外側の面

13.8㎝
巻き込み中面

14.1㎝
裏表紙

14.1㎝
表紙

WINE COURSE
ワイン コース
3種のワインを90mlずつグラスでお召し上がり頂けます。
前菜からメインディッシュのステーキまでゆっくりとお楽しみください。

WINE
MENU

Light Course
ライト コース

Ch.Lamothe Bouscaut Blanc 2015
シャトー・ラモット

ブスコー・ブラン

FRENCH WINE
BY THE GLASS

Domaine Chanson
Beaune 1er Cru Bastion Rouge 2014

37Steakhouse & Bar Selection

ボーヌ・プルミエ・クリュ バスティオン・ルージュ

29.7㎝

Ch.Martet Reserve de Famille 2014
シャトー・マルテ レゼルヴ・ド・ファミーユ

90ml each

3,200
Heavy Course
ヘビー コース

Domaine Chanson
Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Caradeux 2015
ペルナン・ヴェルジュレス プルミエ・クリュ レ・カラドゥー

Domaine Alain Voge
Cote du Rhone Les Peyrouses 2015
コート・デュ・ローヌ

レ・ペイルーズ

La dame de Marescot 2011
ラ・ダム・ド・マレスコ

90ml each

3,500
■

価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

※

Tax is NOT INCLUDED.

■

内側の面

14.1㎝

14.1㎝

Domaine Chanson

Bordeaux Selection

ドメーヌ・シャンソン

ボルドー・セレクション

フランス革命より前の1751年に創業した260年以
上に渡る歴史あるブルゴーニュの名門生産者で
す。以来、何世紀にも渡りシャンソンは土地へ
の敬意、良い畑のブドウと共に歩んで来ました。

フランス南西部にある世界で最も有名で権威ある
ワイン産地で大半は辛口のミディアムからフルボ
ディのボルドーブレンドと呼ばれる赤ワインです。
多産な地域でもあり現在はおよそ１万の生産者が
東西130kmにわたるエリアで素晴らしいワインを
造っています。

The history of Chanson goes back to the
evolution of the country through 260 years of
exsitence. The colours of Chanson over
centuries shared and profound respect for the
earth, the vine and wine. 45ha owned
exclusively in Premiers and Grand Cru in the most beautiful villages in the heart of
Burgundy.

13.8㎝

Alter Ego de Palmer 2013
アルタ・エゴ・ド・パルメ
品種：46% Cabernet Sauvignon, 46% Merlot, 8% Petit Verdot
シャトーパルメのセカンドワイン。パルメのメルローとカベルネをほぼ
半分ずつブレンドする手法は他のシャトーと一線を画す。なめらかな
味わいで自然で魅惑的な香りのワインです。

Bordeaux, In the southern west of France, one of the world’s most famous and prestigious
wine regions. The majority of Bordeaux wines are dry medium-full bodied red Bordeaux
blends. The official region of the land stretches for 130km from Atlantic coast. It is home to
more than 10,000 producers turn out a qulaity wines

Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Caradeux 2015

Ch Rauzan Segla 2007

ペルナン・ヴェルジュレス プルミエ・クリュ レ・カラドゥー
品種：100% Chardonnay

シャトー・ローザン・セグラ

Ch.Lamothe Bouscaut Blanc 2015

この１級畑は特級畑コルトン・シャルルマーニュにも隣接し、同じ土壌で
あり理想的な斜面の中腹にも位置しています。まだ若い印象ですが、土壌
からのミネラルとしっかりと感じる風味はまさに真のテロワールです。

29.7㎝

The second wine of Chateau Palmer is composed Half and Half style
(Merlot and Cabernet Sauvignon)that is totally different from neighbors.
Velvety textured, pure and lovely fragrance.
Bottle 19,000

品種：60% CabernetSauvignon, 40% Merlot

シャトー・ラモット ブスコー・ブラン
品種：57% SauvignonBlanc, 43% Semillion

This vineyard is ideally located on mid slope where the same soil structure
and height of Corton Charlemagne Grand Cru. Still youth but it has true
terroir of minerally.
Glass 125ml 1,900
Bottle 9,500

17世紀からグラーブにあるシャトーはボルドーの辛口白の中でも専門家
からの評価が常に高い。レモンやグレープフルーツの香り、ミディアム
ボディのワインです。
The vineyard has existed since 17th century in Grave. This dry white
always favorite by wine journalist. Fresh lemon and grapefruit nose,
medium bodied wine.

Beaune 1er Cru Bastion Rouge 2014

Glass 125ml
Bottle

ボーヌ・プルミエ・クリュ バスティオン・ルージュ

メドック格付け２級の実力派シャトーは現在は「シャネル」が所有。
元シャトーラトゥール出身のワイン醸造チームが品質管理を行い飲み頃
を迎えた素晴らし香り、愛しい味わいです。
One of the top Chateau in Margaux. The estate has bought by Chanel in
1994. a winemaking team from CH. Latour creats quality wine. lovely
texuture, wonderful bouquet, drinking now.
Bottle

23,000

1,500
7,500

品種：100% Pinot Noir
シャンソンが所有する自社の１級畑のぶどうをブレンドした素晴らしい
ワイン。気品のある花や熟した赤い果実の香りと深みと複雑性も伴った
味わいです。

Ch.Martet Reserve de Famille 2014

Domaine Alain Voge

シャトー・マルテ レゼルヴ・ド・ファミーユ

This Cuvee is a blend of grapes source from selected plots among
premier cru of domaine. Fresh floral, aroma of ripe red fruits with deep
and complex character.
Glass 125ml 1,900
Bottle 9,500

品種：100% Merlot
サンテミリオン近くの歴史ある別荘はかつて巡礼者たちを受け入れて
いた農園でした。現在は新しいオーナーの元、有機栽培、低収量、厳選
したブドウを使用したまさに「家族のための特別なワイン」です。
Situated near Saint Emilion. This villa also hosted for pilgrimage. New
winemaking team start in 90’s, low crop, organic farming under new
ownership. It is precisely works for the family.

Gevrey-Chambertin 2015
ジュヴレイ・シャンベルタン
品種：100% Pinot Noir

1,600
8,000

Glass 125ml
Bottle

ジュヴレイ・シャンベルタ村の北部から厳選したぶどうをブレンド。
濃いルビー色でブラックベリーのような凝縮した果実味にバランスの
取れた渋み、スパイスと上品な樽香も感じ、長く美しい余韻が特徴です。
The grapes from a selected plot in the Northen part of Gevrey
Chambertin. Dark ruby colour, Intense aroma of black berries mixed with
spices and a hint of vanilla, well integrated tannins. After long beautifully
taste.
Bottle 12,000

ラ・ダム・ド・マレスコ
品種：50% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 10% CabernetFranc,
5% Petit Verdot
年産13万本の小さなシャトーは毎年質の高いワインを生み出しています。
春の花を想わせる香り、熟した赤い果実、調和のとれた濃厚なワインです。

シャンボール・ミュジニー
品種：100% Pinot Noir

This small estate only 130,000 btls produced has been on a qualitative
tear for a number of years. A fragrant perfume of spring flowers, ripe of red
fruits, harmonious, full-bodied wine.

コート・デュ・ニュイの中心に位置する小さな村、シャンボール・
ミュジニーのワインは素朴、チェリーのような香りと流れるような渋み
とピノ・ノワールの持つ典型的な優美な味わいです。

Glass 125ml
Bottle

Chambolle Musigny is a small village located in the heart of Cote du
Nuits. Very pure aroma of red cherry and smooth tannin, typical elegant
pinot noir style.

15,000

北ローヌ地方のコルナス村にある秀逸な
家族経営生産者。その哲学は土地への敬意
を払い有機栽培農法、シラーとマルサンヌ
種のみを造っています。彼のワインは職人
の魂を想像すると多くの顧客を有していま
す。
Domaine Alain Voge is an excellent domaine based in Northen Rhone.
The philosophy is to practice biodynamic viticulture of the land, dedicated only
Syrah and Marsanne. Many customers knows his wine is imagined in the spirit of
profession.

La dame de Marescot 2011

Chambolle-Musigny 2011

Bottle

ドメーヌ・アラン・ヴォージュ

■

価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

※

2,000
10,000

Tax is NOT INCLUDED.

■

Cote du Rhone Les Peyrouses 2015
コート・デュ・ローヌ レ・ペイルーズ
品種：100% Syrah
プラムやブラックベリーのような果実味に溢れ、リッチでかすかに
スパイシー。非常に飲みごたえのある洗練された味わい。
Taste is juicy, lots of plum, blackberry aromas, medium-bodied palate.
Elegant and deliciously drinkable style.
Glass 125ml
Bottle

1,500
7,500

