8JOF-JTU

シャンパーニュ Champagne
France
¥9,800

アンリオ ブリュット スーヴェラン
Henriot Brut Souverain
ピノノワール 50％

シャルドネ 50％

白い花の香り・細かくクリーミーな泡立ちで果実味と熟成感のある一本
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l e ct

ヴーヴ クリコ ポンサルダン イエローラベル
Veuve Clicquot Ponsardin Yellow Label
ピノノワール 50％

シャルドネ 20％

Full Bottle
Half Bottle

¥11,000
¥6,000

ピノムニエ 30％

柑橘系のフルーティな香りとソフトな口当たりで爽やかなタイプ

ギィ ラルマンディエ グランクリュ クラマン ブラン ド ブラン

¥11,800

Guy Larmandier Grand Cru Cramant Blanc de Blancs
シャルドネ 100％

白桃の甘い香りと柔らかい酸で上品な味わい

ボランジェ スペシャル・キュヴェ・ブリュット
Bollinger special Cuvee Brut
ピノノワール 60％

シャルドネ 25％

Full Bottle
Half Bottle

¥14,000
¥7,200

ピノムニエ 15％

引き締まったレモンやオレンジを思わせる酸味がありつつ、ふくよかさも感じられる一本。
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Se

おすすめのワインです。
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このマークが付いたワインは

アンリジロー コード
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当ホテルのソムリエールが選んだ

¥23,000

ノワール

Henri Giraud Code Noir
ピノノワール（プティドレ） 100％

バニラや蜂蜜の香りとフレッシュな果実味と豊かな酸のバランスが絶妙で、魅力的な一本

¥32,000

ドンペリニヨン
Dom Perignon 2006
シャルドネ

ピノノワール

※ブレンド比率は非公開

洋ナシや花の香りから時間が経つにつれアーモンドやココアのニュアンスも。

クリュッグ グランド キュヴェ ブリュット

¥32,400

Krug Grande Cuvee Brut
ピノノワール 50％

シャルドネ 35％

ピノムニエ 15％

蜜のある完熟リンゴのような香りと甘いフルーツの味わい

¥54,000

ドンペリニヨン ロゼ
Dom Perignon Rose 2000
シャルドネ

ピノノワール

※ブレンド比率は非公開

イチジク・野イチゴの熟した香りが時間が経つとスミレの花やバニラの甘いニュアンス
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白ワイン White Wine
France
¥4,900

ヒューゲル･リースリング
Hugel Riesling 2013
アルザス / リースリング 100％

リンゴや洋ナシの香りでなめらかな酸・爽やかな味わい

¥6,700

サンセール / ドメーヌ ドールニー
Sancerre 2014
サンセール / ソーヴィニヨンブラン 100％

ハーブやフレッシュな果実の香りと爽やかな酸味のある辛口ワイン
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¥7,500

レ ザルム ド ラグランジュ
Les Arums de Lagrange 2011

ボルドー サンジュリアン / ソーヴィニヨンブラン 60％ セミヨン 30％ ミュスカデ 10％

ハーブとやわらかい柑橘系の果実・樽の香りでコクのある味わい

シャブリ プルミエクリュ フルショーム/シャブリ ジェンヌ
Chablis Premier Cru Fourchaume 2013

Full Bottle
Half Bottle

¥7,500
¥4,000

シャブリ / シャルドネ 100％

清涼感のある酸と爽やかな果実の香りが特徴
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ピュリニー モンラッシェ/ブシャール ペール エ フィス
Puligny -Montrachet 2014
ブルゴーニュ コートドボーヌ / シャルドネ 100％

トロピカルフルーツやバターの香りとまろやかで余韻の長さも特徴的

3

¥10,800

このマークが付いたワインは
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当ホテルのソムリエールが選んだ

2000 / モレ・ブラン

Meursault-Les Poruzots 2000

¥27,000

ブルゴーニュ / シャルドネ 100％

ピーチ・蜂蜜・バター・ナッツのフレーバーで柔らかくソフトな味わい

シャサーニュ

モンラッシェ

カイユレ

2006 / ラモネ

Chassagne Montrachet 1er Cru Les Caillerets 2006

¥32,000

ブルゴーニュ / シャルドネ 100％

はちみつや洋ナシ・アカシア・アーモンドのような香り、伸びやかな余韻が特徴

Italy
ヴァッレダオスタ ピノグリ / カーヴ・デ・オンズ・コミュニュ

¥4,500

Valle D'Aosta Pinot Gris 2014
ヴァッレ・ダオスタ / ピノグリ 100％

アプリコットや黄色い花などの香り。味のバランスも良く、果実味とまろやかな酸味が心地よい

¥5,400

クズマーノ クビア
Cusumano Cubia 2013
シチリア / インソリア 100％

マーマレード等の柑橘系の香りと果実の豊かな厚みが感じられるエレガントな味わい

Rumania
アヴィンチス

クルンポシェ・セレクツヨナタ

¥6,000

Avincis Cramposie Selectionata 2015
ルーマニア / クルンポシェ・セレクツヨナタ

洋ナシとグリーンアップルのフレッシュな香りと口当たり、フィニッシュには旨味も感じられるワイン
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白ワイン White Wine
America
¥17,200

あさつゆ
Asatsuyu 2014
カルフォルニア・ナパ / ソーヴィニヨンブラン 96.2％

セミヨン 3.8％

シトラスの爽やかさもあり蜂蜜のような甘いニュアンスも。心地良い酸と厚みのある凝縮感も

¥17,200

パッツ＆ホール ジオ・トニー・ランチ
PATZ& HALL Zio Tony Ranch 2004
カルフォルニア・ナパ / シャルドネ 100％

花の香りと甘いリンゴや熟した桃と柑橘系フルーツのような酸味が特徴

Australia
¥4,600

ソウマ ヴィオニエ
Soumah Viognier 2015
ヴィクトリア /ヴィオニエ 100％

白桃のようなクリーミーでほどよい重み。リッチな口当たりで、引き締まった酸も魅力の白ワイン

Japan
¥4,300

ジャパンプレミアム リースリング フォルテ
Japan Premium Riesling Forte 2014
山梨 / リースリング

フォルテ 100%

ボリュームは控えめながらレモンピールや白い花を連想させる香り。軽やかで爽やかな飲み心地
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このマークが付いたワインは
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おすすめのワインです。
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赤ワイン Red Wine
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当ホテルのソムリエールが選んだ

France
¥4,700

ルフレ ドゥ シャトー シサック
Reﬂets du Chateau Cissac 2012

ボルドー / フルボディ / カベルネソーヴィニヨン 70％ メルロ 22％ プティヴェルド 8％

ベリー系の香りでキメ細かいタンニンで上品な味わい

¥4,700

ムートン カデ レゼルヴ ボルドー ルージュ
Mouton Cadet Reselve Bordeaux Rouge 2013

ボルドー / ミディアムボディ/ メルロ 62％ カベルネソーヴィニヨン 20％ カベルネフラン15％

濃いバイオレット色でチェリー・カシスの風味、肉質の良いシルキーなタンニン

¥4,900

シャトータイヤック キュべ ルビィ
Chateau Tayac Cuvee Rubis 2012

ボルドー・コート ド ブール / ミディアムボディ / メルロ 95％ カベルネソーヴィニヨン 5％

ブラックチェリー・プラムのフルーティーな香りで凝縮感が口の中に広がりエレガントな味わい

ルイ ラトゥール ピノノワール /ドメーヌ ド ヴァル モワシン

¥5,300

Loui Latour Pinot Noir 2013
ラングドック / ミディアムボディ / ピノノワール 100％

果実のフレッシュ感があり、特に苺のフルーティさが楽しめる優しいワイン
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¥5,400

クローズ エルミタージュ / E. ギガル
Crozes Hermitage 2010
コート・デュ・ローヌ / フルボディ / シラー 100％

プラムやスパイスの香りとフルーティで熟した果実味・渋みもしっかり

ブルゴーニュ ルージュ ベルトラン アンブロワーズ
Bourgogne Rouge Bertrard Ambroise 2013

Full Bottle
Half Bottle

¥5,900
¥3,500

ブルゴーニュ / ミディアムボディ / ピノノワール 100％

ラズベリーのような甘酸っぱい香りと果実の豊かさが口の中で広がります。
※上記税込価格に別途サービス料として10％を頂戴いたします。
※22 時以降のご注文につきましては、
当ホテル、
ワインセラー施錠のためご提供まで時間を頂く場合がございます。
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赤ワイン Red Wine
France
プピーユ

Full Bottle

Poupille 2011

Half Bottle

ボルドー・ポイヤック/フルボディ/メルロ100％

¥7,400
¥4,100

プラムなどのふくよかな果実の香り・優しい酸味と渋みでバランスが良いワイン

¥8,600

シャトー プージョー
Chateau Poujeaux 2013

ボルドー / フルボディ/ カベルネソーヴィニヨン 50％ メルロ 40％ カベルネフラン＆プチヴェルド10％

カシスやカカオの香りと穏やかな酸味・旨み、コクまろやかな渋み

シャトーヌフ ドゥ パプ /ドメーヌ デ セネショー

¥8,800

Chateauneuf du Pape 2012
コート・デュ・ローヌ/フルボディ/グルナッシュ64％ シラー19％ ムールヴェドル15％ etc

ハーブやスパイス・フランボワーズの香りで肉厚な果実とタンニンが重層的に絡んだ味わい

So
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¥11,000

シャトー ラグランジュ
Chateau Lagrange 2012

ボルドー・サンジュリアン / フルボディ/ カベルネソーヴィニヨン 64.8％ メルロ27.9％ プティヴェルド 7.3％

カシスやハーブの香りと甘いタンニンで優しくしっかりした味わい

ヴォーヌ ロマネ/ドメーヌ・グロ・フレール・エ・スール
Vosne Romanee 2013

¥13,000

ブルゴーニュ / ミディアムボディ / ピノノワール 100％

カシスや野いちごの香りで時間が経つに連れ上品さが増しゆっくりとお楽しみいただけます

レゼルヴ ド ラ コンテス/シャトー ピション ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド

¥14,000

Reserve De La Comtesse 2005
ボルドー・ポイヤック/フルボディ/カベルネソーヴィニヨン46％ メルロ32％ カベルネフラン 13％ プティヴェルド 9％

熟したブラックチェリーの華やかな果実と複雑さも感じるとても魅力的な味わい
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このマークが付いたワインは
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グランクリュ / フェヴレ

¥28,000

Latricieres-Chambertin Grand Cru 2011
ブルゴーニュ / ミディアムボディ / ピノノワール 100％

ラズベリーのなど赤い果実の香りとスパイシーなニュアンス。
果実味とともにストラクチャーがしっかり。伸びのある余韻が楽しめる

¥81,000

シャトー マルゴー
Chateau Margaux 2006

ボルドー・マルゴー /フルボディ/ カベルネソーヴィニヨン75％ カベルネフラン5％ メルロ20％

カシス・スミレ・バニラの香りと酸・タンニンがしっかりしており余韻もとても長い

¥82,500

シャトー オー ブリオン
Chateau Haut Brion 1995

ボルドー・グラーブ地区ぺサック/フルボディ/カベルネソーヴィニヨン45% メルロ37% カベルネフラン18%

チェリーやブラックカラント、樽からくるバニラやスパイスが特徴

¥86,400

シャトー ラトゥール
Chateau Latour 2001
ボルドー・メドック地区ポイヤック/フルボディ/
カベルネソーヴィニヨン75% メルロ20% カベルネフラン4% プティヴェルド1%

エレガントな酸が果実味とスパイシーさを際立たせる力強いワイン

シャトー ラフィット

ロートシルト

¥108,000

Chateau Laﬁt Rothschild 1994
ボルドー・メドック地区ポイヤック/フルボディ/
カベルネソーヴィニヨン70% メルロ25% カベルネフラン3% プティヴェルド2%

きめ細かいタンニンと芳醇な味わい。
「気品」のある一本。
※上記税込価格に別途サービス料として10％を頂戴いたします。
※22 時以降のご注文につきましては、
当ホテル、
ワインセラー施錠のためご提供まで時間を頂く場合がございます。
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赤ワイン Red Wine
Italy
ヴァッレ ダオスタ ピノノワール / カーヴ・デ・オンズ・コミュニュ

¥4,300

Valle D'Aosta Pinot Noir 2014
ヴァッレ

ダオスタ / ミディアムボディ / ピノノワール 100%

甘酸っぱい赤い果実、バラ、スパイスの香り。さらっとした飲み口で綺麗な酸味とチャーミングな果実味。

バルバレスコ マーニョ / カンティーネ サン シルヴェストロ

¥4,900

Barbaresco Mango 2012
ピエモンテ / フルボディ / ネッビオーロ 100％

熟したイチゴの香り・タンニンもしっかりとあり、余韻も長い

¥6,500

ドヴィーディオ / サン・ルチアーノ
Dovidio 2008
トスカーナ・アレッツォ / フルボディ /

サンジョヴェーゼ 40％ モンテプルチアーノ 40％ カベルネソーヴィニヨン 10％ メルロ10％

凝縮感のあるしっかりとした味わいで、豊かな果実味・旨み・力強いタンニンが特徴的

クローチェ キアンティ クラッシコ リゼルヴァ / テラビアンカ

¥6,500

Croce Chianti Classico Risetva 2009
トスカーナ アレッツォ / ミディアムボディ / サンジョヴェーゼ 97％

カナイオーロ 3％

チェリーヤプラムなどの香りで口に含む暖かさが広がる
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バローロ ゾンケッラ / チェレット

¥9,800

Barolo Zonchera 2011
ピエモンテ / フルボディ / ネッビオーロ 100％

バラやスミレの花やスパイスの香りと穏やかなタンニンがあり長い余韻が楽しめる
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Rumania
So
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アヴィンチス

¥7,000

メルロ

Avincis Merlo 2011
ルーマニア / フルボディ / メルロ

ダークチョコレートやラズベリー・プラムの香でまろやかな渋みと果実の豊かさも感じられる味わい

Argentina
¥6,800

クロス デ ロス シエテ / ミシェル・ロラン
Clos de los Siete 2011

アルゼンチン / フルボディ / マルベック 40％ カベルネソーヴィニヨン 20％ メルロ 20％

ブルーベリーやカシスの香りキメ細かくまろやかなタンニンでしっかりとしたワイン

America
ハッピー

キャニオン

オブ

サンタバーバラ

2011

¥11,000

Cabernet Sauvignon Happy Canyon of Santa Barbara
カリフォルニア / フルボディ / カベルネソーヴィニヨン 100％

完熟したカシスやドライチェリーや華やかさを感じる香、シナモンやクローブなどのスパイスも特徴

¥54,000

オーパス ワン
Opus One 2010
カルフォルニア / フルボディ / カベルネソーヴィニヨン 71％ メルロ 11％

バラやブルーベリーの香りとしっかりとした柔らかな渋みのあるワイン

Japan
シャトー

メルシャン

穂坂マスカットベリー A

¥6,000

Chateau Mercian Hosaka Muscat Bailey A 2012
山梨 / ミディアムボディ / マスカットベリー A 100％

綿あめやイチゴキャンディーのような甘い香り、やさしくシルキーな口当たりと味わいが特徴
※上記税込価格に別途サービス料として10％を頂戴いたします。
※22 時以降のご注文につきましては、
当ホテル、
ワインセラー施錠のためご提供まで時間を頂く場合がございます。
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