
お値段以上に価値があるワイン選びを目指しています。
経験豊富で権威あるマスターソムリエを筆頭に、
タイプの違うプロが認めた魅力ある銘柄をお愉しみください。

いつもの価格でワンランク上のワインを
プロが選ぶ〝 価値ある一本〟

G R A N D  W I N E  L I S T

　

2007 ラ・グラン・ダネ       　　　\23,400
ボランジェ / フランス・シャンパーニュ地方                                                     
La Grande Annee / Bollinger                                                                                                            
主要品種：ピノ・ノワール         
果実味、張りのある酸、美しい泡。厚みがあり理想的な味わいのバランス。
ブドウの良作年のみ生産される、リッチでスペシャルな 1 本です。

2006 クリスタル        　　　\44,200
ルイ・ロデレール / フランス・シャンパーニュ地方                                                     
Cristal / Louis Roederer                                                                                  
主要品種：ピノ・ノワール               
ミネラルと複雑感、長い余韻。美しくきめ細かい泡が続くリッチな味わい。
口当たりは力強く、溢れる生命力と優雅さとが調和した仕上がりです。

NV クレマン・ダルザス・ブリュット・キュヴェ・マネキネコ    \7,300
クレマン・クリュール / フランス・アルザス地方                                                       
Cremant d'Alsace Brut Cuvee Manekineko / Clement Klur
主要品種：ピノ・ブラン                                    
伝統的な製法で作られたきめ細かい泡とすっきりした味わいが心地よい 1 本。                                                　　
このラベルはクリュール氏が来日時に見た、招き猫に着想を得た物です。

NV エスプリ・ナチュール        \9,300
アンリ・ジロー / フランス・シャンパーニュ地方　     　　                            
Esprit Nature / Henri Giraud
主要品種：ピノ・ノワール                              
柑橘類やスパイシーな香味の辛口シャンパーニュ。泡立ちは繊細で優雅です。                                                  　
芳醇で飲み応えがあり微かな渋味、後味に香ばしさや熟成感もあります。

NV スペシャル・キュヴェ       　　　\10,000
ボランジェ / フランス・シャンパーニュ地方                                                 
Special Cuvee / Bollinger
主要品種：ピノ・ノワール                                         
泡立ちがきめ細かく芳醇な果実味と長い余韻が特徴のリッチな味わい。                                                　　
19 世紀より英国王室御用達のシャンパーニュです。

　

Élan.
MIYAMOTO

マスターソムリエ  
剣 持 春 夫



　

　

　

　

2017 ル・リベルタン・ソーヴィニヨン・ブラン     ￥5,800
ドメーヌ・ラ・ルヴィエール / フランス・ラングドック地方
Le Libertin Sauvignon Blanc/ Domaine La Louviere                                                                                                           
主要品種：ソーヴィニヨン・ブラン  
ライチやフレッシュなリンゴの香りに、柑橘類やマンダリンの味わい。
じつに多種多彩な香りと味わいを備えたオーガニックワインです。

2017 ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ・
　　  シュール・リー・レ・ウー       ￥6,200
ランドロン / フランス・ロワール地方
Muscadet Sevre & Maine Sur Lie Les Houx / Landron                                                                                 
主要品種：ミュスカデ                                    
グレープフルーツなどの柑橘系の香りと、ガッチリとしたミネラル感。
海鮮系の料理とは見事な相性を示す、ランドロンの自信作です。

2017 リースリング・グラニィ       ￥6,300
シャルル・フレイ / フランス・アルザス地方              
Riesling Granit / Charles Frey                                                                                                 
主要品種：リースリング 
光沢のある緑がかったイエロー。柑橘類や白い花にスモーキーなニュアンス。
フレッシュな林檎や洋梨などの果実味に、綺麗な酸とミネラルが支える。

2016 シャブリ         ￥6,500
ドメーヌ・ド・ラ・コルナス / フランス・ブルゴーニュ地方  
Chablis / Domaine de la Cornasse                                                                                                                             
主要品種：シャルドネ
洋ナシや花の様な香りにフレッシュな果実味。なめらかな口当たりと
繊細さが素晴らしいバランスのワインです。余韻もお楽しみ頂けます。

2017 ド・ラ・プリンシポート・ドランジェ・ヴィオニエ    ￥6,800
ド・ラ・ジャナス / フランス・コート デュ ローヌ地方        
De la Principaute D'Orange Viognier / De la Janasse                                                                                            
主要品種：ヴィオニエ
ミネラル感に溢れ､白桃の果実味や薔薇の花びら、香木の様な華やかさ。
糖度の高いブドウを使用。アルコール度も高く、飲み応えのあるワインです。

2014 ヴーヴレ・セック        ￥6,900
ヴァンサン・カレム / フランス・ロワール地方
Vouvray Sec / Vincent Careme
主要品種：シュナン・ブラン                                                                                                                   
洋梨やカリン、ユリなどの香りに、ヨード香が見事に調和します。
シュナン・ブランは造り方で個性を変える、シャルドネ並の高貴品種。

2017 プイィ・フュメ・ドメーヌ・デ・ファン・カイヨ     ￥7,100
ジャン・パビオ・エ・フィス / フランス・ロワール地方
Pouilly Fume Domaine des Fines Caillottes / Jean Pabiot et Fils                                                                                   
主要品種：ソーヴィニヨン・ブラン               
生のハーブや完熟した白桃などの柔らかでさわやかな香り。すっきり辛口
ほのかに感じるミネラル感と瑞々しく上質な果実味が印象的な白ワイン。

2017 ブルゴーニュ・シャルドネ       ￥7,600
トーマス・モレ / フランス・ブルゴーニュ地方
Bourgogne Chardonnay / Thomas Morey                                                                                     
主要品種：シャルドネ                                 
白い花や熟した果実の香り。フレッシュで軽い口当たりと豊富なミネラル。
AC ブルゴーニュとは思えないほどの質量と、見事な味わいです。

　

　



　

　

　

　

2015 マコン・ミリー・ラマルティーヌ      ￥8,300
レゼリティエール・デュ・コント・ラフォン / フランス・ブルゴーニュ地方
Macon Milly Lamartine / Les Heritiers du Comte Lafon                                                                                                           
主要品種：シャルドネ  
リッチで豊かな果実の香りと濃密で芳醇な風味。厚みのある辛口白ワイン。
ブルゴーニュの名醸畑で培った技を余すところなく発揮した上質な１本。

2018 シャブリ・プルミエ・クリュ・レ・      ￥8,900
       ヴァイヨン・ヴィエイユ・ヴィーニュ                                                      
ドメーヌ・ラロッシュ / フランス・ブルゴーニュ地方
Chablis 1er Cru Les Vaillons Vieille Vignes / Domaine Laroche                                                                              
主要品種：シャルドネ                                   
柑橘類の芳香とキレのある酸味が魅力的。余韻にスパイス感を感じます。
繊細かつミネラルを感じるシャブリの典型的な特徴が有ります。 

2017 ムルソー・ヴュー・クロ・デュ・シャトー・ド・シトー    ￥9,500
フィリップ・ブズロー / フランス・ブルゴーニュ地方             
Meursault Vieux Clos du Chateau de Citeaux / Philippe Bouzereau                                                                                                 
主要品種：シャルドネ 
繊細で、柔らかく深みがありバターやヘーゼルナッツの要素も豊富です。
シャトー・ド・シト―のクロ内単独所有畑。テロワールを素直に感じます。

2005 シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ     ￥9,800
ルイ・ラトゥール / フランス・ブルゴーニュ地方  
Chassagne Montrachet 1er Cru / Louis Latour                                                                                                                             
主要品種：シャルドネ
杏や白桃の香り。厚みのある果実味と爽やかな酸味が調和する辛口白ワイン。
シャサーニュ・モンラッシェ村は、複数の特級畑を抱える名醸生産地です。

2016 ピュリニー・モンラッシェ      　　　￥11,500
ポール・ペルノ / フランス・ブルゴーニュ地方        
Puligny Montrachet / Paul Pernot                                                                                            
主要品種：シャルドネ
キレの良いシャープな酸が印象的。味わいはふくよかで余韻の長い辛口の白。
白ワインの造り手として高評価の生産者。若いうちから楽しめるワインです。

2014 シャブリ・グラン・クリュ・      　　　￥12,900
       グルヌイユ・シャトー・グルヌイユ                   
ラ・シャブリジェンヌ / フランス・ブルゴーニュ地方
Chablis Grand Cru Grenouilles Chateau Grenouilles / La Chablisienne
主要品種：シャルドネ                                                                                                                   
柑橘や蜂蜜のピュアでシャープな酸味、繊細で落ち着いた余韻が魅力。
2014 年は最良年。美しい果実味と長い余韻を持つ味わいです。

2012 シャトー・コス・デストゥルネル・ブラン    　　　￥16,400
フランス・ボルドー地方 
Chateau Cos d'Estournel Blanc                                                                               
主要品種：ソーヴィニヨン・ブラン               
柑橘、ハーブの香り、柔らかい酸と緻密な果実味。長い余韻。華やかな辛口。
飲む人をリッチな気分にするゴージャスな味わいで人気を博しています。

2016 ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ピュセル  　　　￥19,200
アラン・シャヴィ/ フランス・ブルゴーニュ地方
Puligny Montrachet 1er Cru Les Pucelles / Alain Chavy                                                                                    
主要品種：シャルドネ                                 
エレガントで綺麗なミネラル感を備えているのが魅力。特級に迫る品質。
シャヴィーのワインは強靭さの中にも透明感、エレガンスを感じさせる。

　

　



　

　
2016 ル・コッカン・メルロ       ￥5,800 
ドメーヌ・ラ・ルヴィエール / フランス・ラングドック地方
Le Coquin Merlot / Domaine La Louviere
主要品種：メルロー                                                                                                              
フルーティーな味わいに苺やプラムの香り。やんちゃと訳されるワインです。
この土地のシンボルである狼がそれぞれのキュヴェにつけられています。

2017 コート・ド・ブルイィ・レ・セット・ヴィーニュ     ￥7,000
シャトー・ティヴァン / フランス・ブルゴーニュ地方
Cotes de Brouilly les Sept Vignes / Chateau Thivin
主要品種：ガメイ                                                                                                   
赤いベリーのような香りが特徴。ジューシーな味わいで料理とよく合います。
この生産地のワインは、品質が高くボジョレーの中でも別格とされています。

2013 コート・ド・ブール        ￥7,400
シャトー・ファルファ / フランス・ボルドー地方
Cotes de Bourg / Chateau Falfas
主要品種：メルロー                                                                                                                  
黒系果実の風味と熟したタンニンをエレガントに表現した自然派ボルドー。
コート・ド・ブールはメルロー種の良好な産地。近年評価を上げています。

2014 ショレイ・レ・ボーヌ       \7,500                                                          
ルモワスネ・ペール・エ・フィス / フランス・ブルゴーニュ地方
Chorey Les Beaune / Remoissenet Pere et Fils
主要品種：ピノ・ノワール                                                                                                   
新鮮な苺の香り、酸味と果実味のバランスに優れたエレガントな味わい。
特級、一級畑はありませんが、親しみやすい味わいのワインを造る産地です。

2011 シャトー・オルム・ド・ペズ       ￥8,100
フランス・ボルドー地方
Chateau Ormes de Pez
主要品種：カベルネ・ソーヴィニヨン                   
ブラックベリーの香りと、様々なスパイスとトリュフの様なニュアンス。
豊かな香りとしっかりとしたタンニンを持つ、エレガントな味わいのワインです。

2014 フィサン・ヴィエイユ・ヴィーニュ      ￥8,500
モンジャール・ミュニュレ / フランス・ブルゴーニュ地方
Fixin Vieilles Vignes / Mongeard Mugneret                                                                                                                  
主要品種：ピノ・ノワール    
菫、苺、カシス、白胡椒の香りと風味。堅牢な造りの中重口。
ヴィエイユ・ヴィーニュとは「古いブドウの樹」という意味です。

　

　

　

2010 ムルソー・プルミエ・クリュ・
       ポリュゾ・キュヴェ・ジュアン・アンブロー    　　　￥21,300                                                  
オスピス・ド・ボーヌ / フランス・ブルゴーニュ地方
Meursault 1er Cru Poruzot Cuvee Jehan Humblot / Hospice de Beaune                                                                                                             
主要品種：シャルドネ         
ムルソーらしいしっかりとした味わいのある逸品です。
11 月にオークションがあり利益は、オスピス･ド･ボーヌに寄付されます。

2012 コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュ    　　　￥26,500
デュデ・ノーダン / フランス・ブルゴーニュ地方
Corton Charlemagne Grand Cru / Doudet Naudin                                                                                    
主要品種：シャルドネ               
柑橘系、ナッツ系と様々な香りがありスケール感の大きな逸品です。
僅か半ヘクタールほどの非常に小さな畑で、特級畑コルトンの下に位置。

　



2009 シャトー・ムリネ・ラセール       ￥9,400
フランス・ボルドー地方
Chateau Moulinet Lasserre                                                                                                           
主要品種：メルロー 
上品な黒系果実の香りと、優しい口当たりの濃すぎない味わい。
旨味があり、食事と合わせる事でより引き立ちます。強過ぎず豊潤なワインです。

2010 ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・グレーヴ    　　　 ￥10,000                                                    
ルモワスネ・ペール・エ・フィス / フランス・ブルゴーニュ地方
Beaune 1er Cru Les Greves / Remoissenet Pere et Fils                                                                              
主要品種：ピノ・ノワール                                   
華やかで芳醇な果実味のコクがあり、バランスの取れた滑らかな味わい。
ワインの状態の良さで知られる老舗生産者が造る、力強さのあるワインです。

2008 ニュイ・サン・ジョルジュ      　　　 ￥11,500
ダヴィド・デュバン / フランス・ブルゴーニュ地方              
Nuits Saint Georges / David Duband                                                                                                
主要品種：ピノ・ノワール 
甘い果実香。ミネラリーの中に優しいスタイルを感じる味わい。
ブルゴーニュにおける若手生産者のトップクラスが造る注目のワインです。

2005 レ・フィエフ・ド・ラグランジュ     　　　 ￥11,700
シャトー・ラグランジュ / フランス・ボルドー地方  
Les Fiefs de Lagrange / Chateau Lagrange                                                                                                                           
主要品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
上品な果実味の複雑さ。熟成感のある細かいタンニンの滑らかな味わい。
歴史に残る偉大なヴィンテージと言われる 2005 年。コスパの高いワイン。

2004 シャトー・ソシアンド・マレ      　　　 ￥13,200
フランス・ボルドー地方        
Chateau Sociando Mallet
主要品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
カシスやブラックベリーのジャム、ココナッツ、キノコの豊かな風味。
タンニン豊富で、穏やかな酸と果実の甘味がバランス良いフルボディ。

2006 コート・ロティ・ル・ギャレ・ブラン     　　　 ￥14,800
フランソワ・ヴィラール / フランス・コート デュ ローヌ地方
Cote Rotie Le Gallet Blanc / Francois Villard
主要品種：シラー                                                                                                                   
黒い果実、土や煙、バニラの香り。瑞々しく、凝縮した果実味があります。
ステーキやグリルしたラム肉、チーズや生ハムなど多くの料理と楽しめます。

1997 コルトン・レ・ブレッサンド・グラン・クリュ    　　　 ￥15,000
ルモワスネ・ペール・エ・フィス / フランス・ブルゴーニュ地方 
Corton Les Bressandes Grand Cru / Remoissenet Pere et Fils                                                                                  
主要品種：ピノ・ノワール               
ブラックチェリーの香りに、凝縮した果実味の力強い味わい。
美しい酸味と熟成感が楽しめる、クラシックなスタイルのワインです。

2003 クロ・レ・リュネル       　　　 ￥15,700
フランス・ボルドー地方
Clos les Lunelles
主要品種：メルロー                                 
カシスやブラックベリーの香り、 華やかで濃厚なフルボディ。２００３年は
日照に恵まれ、熟した果実から生まれたワインはパワフルな飲みごたえです。

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

1998 シャトー・フェリエール      　　　￥16,800
メドック格付第 3 級 / フランス・ボルドー地方
Chateau Ferriere / Medoc Troisiemes Crus                                                                                                          
主要品種：カベルネ・ソーヴィニヨン 
偉大なシャトー・マルゴーの隣で造られる少量入荷の希少品。
ドライプルーンやトリュフの様な複雑な香りと、しなやかな味わいのワインです。

2007 ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・オー・トレ  　　　￥17,600                                                    
フランソワ・フュエ / フランス・ブルゴーニュ地方
Nuits Saint Georges 1er Cru Aux Thorey / Francois Feuillet                                                                             
主要品種：ピノ・ノワール                                   
濃厚な香りと緻密な果実味の中にエレガンスが感じられます。
酸味と果実味のバランスが良く、美しい味わいのワインです。

1994 シャトー・タルボ       　　  ￥21,300
メドック格付第 4 級 / フランス・ボルドー地方             
Chateau Talbot / Medoc Quatriemes Crus                                                                                                 
主要品種：カベルネ・ソーヴィニヨン 
上質なタンニンと凝縮した果実味が高レベルで調和するクラシックな味わい。
約 100 ヘクタールのブドウ園を持つ為、毎年品質安定しています。

2008 ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・プティ・モン  　　  ￥23,600
ロッシュ・ド・ベレーヌ / フランス・ブルゴーニュ地方  
Vosne Romanee 1er Cru les Petits Monts / Roche de Bellene                                                                                                                            
主要品種：ピノ・ノワール
プラムやチェリー、ミント、煙草の様な複雑な香りと、豊かなボリューム感。
華やかな香りと、奥に潜むと旨味が飲むものを魅了するワインです。

2009 シャトー・カロン・セギュール     　　  ￥25,000
メドック格付第 3 級 / フランス・ボルドー地方        
Chateau Calon Segur / Medoc Troisiemes Crus
主要品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
渋みがきめ細かくソフト。濃密でジューシー。まろやかで上品な辛口の赤。
畑はジロンド川の左岸に位置し数ｍもの砂利で覆われて水はけがよい土壌。

1999 エルミタージュ・ラ・シャペル     　　  ￥26,300
ポール・ジャブレ・エネ / フランス・コート デュ ローヌ地方
Hermitage La Chapelle / Paul Jaboulet Aine
主要品種：シラー                                                                                                                 
大当たり年の熟成ワイン。渋味は豊富で柔らかい。優雅で力強い極上品です。
ラ・シャペルは、ローヌ河に沿ったブドウ畑を見下ろす丘の上の教会に由来。

1978 ヴォルネイ・プルミエ・クリュ・クロ・デ・シェーヌ   　　  ￥28,200
ルモワスネ・ペール・エ・フィス / フランス・ブルゴーニュ地方 
Volnay 1er Cru Clos Des Chenes / Remoissenet Pere et Fils                                                                                  
主要品種：ピノ・ノワール               
十分な熟成を経て、複雑に変化した味わいと豊かな香りを楽しめる 1 本です。
1978 年はブルゴーニュのグレートヴィンテージ。余韻が大変長いです。

1995 シャトー・ポンテ・カネ      　　  ￥29,900
メドック格付第 3 級 / フランス・ボルドー地方
Chateau Pontet Canet / Medoc Troisiemes Crus
主要品種：カベルネ・ソーヴィニヨン                                 
濃厚で豊かな香りと、凝縮されたカシスの味わいが口に広がります。
熟成を経ても力強く、しっかりとした味わいと余韻がお楽しみいただけます。

　

　



　

　

1993 シャトー・フィジャック      　　  ￥31,500 
フランス・ボルドー地方
Chateau Figeac
主要品種：カベルネ・ソーヴィニヨン                                                                                                              
黒い果実や ハーブの香り。凝縮感がありリッチな味わい。
サンテミリオン地区において珍しいカベルネ主体のワインです。 

1990 シャトー・グリュオ・ラローズ     　　  ￥37,100
メドック格付第２級 / フランス・ボルドー地方
Chateau Gruaud Larose / Medoc Deuxieme Crus
主要品種：カベルネ・ソーヴィニヨン                                                                                                   
ブラックチェリージャムや杉の木の様な香りに、濃厚な果実味。
熟成によって丸みを帯びたタンニンが、更にワインの魅力を向上させます。

2011 エシェゾー・グラン・クリュ      　　  ￥47,200
ルシアン・ル・モワンヌ / フランス・ブルゴーニュ地方
Echezeaux Grand Cru / Lucien Le Moine
主要品種：ピノ・ノワール                                                                                                                   
複雑で魅惑的な香り。凝縮感のある果実味としっかりとしたタンニン。
トップクラスの畑から生み出されたエレガントで甘美な味わいのワインです。

2007 シャトー・ムートン・ロートシルト     　　  \65,000                                                          
メドック格付第 1 級 / フランス・ボルドー地方
Chateau Mouton Rothschild / Medoc Premiers Crus
主要品種：カベルネ・ソーヴィニヨン                                                                                                   
コーヒーや ハーブ、トリュフの凝縮した香りに、豊かな渋味と果実味。
洗練された重すぎずエレガントな味わいの素晴らしいワインです。

2015 カルム・ド・リューセック      　　  ￥13,400
シャトー・リューセック / フランス・ボルドー地方
Carmes de Rieussec / Chateau Rieussec
主要品種：セミヨン                   
杏やオレンジマーマレードの風味。樽由来のクリーミーな芳香が調和します。
極甘口のデザートワイン。フォアグラやブルーチーズと最高の相性です。

2009 シャトー・クーテ       　　  ￥20,700
フランス・ボルドー地方
Chateau Coutet
主要品種：セミヨン   
蜂蜜や完熟したアプリコット、ユリの花を想わせるエレガントなアロマ。
シャトー・クリマンと共にソーテルヌ 1 級に格付けされています。

　

　

　

2001 シャルム・シャンベルタン・グラン・クリュ    　　  ￥29,900                                               
ピエール・ブレ / フランス・ブルゴーニュ地方
Charmes Chambertin Grand Cru / Pierre Bouree Pere et Fils                                                                                                            
主要品種：ピノ・ノワール         
菫や木苺などの香り。熟成し複雑さのある果実味は力強くもエレガント。
伝統的手法によるワイン造りを行い、生産量が少なく希少なワインです。

2007 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ    　　  ￥30,700
ダヴィド・デュバン / フランス・ブルゴーニュ地方
Clos de la Roche Grand Cru / David Duband                                                                                   
主要品種：ピノ・ノワール               
凝縮した果実味のある、エレガントなワイン。自然な味わいが魅力。
ベリーやトリュフの様な香りに、深みのある味わいが素晴らしいワインです。

　


