Wine List

Champagne（シャンパン）

ブリュット・ロゼ グランド・ローズ

（フランス/シャンパーニュ地方）

￥9,900

ランス大聖堂のステンドグラスをテーマにしたロゼ・シャンパーニュです。心地よい口当たりに続き、カシスやフランボ
ワーズなどの小さな赤系果実の味わいが広がり、控えめなタンニンが上品です。
ブドウ品種：ピノ・ノワール50％、シャルドネ50％

ﾛｰｽﾞ･ﾄﾞ･ｼﾞｬﾝﾇ BdN ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ｳﾞｧﾙ･ｳﾞｨﾚｰﾇ

（ﾌﾗﾝｽ/ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ地方）

￥16,500

年間生産8,900本のみという希少価値の高い逸品です。洋ナシやメロンのような果実と、ハチミツやドライフルーツ、
ブリオッシュの繊細でエレガントな香りが漂います。
ブドウ品種：ピノ・ノワール100％

ローズ・ド・ジャンヌ ブラン・ド・ノワール

（フランス/シャンパーニュ地方）

￥19,800

ブリオッシュの香りに、ドライフルーツや小さな赤系果実、アカシアハチミツの香りをともないます。1番絞りの“キュヴェ”
のみ使用、年間生産量は2,800本です。
ブドウ品種：ピノ・ノワール100％

ローズ・ド・ジャンヌ BdB ミレジム

（フランス/シャンパーニュ地方）

￥22,000

白い花の繊細な香りがします。細かく滑らかな泡立ちが印象的です。年間生産量はわずか、500～800本と、大変
稀少な1本です。
ブドウ品種：シャルドネ100％

White Wine（白ワイン）
ﾏ･ﾌｪﾙﾒｯﾄ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ CAB

（ﾌﾗﾝｽ/ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ･ﾙｰｼｮﾝ地方）

￥3,300

グレープフルーツやハーブの香り、白い花やシトラスのアロマに満ちています。華やかな果実風味のあとにスパイシー
さも感じられます。
ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン100％

シャトー・ピレ ブラン

￥4,400

（フランス/ボルドー地方）

レモンやパイナップルの果実と、白い花の香り。丸みを帯びた豊富な酸が感じられ、フレッシュ、フルーティな口当たり
の辛口白ワインです。
ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン60％、セミヨン40％

ﾐｭｽｶﾃﾞ･ﾄﾞ･ｾｰｳﾞﾙ･ｴ･ﾒｰﾇ ｼｭｰﾙ･ﾘｰ VV

（ﾌﾗﾝｽ/ﾛﾜｰﾙ地方）

￥4,400

樹齢50～80年の古木からくる、豊富なエキス分が複雑に溶け込んでいます。緑がかったイエロー。白い花と白系
果実の爽やかな香り。とてもクリアでキレの良い酸を持つ、しっかりとした味わいのワインです。
ブドウ品種：ミュスカデ（ムロン･ド･ブルゴーニュ）100％

リースリング

￥5,500

（フランス/アルザス地方）

柑橘系や白系果実、ミネラルの香りに、ハーブやスパイスの風味があり、後味に塩味を感じます。バランスがとれた
繊細な白ワインです。
ブドウ品種：リースリング

ミュスカ・ダルザス ベルグハイム

（フランス/アルザス地方）

￥6,600

若いレモンやピンクグレープフルーツなどの爽やかな香りとともに、マスカットやパイナップルなどの甘い香りを感じます。
繊細で優雅さを感じさせる白ワインです。
ブドウ品種：ミュスカ

ピノ・グリ

（フランス/アルザス地方）

￥7,700

アプリコットやハシバミ、レモンなどの心地よい香りを中心に、熟した強い果実の香り。繊細さと上品さを感じられる、豊
かで骨格のしっかりした白ワインです。
ブドウ品種：ピノ・グリ

ゲヴェルツトラミネール

（フランス/アルザス地方）

￥8,800

柑橘類やエキゾチックフルーツ、花の香り。コクがあり、豊かなミネラルとスパイスを感じる、この土地の個性を反映し
た味わいの白ワインです。
ブドウ品種：ゲヴェルツトラミネール

税込表示とさせていただきます
Tax included and displayed

Wine List

Red Wine（赤ワイン）

ネロ・ダヴォラ・ディ・シチーリア

（イタリア/シチーリア州）

￥3,300

アメリカンチェリー、プラムなどを少し煮詰めて甘みがでてきたような濃いベリー系の香り。ブラックペッパーのスパイシー
さもあり、程よいタンニンの溶け込んだ完熟果実の旨みたっぷりの味わいです。
ブドウ品種：ネロ・ダヴォラ100％

キャンティ・クラシコ

￥4,400

（イタリア/トスカーナ州）

ラズベリー、 野イチゴなど赤系果実の香りに、ほのかにレッド・ペッパーやオリーブの香りを感じます。バランスがとれた
滑らかで上品な味わいです。
ブドウ品種：サンジョヴェーゼ、コロリーノ

シャトー・ピレ ルージュ

（フランス/ボルドー地方）

￥4,400

黒スグリやフランボワーズなどの赤系果実やナツメグやクローヴなどのスパイスの香りが漂います。やさしいタンニンで
丸みのある口当たりの赤ワインです。
ブドウ品種：メルロー60％、カベルネ・ソーヴィニヨン30％、カベルネ・フラン10％

モルゴン コート・デュ・ピィ

（フランス/ブルゴーニュ地方）

￥4,400

ボージョレ地区で『もっとも引き締まったボージョレ』といわれるワイン。チェリー、桃、アプリコットなどの香りを持つ、味
わいが豊かで肉付きの良い、力強いワインです。
ブドウ品種：ガメイ100％

アルザス ルージュ

￥5,500

（フランス/アルザス地方）

異なる３つのテロワールがもたらす、ミネラル感たっぷりの複雑な味わい。果実風味が豊かで、フレッシュな酸味と奥
行きのあるしなやかなタンニンが感じられるワインです。
ブドウ品種：ピノ・ノワール

サン・タムール

￥6,600

（フランス/ブルゴーニュ地方）

ストロベリーやフランボワーズなどの熟した赤い果実の香り。フレッシュな味わいに、なめらかで、きめ細かやなタンニン
が感じられます。サンタムール（聖なる愛）村産のチャーミングな赤ワインです。
ブドウ品種：ガメイ100％

ブルゴーニュ ピノ・ノワール

（フランス/ブルゴーニュ地方）

￥6,600

新鮮で赤い小さな果実の香りがグラスから溢れだし、華やかな果実香と共に豊かな酸を感じさせる、魅力的で
チャーミングな赤ワインです。
ブドウ品種：ピノ・ノワール100％

ブルゴーニュ HCB ピノ・ノワール

（フランス/ブルゴーニュ地方）

￥7,700

赤や黒のベリー系の果実の香りに、スミレの花の香りが感じられます。新鮮な果実風味が広がり、豊かな酸とのバラン
スが良く、タンニンもまろやかな赤ワインです。
ブドウ品種：ピノ・ノワール100％

メルキュレィ プルミエ・クリュ レ・ピュイエ

（フランス/ブルゴーニュ地方）

￥8,800

フルーツやスパイスなどの豊かな香りで、甘草や西洋スグリ、カシスなどの複雑な香りがします。バランスの良いしっか
りしたアタックがあり、軽いタンニンですが、余韻は長く続く、風味豊かなワインです。
ブドウ品種：ピノ・ノワール100％

Desert Wine（甘口ワイン）
モスカート・ダスティ

（イタリア/ピエモンテ州）

￥4,400

ピーチなど果実の熟した香りが華やかに感じられます。微発泡性で甘酸っぱく、口当たりが柔らかい甘口白ワイン。
デザートワインとして最適です。
ブドウ品種：モスカート・ビアンコ100％

ミュスカ・ド・ボーム・ド・ヴニーズ

ハーフサイズ

（フランス/コート・デュ・ローヌ地方）

￥5,500

柑橘系やハチミツ、完熟した黄リンゴ、アプリコットや黄桃のコンポートの香り。繊細な味わいで、酸味と甘味のバラン
スがよくとれた甘口のワインです。
ブドウ品種：ミュスカ・ア・プティ・グラン100％

ｹﾞｳﾞｪﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ ﾊﾟｯｼｰﾄ ｼﾞｭｳﾞｪﾛ

ハーフサイズ

（ｲﾀﾘｱ/ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ･ｱﾙﾄ･ｱﾃﾞｨｼﾞｪ州）

￥8,800

ハチミツやカリン、ピーチ、バニラなどのスパイシーな香りが芳醇なデザートワインです。
ブドウ品種：ゲヴェルツトラミネール100％

税込表示とさせていただきます
Tax included and displayed

DRINK MENU
Beer（ビール）
アサヒスーパードライ 中瓶

500ml ￥870

キリンラガー 中瓶

500ml ￥870

サッポロ黒ラベル 中瓶

500ml ￥870

長野の地ビール！
ヤイヤイペールエール

330ml ￥1,250

モルトの甘さと香ばしさを、ホップの香りで調和させた一品です。

メタウィートエール

330ml ￥1,250

小麦麦芽を約50％使用して、フルーティーな香りと爽やかなキレを表現しました。

ドライ ザ・クール

334ml ￥660

「爽快・解放感」、次世代のビールの楽しさを。もう一つのスーパードライ。

ノンアルコールビール アサヒドライゼロ

334ml ￥560

Sour（サワー）
レモンサワー

Glass ￥600

巨峰サワー

Glass ￥600

Glass Wine（グラスワイン）
スパークリングワイン

Glass ￥880～

白ワイン

Glass ￥660～

赤ワイン

Glass ￥660～

税込表示とさせていただきます
Tax included and displayed

DRINK MENU
Shochu（焼酎）
～長野県の本格焼酎～
そば焼酎 二八

（喜久水酒造）

グラス￥770

ボトル720ml￥5,900

麹米は長野県産美山錦、そばは飯島町産を使用。そばが‟フワッ”と香り、軽やかに楽しめるそば焼酎です。

麦焼酎 今此処

（喜久水酒造）

グラス￥770

ボトル900ml￥5,900

南アルプスの伏流水で造られた麦の旨味と、軽快な麦の香りが特徴の焼酎です。

麦焼酎 麦汁

（豊永酒造 熊本県）

グラス￥770

ボトル720ml￥5,900

麦の果汁とも言えるような香ばしさと、甘味をたっぷりと感じます。とろっとした、まろやかな味わいです。

米焼酎 豊永蔵

（豊永酒造 熊本県）

グラス￥770

ボトル720ml￥5,900

控えめな吟醸香と柔らかで上品、ミルキーな味わいが特徴。しっかりとした骨格のあるお酒です。

芋焼酎 不二才

（佐多宗二商店 鹿児島県）

グラス￥770

ボトル720ml￥5,900

芋の柔らかな風味、とろりとした甘みがあり、後口はドライな印象。しっかりと芋の風味が濃い芋焼酎です。

税込表示とさせていただきます
Tax included and displayed

DRINK MENU
Japanese Sake（地酒）
真澄 純米吟醸 白妙 SHIRO
純米吟醸 （宮坂醸造 長野県）

グラス100ml￥790

ボトル720ml￥4,900

ふわりと柔らかで軽快な口当たりと、米の持つ力強い旨味とのバランスが特徴のお酒です。
精米歩合55％
長野県産山恵・錦、長野県産ひとごこち
日本酒度-4
酸度1.2

斬九郎 美山錦61
特別純米 （宮島酒造

グラス100ml￥790

長野県）

芳醇な味わいでその名の通り、斬れ味抜群の食中酒です。
精米歩合61％
長野県産美山錦100％
日本酒度+8

帰山 参番
純米吟醸 （千曲錦酒造

酸度1.8

グラス100ml￥790

長野県）

ボトル720ml￥4,900

ボトル720ml￥4,900

リンゴの蜜を凝縮させたような甘み、爽やかな酸味が白ワインを彷彿とさせます。
精米歩合55％
長野県産美山錦100％
日本酒度-14
酸度2.8

モダン仙禽 無垢
無濾過生原酒 （せんきん

グラス100ml￥790

栃木県）

ボトル720ml￥4,900

丁寧な瓶囲い瓶火入れで、爽やかな酸味とフレッシュな甘みのふくらみがあります。
精米歩合50％
ドメーヌさくら産山田錦
日本酒度、非公開
酸度、非公開

澤屋まつもと 守破離 5百万石
純米酒 （松本酒造 京都府）

グラス100ml￥790

ボトル720ml￥4,900

ジューシーで味わい豊か！ボリュームがあり、酸や苦みの効果で引き締った後味です。
精米歩合65％
富山県5百万石
日本酒度+2
酸度1.7

獺祭
純米吟醸 45

グラス100ml￥890

（旭酒造 山口県）

ボトル720ml￥5,900

綺麗な酸が特徴の飲み易いお酒です。端正なバランスのままフィニッシュを迎えます。
精米歩合50％
山田錦
日本酒度+5
酸度1.7

お燗酒
真澄 辛口ゴールド

110ml￥620

（宮坂酒造 長野県）

ほのかなふくらみとキレのある辛口です。
精米歩合68％
長野県産美山錦100％

日本酒度+3

酸度1.3

税込表示とさせていただきます
Tax included and displayed

DRINK MENU
Whisky（ウイスキー）

ロック・水割り・ソーダ割り

ブラックニッカ 樽ハイボール

Glass ￥670

やわらかな香りと、まろやかな味わいのハイボールです。

ブラックニッカ クリア

Glass ￥770

飲みやすく飲み飽きしない。

Glass ￥870

富士山ウイスキー
かすかな樽香があり、まろやかで食事との相性の良いウイスキー。

Glass ￥1,020～

おすすめウイスキー
お気軽にスタッフまで、、

Fruit Liqueur（果実酒）

ロック・水割り・ソーダ割り

梅乃宿 あらごしみかん酒

Glass ￥670

みずみずしいみかんの味と、つぶが弾ける食感が楽しめるリキュール。

梅乃宿 あらごしりんご酒

Glass ￥670

すりおろしりんごと、角切りりんごが踊るポップでスイートなリキュール。

梅乃宿 あらごしもも酒

Glass ￥670

日本酒とたっぷりのももが溶け合った、やさしいリキュール。

梅乃宿 ゆず酒

Glass ￥670

ゆず果汁もブレンドしたこだわりの酒。この味も香りも梅乃宿ならでは。

千曲錦 鳴龍 梅酒

Glass ￥670

信州産の緑宝梅と、りんご蜂蜜で極上の味わい。

税込表示とさせていただきます
Tax included and displayed

DRINK MENU
Non Alcoholic Wine（ノンアルコールワイン）
Glass ￥590

アルプスワイン ヴァンフリー白
長野県 ノンアルコール
貴賓のある果実味でさわやかなやや辛口です。＜酸化防止剤無添加＞

Glass ￥590

アルプスワイン ヴァンフリー赤
長野県 ノンアルコール
葡萄由来の渋みで、口当たりが自然です。＜酸化防止剤無添加＞

Non Alcoholic Liqueur（ノンアルコールリキュール）

ロック・水割り・ソーダ割り

ロックン柚子

Glass ￥590

和歌山県/九重雑賀 ノンアルコール
柚子ジュースとはひと味違う爽やかな柚子の香り、酸味の調和をお楽しみ下さい。

ロックンプラム

Glass ￥590

和歌山県/九重雑賀 ノンアルコール
豊かな梅の風味と香り爽やかな酸味の味わいを、是非ロックでお楽しみ下さい。

Sparkling Water（炭酸水）
ペリエ

330ml瓶 ￥510

税込表示とさせていただきます
Tax included and displayed

