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¥9,900

NV Nicolas Feuil latte Brut Grande Reserve
ニコラフィアット　ブリュット　グランレゼルヴ

生産地：フランス
品種　：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ
1808 年創立の名門シャンパーニュ
柑橘のアロマ、トースト香の風味、申し分ないシャンパーニュ

������������������

Champagne Gruet
シャンパーニュ グルエ ブリュット

生産地：フランス
品種　：ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ
白い花や白桃等の白い果実香り シャルドネ由来のミネラル
ピノ・ブランが更なる骨格と複雑さを加えた絶妙なハーモニー
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¥5,500
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Pol Messer Brut Vin Mousseux
ポールメッサー ヴァンムスー

生産地：フランス
品種　：ユニ・ブラン
白い花の繊細な香り、すっきりとした酸味
心地よく印象が続く辛口スパークリング・ワイン

¥3,850 ¥715

Pol Messer Rose Sec Vin Mousseux
ポールメッサー ロゼ ヴァンムスー

生産地：フランス
品種　：カベルネ・フラン、ガメイ、
　　　　カベルネソーヴィニヨン etc
上品なピンク色 心地よい赤い果実の香り
甘味と酸味のバランスがよく、爽やかな飲み口

¥3,850 ¥715

Disti l leria Bottega Moscato Petalo
ボッテガ モスカート ぺタロ

生産地：イタリア
品種　：モスカート・ジャッロ

『ペタロ』とは花びらの意味
モスカート種の濃い芳香と

¥4,950 ¥770
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Heart Reef Chardonnay
ハートリーフ シャルドネ

生産地：オーストラリア
品種　：シャルドネ
果実味と酸味のバランスがとても良い爽やかな風味

¥825

Stephane Brocard Bourgogne Chardonnay AOC
ステファン・ブロカール AOC ブルゴーニュ

生産地：フランス
品種 : シャルドネ
レモンのように爽やか アプリコットのように甘酸っぱい
フレッシュで爽快な味わいのブルゴーニュの白ワイン

¥4,730 ¥880

Grove Mil l  Marl lborough Pinot Gris
グローヴ ミル マールボロ

生産地：ニュージーランド
品種　：ピノグリ
非常にフルーティな果実味と酸が調和
明るくフレッシュな桃や梨、フローラルな香りが特徴

¥5,500 ¥990

Domaine Marcel Deiss Alsace Blanc
マルセル・ダイス アルザスブラン

生産地：フランス
品種　：伝統的なアルザス産の 7 品種
パイナップルの完熟した果実味溢れ、ミネラルたっぷりで
ドライな口当たり 伝統的なアルザス種のブレンド

¥6,600 ¥1,045

2015 Barrigue Sonomat Coast Chardonnay
バリック ソノマコート 2015 年

生産地：アメリカ
品種　：シャルドネ
オレンジの花や洋梨、ほんのりマカダミアナッツの香り
ボディはしっかりしているが、後味にフレッシュな酸味が印象的

¥9,350
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Heart Reef Cabernet & Shiraz
ハートリーフ カベルネシラーズ

生産地：オーストラリア
品種　：カベルネシラーズ
やや濃いめの赤色 とてもフレッシュなベリーの香り
時間がたつとやや香ばしい風味も感じられる

¥825

Ma Fermette Merlot Organic
マ・フェルメット メルロー オーガニック

生産地：フランス
品種　：メルロー
紫がかった濃いルビー色
ほんのりバニラや赤い果実の香りを感じられる
自然派オーガニックワイン

¥4,950 ¥880

Vil ladoria Bricco Magno
ヴィッラドリア ブリッコ・マーニョ

生産地：イタリア
品種　：ネッビオーロ
深いルビー色 木樽で熟成した力強い味わいと
繊細な香り 滑らかな果実味が特徴

¥4,950 ¥880

Vidal Fleury Cotes du Rhone Rouge
ヴィダル フルーリー コート デュ ローヌ ルージュ

生産地：フランス
品種　：シラー、グルナッシュ、ムールヴェードル
薫した感じだがえぐみがすくない 重すぎず軽すぎない
チェリーや黒スグリのような黒系果実アロマ

¥6,600 ¥990

2015 Bread & Butter Pinot Noir
ブレッド＆バター 2015 年

生産地：アメリカ
品種　：ピノ・ノワール
赤系果実の香り、ほのかな杉、薫香のニュアンス
長く優雅な余韻 ハッキリとした飲みくちの非常に
エレガントな風味

¥9,900
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TODAY'S WHISKEY COCKTAIL
本日のおまかせウイスキー

スタッフおまかせウイスキーをお届け
¥825

BLACK NIKKA Rich Blend
ブラックニッカ リッチブレンド

生産地：日本
ゆるやかに満ちる、熟した果実の香り

¥770

Nikka Yoichi 12years
ニッカ余市 12 年

生産地：日本
世界でも稀有な石炭直火蒸留によって生まれた

¥825

Yamazaki Single Malt
山崎 シングルモルト

生産地：日本
やわらかく華やかな香り 甘くなめらかな味わい

¥990

Bowmore 12years
ボウモア １２年

生産地：スコットランド
ドライなスモーキー感とやわらかなフルーティ感を想わせる

¥880
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Asahi Super Dry Draft Beer
アサヒ 生ビール スーパードライ 350ml

洗練されたクリアな味 辛口
¥770

Asahi Dry Zero Non Alcohol Beer
アサヒ ドライゼロ 334ml

キャッチコピーは『目指したのは、もっともビールに近い味。』
¥770

Carl Jung Sparkling Wine 
カール・ユング ノンアルコールスパークリング

生産地：ドイツ
品種　：リースリング、シルバーナ、リヴァーナ etc
やや辛口で本格的なスパークリングワインの風味

¥935

Carl Jung White Wine Riesl ing
カール・ユング リースリング ノンアルコール白ワイン

生産地：ドイツ
品種　：リースリング
ちょうどよい酸味と微発泡 甘い香り

¥880

Carl Jung Red Wine Merlot
カール・ユング メルロー ノンアルコール赤ワイン

生産地：ドイツ
品種　：メルロー
渋みが程よく残り、口当たりがやさしい

¥880

Kirin Domestic Beer
キリン 瓶ビール 一番搾り 500ml

麦本来のうまみが感じられる、調和のとれた
雑味のない味わい

¥880
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Acqua Panna Sti l l  Water
アクアパンナ ミネラルウォーター

生産地：イタリア
水質は中硬水で無発泡 味わいは軽やかで安定

¥880

Perrier Sparkl ing Water
ペリエ スパークリングウォーター

生産地：南フランス
炭酸入りナチュラルミネラルウォーター

¥880

Oolong Tea
ウーロン茶

Orange Juice
オレンジジュース

Apple Juice
アップルジュース

Grapefruit Juice
グレープフルーツジュース

Ginger Ale
ジンジャーエール

Coca Cola
コカコーラ

Tonic Water (Schweppes)
トニックウォーター（ｼｭｳｪｯﾌﾟｽ）

Mango Juice
マンゴージュース

Lychee Juice
ライチジュース

¥935



��������������

 ���
����� ���
�����

岡山県といえば【桃太郎】ゆかりの地
日本三名園の【後楽園】をはじめ、レトロな街並みがかわいい【倉敷美観地区】
国産ジーンズの聖地【ジーンズストリート】など
伝統とモダンが入り混じったスポットが豊富
キャッチフレーズは『晴れの国 岡山』
その気候を生かして栽培されたピオーネや白桃などのフルーツも名産品
普通の稲に比べて、高く少ない茎に
長くて重たい穂がずっしりと垂れ下がるのが特徴の【雄町米】など
岡山県にはおいしい食材もたっぷり
シェフ渾身のコースと共に、ぜひ岡山県産のお酒もお愉しみください
※年間生産量に限りがあるため、欠品がございます ご了承ください

Muscat Bailey A Red
岡山マスカットベリー A 赤

岡山県にて収穫されたマスカットベリー A を
100 パーセント用いた赤ワイン

¥770

Muscat Bailey A White
岡山マスカットベリー A 白

岡山産マスカットベリー A を使用した、
あまい香りで上品なやや甘口白ワイン

¥935

Peach Wine
桃のワイン

ワインに桃果汁をプラス
もぎたての桃を想わせるフルーティな香りとすっきりした甘さ

¥880
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Honkaku Shouchu Mugi Jyaga
本格焼酎 麦じゃがぁ

酒造：宮下酒造
麦どころ岡山県産の二条大麦【おうみゆたか】を使用した本麦焼酎

¥770

Honkaku Shouchu Kome Jyaga
本格焼酎 米じゃがぁ

酒造：宮下酒造
長期間樫樽に貯蔵し熟成させた、まろやかな味わいの本格米焼酎

¥770

Honkaku Shouchu Imo Jyaga
本格焼酎 芋じゃがぁ

酒造：宮下酒造
華やかなさつまいもの香りとすっきりとした味わい
米こうじをベースにさつまいもをブレンド

¥770
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Domestic Beer Doppo
独歩 ピルスナー 330ml

岡山の穏やかな気候とおいしい水に、ドイツの最高級の原材料を使用
生きたビール酵母の入った下面発酵のビール

¥935

Domestic Beer KURASHIKI Beer
倉敷ビール アルト瓶 330ml

上面発酵（常温により短期間で製造）のビール
色は濃いブラウン ダークモルトとホップの苦みが調和し、すっきりした味

¥990
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KOTONOWA Yuzu
十八盛り ことのわ ゆず 

酒造：十八盛り酒造　グラス ￥660　おすすめ：ロック
『特別純米ことのわ』をベースにゆず果実を加え、程よい酸味と甘みがマッチする
爽やかな 1 杯

KAMOMIDORI
かもみどり 純米

酒造：丸本酒造　原料米：アケボノ　￥880 1 合　おすすめ：燗
しっかりとした酸と米の旨みのきいた芳醇な味わいの純米酒
米麹に蔵人栽培の山田錦を使用

GOZENSHU9(NINE)
ブラックボトル Nine

酒造：御前酒蔵元　辻本店 原料米：雄町　グラス ￥935　おすすめ：冷酒
乳酸由来のクリーミーさとコクのある旨み
余韻はキレ良くスッとフェードアウト

KOTONOWA
十八盛り 特別純米 ことのわ

酒造：十八盛り酒造　原料米：岡山県産吟のさと　￥1,100 300ml　おすすめ：冷酒
柔らかくマイルドな旨味がじんわりと広がり、冷淡な口当たりで円やかな味わい
ラベルは地元の特産品である国産デニムのラベル

Kihei
喜平 純米吟醸生貯 白桃酵母

酒造：平喜酒造　原料米：雄町　￥1,320 300ml　おすすめ：冷酒・燗
白桃の花より抽出した酵母で醸した、純米吟醸ならではの爽やかな旨さ

Sanzen
燦然 純米大吟醸 雄町 50 磨き 黒ラベル

酒造：菊池酒造　原料米：雄町　￥1,320 1 合　おすすめ：冷酒
50％まで磨き上げた雄町米を使用
芳醇な香りと雄町特有のふくよかさを備えた抜群の香り 飲み始めたらとまらない


