
■ ドン ペリニョン ヴィンテージ 2009 31,000

■ プイィ フュメ バロン ド エル 2014 ラドゥセット 28,000

■ ドン ペリニョン P2 1996 100,000

■ アサツユ 2016 ケンゾー エステート 25,000

■ ルイ ロデレール クリスタル ブリュット 2009 38,000

■ サロン ブラン ド ブラン ブリュット 2006 130,000

■ クリュッグ ブリュット グランド キュヴェ 37,000

■ クリュッグ ブリュット クロ デュ メニル 2002 150,000

■ ピュリニー モンラッシェ レ レヴロン 2015 22,000

■ アンリ ジロー ブリュット コード ノワール 35,000 ドメーヌ ベルテルモ

■ アンリ ジロー ブリュット アルゴンヌ 2004 75,000 ■ シャサーニュ モンラッシェ 2014 プルミエ クリュ ブラン 31,000

モルジェ ミシェル クトー

■ ボランジェ ラ グランダネ 2007 38,000

■ シャルドネ 2015 ガヤ & レイ 45,000

■ ルイナール ブリュット ブラン ド ブラン 18,000

■ 幻エステート 2015 18,000

■ ビルカール サルモン ブリュット スーボワ 19,500

■ キスラー  2015 30,000

■ ペリエ ジュエ ブリュット ベル エポック 2007 31,500

■ ビルカール サルモン ブリュット ロゼ 19,000

■ エリック ケント 2014 13,000

■ ルイナール ロゼ 16,000

■ シェーヌ ブルー 2016 11,000

■ ペリエ ジュエ ベル エポック ロゼ 2006 80,000

上記価格に15％のサービズ料と消費税を頂戴いたします。

sommelier's selection

champagne sauvignon blanc

chardonnay

rose winechampagne rose 



■ ダリオッシュ シグネチャー 39,000 ■ シャトー ムートン ロートシルト 2011 175,500 ■ ホースパワー 2014 50,000

カベルネ ソーヴィニヨン 2013, ダリオッシュ

■ シャトー ラトゥール 2004 180,000 ■ ストーンウェル 2007 ピーター レーマン 18,000

■ ダリウス Ⅱ 2013 ダリオッシュ 79,000

■ シャトー ラフィット ロートシルト 2012 210,000

■ リンドー 2014 ケンゾー エステート 35,000

■ シャトー オーブリオン 2006 165,000

■ シルバーオーク 2012 アレキサンダーバレー 20,000

■ シャトー マルゴー 2012 139,000

■ シェーファー 2014 ワンポイントファイブ 30,000 ■ パラダイスリッチ 2015 カナヘ 12,000

ザ グレープキング

■ ザ フェデラリスト 2015 14,000

■ レオネッティ 2013 32,000 ■ ルーチェ 2014 ルーチェ デッラ ヴィーテ 37,000

■ トゥーミー 2012 14,500 ■ サッシカイア 2014 テヌータ サン グイード 38,800

■ バルバレスコ 2014 ガヤ 44,000

■ オーパス ワン 2014 99,000

■ スクリーミング イーグル 2014 560,000

■ クロスター エーバーバッハ 2015 10,000

シュタインベルガ― カビネット
■ ジュヴレ シャンベルタン シンフォニー 2012 22,000 ■ 幻エステート 2012 25,000

ドメーヌ アラン ビュルゲ ■ ベーレンアウスレーゼ キュベ 2012 14,000

■ グランポレール 余市 2015 11,000 クラッハー（375ml）
■ モレ サン ドゥニ 1999 クロ ド ラ ロッシュ 46,000

ルイ レミー ■ ゴールデンアイ 2014 ダックホーン 23,000 ■ ラタフィア アンリ ジロ― 17,000

■ ビュルガーシュピタール
■ シャンボール ミュジニー 2013 48,000

pinot noir

上記価格に15％のサービズ料と消費税を頂戴いたします。

sommlier's selction

nebbiolo

bordeaux blends shiraz

zinfandel

cabernet sauvignon

dessert wine

merlot blends
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