赤ワイン

RED WINE LIST
TiLTiL
ティルティル (赤)

チリ/サンティアゴ
≪ライトボディ≫

~サンタカロリーナ~

Tempranillo
テンプラニーリョ (赤 )

~パンパネオ~

スペイン/ラマンチャ
≪ミディアム≫

チリの名門ワイナリー<サンタカロリーナ社>が特
別に醸造する希少なワイン。ベリー系を思わせ
る爽やかな香りにハーブやペッパーのニュアンス。
バランスのとれた味わいで、柔らかいタンニンとシ
ルクのようなスムーズな飲みやすさが特長です。

旨味エキスのたっぷり詰まった、フルーティでコク
のあるワイン。コストパフォーマンスは抜群！

智利/红葡萄酒
CHILLI
Red wine
Light-bodied wine

西班牙/红葡萄酒
SPAIN
Red wine
Medium-bodied wine

\2400/BTL

\3400/BTL

Alchimistes
アルシミスト (赤)

~スクラヴォス~

ギリシャ/ケファロニア島
≪ミディアム≫

Rosso Masieri
ロッソマシエリ (赤)

~ビアンカーラ~

イタリア/ヴェネト
≪ミディアム≫

こちらもラシーヌが輸入するギリシャの定番コスパ
ワイン！！バランスのとれた味わいで、ベリー系
の味わい、果実味もあり程よいロースト香。

ヴァン・ナチュール（自然派ワイン）といえばこの
人の作るワイン！！ここからナチュラルワインの
魅力に惹かれていった人は多いと思います。ナ
チュラルな飲み心地で素晴らしいワインです！

希腊/红葡萄酒
GREECE
Red wine
Medium-bodied wine

意大利/红葡萄酒
ITALY
Red wine
Medium-bodied wine

\3800/BTL

\4000/BTL

La Grande Colline Le Canon
ル・カノン (赤) ~ラ・グランドコリーヌ~

フランス/ローヌ
≪ミディアム≫

Pinot Noir
ピノ・ノワール (赤)

~ヴィノーブルヴィンヤード~

日本/ 広島
≪ライト≫

フランスの男性言葉で「一杯やろうよ！」という
意味を持つこのワイン。大人のブドウジュースと
言われますが、年々凄みを増しカジュアルながら
も上品さも備える、そんなワインです。このワイン
を知って欲しくて、すぐオンリストしました笑。飲ん
だ事のある人もない人も一杯やりましょう！

横町さんが自社葡萄で作るピノノワール。広島
にこんな美味しいピノ・ノワールを作る人がいるな
んて…高品質な葡萄から作られる慈悲深い極
上のワイン。全ての人に知って欲しい、そんなワ
インです。

法国/红葡萄酒
FRANCE
Red wine
Medium-bodied wine

日本/红葡萄酒
JAPAN
Red wine
Light-bodied wine

\4200/BTL

\4900/BTL

※ワインリストにはない、とっておき一本物のワインも色々ありますのでスタッフまで気軽にご相談ください。

白ワイン

WHITE WINE LIST
TiLTiL
ティルティル (白)

~サンタカロリーナ~

チリ/サンティアゴ
≪ライトボディ≫

Plein Sud
プレイン・シュッド (白)

~エステザルグ~

フランス/ローヌ
≪フルーティ≫

チリの名門ワイナリー<サンタカロリーナ社>が特
別に醸造する希少なワイン。ベリー系を思わせ
る爽やかな香りにハーブやペッパーのニュアンス。
バランスのとれた味わいで、柔らかいタンニンとシ
ルクのようなスムーズな飲みやすさが特長です。

フランス最小の協同組合が作るワイン。10人の
会員みんなが農薬や除草剤を使わない自然
農法（リュット・レゾネ農法）で栽培
ハイコストパフォーマンスワイン！！

智利/白葡萄酒
CHILLI
White wine
Semi-dry wine

法国/白葡萄酒
FRANCE
White wine
Fruity wine

\2400/BTL

\3500/BTL

Alchimistes
アルシミスト (白)

~スクラヴォス~

ギリシャ/ケファロニア島
≪辛口≫

Gewurztraminer
ゲヴェルツトラミネール (白)

フランス/アルザス
~ルネ・フライト~ ≪フルーティ≫

ラシーヌが輸入するギリシャワイン！！それだけ
でも興味が湧きませんか？フレッシュでありなが
ら厚みのある果実味を楽しんでください。

華やかな白い花、ライチやハチミツの香り。アフ
ターは程よい酸味がそれを引き締める。まさにゲ
ヴェルツトラミネール！是非お試しください！

希腊/白葡萄酒
GREECE
White wine
Dry wine

法国/白葡萄酒
FRANCE
White wine
Fruity wine

\3800/BTL

\4200/BTL

Jauma Woodside
オーストラリア/南オーストラリア
≪辛口≫
無理しないで (白) ~ヤウマ~

Binner Si Rose
シ・ローズ (白) ~クリスチャンビネール~

フランス/アルザス
≪フルーティ≫

ムリシナイデ…。無理しすぎなあなたに贈る、心
と体に染み渡る、そんなワインです。

醸し系ワインです。ロゼなの？オレンジなの？そ
んな事はどっちだっていい！（生産者からの表
記はオレンジです笑）とにかくこのワインと向き
合ってみて下さい！華やかですが、それでいてし
みじみと旨味広がるワインです。このワインとベト
ナム料理は究極のマリアージュだと思います。

AUSTRALIA
White wine
Dry wine

法国/白葡萄酒
FRANCE
White wine
Fruity wine

\4500/BTL

澳大利亚/白葡萄酒

\4900/BTL

※ワインリストにはない、とっておき一本物のワインも色々ありますのでスタッフまで気軽にご相談ください。

スパークリングワイン

SPARKLING WINE LIST
Sans Soufre Cidre
サンスフルシードル ~タケダワイナリー~

日本/山形
≪辛口≫

Malvasia
マルヴァジア

イタリア/エミーリアロマーニャ
≪辛口≫
~カミッロドナーティ~

山形の厳選したリンゴを使った辛口のシードルで
す。低アルコールでアルコールが苦手な方にも楽
しんでもらえます。サンスフルとは亜硫酸を使用
していないという意味です。

ドライな味わいながらも、厚みのあるエキス感・
果実味があり、ナチュラルな味わいに。複雑味と
苦みの要素がアクセントに。ビールのようにグビグ
ビといけちゃいます！

日本/气泡酒
JAPAN
Sparkling wine
Dry

意大利/气泡酒
ITALY
Sparkling wine
Dry

\3750/BTL

\3800/BTL

ベトナム高原ワイン

VIETNAMESE WINE LIST
Da Lat
ダラット (赤)

ベトナム/ダラット
≪ライトボディ≫

Da Lat
ダラット (白 )

ベトナム/ダラット
≪やや甘口≫

ホーチミン市から北へ300kmの場所にある避
暑地、「ダラット」 は高地で美味しい果物の名
産地。ここダラットで採れる、「カルディナ」 と 「シ
ナー」という葡萄の品種を使った桑の実を加えた
さっぱりとした辛口ワイン。

フランス食文化の影響が残るベトナムは、独自
のワインも生産しています。生産地がそのまま名
前になった、葡萄の爽やかな酸味のフルーティー
な甘口ワイン。

越南/红葡萄酒
VIETNAM
Red wine
Light-bodied wine

越南/白葡萄酒
VIETNAM
White wine
Semi-sweet wine

\2800/BTL \500/Glass

\2800/BTL \500/Glass

TODAY’S GLASS WINE
Today’s Glass Red Wine
本日のグラスワイン (赤)

本日のグラスワイン
Today’s Glass White Wine

\500/Glass

本日のグラスワイン (白)

\500/Glass

※日替わりで美味しいワインをセレクトしてます。スタッフにお気軽にお問合せください。

