Champagne & Vin Mousseux

スパークリング ワイン

Huggy Spark "Choujou" 2017 [Katsunuma･Yamato]

¥4,500

ハギースパーク "重畳" [勝沼･大和葡萄]

Lumiere Cidre [Yamanasi･Lumiere ]

¥4,800

ルミエール シードル (林檎の発泡酒)[笛吹･ﾙﾐｴｰﾙ]

La Cave

Nihon no awa Katunuma Koshu [Katunuma･Mercian]

¥5,900

日本の泡 勝沼甲州 [勝沼･メルシャン]

Nihon no awa Hosaka Muscat Bailey A [Katunuma]

¥5,900

日本の泡 ロゼ 穂坂マスカットベリーＡ [勝沼･メルシャン]

Sparkling "Koshu" 2016 [Yamanasi･Fujiclair]

¥6,500

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]

Lumiere Sparkling "Koshu"2015 [Fefuki･Lumiere ]

¥6,800

ルミエール スパークリング甲州 [笛吹･ﾙﾐｴｰﾙ]

"Koshu" Sparkling [Katunuma･Ikeda]

¥7,000

イケダワイナリー 甲州スパークリング [勝沼･イケダワイナリー]

St-Peray MethodeTraditionnelle [Rhone･Champs Libres]

¥7,200

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]

Traditional Brut"Koshu" 2015 [Enzan･Kizan Winery]

¥9,200

キザン トラディショナルブリュット "甲州"[塩山･機山洋酒]

Remi Leroy Extra Brut [Reimes]

¥12,000

レミ ルロワ エクストラ ブリュット [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ﾗﾝｽ]

Bruno Paillard Brut Premier Cuvee [Reimes]

¥13,000

ブルーノ パイヤール ブリュット プルミエ キュヴェ [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ﾗﾝｽ]

Champagne & Vin Mousseux

スパークリング ワイン

1/2 Bruno Paillard Brut Premier Cuvee [Reimes]

セレナ シャルドネ トラディショナル メソッド [明野･中央葡萄酒]

¥8,800

ハーフボトル ブルーノ パイヤール [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ﾗﾝｽ]

"Koshu" Sparkling [Katsunuma・Grande Polaire ]

ペティアン ド マルス [山梨･本坊酒造]

Taittinger "Nocturne" [Reimes]

¥18,000

テタンジェ "ノクターン" [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ﾗﾝｽ]

¥3,900

"甲州"スパークリング (600ml) [勝沼・グランポレール]

Petillant de Mars [Yamanasi･Honbou]

Serena Traditional Method "Chardonnay"2013 [Akeno･Ch ¥13,000

Laurent-Perrier Ultra Brut [Sur-Marne]

¥23,000

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]

¥4,500

Louis Roederer Cristal 2009 [Reimes]
ルイ ロデレール クリスタル 2009 [ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ･ﾗﾝｽ]

¥52,000

Vin Blanc

Vin Blanc

白ワイン

1/2 Aruga Branca "Clareza" 2016 [Katunuma winery]

¥3,500

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

¥4,500

¥4,500

¥5,000

¥5,600

¥5,800

¥5,800

¥5,800

¥6,000

¥7,200

¥7,500

¥7,800

ラフィーユ "シャルドネ" [勝沼･まるき葡萄酒]

Juranson Sec Cuvee Marie 2012 [Yclos UROULAT]

¥8,600

グリューナ フェルトリーナ レゼルブ (甘口) [ｵｰｽﾄﾘｱ･ﾋｰﾄﾞﾗｰ]

¥20,000

Condrieu Les Chaillees de L`enfer 2012 [Georges Vernay ¥23,000

Tomi 2015 [kia･Suntory Tomi no oka]

¥24,000

Puligny-Montrachet 1er Cru 2013 [Henri Boillot]

¥25,000

Corton Charlemagne Gran Cru 2013 [Jean Chartron]

¥34,000

Vin Rose

ロゼワイン

"Kyohou" Rose 2017 [Katunuma･Ikeda]

¥4,500

"Barbera" Sakura Sakura 2016 [Nagano･Cantina Riezo]

¥7,800

"バルベーラ"サクラサクラ [長野県高山村･カンティーナリエゾー]

¥8,800

シャトージュン "シャルドネ" [勝沼･シャトージュン]

"Muscat Bailey A 2015 [Makioka･Sanyo Wine]

Meursault 1er Cru les Genevriere 2013 [Remi Jobard]

"巨峰"ロゼ (弱甘口) [勝沼･イケダワイナリー]

ジュランソン セック キュヴェ マリー [南西地区･ｸﾛ ｳﾙﾗ]

Hosaka Muscat Bailey A 2014 [Katunuma･Mercian]

¥17,000

コルトン シャルルマーニュ グランクリュ [ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾄﾞﾒｰﾇ ｼﾞｬﾝ ｼｬﾙﾄﾛﾝ]

キスヴィン甲州 [塩山･キスヴィンワイナリー]

La Feuille "Chardonney" [Katunuma･Marquis]

Grace Cuvee Misawa 2014 [Katunuma･Chou]

ピュリニー モンラッシェ プルミエクリュ [ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾄﾞﾒｰﾇ ｱﾝﾘﾎﾞﾜｲﾖ]

メルシャン 双葉甲州 [勝沼･メルシャン]

Kisvin "Koshu" [Enzan･Kisvin Winery]

¥15,000

登美 白 [甲斐市･サントリー登美の丘]

レジーナリゾート ファインセレクション [笛吹･ﾙﾐｴｰﾙ]

Hosaka Koshu Selected Vineyards 2016 [Katunuma･Merc

Riesling Clarisse Michler 2005 [Alsace･M Deiss]

コンドリュー レ シャイエ デ ランフェール [ﾛｰﾇ･ﾄﾞﾒｰﾇ ｼﾞｮﾙｼﾞｭｳﾞｪﾙﾈ]

アルガーノ ゴッタシロシオ （甘口）[勝沼･勝沼醸造]

Regina Resorts Fine Selection [Fefuki･Lumiere ]

Aruga Branca "Vinhal Issehara" 2015 [Katunuma winery] ¥14,000

ムルソー レ ジュヌヴリエール [ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ﾄﾞﾒｰﾇ ﾚﾐｼﾞｭﾊﾞｰﾙ]

アルガブランカ "クラレーザ" [勝沼･勝沼醸造]

Arugano Gotas D Rocio [Katunuma winery]

¥12,000

グレイス キュヴェ三澤 白 [勝沼･中央葡萄酒]

シェンブルガー [甲斐市･敷島ワイナリー]

Aruga Branca "Clareza" 2016 [Katunuma winery]

Chablis 1er Cru" Vaillons" 2015 [Bourgogne･Fevere]

リースリング クラレス・ミシュラー (甘口) [ｱﾙｻﾞｽ･ﾏﾙｾﾙﾀﾞｲｽ]

猫甲州 [牧丘･三養醸造]

Schenburger 2017 [kaisi･Shikishima]

¥10,000

アルガブランカ "ヴィニャル イセハラ " [勝沼･勝沼醸造]

グランポレール"辛口甲州" [勝沼・グランポレール]

Cat Koshu 2016 [Makioka･Sanyo Wine]

Grace Koshu "Toriibira PR" 2016 [Katunuma･Chou]

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]

Dry Koshu 2017 [Katsunuma・Grande Polaire ]

¥9,600

グレイス甲州 "鳥居平畑 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾘｻﾞｰﾌﾞ" [勝沼･中央葡萄酒]

キザン ホワイト [塩山･機山洋酒]

Barrel Reserved "Koshu" 2017 [Katunuma･Ikeda]

Sakurazawa Chardonnay 2016 [Koshusi･Okunota]
桜沢シャルドネ "オーク樽発酵" [甲州市･奥野田葡萄]

マルス セラー [山梨･本坊酒造]

Kizan White 2016 [Enzan･Kizan Winery]

白ワイン

¥9,600

Vin de Pêche

桃のワイン

"Kura-no-Oto Peach" [Yamanasi･Fujiclair]
フジクレール "クラノオト 桃" (甘口) [山梨･ﾌｼﾞｯｺﾜｲﾅﾘｰ]

¥4,600

Vin Rouge

Vin Rouge

赤ワイン

1/2 Arugano Clan 2014 [Katunuma winery]

¥3,500

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

¥4,500

¥5,000

¥5,700

Barrel Aged "Bijou Noir" 2016 [Katsunuma･Toumu]

Merlot & Cabernet 2015 [Koshusi･Okunota]

¥5,900

Grace Merlot 2015 [Akeno･Chuou]

¥6,000

Hosaka Hinosiro Cabernet･Merlot 2015 [Nirasaki]

"Muscat Bailey A" Barrel Aged 2014 [Yamanashi･Ch.Sakao ¥6,200

Vosne-Romanée Aux Champs Perdrix 2014 [Audiffred]

マスカットベリーA "樽熟成" [山梨･酒折ワイナリー]

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]

¥6,400

敷島メルロー [甲斐市･敷島ワイナリー]

¥6,600

¥7,000

¥7,200

¥7,400

¥7,600

穂坂マスカットベリーＡ [勝沼･メルシャン]

"Muscat Bailey A 2015 [Makioka･Sanyo Wine]
樽マスカットベリーA [牧丘･三養醸造]

¥18,000

Tomi 2012 [kia･Suntory Tomi no oka]

¥24,000

Ornellaia 2004 [Bolgheri･Tenuta Dell Ornellaia]

¥36,000

Chateau La Fleur-Petrus 2013 [Pomerol]

¥39,000

シャトー ラ フルール ペトリュース [ポムロール]

グランド エステーツ カベルネ [ワシントン･コロンビアクレスト]

Hosaka Muscat Bailey A 2014 [Katunuma･Mercian]

¥15,000

オルネライア [ボルゲリ]

敷島ピノ・ノワール [甲斐市･敷島ワイナリー]

Grand Estates Cabernet 2015 [Wasington/ColumbiaCrest

Grace Cuvee Misawa 2014 [Katunuma･Chou]

¥13,000

登美 赤 [甲斐市･サントリー登美の丘]

ルバイヤート ルージュ樽貯蔵 [山梨市/甲州市･丸藤葡萄]

Pinot Noir 2015 [kaisi･Shikishima]

¥11,000

グレイス キュヴェ三澤 赤 [勝沼･中央葡萄酒]

カベルネ・フラン プレステージ クラス [笛吹･ﾙﾐｴｰﾙ]

Rubaiyat "Rouge" 2014 [Yamanasi/Koushu･Marufuji]

¥9,600

グレイス "メルロー" [明野･中央葡萄酒]

穂坂日之城 カベルネ･メルロー 遅摘み [韮崎･本坊酒造]

Cabernet Flanc Prestige Class 2014 [Fefuki･Lumiere]

¥8,800

Nanatsumori Pinot-Noir 2014 [Yoichi･Domaine Takahiko ¥10,000

レジーナリゾート ファインセレクション [笛吹･ﾙﾐｴｰﾙ]

Merlot 2015 [kaisi･Shikishima]

¥8,600

ナナツモリ ピノノワール [北海道･ドメーヌタカヒコ]

猫メルロー [牧丘･三養醸造]

Regina Resorts Fine Selection [Fefuki･Lumiere]

Chateau Les Trois Croix 2014 [Fronsac]

メルロ＆カベルネ・ソーヴィニヨン [甲州市･奥野田葡萄]

マスカットベリーA [牧丘･カンティーナヒロ]

Cat Merlot [Makioka･Sanyo Wine]

¥8,400

樽熟成 勝沼"ビジュノワール" [勝沼･東夢ワイナリー]

カベルネ･ベリーA"穂坂収穫" [韮崎･本坊酒造]

Muscat Bailey A 2017 [Makioka･Cantina Hiro]

"Cabernet Sauvignon" 2015 [Katunuma･Chateau Jun]

シャトー・レ・トロワ・クロワ [フロンサック]

キザン レッド [塩山･機山洋酒]

Cabernt Bailey A"Hosaka" 2016 [Nirasaki･Honbou]

¥8,000

シャトージュン "カベルネソーヴィニヨン" [勝沼･シャトージュン]

ヴァン ルージュ [勝沼･イケダワイナリー]

Kizan Red 2015 [Enzan･Kizan Winery]

Felicissimo"Yama Sauvignon" 2016 [Makioka･Cantina Hir
フェリチッシモ "ヤマソービニヨン" [牧丘･カンティーナヒロ]

マルス セラー [山梨･本坊酒造]

Vin Rouge 2016 [Katunuma･Ikeda]

赤ワイン

Carruades de Lafite 2012 [Pauillac･2ème du Lafite]

¥45,000

カリュアド ド ラフィット [ポイヤック]

Opus One 2012 [California Napa Valley]

¥70,000

オーパス ワン [カリフォルニア ナパヴァレー]

¥7,800

Charmes Chambertin 2014 [Claude Dugat]
シャルム シャンベルタン [ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ｸﾛｰﾄﾞ ﾃﾞｭｶﾞ]

¥75,000

