WHITE
WINE LIST
⼩売価格 ＋ 2,000円
※価格表⽰はすべて税別です。

ボトルワインは⼩売価格 ＋ 2,000円の開栓料でお飲みいただけます。
Opening fee is 2,000 yen price of one bottle wine.

⽇本では、多くのレストランが基準となる”原価率”を定め、仕⼊れ値から逆算し
て価格付を⾏っています。例えば原価率が30％なら、3,000円で仕⼊れたワインは
9000円に、1万円で仕⼊れたワインは3万円で、お客さまにご提供するということ
です。
このような値付けの仕⽅は、⽇本以外の国ではあまり⾒かけないやり⽅です。
イタリアをはじめヨーロッパ諸国では、⼩売店で買う場合とレストランで飲む場
合で価格にそれほど差がありません。
当店でも、もっとお客様にワインを愉しんでもらうため、ボトル1本につき、⼩売
価格に⼀律2,000円を上乗せしたものをレストラン価格とすることにしました。
普段、⼿の届きにくい、ワンランク上のワインも是⾮、お愉しみくださいませ。

Enjoy love Wine ♡

La Vieille Ferme Blanc / Famille Perrin
ラ･ヴィエイユ･フェルム･ブラン / ファミーユ・ペラン

WHITE WINE

< Côtes du Rhône / France >
希望⼩売価格 \1,250

明るく爽やかなイエロー・グリーン⾊が美しいワインです。⻘リンゴ、柑橘類の持つ
はつらつとした印象。コーンやヘーゼルナッツの⾹ばしい⾹りを持ちます。
優しく、滑らかな⼝当たりやバランスの取れた味わい、そして⾵味の豊かさがとても
印象的です。
品種はグルナッシュ・ブラン , ブールブーラン主体です。

Bellaretta Chardonnay / Cantina Tollo
ベラレッタ シャルドネ / カンティーナ トッロ

WHITE WINE

< Abrozzo Italy >
希望⼩売価格 \1,360

カンティーナトッロが造る爽やかなシャルドネ。
パイナップルなどの南国フルーツの⾹り、ほんのり⽢みも感じる⼼地よいフルー
ティーな味わい。
飲み⼼地が良く、爽やかな印象です。

Muscadet Sevre et Maine Sur Lie V.V / Bernatd et Dominique Mrtin
ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ シュール・リー V.V / ベルナール・エ・ドミニク・マルタン

WHITE WINE

A.O.C. Muscadet-de Sevre et Maine
< Val de Loire / France >
希望⼩売価格 \1,580

フランス、ロワール川下流で１９５２年に設⽴されたドメーヌです。化学薬品に頼ら
ず、⾃然な農法を⾏っています。樹齢６０年以上の古樹から⽣まれる葡萄と、４５年
前から使われている⼤樽を⽤いて発酵、熟成を⾏います。
ムロン・ド・ブルゴーニュ１００％。
レモンを想わせるクエン酸のニュアンスと⼗分なアミノ酸の旨みを持ちます。

Touraine Sauvignon Blanc / Domaine Du Haunt Perron
トゥーレーヌ ソーヴィ⼆ヨン ブラン / ドメーヌ デュ オー ペロン

WHITE WINE

< Loire/ France>
希望⼩売価格 \1,600

収穫量を抑えた凝縮度の⾼いワインは､旨さ､濃さ共に、これほどしっかりしたトゥー
レーヌのワインは、他に類がありません｡ミネラル感あり。
キリッとしていて雑味のない綺麗な味わいの100%ソーヴィニヨンブランです。
フレッシュな果実感と強すぎない酸味に、魅⼒的な⾹り。

Marlborough Sauvignon Blanc / Eight Point by INVIVO
マールボロ ソーヴィニヨンブラン / エイトポイント バイ インヴィーヴォ

WHITE WINE

< Marlborough / New Zealand >
希望⼩売価格 \1,900

ワイラウの特徴であるトロピカルなニュアンスと、アワテレの特徴のハーブやブラッ
クベリー、トマトの葉、洋梨の⽪や梨の味わいが⾒事に融合の１００％ソーヴィニヨ
ン ブランです。
⼼地よい酸味と果実の⽢みが、厚みと飲み応えを感じさせてくれます。

Asara Chenin Blanc
アサラ シュナン・ブラン

WHITE WINE

< South Africa >
希望⼩売価格 \1,980

⾮常に⻑い歴史あるワイナリー。造られるワインは、⾼品質で定評があります。
こちらのアサラ・シュナンブランは、⼝に含むと熟した果実のニュアンスがありフ
ルーティな印象ですが、程よく樽⾹がのり、なかなかに飲みごたえのある1本に仕上
がっています。シュナン ブラン１００％。

Cadireta Chardonnay / Domaine Lafage
カディレッタ シャルドネ / ドメーヌ・ラファージュ

WHITE WINE

Vdp d'Oc < Roussillon / France >
希望⼩売価格 \2,000

地中海とピレネー⼭脈に挟まれたルーション地⽅に１７世紀に設⽴されたドメーヌで
す。化学薬品を⽤いず、収穫は夜間に⼿摘みで⾏うなど、品質への強いこだわりを持
つ造り⼿です。シャルドネ１００％、熟成は３割の新樽を⽤いて⾏われます。
⻩桃、アプリコットを想わせる柔らかい果実味、バニラやナッツの⾵味を持ち、やや
とろみを持ったオイリーな⼝当たりです。

Château des Eyssards blanc Cuvée Prestige
シャトー・デ・ゼサール ブラン キュヴェ・プレスティージュ

WHITE WINE

A.O.C. Bergerac sec
< Sud-Ouest / France >
希望⼩売価格 \2,090

フランスの南⻄部、ベルジュラックの造り⼿です。有機肥料を使⽤し、極⼒農薬を使
⽤しないリュット・レゾネによる栽培を実施しています。
ソーヴィニヨン・ブラン５０％、セミヨン５０％のボルドースタイルのブレンド、ア
メリカンオークの樽で６〜１２ヶ⽉の熟成を⾏います。
完熟した洋梨とナッツ、蜂蜜、スモークのニュアンスと⾹ばしい⾵味があります。

Edel Zwicker / Domaine Vincent Fleith
エデル ツウィッカー / ドメーヌ ヴァンサン フライト

WHITE WINE

< Alsace / France >
希望⼩売価格 \2,150

ピノグリやシルヴァネールなど７種に渡るブレンド。アルザス地⽅インゲルスハイム
村にある、農薬や化学肥料不使⽤のドメーヌ。
蜂（ハチ）がラベルにのってるのは、無農薬で美味しいブドウの証拠。穏やかな酸
と、メロンとアカシアのハチミツのような、アルザスらしい果実の⽢み。ミネラル感
たっぷりで、後味はすっきりです。

Sincerite Sauvignon Blanc / Joseph Mellot
サンセリテ ソーヴィニヨンブラン / ジョセフ メロ

WHITE WINE

< Loire/ France >
希望⼩売価格 \ 2,400

ステンレスタンクで発酵、シュール リー。
サンセールのスタイルを⾒事に引き出した、素晴らしく爽やかでアロマティック。
軽やかで優しさに溢れたソーヴィニヨンブラン100%。

Sauvignon Blanc / Montgilet
ソーヴィニヨン ブラン / モンジレ

WHITE WINE

VdP du Val de Loire
< Val de Loire / France >
希望⼩売価格 \2,100

通称 「おじちゃんワイン」。
ビオロジック農法で作ったソーヴィニヨン・ブラン100%。
⼿摘みで収穫したブドウをタンクで熟成。
ピュアな果実が魅⼒の美味しいワインです。

Chanterwine Amarillo / Diamond
シャンテワイン アマリージョ / ダイヤモンド酒造

WHITE WINE

< Yamanashi / Japan >
希望⼩売価格 \ 2,160

「アマリージョ」とは、スペイン語で「⻩⾊」という意味。
⼭梨県 勝沼内の甲州の品種を100%使⽤。
完熟した甲州ぶどうを低温で発酵後、シュールリー製法で５ヶ⽉。
⾟⼝の甲州ワインです。
複数の酵⺟を使い分けて、⾹り⾼いワインに仕上げています。

Pieropan Soave Classico DOC / Antoine Moueix
ピエロパン ソアーヴェ クラシコ DOC

WHITE WINE

< Sicilia / Italia >
希望⼩売価格 \2,300

海抜100-300mの⽕⼭性⼟壌で栽培した地ブドウから作られ、エレガントかつフレッ
シュな果実⾹でぶどうの花やサンブーカの⾹りが特徴的。
酸味と新鮮な果実味のバランス良く、⿂介類の料理に良く合います。
品種は、ガルガーネガ、トレッビアーノ ディ ソアーヴェです。

Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett / Karl Erbes
ユルツィガー・ヴュルツガルテン リースリング カビネット / カール・エルベス

WHITE WINE

Prädikatswein < Mosel /Germany >
希望⼩売価格 \ 2,400

中部モーゼルの⽣産者です。60度から場所によっては80度に及ぶ崖と呼ぶほうがふさ
わしい斜⾯の畑で葡萄を栽培しています。機械は使えないためすべて⼿作業で⾏わ
れ、肥料は葡萄の⽊の⽪や搾りかすなど、有機肥料を⽤いています。
リースリング100%。レモン、⽩い花、⽕打⽯、灯油などを想わせる⾹り。切れのあ
る酸とミネラル、柔らかい⽢味があります。

Breechens Riesling / Maverick
ブリーチェンズ リースリング / マーベリック

WHITE WINE

< Barossa Valley / Australia >
希望⼩売価格 \2,400

アタックはなめらかで爽快、ほんのりと⽢みを含む柔らかな果実味が伸びやか。同時
にしっかりとしたシャープな酸味が感じられ、中庸のボディにくっきりとした輪郭と
⼼地よい引き締めをもつ。ミネラル感はもちろん旨みを伴うさっぱりとしたフィニッ
シュ。⼀貫して清々しくピュア、余韻は⻑めでグレープフルーツの⽪のようなほろ苦
さ。きれいな味わいの⾟⼝のリースリング100%です。

Clara Marcelli Oﬃda Passerina Raﬀa
オフィーダ パッセリーナ ラッファ / クラーラ マルチェッリ

< Marquet / Itaria >
希望⼩売価格 \2,400

マルケの⼟着品種、果実味たっぷりのパッセリーナ種100%。
イタリアで今⼈気沸騰の品種。
ナチュラルで飲み⼝の優しい味わい。
旨みもたっぷりで、 どこかロワールの⾃然派ワインを連想させます。

WHITE WINE

A.O.C. Chablis Du Chardonnay
シャブリ デュ シャルドネ

WHITE WINE

< Bourgogne / France >
希望⼩売価格 \ 2,700

グレープ・フルーツやレモンなどの柑橘系果実の⾹りと、ピーチ、ハチミツなどの⽢
味を持った爽やかな酸味、ミネラルもタップリで、コストパフォーマンス抜群のシャ
ブリです。

Bourgogne Chardonna Le Petit RION / Dm. Daniel Rion
ブルゴーニュ シャルドネ 、ル・プティ・リオン / ダニエル リオン

WHITE WINE

< Bourgogne / France >
希望⼩売価格 \2,800

平均樹齢はほぼ40年以上で熟成期間は16〜18ヶ⽉。フレッシュ感たっぷりのシャル
ドネで⾹りも華やか。しかも複雑で飲みごたえのある、造り⼿の⼒が⼗分に感じられ
る味わいです。輝きのある緑がかったレモン⾊。⽩い花の⽢い⾹りや柑橘の爽やか
さ、そこにミネラルやハーブの⻘い要素。⼝の含むと、フレッシュな柑橘フルーツの
ような酸味に、⼒強いミネラル感が、様々な⾹りと共に⼝いっぱいに広がります。

Mâcon Chardonna / Raphaël Sallet
マコン シャルドネ / ラファエル・サレ

WHITE WINE

Mâcon < Bourgogne / France >
希望⼩売価格 \3,000

リュットレゾネと呼ばれる減農薬農法を採⽤して、⾃然な味わいのワインを⽣み出す
⽣産者です。
本拠地でもあるウシジー地区の⽩ワインはふくよかな果実味、まろやかな酸味の⼝当
たりのソフトなボリュームある味わいの⾟⼝。
バターのようなフレーヴァーが感じられ、クリームソースとの相性は抜群です。

Yarden Chardonny / Golan Hights
ヤルデン･シャルドネ / ゴラン･ハイツ･ワイナリー

WHITE WINE

< Golan Hights / Israel >
希望⼩売価格 \3,100

レモン、熟れた洋ナシ、⻘リンゴが溢れ出し、ほのかに感じられる⽣花、アプリコッ
ト、トロピカルフルーツが良いアクセントとなっています。
背景にはオークのニュアンスが広がります。
シャルドネ１００％。⾮常に⾵味豊かでありながらエレガンスにも優れて、飲みやす
いスタイルに仕上がっています。

D.O.C.G. Gavi / Castello di Tassarolo
ガヴィ / カステッロ ディ タッサローロ

WHITE WINE

< Piemonte / Itaria >
希望⼩売価格 \3,200

ほのかに緑がかった⻨ワラの⾊調。濃厚なアロマからは花や熟れた柑橘類が溢れ出し
ます。また、アーモンドのブーケを伴った、複雑な強い⾹りを持ちます。
穏やかでほのかなオークが、ワインをより⼀層まろやかでエレガントに仕上げ、柔ら
かくいきいきとした印象を与えています。
5年は熟成するポテンシャルがあるでしょう。コルテーゼ１００％。

Pinot Gris Princes Abbes / Domaine Schlumberger
ピノ・グリ プランス アベ / ドメーヌ・シュルンバジェ

WHITE WINE

A.O.C Alsace < Alsace / France >
希望⼩売価格 \3,300

アルザス地⽅で1810年より続くドメーヌです。
ビオロジック（⼀部はビオディナミ）で栽培された葡萄でワインを⽣産しています。
柔らかく厚みのあるボディー、洋梨や林檎のコンポート、わずかにスモーキーなニュ
アンス、アフターにやや苦味を感じます。

Bourgogne Blanc / Céline et Vincent Dureuil
ブルゴーニュ ブラン / セリーヌ・エ・ヴァンサン・デュルイユ

WHITE WINE

< Bourgogne / France >
希望⼩売価格 \3,800

溢れるミネラル感とエレガントな酸！！空圧で優しくゆっくりと圧搾し、24時間デブルバー
ジュ（静置）。その後、新樽率25％のオークの⼩樽に移して樽発酵させた後、12ヶ⽉樽熟成。
⽉の満ち⽋けに合わせて澱引 。⻩⾊い果実や柑橘系果実を思わせる爽やかな果実のアロマに、
きれいな酸とミネラルが美しく調和するハリのある味わいが⼼地よく感じられます。収穫年か
ら2〜4年程の熟成が効く⽩ワインですが、リリース直後からお楽しみいただけます。

Eden Valley Chardonnay / Maverick Twins
イーデン・ ヴァレー シャルドネ / マーヴェリック ・ ツインズ

WHITE WINE

< Eden Valley-Australia >
希望⼩売価格 \3,700

オーストラリア厳選のビオディナミ ・ ワイン。新鮮なトロピカルフルーツを想像さ
せる果実味。
若⼲のミネラル感と樽からくるエキゾチックな⾹りが感じられて酸味と果実味がバラ
ンスよいワインです。

Sauvignon Blanc Rutherford Napa Valley / Frog's Leap
ソーヴィニヨンブラン ラザフォード ナパ ヴァレー / フロッグスリープ

WHITE WINE

< California-America >
希望⼩売価格 \4,600

カリフォルニア厳選のビオディナミ。
レモングラスやシトラスのような⾵味で独特のミネラル感が爽やか。
バランス、切れ味がよく、ゆっくりと味わっていただきたいオススメの名作ソーヴィ
ニヨン・ブランです。

Meurgey-Croses Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes / Pierre Meurgey
ムルジェー・クローズ プイィフュイッセヴィエイユヴィーニュ / ピエールムルジェー

WHITE WINE

Macon < Bourgogne / France >
希望⼩売価格 \4,700

シャルドネ (樹齢 60 年)１００％。
フレンチオークで発酵 、 熟成。 アルコール 13.2%。
リンゴや桃 、 ハチミツのニュアンスに 、フレッシュな柑橘系果実の味わい。
しっかりとしたミネラル感にシャープで綺麗な酸。
コクのある繊細さと気品が特徴的な⾟⼝。

Ansermi Capitel Croce
アンセルミ カピテル クローチェ

WHITE WINE

< Veneto / Itaria >
希望⼩売価格 \4,500

ガルガネーガ100％で、厳格な収量をグリーンハーベストで⾏い、収穫は熟度に合わ
せて2回分けて⾏っております。ビオロジック製法で、完全に除梗し軽くプレスした
後、マストとともにバリックにて発酵させ、アリエ産⼩樽で8ヶ⽉間熟成、10ヶ⽉の
瓶熟後リリースされます。ふくよかさと凝縮感のある果実味の中に、品のあるミネラ
ル感が⾮常にしっかり詰まっている優しい⽢めのワインです。

Chardonnay Napa Valley / Frog's Leap
シャルドネ ナパ ヴァレー / フロッグス リープ

WHITE WINE

< California-America >
希望⼩売価格 \5,200

⾮常に綺麗な柑橘系果実とピーチの果実味がミネラルによって強調されています。
純粋で洗練されたスタイルのシャルドネです。

Chablis 1er Cru LES LYS / Daniel-Etienne Defaix
シャブリ プルミエ・クリュ レ・リス / ダニエル・エティエンヌ・ドゥフェ

WHITE WINE

A.O.C. Chablis Premier Cre
< Bourgogne / France >
希望⼩売価格 \7,800

⻑年に渡り続く伝統を受け継ぐシャブリの⽼舗が造る、「熟成してからしか出荷しない」とい
うこだわりにより、奥⾏きのある味わいが表現された、驚きの熟成シャブリ。14年もの熟成を
経てなおフレッシュさを保ちながらも、⻑期熟成によって花開いた、奥⾏きと深いコクを備え
た⼒強い味わいが魅⼒。全ての要素が素晴らしいバランスで保たれており、今まさに熟成の頂
点を迎えていると⾔っても過⾔ではありません。常識を覆すほどの驚きの熟成シャブリ！！

Saumur Blanc Breze / Clos Rougerd
ソーミュール ブラン ブレゼ / クロ・ルジャール

WHITE WINE

A.O.C. Saumur
< Val de Loire / France >
希望⼩売価格 時価

ロワール地⽅で最⾼ともいわれる造り⼿です。
有機栽培を実施し、伝統的な⼿法で作業を⾏っています。
シュナン・ブラン100%。
林檎や桃を想わせる凝縮した果実感と⼒強い酸、ミネラル、⾮常に⻑い余韻を持ちま
す。

Puligny Montrachet Corvees Des Vignes / Domaine Philippe Chavy
ピュリニー モンラッシェ コルヴェ デ ヴィーニュ / ドメーヌ フィリップ シャヴィー

WHITE WINE

A.O.C. Saint-Aubin Premier Cru
< Bourgogne / France >
希望⼩売価格 \10,450

ピュリニーの北端。ムルソー、シャルムの南東部。2区画。0.64ヘクタール。
1950年代に植樹。
⻩⾦⾊に緑⾊がかかります。
洗練した⾷欲をそそる⾹りから豊富な果実とミネラルが感じられます。
滑らかな質感で、上品なボディと⻑さをもち合わせています。

Riesling GC Searing / Domaine Schlumberger
リースリング グランクリュ サエリング / ドメーヌ・シュルンバジェ

CHAMPAGNE
WHITE WINE

A.O.C. Alsace Grand Cru
< Alsace / France >
希望⼩売価格 時価

アルザス地⽅で1810年より続くドメーヌです。
ビオロジック（⼀部はビオディナミ）で栽培された葡萄でワインを⽣産しています。
リースリング100% 硬質なミネラルと強い酸、⽩い花や、完熟した柑橘類、蜜の
ニュアンスを持った⼒強いボディがあります。

