
《ボトルスパークリング》

-VIn Mousseux-

、 ポール、 アルマン、 ブラン、 ド、 ブラン　　¥6,500
ブルゴーニュ / リュット、 レゾネ　シャルドネ 100%

、 クレマン、 ド、 リムー、 テール、ヴィルロング　2018　　¥6,500
ラングドック / シャルドネ 80%、 シュナン、 ブラン 10%、 ピノ、 ノワール 10%

、 ミューレ、 クレマンダルザス、 ロゼ、 ビオ　¥7,700
アルザス / ビオロジック　ピノ、 ノワール 100%

、 ゴセ、 ブラバン、 トラディション、 ブリュット　1er　¥11,000
アイ / ピノ、 ノワール 70%、 シャルドネ 20%、 ムニエ 10%

、 ユベール、 ノワレ / ブリュット、 オリジン　NV　¥11,000
ヴィルヴナール / ビオディナミ　ムニエ、 ピノ、 ノワール、 シャルドネ

、 アンリジロー、 エスプリ、 ナチュール　NV　¥14,300
アイ / 無農薬　ピノ、 ノワール 80%、 シャルドネ 20%

-Champagne-

、 ドラピエ、 ブリュット、 ナチュール、 サンスフル　¥16,500
コート、 ド、 パール /SO2 無添加、 無濾過　ピノ、 ノワール 100%

、 アドリアン、 ルノワール、 ル、 テロワール、 ロゼ　NV　¥15,400
ヴェルジー / 無清澄・無濾過　ピノ、 ノワール、 シャルドネ



《白ワイン》

-Les Vins Blancs-

、 フレデリック、 ゲシクト、 リースリング / サンスフル　2020-21　¥10,000
アルザス /SO2 無添加　リースリング 100%

、 シャトー、 デレスラ　トカイ、 フルミント　¥8,000
ハンガリー / ビオディナミ　フルミント 100%

、 フランソワ・エコ / トロマ、 オニリック　¥9,900
ブルゴーニュ / ビオロジック　アリゴテ 100%

、 ロゼ、 ア、 ラ、 ローズ、 / コート、 ド、 プロヴァンス　2019　¥7,700
プロヴァンス / ビオディナミ　グルナッシュ、 シラー、 サンソー

、 ストリ、 マラニ　ルカツィテリ、 クヴェヴリ　2015　¥7,700
ジョージア / ビオロジック　ルカツィテリ 100%

、 シュミ、 ワイナリー　キシ、 クヴェヴリ　2019　¥8,800
ジョージア / ビオロジック　ムツヴァネ 100%　

、 カデット、ヴェズレ、 ラ、 シャトレーヌ 2020　¥9,900
ブルゴーニュ / 無農薬　シャルドネ 100%

、 メゾン、 ラポルト、 サンセール、 グランモンタン 2020　¥9,000
 ロワール / ビオディナミ　ソーヴィニヨン、 ブラン 100%

-Les Vins Ros�s et Vins Blancs de Mas�rations-

《ロゼワイン & オレンジワイン》

、 ドメーヌ、 デ、 ザミエル / アガシアン 2020　¥9,900
 ラングドック / ビオロジック　シュナン、 ブラン 100%



《赤ワイン》

-Les Vins rouges-

、 ドメーヌ、 ブリス、 マルタン / ブルゴーニュ、 ルージュ　2019　¥7,700
ブルゴーニュ / ビオ、 ロジック　ピノ、 ノワール 100%

、 ロスタル / レヴィニャル　2018　¥9,900
シュド、 ウエスト / 無濾過、 無清澄、 SO2 無添加　オーセトワ 100%

、 シャトー、 ラ、 バロンヌ / カリニャン、 サンスフル　2021　¥8,800
ラングドック / ビオロジック　カリニャン 100%

、 サンドリーヌ、 ファルジア / ラヴァーグ　2019　¥8,800
シュド、 ウエスト / ビオロジック　メルロー、 カベルネ、 フラン、 アブリュー

、 ル、 クロ、 デ、 グリヨン / レ、 テール、 ブランシュ　2016　¥9,900
ロワール / ビオディナミ　グルナッシュ、 カリニャン

、 ファビアン、 デュヴォー / ソミュールシャンピニィ　2017　¥8,000
ロワール / ビオロジック　カベルネ、 フラン 100%

、 ドメーヌ、 デ、 ザミエル / ムントダバーロ 2017　¥7,700
ラングドック / ビオロジック　アリカンテ、 サンソー、 グルナッシュ

、 ニコラロー / アンヴモンドゥマンデ 2020　¥9,900
ロワール /SO2 無添加　カベルネ、 フラン



《Grand vins》

-Les Vins Rouges-

、 ブルゴーニュ、 パストゥー、 グラン　2019　/ クロード、 ラモネ　¥13,000
ブルゴーニュ / ピノ、 ノワール、 ガメイ

、 シャンボール、 ミュジニー　2014　/ ディジオイア、 ロワイエ　¥16,500
ブルゴーニュ / ピノ、 ノワール 100%

、 ジュヴレ、 シャンベルタン、 メ、 ファヴォリット　2015　/A、 ビュルゲ　¥18,700
ブルゴーニュ / ピノ、 ノワール 100%

、 ボーヌ、ヴィエイユ、ヴィーユ　2015　/ヴァンサン、 ジラルダン　¥15,000
ブルゴーニュ / ピノ、 ノワール 100%

、 ボーヌ、 ロマネ、ヴィエイユ、ヴィーユ　2018　/F、 マニアン　¥16,500
ブルゴーニュ / ピノ、 ノワール 100%

-Les Vins Blancs-

、 オー、 ピエ、 デュ、 モンショーヴ/ サントーバン 1er Cru　2016　¥12,100
ブルゴーニュ / ビオロジック　シャルドネ 100%

、 シャンボール、 ミュジニー　2014　/ ディジオイア、 ロワイエ　¥16,500
ブルゴーニュ / ピノ、 ノワール 100%

、 ジュヴレ、 シャンベルタン、 サンフォニー　2016　/ アラン、 ビュルゲ　¥16,500
ブルゴーニュ / ピノ、 ノワール 100%

、 オーパスワン　2005 《マグナム》　¥440,000
カリフォルニア、 ナパヴァレー / カベルネ、 ソーヴィニヨン、 カベルネ、 フラン他

、 シャトー、 カロン、 セギュール　2009　¥44,000
ボルドー、 サン、 テステフ / カベルネ、 ソーヴィニヨン、 メルロー他


