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お勧めの日本酒 Recommended Sake
日本酒度数

初陣の誉 原酒（神奈川県秦野市 金井酒造）
Uijin-no-homare

+2

地元丹沢から湧き出る名水で作られるこのお酒は、モーツアルトの音楽を聴かせ
て特別に醸造しています、口当たりの良いまろやかな味と、深いコクが特徴。
陣屋オリジナルの原酒です。升にてお楽しみください。

菊勇 純米吟醸
Kikuyu

（神奈川県伊勢原市

吉川醸造）

+1

樽（小） ¥

1,000

樽（中） ¥

2,500

樽（大） ¥

5,000

150ml

¥ 1,000

300ml

¥ 1,800

150ml

¥ 1,000

300ml

¥ 1,800

150ml

¥ 1,000

300ml

¥ 1,800

150ml

¥ 1,000

300ml

¥ 1,800

150ml

¥ 1,000

300ml

¥ 1,800

150ml

¥ 1,000

300ml

¥ 1,800

150ml

¥ 1,000

300ml

¥ 1,800

150ml

¥ 1,000

300ml

¥ 1,800

150ml

¥ 1,000

300ml

¥ 1,800

「相模・大山純米酒」の伝統的な技法と、近年の吟醸造りの技法が正に融合した
お酒です。酒米も山田錦にこだわり、吟醸酒の特徴と米本来の旨味を最大限に引
き出した地元のお酒です。

いづみ橋 恵青 純米吟醸（神奈川県海老名市
Izumi-bashi

泉橋酒造）

+10

海老名産山田錦を使用して作られる、きりっとした純米吟醸。お野菜、お刺身
などに相応しいお酒です。

残草蓬莱 純米吟醸（神奈川県愛甲郡愛川町
Zarusouhourai

大矢孝酒造）

+5

フルーティな香りが膨らみ、甘味とコク、酸が心地よく伝わってくる純米吟醸。
やや辛口の白ワインを飲んでいるようで、食中酒としてお料理にも合わせやす
い、キレのあるお酒です。

風露天晴 特別本醸造
Fuuro-Tensei

（神奈川県茅ヶ崎市

熊澤酒造）

+5

酒造適合米「新潟産後百万石」を 60% まで磨いた特別本醸造。吟醸造りによる
すっきりとした辛口です。

寫樂 純米吟醸（福島県
Sha-raku

宮泉銘醸）

+1

芳醇な香りの中にあるふんわり優しい吟醸香。軽快さと米のボディを感じつつ、
気がつくと杯が進んでしまっている旨い酒。今、業界で最も注目されている酒
蔵です。

浦霞 純米辛口（宮城県 株式会社佐浦）
Ura-kasumi

+5

心地よい香りの奥にかすかにメロンのような香りを感じ、口に含むと米の旨味
が広がります。酸味と上手に調和し、後味の切れのよい、辛口純米酒です。

天狗舞 山廃仕込み純米酒（石川県
Tengu-mai

車多酒造）

+4

山廃仕込み特有の濃厚な香味と酸味の調和がとれた濃い山吹色の純米酒。
2011.IWC(ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾜｲﾝ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ) 純米酒部門でﾄﾛﾌｨｰ(Goldﾒﾀﾞﾙ受賞酒中の最高
位 ) を獲得しました。

酔鯨 吟麗 純米吟醸酒（高知県
Sui-gei

酔鯨酒造）

+7

香り控えめ、キレ良く飲み飽きしない純米吟醸酒。和食全般、特に醤油系のお
料理との相性が良く、一緒に頂くお料理の良さを引き出します。

獺祭磨き 50（山口県
Dassai 50

旭酒造）

+5

獺祭のスタンダードな一本。味わいは、新世代系とも言われる、フルーティー
な香りが口に広がるのが特徴。後味は意外とキレが良く、食前、食中のどちら
にも合う一本となっています。燗酒でも楽しめます。

* 表示価格は全て税別

厳選日本酒

JINYA Premium Selection
日本酒度数

八海山 純米吟醸（新潟県 八海醸造）
Hakkaisan

+5

150ml

¥ 1,500

300ml

¥ 2,800

150ml

¥ 1,500

300ml

¥ 2,800

150ml

¥ 1,500

300ml

¥ 2,800

150ml

¥ 2,500

300ml

¥ 4,800

150ml

¥ 2,500

300ml

¥ 4,800

360ml

¥ 4,000

新潟の魚沼にて厳選された水、米を使い、蔵独自の吟醸造りでこだわりの日本
酒を造り続ける蔵元です。軽やかな味わいが特徴のお酒です。

獺祭 磨き三割九分
Dassai 39

純米大吟醸（山口県 旭酒造）

+4

香港、ニューヨーク、LA 、ワシントンまで進出した山口県の小さな造り酒屋
の獺祭は、三ツ星シェフまでもが注目。数々のメディアに登場するなど、注目
度の高い日本酒です。

久保田 萬寿 純米大吟醸（新潟県 朝日酒造 ）
Kubota Manju

+2

軽く飲めるのが特徴です。萬（よろず）の寿とお目出度い名前が喜ばれています。
その柔らかでふっくらとした味わいは日本酒の概念を変えてしまいました。

獺祭 磨き二割三分
Dassai 23

純米大吟醸（山口県 旭酒造）

+3

華やかな香りと芳醇な味、濃密な含み香、全体を引き締める程よい酸。二口、三
口飲むほどに段々美味しさがわかってくるお酒です。

十四代「特別本醸造」本丸生詰（山形県 高木酒造）
Jyu-yon-dai

+1

プレミアム入荷 / フレッシュでフルーティー、白ワインのような芳醇で果実の様
な香りで、しっかりした旨味と甘さがある、独特の綺麗で太い味わいです。

獺祭 磨き 50 スパークリング
Dassai 50 Sparkling

純米大吟醸（山口県 旭酒造）

にごり酒だからこそわかる山田錦の米の甘み。瓶内二次発酵が生み出す爽やかな
発泡性。最後に繊細かつ骨太の純米大吟醸が見せる爽やかな切れ味のお酒です。

今月の特選日本酒（スタッフまでおたずねください）
Monthly Selected Sake
？

* 時価
*current price

全国の地酒や蔵元の魅力やこだわりを伝える銘酒を毎月リストアップし、限定販
売しております。主にプレミアムの日本酒ですので、是非ご賞味ください。

利き酒三種セット

Sake Tasting

お好きなものを 3 点お選びいただき、飲み比べが出来るお得なセットです。
利き酒専用のグラスにてお楽しみいただけます。

Enjoy 3 kinds of sake,
（1,000 円より 2 点 /１,500 円より１点）50ml× 三種

¥ 1,500

プレミアム（1,000 円 /１,500 円 /2,500 円より各１点）50ml× 三種

¥ 2,000

* 表示価格は全て税別

焼酎コレクション Shochu Collection
陣屋焼酎
Jinya Shochu

（芋・麦）さつまえびす堂 / 産地：鹿児島県

オンザロック又はお湯割り /

¥ 600

ボトル

¥ 5,000

オンザロック又はストレート /

¥ 1,000

料亭専用の本格焼酎。薩摩焼酎の伝統とスピリットを受け継ぐ蔵元が原料と水、
製法にこだわった品。独特の風味と、まろやかな味。鹿児島から直接送って頂
いています。モンドセレクション金賞 3 年連続受賞。

佐藤 黒
Satou Kuro

（芋）佐藤酒造 / 産地：鹿児島県

明治時代創業の蔵元。芋独特のしっかりとした甘さ、香ばしさを醸し出す重く
て力強い味わいが特徴。白麹仕込みの佐藤で人気の蔵だが「黒麹仕込み佐藤」
の力強い味わいが更にファンを増やしました。

鳥飼
Tori-kai

（米）鳥飼酒造場 / 産地：熊本県

オンザロック又はストレート /

¥ 1,000

上品な香りと軽い口あたりの本格派。従来のやや重いタイプの焼酎から、現在
の嗜好にあうように軽く飲みやすく造られた焼酎。華やかな香りと軽い口当た
りが特徴で、女性におすすめの逸品です。

野うさぎの走り（米）黒木本店 / 産地：宮崎県
Nousagi no Hashiri

オンザロック又はストレート /

¥ 1,500

薄い琥珀色で焼酎というよりもウィスキーなど洋酒に近く、強いアルコールの
中にも甘みが感じられ麦の香ばしさが広がります。
名前の由来はガブリエル・マルケスの同名小説「百年の孤独」から。

（麦）黒木本店 / 産地：宮﨑県
百年の孤独
Hyakunen no kodoku

オンザロック又はストレート /

¥ 2,000

名焼酎で有名な黒木本店の米焼酎。『百年の孤独』と並ぶ双璧ともいわれ人気
上昇中。もち米の蒸留酒と吟醸酒をイメージして造ったこの焼酎は、長い間『か
め』にて貯蔵した古酒ともち米焼酎のブレンドです。

村尾
Murao

（芋）村尾酒造 / 産地：鹿児島県

オンザロック又はストレート /

¥ 2,500

本格的焼酎人気の到来と共に評価され、今では森伊蔵と並ぶ入手困難な銘柄の
ひとつに数えられる。丹念な手作りが生んだこの酒は、芋本来の芳醇な香りが
口中に広がり、心豊にさせてくれるプレミア焼酎のひとつです。

魔王
Maou

（芋）白玉醸造 / 産地：鹿児

オンザロック又はストレート /

¥ 2,500

樽で熟成される際、蒸発によって失われる天使の取り分に関わる『天使を誘惑
し、魔界へ酒をもたらす悪魔」にちなんで命名。雑誌やテレビなどで紹介され、
一時期入手困難となった幻の焼酎のひとつです。

森伊蔵
Mori Izo

（芋）森伊蔵酒造 / 産地：鹿児島県

オンザロック又はストレート /

¥ 3,000

元大統領・ジャック・シラクが大好物であった幻の焼酎は、トヨタ自動車社長
がお土産に持参した事でも有名。有機栽培のサツマイモを原料とし、手間の掛
かる伝統的なかめつぼ仕込みにより生産し、イモ臭さを除去したまろやかな味
です。
＊チェイサー（名水百選に選ばれた 丹沢の雫）1 本 200 円頂戴しております。
* 表示価格は全て税別

ビール

Beer

エビス生ビール

YEBISU Draft Beer

瓶ビール（サッポロ・キリン・アサヒ）

Beer ( Sapporo / Kirin / Asahi )

ギネスドラフト

Guinness Draught

ゆずビア

Draft Beer with Yuzu ade

ビアクランベリー

Draft Beer with Cranberry Juice

カクテル

¥ 900
¥ 900
¥ 900
¥ 900
¥ 900

Cocktail

ゆずはちみつサワー

Shochu with Yuzu ade

¥ 800

レモンサワー

Shochu with Lemon

¥ 700

グレープフルーツサワー

Shochu with Grapefruit

¥ 700

焼酎お茶割り（緑茶・烏龍茶）

Shochu with Green tea or Oolong tea

¥ 700

梅酒

Plum wine

¥ 700

ジントニック

Gin and Tonic

¥ 700

カシスオレンジ

Cassis Orange

¥ 700

（ロック・ソーダ）

ウイスキー・バーボン Whisky , Bourbon
シングル

響

12 年

¥ 1,200

HIBIKI 12years
ボトル

サントリーローヤル

12 年

single

¥10,000

SUNTORY ROYAL 12years

¥ 1,000

シーバスリーガル 12 年

CHIVAS REGAL 12years

¥ 1,200

ボーモア

BOWMORE 12years

¥ 1,500

MACALLAN 12years

¥ 1,500

マッカラン

12 年
12 年

* 水割り用ミネラルウォーター（名水百選

丹沢の雫）１本 ¥200- 頂戴しております。

丹沢の雫（ミネラルウォーター）とカチ割り氷のセット
Local bottled water and “Kachiwari” ice for bottle of whisky , shochu

ボトル販売用

¥ 900

* 表示価格は全て税別

ソフトドリンク Non alcoholic
ブルーマウンテンコーヒー（クッキー付）

Blue mountain coffee with Cookies

¥ 900

※サイフォンにてコーヒーをおたてしますので、お時間を頂く場合がございます。

As we brew coffee with a siphon, it might take a little time.

ウインナーコーヒー（クッキー付）

Viennese Coffee with Cookies

¥ 800

ブレンドコーヒー（クッキー付）（アイス・ホット） Coffee (Ice / Hot)

¥ 700

カフェオレ（クッキー付）（アイス・ホット）

Cafe au Lait (Ice / Hot)

¥ 700

紅茶（クッキー付）（アイス・ホット）

Tea / Lemon or Milk with Cookies

¥ 700

ホットチョコレート（クッキー付）

Hot Chocolate with Cookies

¥ 700

ジュース

Juice

¥ 600

（オレンジ / アップル / グレープフルーツ / オレンジマンゴー / マンゴークランベリー）

(Orange / Apple / Grapefruit / Orange Mango / Mango Cranberry)
コーラ

Coca Cola

¥ 600

ジンジャーエール（辛口）

Wilkinson Ginger Ale

¥ 600

烏龍茶

Iced Oolong Tea

(Glass)

¥ 600

(Pitcher) ¥ 1,500

クリームソーダ

Soda with Ice cream

¥ 700

抹茶バニラフロート

Matcha Vanilla Float

¥ 800

抹茶（和菓子付）

Matcha (Green Tea for Ceremony) ¥ 1,000
with Japanese Confectionery

丹沢の雫（ミネラルウォーター）

Mineral water

¥ 200

ペリエ（スパークリングウォーター）

Perrier

¥ 500

ノンアルコールビール

Non-alcoholic Beer

¥ 800

ノンアルコール梅酒

Non-alcoholic Plum Wine

¥ 800

* 表示価格は全て税別

ワインリスト
Wine List
2015 Spring-Summer

グラスワイン・スパークリング

Glass Wine/ Glass Sparkling Wine

本日のグラスワイン（白・赤）
Glass Wine (red/white)

¥ 600

本日のグラススパークリングワイン
Glass Gparkling Wine

¥ 900

シャンパン・スパークリングワイン Champagne / Sparkling Wine
サンテロ ピノ シャルドネ スプマンテ ブリュット
SANTERO PINOT CHARDONNAY SPUMANTE

イタリア

ハーフ /
フル /

￥2,500
¥ 4,000

ハーフ /

￥5,000

フル /

¥ 9,000

柑橘果実のようなさわやかな香り・味わいで、さっぱりしています。複雑味を
求める泡ではなく、ウォッシュ効果や喉の渇きを癒すためのスパークリングワ
インです。辛口ながら、解りやすくてどなたにも親しみやすい味わいです。

ヴーヴクリコ イエローラベル フランス
VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL
創業は 1772 年と古く、およそ 400ha の自社畑を所有するが、コレでまかなえ
るのは全生産量の２５％程度というこの地方有数のメゾンで、黒葡萄に重きを
置いたふくよかな味わいで知られています。

¥ 25,000

ドン ペリニヨン 2004 フランス
DOM PERIGNON 2004
ドン・ペリニヨンは、同じ年に収穫されたブドウのみが使われて醸造される、
ヴィンテージ・ワインである。また、当たり年のブドウのみを使用して醸造さ
れ、7 年から 8 年の熟成を経たシャンパンのみが、ドン・ペリニヨンの銘柄で
販売されています。

＊ビンテージ

シャンパン

¥ 85,000

クリュッグ 1990 フランス
KRUG VINTAGE 1990
イギリスの王室の晩餐会でも愛飲されるシャンパン。150 年以上の歴史ある方
法樽発酵を行いワインを低温で長期にわたって熟成させることを守り続けてい
る伝統と巧みな技術。ヴィンテージ物は、ブドウの出来がすばらしく、厳選さ
れたブドウが使われ年号によってそれぞれ異なる味の特徴を持っています。

ルイ ロデレール クリスタル 1988
LOUIS ROEDERE CRYSTAL 1988

フランス

¥ 112,000

優雅さと純粋さを追求したシャンパン。ルイ・ロデレールのオフィシャルサイ
トによると、現行品のクリスタルの味わいは、豊潤でパワフル、熟成により整
えられたスタイルが繊細、シルクのような滑らかさで、赤い果実、ホワイトチョ
コレート、キャラメル、バターの風味が広がります。

* 表示価格は全て税別

白ワイン

White Wine

ロバートモンダヴィ プライベート シャルドネ 2011 アメリカ / カリフォルニア
ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECTION CHARDONNAY 2011

¥ 4,000

アメリカ大統領の晩餐会でも使われる名門ワイナリーから厳選。洋梨や白桃の
様なフルーツの風味の中にわずかにココナッツクリームの様な香り。樽熟成か
らくる心地よい香りが長い余韻をもたらすワインです。

ラ シャブリジエンヌ シャブリ 2012 フランス / ブルゴーニュ
LA CHABLISIENNE CHABLIS LA PEERRELEE 2012

¥ 4,000

シャブリの常識を覆す美味な白ワイン。三ツ星レストラン、ピエール ガニエー
ルやランブロワジーなどからも圧倒的な支持を受けるこのシャブリは、エレガ
ントなリンゴや洋梨のアロマが香り立ち、口中で見事な質感を感じる事ができ
る素晴らしいワインです。

グラーハーヒンメルライヒ リースリング カビネット 2008
GRAACHER HIMMELREICH RIESLING KABINETT 2008

ドイツ / モーゼル

¥ 4,500

ドイツの豊かな自然を重んじ、その自然が育んだぶどう本来の潜在力を余すこ
となく 1 本のワインに仕上げた最高の甘口のリースリングドイツワインの味を
お楽しみ下さい。

甲州テロワール セレクション金山 2012 日本 / 長野
KOSHU TERROIR SELECTION KANEYAMA 2012

¥ 5,000

勝沼醸造が金山地区から収穫された葡萄のみで仕込むオーク樽熟成の甲州ワイ
ン。力強い果実味とバランスの良い酸味を持ち、バニラ、キャラメル等の芳醇
な香りが特徴的な辛口ワインです。

北信シャルドネ シャトーメルシャン 2009 日本 / 長野
CHATEAU MERCIAN HOKUSHIN CHARDONNAY 2009

¥ 9,000

日本最高峰の白ワイン。フレッシュな酸味とレモンやグレープフルーツのよう
な柑橘香のなかにナッツやヴァニラのようなオーク樽由来の香り。熟した果実
を連想させるとともに、酵母由来の旨み、複雑味、厚みもあり、上品な味わい。
白身魚、天ぷら、肉のロースト等にも相性が良いです。

コルトン シャルルマーニュ 1997 フランス / ブルゴーニュ
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU 1997

¥ 45,000

ボノー・デュ・マルトレイはグランクリュしか所有していない作り手です。
葡萄の平均樹齢は 80 年代と高く、良・不良に関係なく 180 樽以上は作らない
徹底主義を貫いています。

ルイ ジャド グラン クリュ モンラッシェ 1992 フランス / ブルゴーニュ
LOUIS JADOT/GRANDO CRU MONTRACHET 1992

¥ 120,000

明るく輝くゴールドの色、蜂蜜トーストを思わせる崇高な芳香の、複雑性に富
んだ力強いワインで、深みのある鮮烈な果実の優雅さに匹敵し、複雑性や構造
上の豊かさが層を成す、15 〜 20 年の可能性を秘める長期熟成タイプです。

バタール モンラッシェ メゾン ヴェルジェ 1992
BATARD MONTRACHET GRAND CRU 1992

フランス / ブルゴーニュ

バタール モンラッシェは今はもう造られていない、幻のワインです。伝説の
ワインとなっているこの 92 年は熟成も十分に経た完成形のもので、圧倒的な
凝縮感とﾐﾈﾗﾙ風味、そして絶妙の調和、ﾌﾞｰｹの複雑さを感じることができます。

¥ 150,000

* 表示価格は全て税別

赤ワイン Red Wine
モンテス・アルファ カベルネ ソーヴィニョン 2010
MONTES ALPHA CABERNET SAUVIGNON 2010

チリ / コルチャグア・ヴァレー

¥ 4,000

初のプレミアムワインとして革新的なクオリティを誇るモンテスは、ブラック
カラントの赤いフルーツの香り、チョコレートやシガーのニュアンスが、フレ
ンチオークの香ばしい香りと見事に調和しています。強い香りと味を楽しみた
い方にはぴったりな旨い赤ワインです。

ロバートモンダヴィ プライベート ピノ・ノワール 2011 アメリカ / カリフォルニア ¥ 4,000
ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECTION PINOT NOIR 2011
大統領主催の晩餐会にも、よく顔を出す有名なワイナリー。ピノ・ノワールは、
みずみずしい果実味、熟したベリーの香り、木苺の香りが感じられます。
ミディアムボディ

バロン ド ロートシルト ポイヤック レゼルブ 2010 フランス / ボルドー
DOMAINE BARON DE ROTHCHILD POILLAC RESERVE SPECIAL 2010

¥ 9,000

シャトーラフィットを所有する名門ロスチャイルド家がラフィットの 3rd ワイ
ンとして製造する秘蔵の赤ワイン。全体を覆いつくすバランス感、ポーイヤッ
クらしいエレガントさ、フルボディの口当たりは、まさに名門家の味わいです。
フルボディ

バローロ ブリッコ ペルニーチェ 2009
BAROLO BRICCO PERNICE 2009

¥ 21,000

イタリア / ピエモンテ

ブドウの良年にのみ造られる、贅沢で力強いクラシックなスタイルのバローロ。
鮮やかなガーネットの色合い。口の中で広がるフレッシュかつ濃厚な赤系果実
味とスパイスの風味、36 ヶ月間に渡る大樽熟成により、シルキーで繊細なタン
ニンがあります。

シャトー タルボ 1981 フランス / ボルドー
CHATEAU.TALBOT 1981

¥ 21,000

華やかなベリーとカベルネ特有のハーブの香りが特徴的。熟した果実の味わい
としなやかなタンニンがあり、しっかりとした骨格のワインです。ヴィンテー
ジに左右されない安定感で、長年のボルドーファンからの高い支持を得ていま
す。クラシックなボルドースタイルがお好みの方におすすめしたいです。

プティ ムートン ド ムートン ロートシルト 2010 フランス / ボルドー
LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD 2010

¥ 30,000

ボルドー格付け第一級シャトー・ムートン・ロスチャイルドの造る セカンド
ラベル。毎年生産量の少ない稀少なキュヴェです。濃厚でしっかりとした骨組
み、複雑な香り、力強いニュアンスがあり、熟成を重ねて、深みや芳醇さが増
します。

ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ レ ショーム 2007 フランス / ブルゴーニュ
VOSNE ROMANEE 1er CRU LES CHAUMES 2007

¥ 30,000

メオ・カミュゼは、1900 年代初頭、ヴォーヌ・ロマネの生産者であったエチエ
ンヌ・カミュゼから始まりました。プラムやカシスの濃厚な黒系果実の香りに、
アニスやムスクのオリエンタルなニュアンス、スミレやミネラル、ローストし
たコーヒー豆や樽からの要素も感じられます。ヴォーヌ・ロマネらしい見事な
までに続く長い余韻が特徴的です。

エシェゾー グラン クリュ 2011 フランス / ブルゴーニュ
ECHEZEAUX GRAND CRU 2011

¥ 35,000

フランソワ・フュエのワインのスタイルは、長熟かつ、若いうちから楽しめる
のが特徴。香り高い果実、ハーブ、花、甘いスパイスの甘美なアロマがグラス
から溢れ出し、口の中いっぱいにみずみずしい果実味が広がります。一貫して
繊細で緻密な味わいは決してぶれることはありません。

* 表示価格は全て税別

赤ワイン

Red Wine

パヴィヨン ルージュ デュ シャトー マルゴー 2010 フランス / ボルドー
PAVILLON ROUGE DE CHATEAU. MARGAUX 2010

¥ 42,000

五大シャトーの中でもエレガントで女性的と評されるシャトー・マルゴーのセ
カンドワイン。20 年くらい熟成させたのでは？と思えるほど、滑らかで落ち着
いたスタイル。カシスやブラックチェリーなどの黒系果実が豊かに香ります。
リコリスやアニス、白コショウ、すこし青さを感じるハーベイシャスなニュア
ンスもあります。甘くキレイなタンニンでソフトなスタイルです。

オーパスワン 2011
OPUS ONE 2011

¥ 42,000

アメリカ / カリフォルニア

若い間は非常に豊かな表情を見せるワイン。艶やかガーネット色。濃縮したブ
ルー・ベリー、バラの花びら、白トリュフ、リコリス、ナツメグなどの香りが
あり、柔らかい飲み口と舌ざわり。またカシス、黒オリーブ、ラズベリー、ダー
クチョコレートのフレーバーにより余韻が長く魅力的な最高のフィニッシュを
味わえます。

レ フォール ド ラトゥール 2010
LES FORTS DE LATOUR 2010

フランス / ボルドー

¥ 54,000

ラトゥールのセカンドワイン。品質、価格、さらに市場への流通量で見ても、
すでにセカンドラベルの域を超えています。タニックでありながら上質でしな
やか、美しい酸を持つ、エレガントでクラシカルなスタイルのワインが生まれ
た偉大な年となりました。

コルトン グラン クリュ クロ ロニェ 1992 フランス / ブルゴーニュ
MEO CAMUZET / CORTON GRAND CRU CLOS ROGNET 1992

¥ 60,000

一世を風靡した造り手メオ・カミュゼ。ハッとするほどの存在感、なにか格が
違うと感じさせるレベルの差を感じさせます。ピノ ノワール種 100%。甘く熟
した黒い果実の 香りでがっちりとしていてボリュームがありますが、若いう
ちは固さがあって数十年後に真価を発揮するワインです。

シャトー ラトゥール 1983
CHATEAU. LATOUR 1983

¥ 115,000

フランス / ボルドー

濃い色調、濃厚なタンニン、スギやヒノキといった特徴的なアロマがラトゥー
ルらしさを印象づけています。プリムールにおいても五大シャトーのなかで頭
一つ抜き出た価格を提示し、不変・不動と思われた一級シャトーの平穏と序列
に揺さぶりをかけています。

シャトー マルゴー 1989 フランス / ボルドー
CHATEAU. MARGAUX 1989

¥ 125,000

五大シャトーのなかでもエレガントで女性的と評されるのがシャトー・マル
ゴー。1855 年の格付け当時から五大シャトーの先頭を争う高貴なワインです。
女性らしいと形容される理由は並外れたタンニンのしなやかさによります。

シャトー ムートン ロスチャイルド 2005 フランス / ボルドー
CHATEAU.MOUTON ROTHSCHILD 2005

¥175,000

アートラベルは毎年異なった芸術家が描くエチケット。シルクのようなきめ細
やかさ、アーモンドとスミレの香りを秘めたエレガントな芳香、そして酸味と
コクの結びついたバランスの良さは全ての条件をくまなく発揮しています。
2005 年は神に祝福された歳とも言われるグレートビンテージです。

シャトー ラフィット ロスチャイルド 1990
CHATEAU.LAFITE ROTHSCHILD 1990

フランス / ボルドー

¥242,000

1855 年のジロンド県格付けが決定した当初、第一級のシャトーのなかでトップ
に選ばれたのがラフィット・ロスチャイルドでした。ラフィットを形容すると
き「気品」という言葉なくしては語れません。優に 10 年は持つ ( というかそれ
くらい待つべき ) と言われるラフィット、長期熟成を遂げたその姿はボルドー
の真髄ともいえる究極のエレガンスを体現しています。

* 表示価格は全て税別

おつまみ Light Snack
秦野銘産３品盛り合せ（ゆで落花生、カマンベール味噌漬け、味噌ピーナッツ）
Assorted Local Snack ／ Boiled Peanuts, Camembert, Miso Peanuts

¥ 1,000

チーズ & サラミ
Salami & Cheese

¥ 1,000

カマンベールの自家製ブレンド味噌漬け
Camembert with Miso Sauce

¥ 600

秦野銘産 味噌ピーナッツ
Local Miso Peanuts

¥ 600

ミックスナッツ
Mixed Nuts

¥ 600

秦野銘産 ゆで落花生
Local Specialties Boiled Peanuts

¥ 600

枝豆
Edamame

¥ 600

デザート Dessert
シフォンケーキセット（コーヒー又は紅茶）

Chiffon Cake Set (Coffee or tea)

¥ 1,000

アイスクリーム（バニラ or 抹茶）

Ice Cream (Vanilla / Green Tea)

¥ 600

和風パフェ

Japanese Style Parfait

¥ 800

チョコレートサンデー

Chocolate Sandae

¥ 800

* 表示価格は全て税別

