワール 

シャンパーニュと同様に瓶内二次発酵で造られるスパークリングワイン。 

 

＜シャンパーニュ Champagne＞ 

・Francis Orban Cuvee Brut Reserve V. V                     ¥ 2,200 
フランシス オルバン キュヴェ ブリュット レゼレヴ ヴィエイユ ヴィーニュ ・・・ フランス シャンパーニュ 

有名大手メゾンも購入される、優良畑”ヴェルジニー”のブドウ（ﾋﾟﾉ・ﾑﾆｴ 100％）を使ったブランドノワール 

 

 

＜白ワイン Vin Blanc ＞ 
・Riesling Sophie Schaal 2021 ・・・Julien Schaal                    ￥1,650 
リースリング･ソフィー･シャール ／ ジュリアン･シャール ・・・ フランス アルザス 

オレンジ、ライム、トロピカルフルーツ等、豊かなアロマ。 

口中には、しなやかなミネラルと酸が非常にバランス良く広がります。 

 

・Le Bouquet Sauvignon Blanc 2020 ・・・Maison Laporte          ￥1,650 

ル・ブーケ・ソーヴィニヨン・ブラン ／ メゾン・ラポルト  ・・・ フランス ロワール 
ソーヴィニヨン・ブラン 100％ ロワール地方の銘醸地サンセールで、1850年より続く老舗メゾンです。 

 

＜赤ワイン Vin Rouge＞ 
・Coteaux Bourguignons Pinot Noir 2019                  ￥1,650 
・・・Domaine Michel Magnien 

コトー ブルギニヨン ピノ・ノワール ／ ドメーヌ ミシェル マニャン ・・・ フランス ブルゴーニュ 

一部、村名の高品質なピノ・ノワールを使用した、優しい果実味と華やかなアロマを持つ上品なワイン 

 

・Chateau Gadet Terrefort 2016 ・・・Cru Artisan               ￥1,650 
シャトー ガデ テールフォール ／ クリュアルチザン ・・・ フランス ボルドー 

2006年に,新しくメドック地区の格付けとなった”クリュアルチザン” 注目格付けのシャトー 

 

＜甘口 白ワイン Vin Doux＞ 
・Coteaux du Layon 2018 ・・・Domaine de Terrebrune               ￥1,650 
コトー デュ レイヨン ／ ドメーヌ･ド･テールブリュンヌ ・・・ フランス ロワール  

甘口貴腐ワイン シュナン・ブラン 100％ 

アカシアや蜂蜜のアロマ、フルーツやミネラルを感じさせる、豊かでたっぷりとした余韻が特長 

 

 

 

 

 
 (全て税込表記でございます) 

 

 



 

≪Champagnes & sparklingwine≫ 
シャンパーニュ＆スパークリングワイン 

 

＜スパークリングワイン sparklingwine＞ 

・Cremant de Loire ・・・Domaine de Terrebrune                 ¥ 11,000 
クレマン ド ロワール ／ ドメーヌ ド テールブリュンヌ 

シャンパーニュと同様に瓶内二次発酵で造られるスパークリングワイン。 

 

＜シャンパーニュ Champagne＞ 

・Cuvee Brut Reserve V. V ・・・Francis Orban                  ¥ 13,200 
フランシス オルバン キュヴェ ブリュッ レゼレヴ ヴィエイユ ヴィーニュ 

有名大手メゾンも購入される、優良畑”ヴェルジニー”のブドウ（ﾋﾟﾉ・ﾑﾆｴ 100％）を使ったブランドノワール 

 

 

・Royale Reserve Brut ・・・Philipponnat                          ¥ 19,800 

フィリポナ ロワイヤル レゼルブ ブリュット 

16代続くシャンパーニュの名門「シャンパーニュ・フィリポナ」 

最高品質の完熟したブドウを使用し、しっかりとした骨格、余韻が長くバランスがパーフェクト 

 

・Royale Reserve Rose Brut ・・・Philipponnat                  ¥ 24,200 

フィリポナ ロワイヤル レゼルヴ ロゼ ブリュット 

上質な黒ブドウが生み出されるマルイユ・シュル・アイ村のピノ・ノワールで造る赤ワイン 

をブレンドした、ロゼシャンパーニュ 

 

・Grand Blanc 2011 ・・・Philipponnat                          ¥ 30,000 

フィリポナ グラン ブラン 

最良の環境で育つシャルドネから造られるフィリポナの中では勇逸のシャルドネ 100％で造る 

ブラン・ド・ブラン。 

 

・Clos des Goisses 2011 ・・・Philipponnat                       ¥ 60,000 

フィリポナ クロ デ ゴワス 

シャンパンメゾンでは、2社のみの希少なモノポール（単独所有）畑で造るレアシャンパーニュ 

シャンパーニュのロマネ・コンティ」と称えられる唯一無二のシャンパーニュ 

 

・Dom Pérignon 2012 ・・・Moet et Chandon                   ¥ 82,500 
ドン ペリニィヨン 

ホワイトピーチとネクタリン、ブリオッシュの香り。華やかで堂々たる存在感を放っています 

 

 

・Krug Grande Cuvée 168 ・・・Krug                              ¥ 99,000 
クリュッグ グラン キュベ 168 

シャンパーニュの帝王クリュッグ きめ細かく優美な泡 リッチで堂々としたアロマ ふくよかで力強い味わい 

濃厚で新鮮な柑橘系の後味に驚かされます。最高級の名にふさわしい 非常に印象深いシャンパーニュ 

 

・Les Cintres 2009 ・・・Philipponnat                          ¥ 162,500 

フィリポナ レ サントル 

フィリポナのプレステージシャンパーニュ「クロ・デ・ゴワス」の区画の中で、 

最も日当たり良い中心部の最良のブドウのみを使用した少量生産の特別なシャンパーニュ 

 

 

 

 

 

 



 

＜Demies Bouteilles Champagne＞ 
ﾃﾞﾐボトル シャンパーニュ 

 

 
・Louis Roederer Brut Premier                           ¥ 11,000 
ルイ ロデレール ブリュット プルミエ 

フレッシュさと芳醇さを併せ持つ品格ある味わいのシャンパーニュ  

       

・Philipponnat Royale Reserve Brut                              ¥ 12,000 
フィリポナ ロワイヤル レゼルブ ブリュット 

シャンパンメゾンでは、2社のみの希少なモノポール（単独所有）畑で造るレアシャンパーニュ 

シャンパーニュのロマネ・コンティ」と称えられる唯一無二のシャンパーニュ 

   

・Krug Grand Cuvée                                  ￥44,000  
クリュッグ グラン キュベ 

シャンパーニュの帝王クリュッグ きめ細かく優美な泡 リッチで堂々としたアロマ ふくよかで力強い味わい 

濃厚で新鮮な柑橘系の後味に驚かされます。最高級の名にふさわしい 非常に印象深いシャンパーニュ 

 

 

≪Vin Blancs 白ワイン≫ 
 

 

＜ブルゴーニュ Bourgogne＞ 

・Coteaux Bourguignons Chardonnay 2020                  ￥11,000 
・・・Domaine Michel Magnien  

コトー ブルギニヨン シャルドネ ／ ドメーヌ ミシェル マニャン 

シャルドネ 100％ ミネラルが豊富な自社畑の土壌(粘土石灰質土壌)から造る“コトー ブルギニヨン” 

 

・Chablis 1er Cru Vaillon 2019 ・・・Domaine Testut                 ￥13,800 
シャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン ／ ドメーヌ テストゥ 

引き締まった酸味と畑の持つ重厚なミネラル分、切れ味シャープなプルミエクリュ（1級）のシャブリです。 

 

 

・Saint Romain Blanc Le Jarron 2020 ・・・Domaine Germain           ¥15,600 
  サン・ロマン・ブラン・ル・ジャロン ／ ドメーヌ・ジェルマン 

8世紀以上前からのワイン産地で、標高の高くブルゴーニュ南部の隠れた優良ワイン。 

その中でも、最高峰の畑“ジャロン”は、グランクリュにも引けを取りません 。 

        

・Meursaul 2020 ・・・Domaine Vincent Bouzereau                    ¥22,000 
  ムルソー ／ ドメーヌ ヴァンサン ブーズロー 

ブルゴーニュ最高の白ワインのひとつ テロワールが持つ緻密なミネラルが見事に引き出された素晴しいワイン。 

 

 

・Puligny Montrachet 1er Cru Blanc La Garenne 2020          ¥26,000 
・・・Domaine Moingeon Andre et Fils    

  ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ブラン・ラ・ガレンヌ ／ ドメーヌ モワンジョン アンドレ エ フィス 

「世界最高峰の白ワイン」と称賛される産地”ピュリニー・モンラッシェ” 

豊富なミネラルと酸を湛えたワインを生み出す産地として圧倒的な存在感を放っています。 

 

 

 

 



 

 

＜Vin Blanc 白ワイン＞ 
 

 

 

＜アルザス Alsace＞ 

・Riesling Sophie Schaal 2021 ・・・Julien Schaal                ¥11,000 
リースリング･ソフィー･シャール ／ ジュリアン･シャール ・・・ アルザス 

オレンジ、ライム、トロピカルフルーツ等、豊かなアロマ。 

口中には、しなやかなミネラルと酸が非常にバランス良く広がります。 

 

 

＜ボルドーBordeaux＞ 

・Ch. Langlet Blanc 2015 ・・・Ch. Latour Martillac                   ￥11,000 
シャトー ラングレ ブラン ／ シャトー ラトゥール マルティヤック ・・・ グラーブ 

ボルドー、ｸﾞﾗｰﾌﾞ格付けの”シャトー・ラトゥール・マルティヤック”が所有する、もう一つのシャトー 

 

 

・Lagrave Martillac Blanc 2014 ・・・Ch. Latour Martillac            ￥13,200 
ラグラーヴ・マルティヤック・ブラン ／ シャトー ラトゥール マルティヤック ・・・ ペサック レオニャン 

ボルドー、ｸﾞﾗｰﾌﾞ格付けの”シャトー・ラトゥール・マルティヤック”のセカンドラベル 

 

＜ロワール Loire＞ 

・Pouilly Fume Les Duchesses Blanc 2019 ・・・Maison Laport       ￥11,000 
プイィーフュメ レ デュセス ブラン ／ メゾン ラポルト 

火打ち石を打ったようなアロマ ミントやハーブの香り キレのある酸味と果実味が長い余韻まで続きます 

 

 

・Sancerre Le Grand Rochoy Blanc 2018 ・・・Maison Laporte       ¥ 15,400 
サンセール ル グラン ロショワ ブラン ／ メゾン ラポルト   

白い花や熟した果実。口中はフレッシュでシレックス特有のしっかりとしたミネラルを楽しめます。 

 

 

＜コート・デュ・ローヌ Côtes du Rhône＞ 

・Crozes Hermitage Blanc “Cuvée Particulière” 2018             ¥ 11,000 
・・・Domaine Des Remizieres)                                   

クローズ エルミタージュ ブラン キュヴェ パルティキュリエール ／ ドメーヌ デ ルミジエール 

熟した桃のコンポートや、マンゴーのようなほのかな甘みに伸びやかな酸味余韻には心地良いミネラルが広がります 

 

 

 

・BrezemeVieilleRoussette 2015 ・・・Eric Texier                  ¥ 15,600 
ブレゼーム ヴィエイユ ルーセット ／ エリック テキシエ 

ヴァランスの南に位置する区画の 1つブレゼム 

粘土石灰質の土壌から出来るシラーはスミレの香りと、カシス、黒オリーブの風味涼やかながら力強い味わい 

 
 

 
・Chateauneuf du PapeV .V Blanc 2017 ・・・Eric Texier             ¥ 20,000 
シャトー ヌフ デュ パプ ヴィエイユ ヴィーニュ ブラン ／ エリック テキシエ 

優雅でリッチな味わいが魅力の、「ローヌのモンラッシェ」と称される稀少ワイン 

白い花や洋ナシのアロマ。若々しさと美しい複雑さと、花、果実、スパイス、ミネラルが広がります。 

 

 

 



 

 

≪Vin Rouge Bourgogne≫ 
赤ワイン ブルゴーニュ 

 

 

・Coteaux Bourguignons Pinot Noir 2019                          ¥11,000 
・・・Domaine Michel Magnien   
コトー ブルギニヨン ピノ ノワール ／ ドメーヌ ミシェル マニャン 

一部、村名の高品質なピノ・ノワールを使用した、優しい果実味と華やかなアロマを持つ上品なワイン 

 

・Morgon Cote du Py – Javerniere 2018                     ¥12,100 
・・・Domaine des Terres Dorées  
モルゴン コート ド ピィ ジャヴニエール ／ ドメーヌ デ テール ドレー 

プラムやカシス、ブラックチェリーなどの黒い木の実の香り、力強く、美しい骨格を備えた偉大なガメイ種 

 

・Marsannay Mogotte Rouge Monopole 2016                 ¥13,000 
・・・Domaine Michel Magnien                                 
マルサネ モゴット ルージュ モノポール ／ ドメーヌ ミシェル マニャン 

“モゴット”は、自社畑の中でも、他社では持てない単独所有（モノポール）の希少な畑 
チェリーや赤スグリなどの熟したアロマとスパイスやリコリスを思わせる複雑なニュアンス 

 

・Chassagne Montrachet Rouge V .V 2017                   ¥16,800 
・・・Domaine Bouard-Bonnefoy  
シャサーニュ モンラッシェ ルージュ ヴィエイユ ヴィーニュ ／ ドメーヌ ブアール ボンヌフォワ 

ピュア果実味と旨味をしっかりと感じるチャーミングで親しみやすい味わい。 

 

 

・Gevrey Chambertin Aux Echezeaux 2017                   ¥20,000 
・・・Domaine Michel Magnien 
ジュヴレ シャンベルタン レ スーヴレ ヴィエイユ ヴィーニュ ／ ドメーヌ ミシェル マニャン 

「王者のワイン」と呼ばれるジュブレ村の、特級畑「「マゾワイエール」及び「シャルム」の下部に位置する特別区画。 

よく熟したラズベリー、ダークチェリー、ブラックベリー、バニラのニュアンス 

 

・Nuits Saint George 1er Cru Les Vigne Rondes 1976 ・・・Daniel Rion  ¥41,800 
ニュイ サン ジョルジュ ／ ダニエル リオン 

コクがありボディがある、ストラクチャーはバランスが取れ、骨組みがしっかりしています 

 
 

・Chanbolle Musigny 2005 ・・・Domaine Dujac                      ¥44,000 
シャンボール ミュジニィ ／ ドメーヌ デュジャック  

極上のエレガントさを味わうことが出来る「究極のデュジャック」 

 

 

・Chanbolle Musigny Les Charmes 1998 ・・・Domaine des Chezeaux     ¥66,000 
シャンボール ミュジニィ レ シャルム ／ ドメーヌ デ シェゾー 

木樽発酵、小樽熟成による伝統的な醸造方法を行っており果実味を活かした洗練されたワイン 

 

・Echezeaux 1998 ・・・Domaine Dujac                            ¥220,000 
エシェゾー ／ ドメーヌ デュジャック 
独特の果実味とエレガントさを持つ、長熟も可能で 20年前後で優美な液体へと変身する飲み頃の逸品 

 

 

 

 

 



 

 

≪Vin Rouge Bordeaux≫ 
赤ワイン ボルドー 

 

 

・Chateau Gadet Terrefort  2016 ・・・Cru Artisan                    ¥11,000 
シャトー ガデ テールフォール ／ クリュアルチザン 

2006年に,新しくメドック地区の格付けとなった”クリュアルチザン” 注目格付けのシャトー 

 

 

・Lagrave Martillac Rouge  2017 ・・・Pessac Leognan           ¥12,500 
ラグラーヴ マルティヤック ルージュ ／ ﾍﾟｻｯｸ ﾚｵﾆｬﾝ 

ｸﾞﾗｰﾌﾞ格付けシャトー、Ch.ラトゥール・マルティヤックのセカンドラベル。 

 

 

・Ch. Potensac 2013 ・・・Medoc                                ¥13,200 
シャトー ポタンサック ／ メドック 

ブラックベリーやラズベリー、スパイス、ハーブ、腐葉土、枯葉の香り。舌触りはシルキーです 

 

 

・Ch. Tayac Plaisance 2008 ・・・Margaux                   ¥14,300 
シャトー タヤック プレザンス ／ マルゴー 

柔らかい口当たり、フレッシュさと優雅さがワイン本来の真価を発揮している飲み頃のワイン 

 

 

・Goulee By Cos d’Estornel 2017 ・・・St-Estephe                  ¥15,400 
グレ バイ コス デストゥネル ／ サンテステフ 

爽やかでスモーキー、ブラックベリーと杉の香りのブーケ。ダークチョコレートの味わい 

 

 

・Ch. Latour Martillac 2015 ・・・Pessac Leognan              ¥20,000 
シャトー・ラトゥール・マルティヤック ／ ﾍﾟｻｯｸ ﾚｵﾆｬﾝ 

ｸﾞﾗｰﾌﾞ格付けシャトー  シガーやなめし革を想わせる香り、カシスやスミレのニュアンスが加わり、 

凝縮した果実味ときめ細かい質感のタンニンがしっかりと感じられる。 

 

・Ch. Lagrange 2018 ・・・St-Julien                        ¥28,600 
シャトー ラグランジュ ／ ｻﾝｼﾞｭﾘｱﾝ 

樽の心地よい香り、果実味、タンニン、酸味が見事に調和したオススメの 1本 

 

 

・Ch. Troplong Mondot 1996 ・・・St-Emilion                 ¥55,000 
シャトー トロロン モンド ／ ｻﾝﾃｽﾃﾌ 

メドック格付け 2級を超えると言われるシャトー、芳醇な果実の香りと奥深い味わいが魅力のワイン 

 

 

・Ch. Clinet 1996 ・・・Pomerol                               ¥88,000 
シャトー クリネ ／ ポムロール 

黒系果実、ダークチョコレートの美味なる香り。シルキーなタンニンが余韻に心地よく横たわるイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

≪Vin Rouge Les autres≫ 
赤ワイン その他 

 

 

 

・Sancerre Les Grandmontains Rouge 2017                  ¥11,000 
・・・Maison Laporte          
サンセール レ グランモンタン ルージュ ／ メゾン ラポルト ／ フランス ロワール地方 

サクランボやフランボワーズの繊細な赤系果実のアロマ タンニンは非常に細かく、繊細なワイン 

 

 

・Cairanne Rouge La Bousquette 2018 ・・・Domaine Roche           ¥12,500 
ケランヌ ルージュ ラ・ブスケット ／ ドメーヌ ロッシュ ／ フランス ローヌ地方 

2016年に誕生した新 AOP“ケランヌ 

黒系果実とスパイスのアロマ 凝縮味がありながら、滑らかなタンニンが心地良く、エレガントな味わい 

 

 

・Chateauneuf du Pape Vieilles Vignes 2016・・・Eric Texier          ¥20,000 
シャトー ヌフ デュ パプ ヴィエイユ ヴィーニュ ／ エリック テキシエ ／ フランス ローヌ地方 

プルーンを思わせる香りとスパイシーなエッセンスが心地よく、個性的なブーケを感じる 

繊細でシルクを思わせるような質感と、エレガントで丸みのある口当りを心地よく楽しめます 

 

・Silver Oak 2016 ・・・Silver Oak / Twomey                        ¥38,500 
シルヴァー オーク ／ カリフォルニア ナパバレー 

テロワールと最高級アメリカン・オークにこだわり造られた究極のカベルネ・ソーヴィニヨン 

 

 

・Quail Ridge 1988 ・・・Ridge Vineyards                          ¥44,000 
クワイル リッジ ／ カリフォルニア ナパバレー 

熟成したボルドースタイルワイン、今では手に入れるのも困難な激レアワイン 

 

 

・Barolo Riserva 2003 ・・・Borgogno                        ¥55,000 
バローロ リゼルヴァ ／イタリア ピエモンテ州 

ドライで調和のとれたベルベットのように滑らかでフルボディのワインです 

 

 

・Ch. Neuf du Pape 2000 ・・・Ch. de Beaucastel                    ¥66,000 
シャトー ヌッフ デュ パプ ／フランス ローヌ地方 

13品種使用で 20年熟成、旨みたっぷり、複雑でコクのあるワイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜Demies Bouteilles selection＞ 
デミボトル セレクション 

 

 

＜Vin Blancs 白ワイン 375ml＞ 
 

・Pouilly Fumé 2018 ・・・de Ladoucette                                   ¥8,250 
プイィ フュメ ／フランス ロワール 

パイナップル、ミント、ハーブの香りや心地よい酸味とスモーキーな味わい 

 

 

・Beaune de Chateau 1er Cru 2018・・・Bouchar P&F                  ¥11,000 
ボーヌ ドゥ シャトー ／ フランス ブルゴーニュ 

完熟した優しい果実味とナッツやバニラを思わせる樽香でバランスに優れたワイン 

 

 

・Meursault 2016 ・・・Louis Jadot                                        ¥12,100 
ムルソー ／ フランス ブルゴーニュ 

ヘーゼルナッツからグレープフルーツの果実、そして蜂蜜の香り。リッチな酒質に凛とした酸が感じられます 

 

＜Vin Rouge赤ワイン 375ml＞ 
 

―ブルゴーニュ Bourgogne－ 

・Pommard 2018 ・・・Louis Jadot                           ¥11,000 
ポマール  

エレガントさと心地よい果実味、まろやかな酸味が口中に広がります 

 

 

・Gevrey Chambertin 2018 ・・・Bouchard P&F                           ¥12,100 
ジュブレ シャンベルタン  

ブラックチェリーを思わせる果実味と美しい酸味を生かした豊かで複雑味のあるワイン 

 

 

・Le Corton Grand Cru 2019 ・・・Bouchard P&F                      ¥25,300 
ル コルトン グラン クリュ  

コクがあり、ミネラルを豊富に含む、がっしりとした造りでありながら、堂々たるグランクリュの余韻が続く 

 

 

―ボルドーBordeaux－ 

・Poupille 2016 ・・・Cotes de Castillon                            ¥8,800 
プピーユ  

樹齢 40年を超える樹から取れるメルロー100％で造られるワイン 

 

 

・Les Fiefs de Lagrange 2017 ・・・St Julien                        ¥11,000 
レ フィエフ ド ラグランジュ  

古典的なメドックのタンニンを持つ、安定して高いクオリティを保つワイン 

 

 

・Ch. Lagrange 2016 ・・・St Julien                                       ¥15,400 
シャトー ラグランジュ  

クラシックなスタイルでバランスの取れた良年ヴィンテージ。おすすめの 1本 

 

 


