
BY THE BOTTLEWINE
GRAN LIVENZA CAVA BRUT   2,900

グラン リベンサ カヴァ ブリュット
| Spain | Dry | 

焼きたてのパンの香りやしっかりとしたボディ。

MIONETTO PROSECCO DOC   5,900

ミオネット プロセッコ DOC
| Italy | Dry | 

フレッシュなりんごとやさしい果実味、ふんわりとした泡立ち。

SPARKLING

SPECIALITY sparkling
CHANDON BRUT   6,900

シャンドン ブリュット
| Australia | Dry | 

シャンパン方式と同じ製法で造り上げた正統派の辛口。

LAURENT-PERRIER   10,900

ローラン ペリエ
| France / Champagne | Dry | 

口に含むとリッチさと円熟感が広がる味わいのシャンパン。

SENDAS DEL REY BLANCO

センダス デル レイ ブランコ
| Spain | Dry | 

レモンやグレープフルーツなどの柑橘系果実の香り。

BEND CHARDONNAY

ベンド シャルドネ
| California | Dry | 

完熟した桃などのトロピカルな果実と香ばしいオークのフレーバー。

DEL SUR CHARDONNAY

デル スール シャルドネ
| Chile | Dry | 

パッションフルーツなどの果実のアロマやオレンジの花の香り。

SENORIO DE ORGAZ BLANCO

セニョリオ デ オルガス ブランコ
| Spain | Dry | 

軽やかな辛口で若々しく、酸はやわらかく丸いタッチ。

WHITE ¥2,900

MOUNTAIN VIEW CHARDONNAY

マウンテン ヴュー シャルドネ
| South Africa | Dry | 

繊細なはちみつや香ばしいアーモンドのニュアンス。

MICHEL TORINO TORRONTES

ミシェル トリノ トロンテス
| Argentina | Dry | 

オレンジピールのブランデー漬けのような、スパイシーなニュアンス。

WHITE ¥3,900

表示価格は税込となります。The prices are including consumption tax.

Good wine engenders good blood. 

SPARKLING・WHITE・RED

[Mar t in Luther -  theo log ian 
(1483-1546)] He who loves not 
wine, women and song remains a 
fool his whole life long. [Ernest 

Hemingway - novelist (1899-1961)] I drink to make other people more 
interesting. [Ernest Hemingway - novelist(1899-1961)] An intelligent man is 
sometimes forced to be drunk to spend time with his fools. [Benjamin 
Franklin - physicist (1706-1790)] In wine there is wisdom, in beer there is 
Freedom, in water there is bacteria. [Benjamin Franklin - physicist 
(1706-1790)] Beer is proof that God loves us and wants us to be happy. 
[Anacharsis - philosopher] The first draught serveth for health, the second 
for pleasure, the third for shame, and the fourth for madness. [George 
Bernard Shaw - dramatist (1896-1950)] Alcohol is the anesthesia by which we 
endure the operation of life. [William James -philosopher (1842-1910)] Is life 
worth living? It all depends on the liver. [Arnold Alois Schwarzenegger 
-actor (1947-) ] Milk is for babies. When you grow up you have to drink beer. 
[Gilbert Keith Chesterton - novelista writeran author (1874-1936)] Drink 
because you are happy but never because you are 
miserable. [John Selden - researcher (1584-1654)] It's 
not the drinking to be blamed, but the excess. [Frank 
Sinatra - singer (1915-1998)] Alcohol may be man's 
worst enemy, but the bible says love your enemy.

12        FAMOUS QUOTES 
FROM GREAT FIGURES 



表示価格は税込となります。The prices are including consumption tax.

RED ¥2,900

LOS GANSOS PINOT NOIR

ロス ガンソス ピノ ノワール
| Chile | Medium Body | 

鮮烈なチェリー、プラム、苺の香りに、トーストのニュアンス。

AROMO MERLOT

アロモ メルロー
| Chile | Full Body | 

黒系果実のアロマと若干のスパイス香、カシスの香り。

SENDAS DEL REY TINTO

センダス デル レイ ティント
| Spain | Light Body | 

フルーティな赤い果実香とスパイシーな余韻。

HIDDEN PEARLSHIRAZ CABERNET MERLOT

ヒドゥン パール シラーズ カベルネ メルロー
| Australia | Full Body | 

熟したベリーの豊かな風味とカカオやスパイスの複雑味。

DEL SUR CARMENERE

デル スール カルメネール
| Chile | Medium Body | 

ブラックベリーやプルーンのフレーバー、チョコレートの香り。

SENORIO DE ORGAZ SHIRAZ MONASTRELL

セニョリオ デ オルガス シラーズ モナストレル 
| Spain | Medium Body | 

香りのボリュームは多く、ベリーを思わせる香り。

SANTA BY SANTA CAROLINA CARMENERE PETIT VERDOT

サンタ バイ サンタ カロリーナ カルメネール プティ ヴェルド
| Chile | Full Body | 

濃厚な果実の香りとコーヒーやチョコレートのニュアンス。

SEA RIDGE CABERNET SAUVIGNON

シー リッジ カベルネ ソーヴィニヨン
| California | Full Body | 

ベリーと樹木の複雑な風味。果実のニュアンスとバニラ、柔らかいタンニン。

PEBBLE LANE CABERNET SAUVIGNON

ペブル レーン カベルネ ソーヴィニヨン
| California / Monterey | Full Body | 

カシスとスモーキーなブラックフルーツ、柔らかなタンニンに長いフィニッシュ。

RED ¥3,900

CYCLES GLADIATOR PINOT NOIR   4,900

サイクルズ グラディエーター ピノ ノアール
| California | Light Body | 

凝縮感のある果実味ときめ細かなタンニンが特徴。

CATENA MALBEC  5,900

カテナ マルベック
| Argentine / Mendoza | Full Body | 

モカやチョコレートの香り、エレガントなワイン。

INTO ZINFANDEL LODI  4,900

イントゥ ジンファンデル ロダイ
| California / Central Valley | Full Body | 

苺ジャムやチョコレートの香りに加えスパイシーなアロマ。

CONO SUR 20 BARRELS LIMITED EDITION 
PINOT NOIR  6,900
コノ スル 20バレル リミテッド エディション ピノ ノワール

| Chile | Full Body | 

上品な口当たりで、豊富なタンニンと酸味が絶妙。

JOEL GOTT 815 CABERNET SAUVIGNON  6,900

ジョエル ゴット 815 カベルネ ソーヴィニヨン
| California | Full Body | 

様々な産地の葡萄の個性が絡みあう味わい。

SIX EIGHT NINE NAPA VALLEY RED  7,900

シックス エイト ナイン ナパ ヴァレー レッド
| Napa Valley | Full Body | 

コクとバランスに優れた魅力的な赤ワイン。

VALDIVIESO MERLOT

バルデビエソ メルロー
| Chile | Full Body | 

完熟プラムのフレーバーにチョコやスパイス香、スモーキーな香り。

MICHEL TORINO MALBEC

ミシェル トリノ マルベック
| Argentina | Full Body | 

プラム、黒チェリーの甘酸っぱい香りとチョコレートの甘い香り。

HARDYS NOTTAGE HILL PINOT NOIR

ハーディーズ ノッテージヒル ピノ ノワール
| Australia | Medium Body | 

みずみずしく軽やかなベリーの果実味。

SPECIALITY RED

RED ¥3,900


