Champagne & Vin Mousseux スパークリング ワイン
\4,000

Petillant de Mars [Yamanasi･Honbou]
ペティアン ド マルス [⼭梨･本坊酒造]

\4,600

"Kura-no-Oto Peach" [Yamanasi･Fujiclair]

フジクレール "クラノオト 桃"(⽢⼝･弱発泡) [⼭梨･ﾌｼﾞｯｺﾜｲﾅﾘｰ]

La Cave

\4,800

Cidre Lumiere 2012 [Yamanasi･Lumiere]
ルミエール シードル(林檎の発泡酒) [⼭梨･ﾙﾐｴｰﾙ]

\5,400

katunuma no awa [Katunuma･Mercian]
勝沼の泡 [勝沼･ﾒﾙｼｬﾝ]

\6,400

Lumiere Petillant 2011 [Fefuki･Lumiere ]
ルミエール ペティアン [笛吹･ﾙﾐｴｰﾙ]

\6,800

St-Peray MethodeTraditionnelle [Rhone･Champs Libres]
サンペレ メトード トラディショネル [ﾛｰﾇ･ｼｬﾝﾘｰﾌﾞﾙ]

\6,900

Fujiclair Sparkling "Koshu" [Yamanashi･Fujiiko]
フジクレール スパークリング ”甲州” [⼭梨･ﾌｼﾞｯｺﾜｲﾅﾘｰ]

\8,600

1/2Veuve-Chcquot Yellow Label [Reimes]
ハーフボトル ヴーヴ クリコ イエロー ラベル [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ﾗﾝｽ]

\8,800

Kizan Sparkling Traditional Brut 2011 [Yamanashi ･Kizan
キザン スパークリング トラディショナル [⼭梨･機⼭洋酒]

Veuve-Chcquot Yellow Label [Reimes]

\14,000

ヴーヴ クリコ イエロー ラベル [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ﾗﾝｽ]

Françoise Bedel "Dis, Vin Secret" Brut [Sur-Marne]

\16,000

フランソワ ベデル "ディ ヴァン セクレ" [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ ｼｭｰﾙ ﾏﾙﾇ]

Phillipponat GlandBlanc Brut 2005 [M.Sur-Ay]

\18,000

フィリポナ グランブラン ブリュット ブランドブラン[ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ｱｲ]

Gosset Grand Rose Brut [Ay]

\19,000

ゴッセ グラン ロゼ ブリュット [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ｱｲ]

Laurent-Perrier Ultra Brut [Sur-Marne]

\21,000

ローラン ペリエ ウルトラ ブリュット [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ ｼｭｰﾙ ﾏﾙﾇ]

Krug Grand Cuvee [Reimes]
クリュッグ グラン キュベ [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ﾗﾝｽ]

\36,000

Vin Blanc

白ワイン

1/2 Aruga Branca "Clareza" 2012[Katunumawainry]

\3,000

ハーフボトル アルガブランカ "クラレーザ" [勝沼・勝沼醸造]

Mars Celler [Yamanasi･Honbou]

\4,000

マルス セラー [⼭梨･本坊酒造]

Barrel Reserved "Koshu" 2012[Katunuma･Ikeda]

\4,500

\5,600

\5,800

\6,200

\6,800

\7,200

\7,800

\8,200

アルガブランカ "イセハラ" [勝沼･勝沼醸造]

Rubaiyat "Chariot d'or" 1987 [Katunuma･Marufuji]

\8,500

ルバイヤート "シャリオドール" (甘口) [勝沼･丸藤葡萄]

Chardonnay 2011[Akeno･Grace]

\8,800

シャルドネ [明野･グレース]

"Hikari" Koshu 2011 [Fefuki･Lumiere ]

\8,900

"光" 甲州 [笛吹･ルミエール]

Chante Ch. 2012 [Nirasaki･Daiamond]

\9,200

シャンティー シャルドネ [韮崎･ダイヤモンド]

"Hosaka Hinosiro Viognie" 2011 [Nirasaki･Honbou]

\10,000

シャトーマルス "穂坂日之城 ヴィオニエ"[韮崎･本坊酒造]

Sakurazawa Chardonnay 2009 [Koshusi･Okunoda]
桜沢シャルドネ "オーク樽発酵" [甲州市･奥野田葡萄]

\14,000

Hermitage Chante-Alouette 2011[Rhone･Chapoutier]

\18,000

Tomi 2008 [Tomi no oka･Suntory]

\25,000

Chablis Grand Cru" Les Preuses" 2002 [J Doruhin]

\25,000

Meursault 1er Cru Genevriere 2002 [Morey Blanc]

\34,000

ムルソー プルミエ ジュヌヴリエール オスピス [ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾓﾚ ﾌﾞﾗﾝ]

甲州 "鳥居平畑 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾘｻﾞｰﾌﾞ" [勝沼･グレース]

Aruga Branca " ISSEHARA" 2013 [Katunumawainry]

Riesling Clarisse Michler 2005 [Alsace･M Deiss]

シャブリ グランクリュ レ･プリューズ [ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾄﾞﾙｰｱﾝ]

ジュランソン セック キュヴェ マリー [南⻄地区･ｸﾛ ｳﾙﾗ]

Koshu "Toriibira PR"2012 [Katunuma･Grace]

\12,000

登美 [登美の丘･サントリー]

グリューナ フェルトリーナ レゼルブ [ｵｰｽﾄﾘｱ･ｾﾞﾙﾅｰ]

Jurançon Sec Cuvée Marie 2011[Sud-Esut･C Uroulat]

"Hosaka Hinosiro Chardonnay" 2012 [Nirasaki･Honbou]

エルミタージュ シャンタルエット[ﾛｰﾇ･ｼｬﾌﾟﾃｨｴ]

"オランジェ" プレステージ [笛吹･ルミエール]

Gruner Veltliner Reserve 2011 [Austria･Soellner]

\11,000

リースリング クラレス・ミシュラー [ｱﾙｻﾞｽ･ﾏﾙｾﾙﾀﾞｲｽ]

シャンティー "ザ 甲州 セック" [韮崎･ダイヤモンド]

"Orange" Prestige 2012 [Fuefuki･Lumiere]

Chablis PremierCru" Vaillons" 2011 [Bourgogne･Fevere]

シャトーマルス "穂坂日之城 シャルドネ"[韮崎･本坊酒造]

アルガブランカ "クラレーザ" [勝沼･勝沼醸造]

Chante "The Koshu sec" 2012 [Nirasaki･Daiamond]

\11,000

シャブリ･プルミエ･クリュ ヴァイヨン [ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾌｪｰﾌﾞﾙ]

樽熟"甲州" [勝沼･イケダワイナリー]

Aruga Branca "Clareza" 2012 [Katunumawainry]

Rubaiyat "Chardonnay" 2012 [Katunuma･Marufuji]
ルバイヤート "シャルドネ 旧屋敷収穫" [勝沼･丸藤葡萄]

\10,000

Vin Rouge

赤ワイン

1/2 Arugano "Clan" 2012 [Katunumawainry]

\3,000

ハーフボトル アルガーノ "クラン" [勝沼・勝沼醸造]

Mars Celler [Yamanasi･Honbou]

\4,000

\4,500

\4,700

\5,200

\5,600

\5,800

\6,200

\6,400

\6,500

\7,800

\7,900

フジクレール "隼⼭" メルロー [⼭梨市･ﾌｼﾞｯｺﾜｲﾅﾘｰ]

"Hosaka Sannokura" 2008 [Nirasaki･Honbou]

\8,500

\8,900

シャトー シトラン [オーメドック]

Ch. Petit Village 2007 [Pomerol]

Le Pergole Torte IGT 2010 [Toscana･Montevertine]

Ch. Calon-Segur 2002 [Saint-Estephe･3eme crus]

\16,000

\19,000

\23,000

\25,000

Jyonohira Cabernet Sauvignon 2009 [Katunuma]

\29,000

城の平カベルネ・ソーヴィニヨン [勝沼･メルシャン]

Ornellaia 2004 [Bolgheri･Tenuta Dell Ornellaia]

Charmes-Chambertin Grand Cru 2006 [Magnien]

Ch. Margaux 2004 [Margaux･1er crus]
シャトー マルゴー [マルゴー]

\9,600

メルロ＆カベルネ・ソーヴィニヨン [甲州市･奥野田葡萄]

Ch. Citran 2003 [Haut-Medoc･Crus Bourgeois]

Ch. D'Armailhac 2004 [Pauillac･5eme crus]

\39,500

\45,000

シャルムシャンベルタン グラン クリュ[ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾏﾆｭｱﾝ]

シラーズ [マーガレットリヴァー･ケープメンテル]

Merlot & Cabernet2012 [Koshusi･Okunoda]

\15,000

オルネライア [ボルゲリ]

"プレステージ穂坂三之蔵ルージュ"[韮崎･本坊酒造]

Shiraz 2011 [Margaret River･Cape Mentelle]

Vosne-Romanée Aux Champs Perdrix 2011 [Audiffred]

シャトー カロン セギュール [サンテステフ]

シャンティーY・AますかっとベリーA Ｙ3C [韮崎･ダイヤモンド]

Fujiclair "Hayabusayma" Merlot 2012 [Yamanashi･Fujiiko]

\12,000

レ ペルゴーレ トルテ [トスカーナ･モンテヴェルティーネ]

ルバイヤート ルージュ樽貯蔵 [⼭梨市/甲州市･丸藤葡萄]

Chante Y.A BerryA Y3C 2011 [Nirasaki･Daiamond]

Pommard 2004 [Parent]

シャトー プティ ヴィラージュ [ポムロール]

"甲斐ノワール" [⼭梨･グレース]

Rubaiyat "Rouge" 2009 [Yamanasi/Koushu･Marufuji]

\11,000

シャトー ダルマイヤック [ポイヤック]

"カベルネ フラン" プレステージ [笛吹･ルミエール]

"Kainoir" 2012 [Yamanashi･Grace]

"Hosaka Hinosiro" Cabernet･Merlot 2009 [Nirasaki]

ヴォーヌロマネ オーシャンペルドリ [ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ｵｰﾃﾞｨﾌﾚｯﾄ]

"石蔵和飲"ベリーＡ [笛吹･ルミエール]

"Cabernet Franc" Prestige 2011[Fuefuki･Lumiere]

\10,000

ポマール [ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･パラン]

アルガーノ "クラン" [勝沼・勝沼醸造]

"Ishigura Wine" Berry A 2003[Fuefuki･Lumiere]

Ch. Behere 2002 [Pauillac･Crus Artisan]

"穂坂日之城" カベルネ･メルロー [韮崎･本坊酒造]

"レザンファン" ブラッククイーン [⼭梨市･ルミエール]

Arugano "Clan" 2012 [Katunumawainry]

\10,000

シャトー ベエレ [ポイヤック]

カベルネ･ベリーA"穂坂収穫" [韮崎･本坊酒造]

"Les Anfan" Black Queen 2011 [Yamanashi･Lumiere]

Merlot" 2009 [Akeno･Grace]
グレース "メルロー" [明野･グレース]

ヴァン ルージュ [勝沼･イケダワイナリー]

Cabernt Berry A"Hosaka" 2012 [Nirasaki･Honbou]

\9,800

イル ブルチャート [ボルゲリ･ギャド アル トッソ]

マルス セラー [⼭梨･本坊酒造]

Vin Rouge 2012[Katunuma･Ikeda]

IL Brucaiato 2011 [Bolgheri･Guado al Tasso]

\9,600

\69,000

