
SALE
Ja nua r y

White Wine

Red Wine

6,800yen
¥7,480 taxin 

8,000yen
¥8,800 taxin 

8,800yen!!!
10,000yen

¥9,680 taxin 

Wine

Chandon Brut
シャンドンブリュット

Chandon Rose
シャンドン ロゼ

Laurent-Perrier
ローラン・ペリエ

Ceretto Arneis Blange

チェレット
アルネイス ブランジェ Asatsuyu

アサツユ

8,000yen
¥8,800 taxin 

Casita Cabernet

カシータ
カベルネ

Penfolds Max's Shiraz

ペンフォールズ
マックス シラーズ

Calon Segur

ル マルキド
カロン セギュール

Vosne Romanee
Daniel Rion Premier Cru 

ヴォーヌ ロマネ 
ダニエル リオン
プルミエ クリュ Stag's Leap Artemis

スタッグスリープ
アルテミス

wine
BOT T L E

ボトルワインがお得！

ただ濃いだけでなく、
果実味、酸味、樽香の
バランスが絶妙な１本

泡か白か迷ったらこれ
発酵時のCO2を少し残しすっきりとした

口当たりを表現

清涼感と芳醇さを
併せ持ったワイン

レストランでも大評判の
フルボディのハウス赤ワイン！

シラーズらしいスパイシーな
香りはもちろんしっかりした

タンニンと甘みを感じる

ハートのラベルが
可愛らしいフランス産ワイン！ この価格でこんなにもエレガント！

人気の産地ブルゴーニュの1級酒です。

モエシャンドンがオーストラリアで作る
辛口の泡。乾杯にぜひ！

とってもフレッシュでおつまみにも
合わせやすい辛口ロゼスパークリング！

英国王室御用達の癖のない
シャンパーニュ！

原産国／フランス ボルドー
品種／ボルドーブレンド 原産国／フランス ブルゴーニュ 

品種／ピノ・ノワール

原産国／オーストラリア
品種／シラーズ

原産国／アメリカ ワシントン州
品種／カベルネ ソーヴィニヨン

原産国／アメリカ
品種／カベルネ・ソーヴィニヨン

原産国／アメリカ ナパバレー
品種／ソーヴィニヨン・ブラン セミヨン原産国／イタリア

品種／アルネイス

7,800yen
8,800yen

¥8,580 taxin 

Nikolaihof Riesling

ニコライホーフ
リースリング

リースリングらしい鋭い酸味に
クリアなミネラル感

原産国／オーストラリア
品種／リースリング

7,800yen
8,800yen

¥8,580 taxin 

16,500yen
¥18,150 taxin 

8,800yen
ハーフ

¥9,680 taxin 

8,800yen
¥9,680 taxin 

9,800yen
10,800yen

¥11,880 taxin 

11,800yen
18,000yen!!!

¥19,800 taxin 

22,880yen
20,680yen!!!

¥22,748 taxin 

Luce
ルーチェ

20世紀を代表する
ワインメーカーの手掛ける

スーパータスカン！

原産国／イタリア トスカーナ
品種／サンジョベーゼ

25,000yen!!!
¥27,500 taxin 

27,280yen

15,000yen!!!
¥16,500 taxin 

24,000yen!!!
¥26,400 taxin 

 Louis Roederer
ルイ・ロデレール

Dom Pérignon
ドンペリニヨン

シャンパーニュの頂点に立つ老舗メゾン、
ルイ・ロデレール。

 繊細さとまろやかさが絶妙な
バランスで表現された、スタンダード・キュヴェ。

飲めば違いのわかる特別な
シャンパーニュを特別価格でご案内！

29,800yen

カシータ
シャルドネ

8,000yen
¥8,800 taxin 

Cloudy Bay
クラウディ ベイ シャブリ

Casita Chardonnay Chablis Sanct Valentin Sauvignon 

サンクトヴァレンティン
ソーヴィニヨン 

Meursault Buisson Battault

ムルソー
ビュイソン・バトー

ニュージーランドワインの
パイオニア的存在のワイン。

ワイン単体でもお楽しみいただけます！

レストランでも大評判の
カシータ自慢のボリューム

たっぷりのハウス白ワイン！

すっきりとした辛口。
シャブリのお手本ともいえる

みずみずしい果実味と
フレッシュな味わい。

果実味、エレガントさが
最大限に引き出されたイタリアでも

1、2を争うソーヴィニョン

冷涼でエレガントな酸味に
ふくよかで優しい果実味

原産国／ニュージーランド
品種／ソーヴィニヨン・ブラン

原産国／アメリカ ワシントン州
品種／シャルドネ

原産国／フランス ブルゴーニュ 
品種／シャルドネ

原産国／フランス
品種／シャルドネ

原産国／イタリア
品種／ソーヴィニヨン・ブラン

7,500yen
8,000yen

¥8,250 taxin 
9,800yen

10,800yen

¥10,780 taxin 

9,680yen
13,800yen

14,800yen

¥15,180 taxin 

ヴォーヌロマネ 
ダニエルリオン

Vosne Romanee
Daniel Rion 

ブルゴーニュ好きな方にぜひ！
フローラル＆優美な

ヴォーヌ・ロマネ

原産国／フランス ブルゴーニュ 
品種／ピノ・ノワール

15,000yen!!
¥16,500 taxin 

17,600yen

ケンゾーエステートの
フラッグシップに位置づけされる、

ボルドースタイルのワイン。

原産国／アメリカ ナパバレー
品種／カベルネ・ソーヴィニヨン

メルロー主体

26,400yen!!
¥29,040 taxin 

Rindo

ケンゾーエステート
紫鈴

13,200yen
ハーフ

¥14,520 taxin 

8,800yen
¥9,680 taxin 

程よい酸味としなやかさ、
バランスに優れた

ブルゴーニュワインです。

原産国／フランス ブルゴーニュ 
品種／ピノ・ノワール

9,800yen!!
¥10,780 taxin 

10,800yen

Vosne Romanee Daniel Rion
Cotes de Nuits 

ヴォーヌロマネ 
ダニエルリオン
コート ド ニュイ

Sparkling & Champagne



シャブリ

WHITE RED

1,200yen!!!!!
¥1,320 taxin 

Laurent-Perrier
ローラン・ペリエ

1,300yen!
¥1,430 taxin 

Chablis
カシータ カベルネ

Casita Cabernet

wine
GL A S S

グラスワインがお得！

グラスシャンパン

1,800yen

Glass Wine
グラスワイン

1,500yen

SALE
Ja nua r y Wine

1,300yen!
¥1,430 taxin 

1,400yen

Bottole
8,000yen
¥8,800 taxin 

Glass Champagne


