Sparkling
￥5,000

Chateau de l’Aulee Cremant de Loire Brut
シャトー ド ロレ クレマンドロワール
フランス / シュナンブラン

ブリュット

￥8,000

WENTE Brut Sparkling
ウェンテ ブリュット スパークリング
アメリカ / シャルドネ

Domaine Carneros Brut Vintage

￥8,000

ドメーヌカーネロス ブリュット ヴィンテージ
アメリカ / シャルドネ、ピノノワール

Champagne
￥10,500

HENRIOT Brut Souverain
アンリオ ブリュット スーヴェラン
フランス / シャルドネ、ピノノワール

Charles Heidsieck Brut Reserve

￥13,000

シャルエドシック ブリュット レゼルヴ
フランス / シャルドネ、ピノノワール、ピノムニエ

Andre Roger Brut Grande Reserve Grand Cru
アンドレロジェ ブリュット グランドレゼルヴ
フランス / シャルドネ ピノノワール

Robert Charlemagne Brut Reserve Blanc de Blancs Grand Cru
ロベールシャルルマーニュ
フランス / シャルドネ

ブリュット

レゼルヴ

ブランドブラン

ブリュット

キュヴェ

プレステージ

￥13,000

グランドクリュ

Simon Selosse Blanc de Blancs Brut Cuvee Prestige Grand Cru
シモンセロス ブランドブラン
フランス / シャルドネ

￥13,000

グランクリュ

グランクリュ

￥14,000

France
David＆Duvallet Muscadet Serve et Maine Sur Lie Clos du Ferre
ダヴィッド エ デュバレ ミュスカデ
ロワール / ムロンドブルゴーニュ

セーヴル

エ

メーヌ

シュールリー

クロ

￥5,000

Guy Wach Riesling Andlau
ギィバッハ リースリング
アルザス / リースリング

￥4,500

デュ フェール

アンドロー

Louis Jadot Bourgogne Blanc Couvent des Jacobins
ルイジャド ブルゴーニュブラン
ブルゴーニュ / シャルドネ

クーヴ

ド

￥5,500

ジャコバン

￥7,000

Butter Field Bourgogne Blanc
バターフィールド ブルゴーニュブラン
ブルゴーニュ / シャルドネ

￥7,000

Pascal Clemant Bourgogne Blanc
パスカルクレマン ブルゴーニュブラン
ブルゴーニュ / シャルドネ

Michel Redde et Fils Pouilly Fume La Moynerie
ミッシェルレッド エ フィス プイィフュメ
ロワール / ソーヴィニヨンブラン

ラ

Anthony Girard Sancerre Blanc La Clef du Recit
アントニージラール サンセール ブラン
ロワール / ソーヴィニヨンブラン

ラ

クレ

デュ

グランクリュ

￥7,000

レシ

Emile Beyer Riesling Grand Cru Eichberg
エミールベイエ リースリング
アルザス / リースリング

￥7,000

モワネリー

￥7,000

アイシュベルグ

￥7,500

Julien Baillard Chablis
ジュリアンバイヤール シャブリ
ブルゴーニュ / シャルドネ

￥7,500

Les Arums de Lagrange
レ ザルム ド ラグランジュ
ボルドー / ソーヴィニヨンブラン、セミヨン

Francois Carillon Puiligny Montrachet

￥13,000

フランソワカリヨン ピュリニーモンラッシェ
ブルゴーニュ / シャルドネ

Patrick Javiller Meursault Clos du Cromin
パトリックジャヴィリエ ムルソー
ブルゴーニュ / シャルドネ

クロ

デュ

クロマン

￥13,000

Other Country
￥5,000

Tohu Riesling
トフ リースリング
ニュージーランド / リースリング

Rolf Binder Eden Vally Riesling
ロルフビンダー イーデンヴァレー
オーストラリア / リースリング

￥5,000

リースリング

￥5,000

Sidewood Chardonnay
サイドウッド シャルドネ
オーストラリア / シャルドネ

￥5,000

Ciprea SanSavino
チプレア サン サヴィーノ
イタリア/ ペコリーノ

Anayon Chardonnnay Grandes Vinos y Vinedos
アナヨン シャルドネ グランデス
スペイン / シャルドネ

ビノス

イ

￥5,000

ビニェドス

￥5,500

Gavi La Raia
ガヴィ ラ ライア
イタリア / コルテーゼ

￥6,000

Tohu Sauvignon Blanc
トフ ソーヴィニヨンブラン
ニュージーランド / ソーヴィニヨンブラン

Kalleske Florentine Chenin Blanc

￥6,000

カレスキー フロレンティーン シュナンブラン
オーストラリア / シュナンブラン

￥7,500

Prophet`s Rock Dry Riesling
プロフェッツロック ドライ リースリング
ニュージーランド / リースリング

Singlefile Denmark Chardonnay
シングルファイル デンマーク
オーストラリア / シャルドネ

Dutton Goldfield Chardonnay Dutton Ranch
ダットン ゴールドフィールド
アメリカ / シャルドネ

￥8,500

シャルドネ

シャルドネ

￥10,000

ダットンランチ

Grgichhills Chardonnay

￥13,000

ガーギッチヒルズ シャルドネ
アメリカ / シャルドネ

KENZO ESTATE asatsuyu

￥14,000

ケンゾー エステート あさつゆ
アメリカ / ソーヴィニヨンブラン、セミヨン

Kistler Les Noisetiers Chardonnay
キスラー レ ノワゼッティエール
アメリカ / シャルドネ

シャルドネ

￥17,000

France
￥5,500

Cote du Rhone Villages Visan
コート デュ ローヌ ヴィラージュ ヴィサン
ローヌ / シラー、グルナッシュ ムールヴェードル

Jean Luc Colombo Les Collines de Laure Syrah
ジャンリュックコロンボ
ローヌ / シラー

レ

コラン

ド

ロール

￥6,000

シラー

￥7,000

Chateau de Fonbel
シャトー ド フォンベル
ボルドー / メルロー、カベルネソーヴィニヨン、プディヴェルド

￥7,500

Hudelot-Baillet Bourgogne Rouge
ユドロバイエ ブルゴーニュ ルージュ
ブルゴーニュ / ピノノワール

￥9,500

Sarget de Gruaud Larose
サルジェ ド グリュオー ラローズ
ボルドー / カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン、プティヴェルド

Couriters Selections Morey-Saint-Denis
クルティエ セレクション モレ
ブルゴーニュ / ピノノワール

サン

Simon Bize Sarvigny Les Beaune Les Bourgeots
シモンビーズ サヴィニー レ
ブルゴーニュ / ピノノワール

ボーヌ

￥9,500

ドニ

レ

￥10,000

ブルジョ

￥10,000

Trois de Valandraud
トロワ ド ヴァランドロー
ボルドー / メルロー、カベルネフラン

Vincent Lechenaut Morey Saint Denis
ヴァンサンレシュノー モレ サン
ブルゴーニュ / ピノノワール

￥12,000

ドニ

￥12,000

Chateau Sociando Mallet
シャトー ソシアンド マレ
ボルドー / カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン、プティヴェルド

Henri Magnien Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes
アンリマニャン ジュヴレ シャンベルタン
ブルゴーニュ / ピノノワール

ヴィエイユ

Hudelot-Baillet Chambolle-Musigny Vieilles Vignes
ユドロバイエ シャンボール ミュジニー
ブルゴーニュ / ピノノワール

ヴィエイユ

ドニ

クロ

ソロン

￥14,000

ヴィーニュ

Olivier Jouan Morey Saint Denis Clos Solon
オリヴィエジュアン モレ サン
ブルゴーニュ / ピノノワール

￥13,000

ヴィーニュ

￥15,000

America
￥6,000

Chateau Ste Michelle Columbia Valley Merlot
シャトー サン ミッシェル
ワシントン / メルロー

コロンビア

ヴァレー

メルロー

Michael David 7 Deadly Zins Old Vine Zinfandel
マイケル デイビッド セブン デッドリー ジンズ オールドヴァイン
カリフォルニア / ジンファンデル、プティシラー

￥6,000

ジンファンデル

WENTE Charles Wetmore Carbernet Sauvignon

￥6,500

ウェンテ チャールズ ウェットモア カベルネソーヴィニヨン
カリフォルニア / カベルネソーヴィニヨン

￥6,500

WENTE Riva Ranch Pinot Noir
ウェンテ リヴァ ランチ ピノノワール
カリフォルニア / ピノノワール

Boedecker Cellars Pinot Noir Athena
ボーデッカーセラーズ ピノノワール
オレゴン / ピノノワール

￥8,500

アシーナ

Stag`s Leap Wine Cellars Hands Of Time Red Blend

￥9,500

スタッグスリープ ワインセラー ハンズオブタイム レッドブレンド
カリフォルニア / カベルネソーヴィニヨン、メルロー

Tate Dog Cabernet Sauvignon Wisner Vineyard
テートドッグ カベルネソーヴィニヨン ウィズナー
カリフォルニア / カベルネソーヴィニヨン

￥10,000

ヴィンヤード

￥10,000

Girard Cabernet Sauvignon
ジラード カベルネソーヴィニヨン
カリフォルニア / カベルネソーヴィニヨン、メルロー、プティヴェルド

￥10,000

Barlow Vinyards Merlot
バーロウ ヴィンヤーズ メルロー
カリフォルニア / メルロー

KENZO ESTATE rindo Half Bottle

￥10,000

ケンゾーエステート 紫鈴
カリフォルニア / カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン、プティヴェルド

Stag`s Leap Wine Cellars Artemis

￥15,000

スタッグスリープ ワインセラー アルテミス
カリフォルニア / カベルネソーヴィニヨン メルロー

Silver Oak Alexander Valley Cabernet Sauvignon
シルバーオーク アレキサンダー ヴァレー
カリフォルニア / カベルネソーヴィニヨン

￥18,000

カベルネソーヴィニヨン

Silver Oak Napa Valley Cabernet Sauvignon

￥22,000

シルバーオーク ナパ ヴァレー カベルネソーヴィニヨン
カリフォルニア / カベルネソーヴィニヨン

KENZO ESTATE ai

￥35,000

ケンゾーエステート 藍
カリフォルニア / カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン、プティヴェルド

KENZO ESTATE murasaki
ケンゾーエステート 紫
カリフォルニア / メルロー、カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン、プティヴェルド

￥35,000

Other Country
Conte de Alicante Cabernet Baricca

￥5,500

コンテ デ アリカンテ カベルネ バリッカ
スペイン / カベルネソーヴィニヨン

Marques de Casa Concha Pinot Noir
マルケス デ カーサ
チリ / ピノノワール

コンチャ

￥5,500

ピノノワール

Dog Ridge Premium Square Cut Cabernet Sauvignon
ドッグ リッジ プレミアム スクエア カット
オーストラリア / カベルネソーヴィニヨン

￥5,500

カベルネソーヴィニヨン

￥6,000

Juan Gill Silver Label
フアンヒル シルバー ラベル
スペイン / モナストレル

Lapostolle Cuvee Alexandre Merlot
ラポストール キュヴェ
チリ / メルロー

アレクサンドル

￥6,000

メルロー

￥6,000

Amancaya Bodegas Caro
アマンカヤ ボデガス カロ
アルゼンチン / カベルネソーヴィニヨン、マルベック

￥6,500

WoodStock Shiraz
ウッドストック シラーズ
オーストラリア / シラーズ

Castello di Monsant Chianti Classico

￥6,500

カステッロ ディ モンサント キャンティ クラシコ
イタリア / サンジョヴェーゼ、カナイオーロ、コロリーノ

￥8,000

Giacomo Grimaldi Barolo
ジャコモ グリマルディ バローロ
イタリア / ネッビオーロ

Prophet`s Rock Home Vinyard Pinot Noir
プロフェッツロック ホームヴィンヤード
ニュージーランド / ピノノワール

￥9,500

ピノノワール

Singlefile Frankland River Cabernet Sauvignon
シングルファイル フランクランド リヴァー
オーストラリア / カベルネソーヴィニヨン

￥9,500

カベルネソーヴィニヨン

Domenico Clerico Barolo

￥12,000

ドメニコ クレリコ バローロ
イタリア / ネッビオーロ

Le Serre Nuove dell` Ornellaia

￥12,500

レ セッレ ヌオーヴェ デル オルネッライア
イタリア / カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン、プティヴェルド

SENA Aconcagua Valley

￥25,000

セーニャ アコンカグア ヴァレー
チリ / カベルネソーヴィニヨン、カルメネール、マルベック、カベルネフラン、プティヴェルド

Almaviva
アルマヴィーヴァ
チリ / カベルネソーヴィニヨン、カルメネール、メルロー、カベルネフラン

￥25,000

当店のグラスワインリストです。
ワインにあまり馴染みがない方でも気軽にお楽しみいただけるように代表的な品種をご用意致しました。
ボトルワインのご参考になればと思います。

Sparkling Wine
Chateau de l`Aulee Cremant de Loire Brut
シャトー

￥900

ド

ロレ クレマン ド ロワール ブリュット
フランス / シュナンブラン
リンゴや洋ナシのふくよかな香り。細かな酸とミネラルが心地よい。

HENRIOT Brut Souverain

￥1,400

アンリオ ブリュット スーヴェラン
フランス / シャルドネ、ピノノワール
老舗シャンパーニュメゾン「アンリオ」のスタンダードキュヴェ。ミネラルに支えられたクリーミーな風味が特徴。

White Wine
Piesporter Michelsberg Riesling

￥900

ピースポーター ミヒェルスベルク リースリング
ドイツ / リースリング
柔らかくとてもフレッシュ。まろやかでバランスの取れた酸味がとても飲みやすい白ワインです。

Nautilus Estate Sauvignon Blanc

￥1,000

ノーティラス エステート ソーヴィニヨンブラン
ニュージーランド / ソーヴィニヨンブラン
パッションフルーツの凝縮した香り。ライムやシトラスのフレーバーが口いっぱいに広がる夏向けのワインです。

Panamera Chardonnay

￥1,000

パナメラ シャルドネ
アメリカ / シャルドネ
レモン、梨の活き活きとしたアロマ、飲み口は非常にクリーミーでまろやかでパリッとした後味を伴います。

Red Wine
Courtiers Selections Bourgogne Rouge

￥1,000

クルティエ

セレクション ブルゴーニュルージュ
フランス / ピノノワール
深みのある果実味とチェリーを思わせる風味。ブルゴーニュピノノワールの基本になる味です。

Tofu Merlot

￥1,000

トフ メルロー
ニュージーランド / メルロー
濃縮した黒系果実とプラムの香りに柔らかな舌触り。重たい赤ワインが苦手な方はこちらを。

Michael David Freakshow Cabernet Sauvignon
マイケル デイヴィッド フリークショー カベルネソーヴィニヨン
アメリカ / カベルネソーヴィニヨン、少量のプティシラー
甘い黒系果実の香りが豊か。この絶妙な複雑味を赤身肉と合わせてみて下さい。

￥1,200

エノマティックは専用のICカードにお金をチャージし使用していただくワインサーバーです。
赤ワイン、白ワインをそれぞれ8種類ずつ３段階の分量でお楽しみいただけます。
グラス一杯飲み切るのが難しい方でもテイスティング分量をご用意しておりますので是非お楽しみください。
使用方法などわからない事はお気軽にスタッフにお尋ねください。

White Wine
Villa Torre Trebbiano d'Abruzzo Citra
ヴィッラ

トッレ トレビアーノ ダブルッツォ チトラ
イタリア / トレビアーノ
洋ナシや黄色い柑橘系果実の柔らかな味わいのワイン。

40ml→￥300 80ml→￥600 100ml→￥750

Muscadet Sevre et Maine Sur Lie
ミュスカデ セーブル エ メーヌ シュールリー
フランス / ムロンドブルゴーニュ
火山性の岩石からなる土壌で作られるクリーンな果実が織りなすフレッシュな味わいが特徴。

40ml→￥400 80ml→￥800 100ml→￥900

L'ecole No41 Chenin Blanc
レコール No41 シュナンブラン
アメリカ/ シュナンブラン
フローラルな香りとミネラル感に富みリンゴやアプリコットの香りが特徴的

40ml→￥400 80ml→￥800 100ml→￥900

Vinosia Falanghina
ヴィノジア ファランギーナ
イタリア / ファランギーナ
柑橘系を思わせる香りは爽やかで非常にアロマティック。夏向けの爽快感あふれるワイン

40ml→￥400 80ml→￥800 100ml→￥1,000

Domaines Minchin Menetou-Salon Blanc
ドメーヌ マンシャン メヌトゥ サロン ブラン
フランス / ソーヴィニヨンブラン
フレッシュなシトラス系や白い果実、ミネラルを感じさせる香り。バランスの良さが特徴的

40ml→￥400 80ml→￥800 100ml→￥1,000

Au Bon Climat Chardonnay Tsubaki
オーボンクリマ シャルドネ 椿ラベル
アメリカ / シャルドネ
白桃、アプリコットなどの香りにグレープフルーツのニュアンスを感じます。

40ml→￥400 80ml→￥800 100ml→￥1,000

Francois d'allaines Rully Les Saint Jacques
フランソワ

ダレン リュリー レ サン ジャック
フランス / シャルドネ
酸味の少ないまろやかな味わい。レモンや花の香りが爽やかで柔らかなアロマが香ります。

40ml→￥450 80ml→￥900 100ml→￥1,100

Domaine Lignier-Michelot Cuvee Axelle
ドメーヌ

リニエ ミシェロ キュヴェ アクセル
フランス / シャルドネ
シトラスのフレッシュな香りに深みと厚みある果実。このアペラシオンではありえないリッチさが楽しめます。

40ml→￥500 80ml→￥1,000 100ml→￥1,200

Red Wine
Mureda Estate Tempranillo
ムレダ エステート テンプラニーニョ
スペイン / テンプラニーニョ
口当たりソフトな赤ワイン。果実の旨みと程良いタンニンのバランスが絶妙です。

40ml→￥300 80ml→￥600 100ml→￥800

Conte de Alicante Cabernet Sauvignon
コンテ

デ アリカンテ カベルネーソーヴィニヨン
スペイン / カベルネソーヴィニヨン
熟した果実と細かなタンニンが特徴の濃厚な味わい。カシス系を思わせる香りが華やかさを演出します。

40ml→￥400 80ml→￥800 100ml→￥900

Vinosia Negroamaro Orus
ヴィノジア ネグロアマーロ オルス
イタリア/ ネグロアマーロ
黒系果実の豊かな香りとまろやかな口当たりにドライなタンニンが味を引き締めます。

40ml→￥400 80ml→￥800 100ml→￥900

Narly Head Old Vin Zinfandel
ナーリーヘッド オールドヴァイン ジンファンデル
アメリカ / ジンファンデル
完熟した果実の甘みと複雑な香りがジューシーで濃厚な味わいを引き立てます。

40ml→￥400 80ml→￥800 100ml→￥1,000

Baron de Ley Rioja Reserva
バロン デ レイ リオハ リゼルヴァ
スペイン / テンプラニーニョ
黒系果実のリッチなニュアンス。凝縮した果実に満ちた味わいは力強く多層的です。

40ml→￥400 80ml→￥800 100ml→￥1,000

Castell’In Villa Chianti Classico
カステルイン ヴィッラ キャンティクラシコ
イタリア / サンジョヴェーゼ
リコリスや、レッドチェリーのスパイス。力強さを備えています。

40ml→￥400 80ml→￥800 100ml→￥1,000

Chateau Croque Michotte
シャトー クロック ミショット
フランス / メルロー
ビオロジックでブドウを栽培する自然派シャトー。肉付きが良く豊かな味わいです。

40ml→￥450 80ml→￥900 100ml→￥1,100

Anthill Farms Pinot Noir Sonoma Coast
アントヒルファームズ ピノノワール ソノマコースト
アメリカ / ピノノワール

赤系果実の香りにチェリーやラズベリーを思わせるジューシーな果実が非常に魅力的です。
40ml→￥500 80ml→￥1,000 100ml→￥1,200

リニューアルオープン記念としてソムリエセレクションをご用意致しました
どのワインもかなりのバリュープライスになっております
ぜひお試しくださいませ
※売切れの場合はご容赦お願いいたします。
金額の下の☆マークがストック数となっています。

Sparkling Wine
Schramsberg Vinyards Blanc de Blancs
シュラムスバーグ ヴィンヤード ブラン ド ブラン
アメリカ / ノースコースト / シャルドネ
トーストしたパンのイースト香。ミネラル感と爽快感で包まれます。カリフォルニアNo1スパークリング。

￥13,000→￥8,000
☆☆☆☆☆

White Wine
Raymond Dupont Fahn Meursault Les Tillets 2014
レイモン デュポン ファン ムルソー レ ティエ
フランス / ブルゴーニュ / シャルドネ
黄色い果実を思わせる甘味と厚みを備えた果実。雑味がなく透明感あるスタイルのムルソー。

Antoine JOBARD Meursault Les Tillets 2005
アントワーヌ ジョバール ムルソー レ ティレ
フランス / ブルゴーニュ / シャルドネ
ハチミツ、ミネラル、バターのスパイスが熟成したムルソーからは感じられます。風味が重なり味わいが溢れ出す。

Francois Carillon Puligny Montrachet 1er Cru Les Champs Gains 2012
フランソワ カリヨン ピュリニーモンラッシェ プルミエクリュ レ シャンガン
フランス / ブルゴーニュ/ シャルドネ
上質の酸やミネラリーな性質を備えた透明感あるワイン。この価格では絶対飲めないクオリティの高さ。

￥1,4000→￥8,000
☆☆☆☆☆
￥13,000→￥8,000
☆☆☆☆☆

￥25,000→￥14,000
☆☆☆☆☆

Red Wine
Chateau Belgrave 2011
シャトー ベルグラーヴ
フランス / ボルドー / カベルネソーヴィニヨン、メルロー
黒系ベリーの密度の高い香り。スパイシーさもあり、非常にコストパフォーマンスの高いワインです。

Chateau Quinault L'Enclos 2006
シャトー キノー ランクロ
フランス / ボルドー / メルロー、カベルネフラン、カベルネソーヴィニヨン、マルベック
極めて完熟感がありジャムのような味わい。非の打ちどころのないほどバランスがとれたワインです。

Jacques Cacheux et Fils Vosne Romanee Les Raviolles 2010
ジャックカシュー エ フィス ヴォーヌ ロマネ レ ラヴィオル
フランス / ブルゴーニュ / ピノノワール
豊富なミネラル。カシューらしい無骨さはありつつも均整のとれた素晴らしい仕上がりです。

￥1,2000→￥7,000
☆☆☆☆☆
￥1,3000→￥7,500
☆☆☆☆

￥18,000→￥10,000
☆☆☆☆☆

チーズはワインや焼酎、日本酒など非常に多くの飲み物と相性がいいことで知られています。
当店では代表的な4種類のチーズを5品目ご用意いたしました。
それぞれのチーズが持つ味わい、そして飲み物とのマリアージュをお楽しみくださいませ。
※20gで大体おひとり様グラス一杯分楽しめる分量です。

DONGE Brie de Meaux
ドンジェ ブリ ド モー
白カビ / フランス / 牛乳
香りと味わいのバランスが非常に良くとても柔らかい食感の白カビチーズの代表格です。
Mariage Menu / シャンパーニュ、ブルゴーニュのシャルドネ等

20g / ￥600
40g / ￥1,000

LAQUEUILLE Fourme d`Ambert
ラカイユ フルム ダンベール
青カビ / フランス / 牛乳
青カビの風味を持ちつつマイルドな味わい。初心者の方から食べ慣れた方まで幅広くお薦めです。
Mariage Menu / フルボディ系の赤ワイン

20g / ￥600
40g / ￥1,000

BERTHAUT Epoisses
ベルトー エポワス
ウォッシュ / フランス / 牛乳
ウォッシュチーズの王様。力強くも繊細な味わい。マール・ド・ブルゴーニュで仕上げた香りも特徴的
Mariage Menu / ブルゴーニュのピノノワール、日本酒や焼酎とも合います。

20g / ￥900
40g / ￥1,600

PACCARD Mimolette Extra Vieille
パカール ミモレット エクストラ ヴィエイユ
セミハード / フランス / 牛乳
熟成18ヵ月以上のミモレット。長期熟成による旨味は「からすみ」のよう。
Mariage Menu / 日本酒や焼酎、ワインであればシャンパーニュや南イタリアの土着品種など。

20g / ￥700
40g / ￥1,200

MARCEL PETITE Comte de Montagne
マルセル プティット コンテ ド モンターニュ 12ヵ月以上熟成
ハード / フランス / 牛乳
ナッティな風味が口いっぱいに広がります。ほんのりハチミツのような甘みも。
Mariage Menu / シャンパーニュやカリフォルニアのシャルドネなど

20g / ￥600
40g / ￥1,000

