
¥1,600 ¥760

¥970 ¥760

¥1,300

¥690
¥1,300

¥690

¥900 ¥690

¥690
¥900

¥690

¥900

¥690 ¥760

¥760

¥760

¥760

　(オレンジ＋スパークリング) 　アップル ジュース

Apéritifs 食前酒 Eaux Minerales　ガス入りミネラルウォーター

　グラス　シャンパーニュ 　ペリエ　　　　　　　 ３３０ml

　グラス　スパークリング 　サンペレ・グリノ　　５００ml

　キール・ロワイヤル Soft Drinks  ソフト ドリンク
　(カシス＋スパークリング)

　オレンジ ジュース
　ミモザ

　キール 　グレープフルーツ ジュース
　(カシス＋白ワイン)

　ジンジャーエール
　スプリッツアー 　(甘口・辛口)

　(ノンアルコール) 　(ソーダ/オレンジ/グレープフルーツ)

　(ソーダ＋白ワイン)

　ウーロン茶

Bières 　ビール Non Alcool Drinks  ノンアルコール ドリンク

　キリン ブラウマイスター 　デュク・ドゥ・モンターニュ ロゼ グラス　　\690
　(生ビール) 　(ノンアルコール　スパークリングワイン) ボトル　\3,500

　キリン　零ICHI 　カシス ベース

　(ソーダ/オレンジ/グレープフルーツ)

表示価格はすべて税込価格になります。 　季節のノンアルコール カクテル

　ライチ ベース
　(ソーダ/オレンジ/グレープフルーツ)

　パッションフルーツ ベース



Verre de vin bｌanc  グラス白ワイン

¥1,100 ¥1,100

¥900 ¥900

¥1,080 ¥1,080

¥1,300 ¥1,200

　Champagnes+vins biancs+vins rouge

WineSet　セットメニュー   pinotnoir

　Cantina Andoriano/アンドリアーノ

　Story Ridge Vineyards/ストーリー・リッジ・ヴィンヤーズ 　Dourthe/ドゥルト
　生産地：アメリカ　カリフォルニア州 　生産地：フランス　ボルドー地方
　品種：シャルドネ１００％ 　品種：カベルネ・ソーヴィニョン　メルロー　プティ・ヴェルド

　品種：ソーヴィニョン・ブラン１００% 　品種：サンジョヴェーゼ・コロリーノ

 panamera chardonnay  dourthe la grande cuvee　rouge

　パナメラ　シャルドネ   ドゥルト　ラ・グランド・キュヴェ　ルージュ

　ドゥルト　ラ・グランド・キュヴェ 　キャンティ・クラシコ
　Dourthe/ドゥルト 　Fattoria Della Aiola/アイオーラ
　生産地：フランス　ボルドー地方 　生産地：イタリア　トスカーナ州

　生産地：フランス　コート・デュ・ローヌ地方 　生産地：フランス　コート・デュ・ローヌ地方
　品種：シャルドネ１００% 　品種：グルナッシュ・カリニャン・サンソー・シラー・ムールヴェードル

 dourthe la grande cuvee  chianti classico

 tasse maison chardonnay  tassé maison rouge

　タッセ・メゾン　シャルドネ 　タッセ・メゾン　ルージュ
　Cellier des Dauphins/セリエ・デ・ドーファン 　Cellier des Dauphins/セリエ・デ・ドーファン

Verre  de vin rouge  グラス赤ワイン

 vin du jour  vin du jour

　本日のワイン 　本日のワイン



　シャンパン+白ワイン+赤ワイン、セット各1杯 2,800¥  

　Champagnes+vins biancs or vins rouge

　シャンパン+白ワインor赤ワイン、セット各1杯 2,250¥  表示価格はすべて税込価格になります。

　＊セットワインの内容はご指定できません事、ご了承くださいませ。

Bouteilles Champagnes　シャンパーニュ

¥9,900 ¥4,400

¥11,600 ¥5,500

　品種：ソーヴィニヨン・ブラン100%

　　ブリュット・ロゼ・　グランド・ローズ 　　　　　スパークリング　ソーヴィニオン ブラン

　生産地：フランス　シャンパーニュ地方 　Sileni Estates/シレニー・エステート

　品種：ピノ・ノワール５０%・シャルドネ５０% 　生産地：ニュージーランド　ホークス・ベイ

　品種：ユニブラン100%

 montaudon brut grande rose,non vintage  sileni estates cellar selection   sparakling sauvignon blanc

　モントードン 　シレニー・エステート・セラー　セレクション

　　ブリュット・レゼルヴ・プルミエールNV 　　　　ブリュット　ブラン・ド・ブラン
　生産地：フランス　シャンパーニュ地方 　C.F.G.V/カンパニー・フランセーズ・グランヴァン

　品種：ピノ・ノワール５０%・シャルドネ３０%・ピノ・ムニエ２０% 　生産地：フランス(ヴァンムスー)

　品種：ピノ・ノワール１００％

Vins Mousseux　スパークリング ワイン

 montaudon brut réserve première,non vintage  pol clément brut blanc de blancs

 モントードン 　ポール・クレマン

　生産地：イタリア　トレンティーノ・アルト・アディジェ州



¥14,180 ¥6,600

Bouteilles vins blancs  白ワイン

¥4,200 ¥9,880

¥5,500 ¥10,300

¥6,300 ¥13,200

¥6,800 ¥15,300
　Domaine Marcel Deiss/マルセル・ダイス 　Bachelet Ramonet/バシュレ・ラモネ
　生産地：フランス　アルザス地方 　　生産地：フランス　ブルゴーニュ地方
　品種：ピノ種(グリ、ノワール、ブラン) 　品種：シャルドネ１００%

　品種：シャルドネ１００% 　品種：リースリング・ピノ・グリの混植・混醸

 alsace blanc  Chassagne Montrachet

　アルザス ブラン 　シャサーニュ・モンラッシェ

　シャブリ ドメーヌ・アラン・ポートレ 　　ローテンベルグ　プルミエ クリュ
　Domaine Alain Pautre/アラン・ポートレ 　Domaine Marcel Deiss/マルセル・ダイス
　生産地：フランス　ブルゴーニュ地方 　生産地：フランス　アルザス地方

　生産地：日本　山梨県 　生産地：フランス　ブルゴーニュ地方
　品種：甲州１００% 　品種：シャルドネ１００%

 domaine alain pautré,chablis rotenberg premier cru

 manns tierra koshu   chablis premier cru fourchaume

　マンズティエラ 甲州シュール・リー 　シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショーム
　Manns Wine/マンズワイン 　　Domaine de la Côte Marjac/コート・マルジャック

　Cellier des Dauphins/セリエ・デ・ドーファン Domaine Marcel Deiss/マルセル・ダイス
　生産地：フランス　コート・デュ・ローヌ地方 生産地：フランス　アルザス地方
　品種：シャルドネ１００% 品種：ゲヴェルツトラミネール１００%

表示価格はすべて税込価格になります。

 tassé maison chardonnay gewurztraminer

　タッセ・メゾン　シャルドネ 　ゲヴェルツトラミネール

　生産地：フランス　シャンパーニュ地方 　Ca Di Rajo/カ・ディ・ライオ

　品種：ピノ・ノワール５６%・シャルドネ２８%・ピノ・ムニエ１６% 　生産地：イタリア　ヴェネト州

　品種：グレーラ100%

 veuve clicquot  ca di rajo gold brut

　ヴーヴ・クリコ　イエローラベル 　カ・ディ・ライオ　ゴールド・ブリュット



¥8,200 ¥23,020

Bouteilles　de vin rouge  赤ワイン

¥4,200 ¥7,800

¥8,100

¥5,300

¥5,930 ¥8,980

¥6,800 ¥9,500

　品種：サンジョヴェーゼ・コロリーノ 　品種：ピノ・ノワール100％

 la sommelière 　château tournefeuille

　ラ・ソムリエール 　シャトー・トゥルヌフィーユ

　キャンティ・クラシコ 　ブルゴーニュ　ルージュ
　Fattoria Della Aiola/アイオーラ  Michel Gros/ミシェル・グロ
　生産地：イタリア　トスカーナ州 　生産地：フランス　ブルゴーニュ地方

　生産地：日本　山梨県 　品種：メルロー・カベルネ フラン・カベルネ ソーヴィニョン
　品種：マスカット・ベリーA１００%

 chianti classico  Bourgogne rouge

　マンズ・ティエラ 　シャトーモンペラ

　　　　マスカット・ベリーA　樽熟成 　Derpagne/ディスパーニュ

　Manns Wine/マンズワイン 　生産地：フランス　ボルドー地方

　生産地：フランス　コート・デュ・ローヌ地方 　生産地：イタリア　ピエモンテ州
  品種：グルナッシュ・カリニャン・サンソー・シラー・ムールヴェードル 　品種：ネッビオーロ１００%

 manns tierra muscat balley A  château　mont perat

 tassé maison rouge  barbaresco

　タッセ・メゾン　ルージュ  バルバレスコ
　Cellier des Dauphins/セリエ・デ・ドーファン 　Azienda Vitivinicola Villadoria/ヴィッラドリア

　生産地：フランス　コート・デュ・ローヌ地方 　生産地：フランス　ブルゴーニュ地方
　品種：マルサンヌ１００% 　品種：シャルドネ１００%

表示価格はすべて税込価格になります。

 crozes-hermitage blanc  Meursault Genevrieres

　クローズ・エルミタージュ ブラン 　ムルソー　ジュヌヴリエール
　Vidal-Fleury/ヴィダル・フル―リー Latour Giraud/ラトゥール・ジロー



 gevrey chambertin en songe

¥7,620 ¥9,900
　Sociand Mallet/ソシアンド・マレ
　生産地：フランス　ボルドー地方
　品種：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

  château Pedesclaux

　シャトー・ペデスクロー　'12 ¥14,515
  château Pedesclaux/シャトー・ペデスクロー
　生産地：フランス　ボルドー地方

  品種：カベルネ・ソーヴィニヨン50%・メルロー45%・カベルネ・フラン5%

¥22,000

 アイスもご用意できます

¥32,700 　　ＭＡＴＳＵＯオリジナルブレンド ¥550

cafés/thés コーヒー・紅茶

 barolo le coste mosuconi

　バローロ・レ・コステ・モスコー二　'13

 　Valandraud/ ヴァランドロー
　　シャルトリューズ ヴェール ¥1,760　生産地：フランス　ボルドー地方

  品種：・メルロー70%・カベルネ・ソーヴィニヨン30%

 calvados

　　カルヴァトス ¥1,310

 Virginie de Valandraud

　ヴィルジニー・ド・ヴァランドロー　'15  chartreuse verte

　品種：カベルネ ソーヴィニョン・メルロー・カベルネ フラン
表示価格はすべて税込価格になります。

Digestifs 食後酒

 ballantine's 12y

　　バランタイン12年 ¥1,100

　château　senejac

　シャトー・セネジャック 　ラ・ドモアゼル・ド・ソシアンド・マレ
　senejac/セネジャック
　生産地：フランス　ボルドー地方

　Château de Campuget/シャトー・ド・カンプジェ Vignobles de Tournefeuille/ヴィニョーブル・ド・トゥルヌフィーユ
　生産地：フランス　コート・デュ・ローヌ地方 　　生産地：フランス　ボルドー地方
　品種：シラー１００% 　　　品種：メルロー・カベルネ・フラン



　生産地：イタリア　ピエモンテ州

　品種：ネッピオーロ100％ ¥550

¥45,000 ¥550

　生産地：フランス　サンテステフ
　calon segur/カロン・セギュール

  品種：カベルネソーヴィニヨン５３％・メルロー３８％

          カベルネ・フラン７％・プティ・ヴェルド２％

　　紅茶セイロン

 chateau calon segur

 　シャトー・カロン・セギュール　’06 　　ハーブティー

  armando parusso/アルマンド・パルッソ


