WINE LIST

料理に合うおいしいワインをご用意しております。

- I vini oggi -

本 日 の グ ラスワ イ ン

ランブルスコ

スパークリングワイン

ランチッロット / バルボリーニ

グラス \680

Lancillotto

バルバメト ブリュット
ミレジマート キュヴェ / コルサリス
BARBAMETO BRUT
millesimato Cuvee di Famiglia

エミリア・ロマーニャ州（モデナ県）/
ランブルスコグラスパロッサ100%

2018

深いベリーの香りときめ細かい泡立ち、
優しい口当たりの辛口ランブルスコ！

ヴェネト州（トレヴィーゾ県）/ グレラ50%
ビアンケッタ20% ヴェルディーゾ20% ペレラ10%

白ワイン

赤ワイン

ルビコーネ・ビアンコ / トム＆ジオ
Rubicone Bianco Trebbiano

エミリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/
トレッビアーノ100%

希少な古代の4品種を混ぜて作られる、
エレガントで美しい泡立ち。

グラス \580
500ml \2,100
1000ml \4,000

桃やかりん、白い花の香り。
ミディアムボディで余韻は長く、
バランスがよい味わい。

イドラ / イル・パラジョーネ

シュールリーによる高い香りとしっかりした
果実味を持つミネラル感溢れた白。

Pignoletto Classico

ピノ・ネロ トレンティーノ/ チェンブラ
PINOT NERO Trentino DOC 2017

グラス \780
500ml \3,300

輝くチェリーレッド。
リンゴやストロベリーの香りに
味わいは淡麗で心地よい酸と果実味を持つ。

グラス \860
500ml \3,500

エミーリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/

グレケット・ジェンティーレ100%

Rubicone Bianco Trebbiano

エミリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/
サンジョヴェーゼ100%

グラス \580
500ml \2,100
1000ml \4,000

トレンティーノ・アルト・アディジェ州/
ピノネロ（ピノノワール）100%

トスカーナ州/ ヴェルナッチャ100%

ピニョレット・クラシコ / イゾラ

ルビコーネ・ロッソ / トム＆ジオ

スパイシーな赤系フルーツの香りと
滑らかなタンニン、凝縮した果実の旨味。

グラス \750
500ml \3,100

HYDRA Vernaccia di San
Gimignano DOCG

グラス \680

カベルネ・ソーヴィニョン /
ジョヴァンニーニ

グラス \1,100
500ml \4,500

Cabernet Sauvignon

エキゾチックなフローラル香と豊かなミネラル。
飲み心地の良い優しい味わい。

エミーリア・ロマーニャ州（フォルリ＝チェゼーナ県）/
カベルネ・ソーヴィニョン100%

スミレや熟したベリーの華やかで優美な香り。
充実した果実のコクと旨味を感じる。

※メニュー価格は、税別表示でございます。別途消費税が加算されます。
All prices are excluding sales tax. An additional 8% sales tax will be added to the ﬁnal bill.

- Lambrusco -

ランブルスコ

エミリア・ロマーニャ人に愛される微発砲赤ワイン。辛口から甘口まで様々なタイプがあり、
現地の人々は生ハムとランブルスコを合わせるのが食事の始まりの定番です！
ランブルスコ レッジャーノ ドルチェ /
ジルダ

ランブルスコ ディ ソルバーラ “ピリア” /
パルトゥルニエーリ

\3,600

Lambrusco Leggiano Dolce

Lambrusco di Sorbara DOC "Piria"

エミリア・ロマーニャ州（レッジョ・エミリア県）/
ランブルスコサラミノ30% ランブルスコマラーニ30%
ランブルスコ・マエストリ30% 他

エミリア・ロマーニャ州（モデナ県）/ ランブルスコ ディ ソルバーラ70％
ランブルスコ ディ サラミーノ30％

スミレの花やクランベリーを思わせる香りと味わい。
透明感のある綺麗な果実味。

スミレやカシス、
さくらんぼの香りに程よい甘みと
心地よい酸が特徴！

ランブルスコ レッジャーノ セミセッコ /
ジルダ

\4,000

ブリュット・ロッソ ランブルスコ
\5,000
ディ ソルバーラ / カンティーナ デッラ ヴォルタ

Lambrusco Leggiano Semi Secco

Brut Rosso Lambrusco di Sorbara DOC

エミリア・ロマーニャ州（レッジョ・エミリア県）/
ランブルスコサラミノ30% ランブルスコマラーニ30%
ランブルスコ・マエストリ30% 他

エミリア・ロマーニャ州（モデナ県）/
ランブルスコ ディ ソルバーラ100％

シャンパーニュ方式で作られる珍しいランブルスコ。
とてもエレガントな辛口です。

赤い果実のチャーミングな香りと優しい口当たりの
中辛口ランブルスコ！

ランチッロット / バルボリーニ

\4,200

フェッランド /クアルティチェッロ

Lancillotto

\5,600

Ferrando

エミリア・ロマーニャ州（モデナ県）/ ランブルスコグラスパロッサ100%

エミリア・ロマーニャ州（レッジョ・エミリア県）/
ランブルスコ ディ サラミーノ100％

深いベリーの香りときめ細かい泡立ち、優しい口当たりの
辛口ランブルスコ！

フリッツァンテ

\4,400

古来の手法メトド・アンセストラーレ方式で作られる、
優しい口当たりと優雅な香り、上品な味わい。

- Frizzante -

エミリア・ロマーニャ州ではワインの消費量の70％以上がフリッツァンテ（微発泡ワイン）です。
この州のコクのある郷土料理には微発泡のワインがよく合い、料理を美味しく引き立ててくれます。
\4,300

モンテロッソ・フリッツァンテ DOC
ラバイア /コルダーニ

グットゥルニオ・フリッツアンテ マジア /
コルダーニ

Monte Rosso Frizzante DOC 'Labaia'

Gutturnio Frizzante DOC 'Magia'

エミリア・ロマーニャ州（ピアチェンツァ県）/ マルヴァジア40％・
オルトルーゴ25％ トレッビアーノ25％・モスカート10％

エミリア・ロマーニャ州（ピアチェンツァ県）/
バルベーラ60％・ボナルダ40％

南国系のフルーツやリンゴを連想するフルーティーで
華やかな香りに心地よい酸とミネラル。

ルビコーネ・トレッビアーノ “オッパラ” /
ジョヴァンニーニ

\4,300

シャンパーニュ方式で作られる上品で柔らかい口当たりの
フリッツァンテ。
プラムやベリーの芳香。

\5,400

Rubicone Trebbiano "Oppala"

エミリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/ トレッビアーノ100％

シャンパーニュ方式。旨味が凝縮した豊かな果実味と
心地よい泡立ち。ボリュームのあるフリッツァンテ。

白

ロゼ

White Wine

赤

Rose Wine

Red Wine

- Spumante -

スパークリングワイン

エミリア・ロマーニャ州
\7,000

ガヴァリエーラ メトドクラッシコ /
ガヴァリエーラ

ブルット・ロゼ・マリー・オブ・モデナ /
イル・ファルネート

Cavaliera Spumante Metodo Classico

\5,000

Brut Rosat"mary of modena"

エミリア・ロマーニャ州（モデナ県）/ トレビアーノ・モデネーゼ１００％

エミリア・ロマーニャ州/ スペルゴラ70%、
シャルドネ20%

泡感は柔らかく、白い果実を思わせる高貴な香り。
複雑味を感じるバランス抜群な逸品。

シャンパーニュ方式で作られる、透明感と旨味が凝縮した
ロゼ・スパークリングワイン。

他州
バルバメト ブリュット ミレジマート キュヴェ /
コルサリス

\4,200

ドス24 ロゼ トレント / チェンブラ

\5,600

DOSS24 ROSE Trento DOC

BARBAMETO BRUT millesimato Cuvee
di Famiglia 2018

トレンティーノ・アルト・アディジェ州/ シャルドネ85% ピノネロ15%

シャンパーニュ方式。ストロベリーやサクランボの
チャーミングな香りと心地よい酸味、
きめ細かい泡立ち。

ヴェネト州/グレラ50% ビアンケッタ20% ヴェルディーゾ20%
ペレラ10%

希少な古代の4品種を混ぜて作られる、
エレガントで美しい泡立ち。

\8,200

フランチャコルタ ブリュット / クアードラ
Franvciacorta Brut DOCG

ロンバルディア州/ シャルドネ82% ピノ・ビアンコ4% ピノ・ネロ14%

リンゴや南国フルーツ、白い花等の優雅な香りに
きめ細かく繊細な泡立ち。

ロゼワイン

- Vini Rosati -

ミティ キアレット / テヌータ ロヴェーリア

\4,600

MITI Chiaretto DOC

“レ・ドゥエ・ローゼ” ロサート /
フィリッポ・ガッリーノ

\5,600

LE DUE ROSE Rosato

ロンバルディア州/ バルベーラ20% グロッペッロ40%
マルツェミーノ20% サンジョヴェーゼ20%

ピエモンテ州/ ネッビオーロ100%

バラやチェリーの可愛らしい香りに味わいはエレガントで、
ストロベリーやクランベリーのような程よい酸味。

フローラルな香りと口当たりの存在感が特徴。
レッドグレープフルーツやバラの香り。骨格とボディーを感じる。

ネグロアマーロ ロゼ /
レ・ヴィニエ・ディ・サンマルコ

コッリーネ ノヴァレージ “バルラン” /
トッラッチャ・デル・ピアンタヴィニャ

\4,600

Negroamaro Rosé

プーリア州/ ネグロアマーロ100％

\6,400

Colline Novaresi Nebbiolo Rosato “Barlan”

ラズベリー、ザクロを連想させる香り。
新鮮な果実味、バランスの取れたロザート。

ピエモンテ州/ ネッビオーロ100％

イチゴやスグリのような赤いフルーツ、花のブーケの様な香り。
柔らかいほのかに感じるタンニン。

※メニュー価格は、税別表示でございます。別途消費税が加算されます。
All prices are excluding sales tax. An additional 8% sales tax will be added to the ﬁnal bill.

赤ワイン

- Vini Rossi エミリア・ロマーニャ州

サンジョヴェーゼ ディ ロマーニャ
スーペリオーレ / モンティチーノ ロッソ

\3,600

SANGIOVESE DIROMAGNA SUPERIORE

熟したベリーの香りにハーブのニュアンス。
濃厚な果実味と旨味。長い余韻が続きます。

きれいで複雑なフルーツ香にピリッとスパイシーな香り、
素晴らしく滑らかでバランスの良いワイン。

\4,500

\6,800

アメーデオ・ロッソ / サヴァッローニ
Amedeo Rosso

BONARDA

エミーリア・ロマーニャ州（フォルリ＝チェゼーナ県）/
サンジョヴェーゼ100%

エミーリア・ロマーニャ州（ピアチェンツァ県）/ ボナルダ100%

チェリー、
カシスなどを感じさせる甘ずっぱい香りで、
果実味豊かなでジューシーな味わい。

グットゥルニオ・クラシコ・リゼルバ /
カーザ・ベンナ

Rubeo

エミーリア・ロマーニャ州（フォルリ＝チェゼーナ県）/
カベルネ・ソーヴィニヨン100%

エミーリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/
サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ100％

ボナルダ / カーザ・ベンナ

\6,500

ルベオ / サヴァッローニ

スミレや熟したベリーの華やかで優美な香り。充実した果実の
コクと旨味を感じるフルボディ。

\5,000

Gutturnio Classico Riserva

\7,000

フェルモ ピノ・ネロ /
カンティーナ・デッラ・ヴォルタ
Fermo Pino Nero

エミーリア・ロマーニャ州（ピアチェンツァ県）/ バルベーラ68％、
ボナルダ32％

エミーリア・ロマーニャ州（モデナ県）/ ピノ・ネロ（ピノ・ノワール）100%

ウブリス バルベーラ エミリア /
ヴィルジリオ・サンドーニ

カンピウーメ /
ヴィーニェ・ディ・サン・ロレンツォ

優しくエレガントなピノ・ノワール。
赤い果実の香りに程よい果実味とまろやかな酸。

ベリー系の香りに滑らかでタンニンに優しい酸。
ボロネーゼやラザーニャににぴったりです。

\5,200

Ubris

campiume

エミーリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/バルベーラ１００％

カラダに染み入る綺麗な味わい。心地よい酸と程よい果実味の
ミディアムボディ。

サンジョヴェーゼ ディ ロマーニャ ゴデンザ /
ノエリア・リッチ

\7,200

\5,200

エミーリア・ロマーニャ州（ラヴェンナ県）/
サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ 100%

とてもエレガントでバランスの良いサンジョベーゼ。
スミレやベリーの香りに上品で柔らかいタンニン。

\7,400

イ・ラディ / フランチェスコーニ・パオロ
Le Iadi

Romagna Sangiovese Predappio Godenza

エミーリア・ロマーニャ州（ラヴェンナ県）/ サンジョヴェーゼ100%

エミーリア・ロマーニャ州（フォルリ＝チェゼーナ県）/
サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ 100%

赤い果実やハーブ系の香り。
とても綺麗でエレガントな果実味
があり透明感のあるミネラル。

上品で優雅なサンジョベーゼ。吐出したエレガントな香りに
穏やかな酸と程よく熟した果実味。

イタリア全土
アンバッシャトーリ ロッソ IGP サレント /
サンピエトラーナ

\3,500

Ambasciatoro Rosso IGP Salento 2017

Draco Chianti Colli Senesi Riserva DOCG

プーリア州/ ネグロアマーロ・マルヴァジアネッラ

トスカーナ州/ サンジョヴェーゼ・グロッソ100%

バラのポプリや紅茶のような香りが若い果実の香り。

ピノ・ネロ トレンティーノ / チェンブラ

熟成されたエレガントなタンニンとやさしい酸、余韻が長く続く
エレガントでボディのあるキャンティ。

\4,800

PINOT NERO Trentino DOC 2017

トレンティーノ・アルト・アディジェ州/ ピノネロ（ピノノワール）100%

輝くチェリーレッド。
リンゴやストロベリーの香りに
味わいは淡麗で心地よい酸と果実味を持つ。

熟れた果実味と柔らかい樽のニュアンスを持つフルボディー。
エレガントで果実味豊か。

\5,200

LANGHE DOC NEBBIOLO 2017

リッチで芳醇な味わい。ベルベットのような口当たり、
濃厚でまろやかなタンニンと、深く長い余韻。

セッラルンガ バローロ / パオロ・マンツォーネ

\9,000

SERRALUNGA Barolo DOCG 2015

ピエモンテ州/ ネッビオーロ100%

スミレやラズベリー、スパイスの香り。
しっかりとしたタンニンと
ボディーと果実味のバランス。

\5,200

VETTINA Pergola DOC Rosso

マルケ州/ アレアティコ100%

\8,400

カ・ドーロ・ガルダ・カベルネソーヴィニヨン /
テヌータ ロヴェーリア
ロンバルディア州/ カベルネソーヴィニヨン100%

プーリア州/ ネグロアマーロ80% モンテプルチャーノ20%

ヴェッティーナ / テラクルーダ

INFERNO Valtellina Superiore DOCG

ロンバルディア州/ キアヴェンナスカ (ネッビオーロ)100%

Cad Oro Garda Cabernet Sauvignon DOC

1952 Brindisi DOP Riserva

ランゲ・ネッビオーロ / フィリッポ・ガッリーノ

\7,000

インフェルノ ヴァルテリーナ・スペリオーレ /
カンティーネ・ノビリ

ブルゴーニュを連想させる、優美なネッビオーロ。
華やかな香りと、
きめ細かく優しい味わいと深い余韻。

\4,800

1952 ブリンディジ DOP リゼルヴァ /
サンピエトラーナ

\6,000

ドラコ キャンティ・リゼルバ /
イル・パラジョーネ

チェリーやバラ、スミレの甘く優雅な香り。
タンニンが少なく
フルーティーで軽やかな味わい。

ピエモンテ州/ ネッビオーロ100%

大樽とバリックを併用した、エレガントなバローロ。
熟れた果実のニュアンスと深く長い余韻。

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ /
ラ・フィオリータ

\12,000

Brunello dhi Montalcino DOCG 2011

トスカーナ州/ サンジョヴェーゼ・グロッソ100%

カシスやハーブ、
イチジクの香り。ベルベットのような口当たり、
濃厚な味わいに深く長い余韻。

※メニュー価格は、税別表示でございます。別途消費税が加算されます。
All prices are excluding sales tax. An additional 8% sales tax will be added to the ﬁnal bill.

白ワイン

- Vini Bianchi エミリア・ロマーニャ州

アルバーナ ディ ロマーニャ /
モンティチーノ ロッソ

\3,600

ALBANA DI ROMAGNA

Dimenticato

\5,800

エミーリア・ロマーニャ州(リミニ県）/ ヴェルナッチャ・ディ・リミニ100%

レモンやハーブのフレッシュな香りにスッキリとした酸と
豊かでコクのあるミネラルと果実味。

エミーリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/ アルバーナ100%

カモミールや白い花のようなエレガントで繊細な香りと、
干草やハチミツのようなまろやかな香り。

パガデビット / トッレ・デル・ポッジョ

ディメンティカート / トッレ・デル・ポッジョ

\4,200

レ・バイエ / イゾラ

\6,000

Le vaie

Pagadebit

エミーリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/ リースリング100%

エミーリア・ロマーニャ州（リミニ県）/ パガデビット100%

魚介料理にピッタリ！海を感じるミネラルと心地よい酸味。
柑橘と白い花の香りにほのかな苦味。

青りんごやハーブの豊かなアロマに程よい複雑味がある
ボディ。バランスの取れた味わい。

ボローニャ・ビアンコ / ファットリエ・ヴェローナ

レ・モーレ / クアルティチェッロ

\5,200

Bologna Bianco

エミーリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/ ソーヴィニヨンブラン100%

ミネラルとフレッシュな高い香りが特徴的な
アロマティックなワイン。

\7,000

Le Mole

エミーリア・ロマーニャ州（レッジョ・エミリア県）/
マルヴァジア・ディ・カンディア・アロマティカ100％

紅茶を連想する優雅な香りに、アンズのような柔らかながらも、
ボリューム感のある果実味が広がります。

ソルシ・ディンカント マルヴァジア /
テルゾーニ

\5,200

Sorsi d'incanto

アルバーナ ディ ロマーニャ コドロンキオ /
モンティチーノ ロッソ

\7,200

ALBANA DI ROMAGNA CODRONCHIO

エミーリア・ロマーニャ州（ピアチェンツァ県）/
マルヴァジア ディ カンディア アロマティカ１００％

エミーリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/ アルバーナ100%

アプリコット、マンダリン、
レモンの力強くエレガントで複雑な
香りに、優しい貴腐の特徴とアカシアのハチミツを思わせる
まろやかさが調和しています。

マルヴァジア独特のアロマティックで優雅な芳香。
ふくよかな果実味と優しい酸。

ピニョレット クラッシコ /
ファットリア・ヴァッローナ

\5,200

ビアンカ レッジーナ / ルセンティ

\7,500

Bianca Regina

Pignoletto Fermo

エミーリア・ロマーニャ州（ピアチェンツァ県）/
マルヴァジア・ディ・カンディア・アロマティカ100％

エミーリア・ロマーニャ州（ボローニャ県）/
グレケット・ジェンティーレ100%

柑橘系のフルーティーな香りに透明感のある綺麗なミネラル。
爽やかで心地よいワイン。

黄桃、生のアーモンド、赤胡椒など芳醇で魅力的な香り。
まろやかで凝縮感のある味わい。

イタリア全土
アンバッシャトーリ ビアンコ IGP サレント /
サンピエトラーナ

\3,600

Ambasciatoro Rosso IGP Salento 2017

柑橘系のフルーティーな香りに透明感のある綺麗なミネラル。
魚介の料理にピッタリです。

プーリア州/ シャルドネ・マルヴァジア

\4,000

BOCCALINO Bianchello del Metauro DOC

フレッシュなフルーツや春に咲く花、アーモンドの香り。
しっかりとした酸とミネラルに、
ドライな後口。

\4,400

SAUVIGNON BLANC Trentino DOC 2018

ミネラルとフレッシュな高い香りが特徴的な
アロマティックなワイン。

\4,400

HYDRA Vernaccia di San Gimignano DOCG

シュールリーによる高い香りとしっかりした果実味を持つ
ミネラル感溢れた白。

\5,200

PICCOLO DERTHONA

ピエモンテ州/ ティモラッソ100%

ピエモンテ州/ アルネイス100%

レモン、ハーブ、セージ、蜂蜜。高い酸とミネラル由来の旨み。

コステビアンケ シャルドネ ピエモンテ / コッポ

\6,000

ピエモンテ州/ シャルドネ100%

程よい酸とコクのあるボディ。バターやトースト・オークを感じる
心地良い余韻が長く続きます。

コンテルーチョ / ラ・ベラノッテ

\6,400

CONTELUCIO Pinot Grigio Friuri DOC 2013

トスカーナ州/ ヴェルナッチャ100%

ピッコロ・デルトーナ / ボヴェリ・ジャコモ

\5,600

COSTEBIANCHE Chardonnay Piemonte DOC 2017

トレンティーノ・アルト・アディジェ州/ ソーヴィニヨンブラン100%

イドラ / イル・パラジョーネ

ロエロ・アルネイス / フィリッポ・ガリーノ
ROERO ARNEIS DOCG 2018

マルケ州/ ビアンケッロ100%

ソーヴィニヨン ブラン トレンティーノ /
チェンブラ

Ribolla Gialla

\5,600

フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州/ リボッラジャッラ100%

ピーチやパッションフルーツ・オレンジの香り。
フルーティーで果実感がしっかりとある味わい。

ボッカリーノ / テラクルーダ

リボッラジャッラ / ラ・ベラノッテ

レモンやハーブのフレッシュな香りにスッキリとした酸を持ち、
さっぱりとした口当たりです。

フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州/ ピノグリージョ100%

オレンジワイン。
リッチで芳醇な香りと
ふくよかなボディーを持ち、長い余韻を感じます。

ブラン シャルドネ オートレポー・パヴェーゼ /
テヌータ マッツォリーノ

\6,600

BLANC Oltrepò Pavese Chardonnay DOC 2016

ピエモンテ州/ シャルドネ100%

ブルゴーニュスタイルの、エレガントな樽シャルドネ。
バナナやクルミを含む香ばしい熟成香を持ちます。

※メニュー価格は、税別表示でございます。別途消費税が加算されます。
All prices are excluding sales tax. An additional 8% sales tax will be added to the ﬁnal bill.

