
vin mousseux

Vin de bou teille
vin blanc vin rosé

①ペルリーノ
　ソット ボスコ

〈イタリア〉

スプマンテにふさわしい品質の
ブドウのみを厳選し、シャルマ
方式で造られています。ドライ
でバランスのとれた酸味のある
ワインです。

¥990 (900)

¥990 (900)

¥2,200(2,000) ¥2,310 (2,100) ¥2,420(2,200) ¥3,520 (3,200) ¥4,620 (4,200) ¥7,700 (7,000)

¥1,100 (1,000) ¥1,100 (1,000) ¥1,430 (1,300) ¥1,870 (1,700) ¥1,980 (1,800)

(1,200) (1,320) (3,900) (7,000)

白泡 辛口 
トレビアーノ、シャルドネ、ピノビアンコ

超コスパ抜群の
スパークリングワイン

¥7,700 (21,000)¥23,100

⑤バロン ド ロスチャイルド
　ブリュット

〈フランス〉

洋ナシ、ナッツなどの香りにトー
ストのニュアンス。長期瓶内熟
成のまろやかさと繊細で持続性
のある泡をお楽しみください。

白泡 中辛 
シャルドネ、ピノ・ノワール
あのムートン・ラフィットの
名門が醸す極上シャンパーニュ

⑥ドン ペリニヨン

〈フランス〉

グアバの実と青くスパイシー
なグレープフルーツの皮の香
り。味わいは華やかで堂々
たる存在感を放っています。

白泡 辛口 
シャルドネ、ピノ ノワール

プレミアムシャンパンしゅわしゅわなシャルドネ

③ガンチア 
  ブリュット スプマンテ

新鮮な果実の香り。繊
細でフルーティな味わい。
フレッシュさの中にエレ
ガントさを兼ね備えたワ
インです。

¥1,200

〈イタリア〉

白泡 辛口 
シャルドネ

限定シャンパーニュが
驚きの価格！

④ロワイエ エフィス
　レゼルヴ ブリュット   　　 

魅惑的な香り。フレッシュ
感、フィネスを保ちなが
らもふくよかさのある充
実した味わいです。

¥4,290

〈フランス〉

白泡 辛口 
ピノ ノワール、シャルドネ

ハーブやシトラスのよう
な爽やかな香りと、メロ
ンやピーチのような華や
かな香りのバランスがよ
いワインです。

⑦ヴィニャアルバリ
　ベルデホソーヴィニヨンブラン

〈スペイン〉

白 辛口 
ベルデホ

超コスパ抜群の白ワイン

⑧アクア レアレ シャルドネ

〈イタリア〉

白 辛口 
シャルドネ

エキゾチックな果物と
花の繊細な香り。優し
く爽やかな味わいはアペ
リティフにもおすすめで
す。

爽やかなシャルドネ

⑨シャトー オーペルタン ⑩ミュスカデ セーヴル エ メール シュールリー
⑫カリテラ アルボレダ
　シャルドネ

〈チリ〉

柑橘系やトロピカルフルー
ツの香り。奥行きのある芳
醇な味わいが特長です。

白 辛口 
シャルドネ

より熟したトロピカル
なシャルドネ

petillant

特にブルーベリーの果
実香が感じられ、軽や
かなタンニン、軽快な
酸のバランスが非常に
取れています。

赤の微発泡ワイン、旨い！

②クエルチオーリ レッジアーノ
   ランブルスコ セッコ

〈イタリア〉

¥1,320

赤微発泡 やや辛口 
ランブルスコ サラミーノ

⑪ペッティロッシェ 
　チェラスオーロ ダブルッツォ

〈イタリア〉

花やサクランボ、ストロ
ベリーの香り。フレッシュ
で温かみがあり、フィニッ
シュにはアーモンドを感じ
ます。

ロゼ 辛口 
モンテプルチアーノ

飲むと一瞬で口中華やかに！

〈フランス〉

白 辛口 
ソーヴィニヨン ブラン、セミヨン

澄み切った淡い黄色味を帯
び、新鮮な柑橘類の香り、
すっきりとしたフルー
ティーな味わいと爽やかな
酸味が特徴です。

高品質ボルドー白ワイン！

〈フランス〉

白 辛口 
ミュスカデ

ヨード香の中に花の香り
も感じられます。口に
含めば上品さと心地よ
さが広がります。

ミュスカデはビストロでは
定番の辛口白ワイン！

酸化防止剤無添加！
今話題の日本ワイン

⑱ルイ ラトーゥル
　ピュリニーモンラッシェ

⑰ラ・トゥネッラ
　ビアンコセスト

⑭アンセルミ
　サン ヴィンチェンツォ

⑯グレープリパブリック
　セリエ エッレ ビアンコ

⑬ドクターワグナー
　リースリング トロッケン

⑮ラ シャブリジェンヌ
　シャブリ ラ ピエレレ

〈ドイツ〉

ワグナー家がザールらしさ
を追求した繊細な酸が心地
良い辛口ドイツワイン。木
樽で熟成。

白 辛口 
リースリング

リースリングは酸をしっかり持べき！

〈イタリア〉

蜜入りリンゴやカリンの黄
色系果実の香り、ほんのり
バターのようなニュアンス。 

白 辛口 
ガルガーネガ、トレッビアーノ、シャルドネ

ソアヴェを名乗らない
ソアヴェの革命児！

〈イタリア〉

フルーツやお花の上品な香
りに追いかけてくるヴァニ
ラやアーモンドのような品
種の個性が楽しめます。

白 辛口 
フリウラーノ、リボッラジャッラ

フリウリの地葡萄の個性爆発！

〈フランス〉

アーモンド、サンザシ、ピー
チなどに加え、シダの香り
が特徴的です。

白 辛口 
シャルドネ

高級ブルゴーニュ村名ワイン
がこの価格！

キャンディー香と瑞 し々い味
わいが魅力の一本。エキス
感のある自然な旨味とフ
ルーティーさが楽しめます。

〈日本〉

白 中辛口 
スチューベン、ナイアガラ、
ネオマスカット、ロザリオビアンコ

エレガントなリンゴや洋ナ
シのアロマが香り立ち、口
中で見事な質感を感じるこ
とが出来るワインです。 

白 辛口 
シャルドネ

酸とミネラルが特徴な辛口白！

〈フランス〉



vin rouge
①ヴィニャ アルバリ 
　テンプラニーリョ

〈スペイン〉

スペインの伝統的な品種テン
プラニーリョで造られた、プ
ラムのような香りとなめらか
な飲み心地が特長のワインで
す。

ライトボディ
テンプラニーリョ

超コスパ抜群の赤ワイン

②アクア レアレ カベルネ

〈イタリア〉

熟した果実、ほのかに草や胡
椒のようなスパイシーな香り。
調和のとれたタンニンと長い
余韻が楽しめます。

ミディアムボディ
カベルネ ソーヴィニヨン

安定のカベルネをこの価格で

〈アメリカ〉フルボディ

⑲カレラ ピノノワール
　セントラルコースト

滑らかな口当たりで、余韻にはジューシー
な味わいが長い時間持続します。

ピノノワール

カリフォルニアのロマネコンティ

⑳カオール
　エクスプレスィオン

〈フランス〉 フルボディ

新樽からのバニラの魅力的な香り。口に
含むととても濃くタニックでパワフルな
ワインです。

オーセロワ

カオールは黒ワインとも称されます

㉕アルマヴィーヴァ

〈チリ〉フルボディ

素晴らしく凝縮していて、非常に愛らし
く、美しいバランスを備えています。

カベルネ ソーヴィニヨン、カルメネール 他

ムートン（仏）とコンチャイトロ（チリ）のジョイントワイン

㉖オーパス ワン

〈アメリカ〉フルボディ

ブルーベリー、カシスの豊かなアロマ。
クリーミーで複雑味なワインです。

カベルネ ソーヴィニヨン 他

ムートン（仏）とモンダビ（米）のジョイントワイン

⑮ラフィーユ樽 甲斐ノワール

〈日本〉ミディアム

細やかなタンニンと上品な酸が熟成のポ
テンシャルを物語る至高のワイン。

甲斐ノワール、カベルネソーヴィニヨン

日本の「土」を感じる傑作ワイン

〈イタリア〉フルボディ

⑱バルバレスコ ガイア
　プリンチペ ロベルト サロット

滑らかな飲み心地で豊かな風味と香りがあ
り、スタイルは実にモダンな仕上がりです。

ネッビオーロ

イタリアワインの女王と称されるワイン

③カリテラ カルメネール
   レゼルバ

〈チリ〉

チリ固有の品種。熟したブラッ
クベリーのみずみずしさと、ス
パイシーなコクを合わせ持った
ワイン。

ミディアムフルボディ
カルメネール

チリの濃い旨ワイン！

⑯ラ トゥネッラ 
　スキオッペッティーノ

〈イタリア〉フルボディ

味わいは濃厚で明確、口いっぱいに滑ら
かさが広がります。

スキオッペッティーノ

余韻の長さに驚き、感動します

⑰カトヌック エステート
　シラーズ

〈オーストラリア〉 フルボディ

ラズベリーやプラムのニュアンス。豊か
な味わいが口中に広がります。

シラーズ

オーストラリア産プレミアムワイン

㉔ルイ・ラトゥール
　ヴォーヌロマネ

〈フランス〉フルボディ

ブルゴーニュの中でも最も優れた土壌や気候か
ら産まれるワインは果実味・酸・ミネラル全て
が最高です。

ピノノワール

ヴォーヌロマネがこの価格はBANだけ

㉓ワイルドネイチャー
　アマローネ

〈イタリア〉フルボディ

陰干しした葡萄を発酵させる伝統製法。非
常に濃厚でまるでチョコレートを思わせる
苦みも特徴。

コルヴィーナ、コルヴィノーネ、ロンディネッラ

アルコール16％の超フルボディワイン

⑥トゥガーナ
　シュペートブルグンダー

〈ドイツ〉

熟したベリーにバニラやトースト香も感
じる複雑さと重厚感を備えたピノノワー
ルです。

ピノノワール

ジューシー＆スパイシーなピノ！

⑤ミート＆ミート

〈ポルトガル〉

新鮮な果実の芳香が際立ち、繊細かつ
まろやかなタンニンが感じられます。

アラゴネス、トリンカデイラ、カステラン

BANをイメージして造られたワイン

ミディアムボディミディアムボディ

¥990 (900) ¥1,100 (1,000) ¥1,320 (1,200)

¥3,410 (3,100) ¥3,850 (3,500)

¥3,850 (3,500)

¥7,150 (6,500) ¥8,800 (8,000) ¥26,400(24,000) ¥58,300 (53,000)

¥4,180 (3,800) ¥4,290 (3,900) ¥5,060 (4,600)

⑦ドニ ブルゴーニュ
　オートコートドボーヌ

〈フランス〉ミディアムボディ

チェリーやラズベリーのような生き生きと
した果実味を楽しめるピノ・ノワールです。

ピノ ノワール

上品で美しいルビー色をお楽しみ下さい

¥2090 (1,900)

⑩バルベーラ ダルバ

小さな赤い果実のアロマが感じられ、
風味が口いっぱいに広がります。

バルベーラ

バルベラの特徴である酸味の最高傑作！

〈イタリア〉ミディアムボディ

¥2,310 (2,100)
⑬ブエナ ヴィスタ ソノマ
　ジンファンデル

〈アメリカ〉フルボディ

ストロベリーなどのアロマ。ドライフ
ルーツの様な果実味を感じさせます。

ジンファンデル

お肉とジンファンデル、もはや定番

¥2,640 (2,400)

④キリビンビン
　スニーキーシラーズ

ラズベリーピューレや、様々な
赤い果実のメドレーとほんのり
バニラの香り。とても飲みやす
く、親しみやすいバランス。

フルボディ
シラーズ

BANでビンビンしてください！

〈オーストラリア〉

¥1,320 (1,200) ¥1,540 (1,400)¥1,430 (1,300)

⑫グラーティ　キャンティルフィーナ
　リゼルバ

〈イタリア〉フルボディ

キャンティの中でも銘醸地として名高いルフィーナ地
区。豊かなコクと洗練された酸をお楽しみください。

サンジョヴェーセ主体
リゼルヴァは長期熟成の意味。
オーク樽で5年熟成

¥2,530 (2,300)

⑨ナダルエノー トロワ
　 スルス ルージュ

甘いスパイスと赤系果実が香ります。丸
みのある柔らかな味わいが飲みやすく、
確実にオススメの一本です！

シラー

Ｂｉｏの良さ、出ちゃってます

〈フランス〉 ミディアムボディ

¥2,310 (2,100)

⑧エラスリス マックス レゼルヴァ
　カベルネ　ソーヴィニヨン

濃い深みのある色、カベルネソーヴィニョ
ン特有の個性に溢れるスタイル。

カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン

世界一のカベルネと称されるアコンカグア産

〈チリ〉 フルボディ

¥2,200(2,000)

㉒サンスペリー
　カベルネソーヴィニヨン

〈アメリカ〉フルボディ

ブラックベリーの味わいにチョコレートや
エスプレッソビーンズ・ヴァニラの香りが
広がります。

カベルネソーヴィニヨン

カリフォルニアの高級ワインの代名詞ナパヴァレー産。

¥6,600 (6,000)

㉑エコー ド ランシュ
　バージュ

〈フランス〉フルボディ

近年高い評価を受けているポイヤック
第5級ランシュ・バージュがつくるワ
イン。

カベルネ ソーヴィニヨン、メルロー 他

ボルドー格付けワインのセカンドを楽しむ

¥6,050 (5,500)

⑭カサロホ　CL98

品種由来の赤系果実やハーブの香りが素晴ら
しいバランス。バルサミコのような酸が骨格
を作っている。

ティンタ・フィノ（テンプラニーリョ）

テンプラニーリョの原点を猿人で表現

〈スペイン〉ミディアムフルボディ

¥3,080 (2,800)

⑪サンテミリオン
　ローズヴィル

〈フランス〉フルボディ

メルロー主体で造られるサンテミリオンらしい
重厚感と柔らかなタンニンが特徴。

メルロー、カベルネフラン

「バラの街」の名前の通りエレガント！

¥2,420(2,200)


