
PAIRING 結
LUNCH Wine & sake pairing <menu BAMBOU> ¥2,500

ワイン＆日本酒　全4種類

Wine & sake pairing <menu AMOUREUX> ¥3,400

ワイン＆日本酒　全5種類

DINNER Alcohol pairing <menu JOURNEY> ¥8,800

ワイン＆日本酒など　全8種類

Non-alcohol pairing <menu JOURNEY> ¥4,500

ノンアルコールドリンク　全5種類

CHAMPAGNE 泡
Today's CHAMPAGNE ¥1,800

本日のシャンパーニュ

BEER &WHISKY 麦
ASAHI Jyukusen ¥1,100 HEIWA CRAFT Sour ale ¥1,400

アサヒ 熟撰 <tap> 平和クラフト サワーエール <bottle>

BROOKLYN LAGER ¥1,000 BREWDOG Tangerin IPA ¥1,300
ブルックリンラガー <bottle> タンジェリン IPA <can>



SAKE 酒
特別純米 吟風 辛口 180ml ¥1,800

上川大雪酒造　＜北海道＞ 吟風 グラス ¥1,000

田酒 純米大吟醸 四割五分 180ml ¥2,700

西田酒造　＜青森県＞ 山田錦 グラス ¥1,500

べんてん山羽音 純米大吟醸 180ml ¥2,000

後藤酒造　＜山形県＞ 出羽燦々 グラス ¥1,200

榮川 純米吟醸 180ml ¥1,600

榮川酒造　＜福島県＞ トヨニシキ グラス ¥880

飛露喜 純米大吟醸 180ml ¥2,200

廣木酒造　＜福島県＞ 山田錦 グラス ¥1,300

まなつる 辛口山廃特別純米 180ml ¥1,600

田中酒造店　＜宮城県＞ 蔵の華 グラス ¥880

水芭蕉 純米大吟醸 翠 180ml ¥1,800

永井酒造　＜群馬県＞ 山田錦 グラス ¥1,000

オーガニック ナチュール 180ml ¥1,800

仙禽　＜栃木県＞ 亀の尾 グラス ¥1,000

金婚 江戸の華 大吟醸 180ml ¥2,200

豊島屋酒造　＜東京都＞ 山田錦 グラス ¥1,300

満寿泉 ワイン樽熟成 純米大吟醸
桝田酒造　＜富山県＞ 山田錦 グラス ¥2,000

舞美人 純米大吟醸 無濾過生原酒 180ml ¥2,000

三川酒造　＜福井県＞ 山田錦 グラス ¥1,200

庵 備前雄町 無濾過純米吟醸 180ml ¥1,600

熊屋醸造　＜岡山県＞ 雄町 グラス ¥880

船中八策 180ml ¥1,600

酒井酒造　＜山口県＞ 日本晴、山田錦 グラス ¥880

ザ・クラシック 180ml ¥2,000

WAKAZE　＜フランス＞ カマルグ産米 グラス ¥1,200

アポロン ブラッドオレンジ梅酒
天吹酒造　＜佐賀県＞ グラス ¥880



BUBBLE 泡
JAPAN

群馬県 NV MIZUBASHO Pure ¥15,000
川場村 永井酒造 / 水芭蕉　ピュア 

山田錦

青森県 NV KIMORI Cidre ¥6,500
弘前市 弘前シードル工房 kimori / シードル ドライ

apple

FRANCE

CHAMPAGNE NV DECLOS FRERES Brut ¥10,000
celles sur ource デクロ フレール / ブリュット

Pinot Noir, Chardonnay

NV DRAPPIER Carte d'or ¥12,000
urville ドラピエ / カルトドール

Pinot Noir, Chardonnay, Meunier

NV BEAUMONT DES CRAYERES Grande reserve brut ¥13,500
epernay ボーモンデクレイエール / グランド レゼルヴ ブリュット 

Meunier, Chardonnay, Pinot noir

2018 CHRISTOPHE LEFEVRE Cuvee de reserve brut ¥15,000
chateau thierry クリストフル ルフェーブル / キュベ ド リゼルヴ

Meunier, Pinot noir

NV DAUBY Brut rose ¥17,000
ay ドビー / ブリュット ロゼ

Pinot noir, Chardonnay

NV LARMANDIER BERNIER Longitude 1er cru blanc de blancs ¥16,000
avize ラルマンディエ ベルニエ / ロンジテュード プルミエクリュ ブランドブラン

Chardonnay

2015 DRAPPIER Millesime exception ¥18,000
urville ドラピエ / ミレジム エクセプション

Pinot Noir, Chardonnay

2013 LOUIS ROEDERER Cristal ¥45,000
reims ルイ ロデレール / クリスタル

Pinot Noir, Chardonnay

ITALY

TRENTO 2014 ROTARI Extra brut alpe regis ¥8,800
mezzoorona ロータリ / エクストラブリュット アルペ レジス

Chardonnay



WHITE 白
JAPAN

山梨県 2019 KATSUNUMA WINERY Iwai ¥7,500
甲州市 勝沼醸造 / 甲州テロワールセレクション 祝

甲州

2018 KATSUNUMA WINERY Hosaka ¥9,500
勝沼醸造 / 甲州テロワールセレクション 穂坂甲州

甲州

熊本県 2019 KIKUKA WINERY Barrel aged chardonnay ¥15,000
山鹿市 菊鹿ワイナリー / シャルドネ 樽熟成

Chardonnay

宮崎県 2020 TSUNO WINERY Unfilltered chardonnay ¥13,000
都農町 都農ワイン / 白水アンフィルタード シャルドネ 

Chardonnay

NEW ZEALAND

MARLBOUROUGH 2019 FOLIUM Sauvignon blanc ¥10,000
blenheim フォリウム / ソーヴィニヨンブラン

Sauvignon Blanc

GISBORNE 2018 MILTON VINEYARDS River point vineyard viognier ¥8,800
manutuke ミルトンヴィンヤーズ / リヴァーポイント ヴィンヤード ヴィオニエ

Viognier

2019 MILTON VINEYARDS Opou vineyard chardonnay ¥9,000
ミルトンヴィンヤーズ / オポウ ヴィンヤード シャルドネ 

Chardonnay

2018 MILTON VINEYARDS The arai vineyard chenin blanc ¥8,800
ミルトンヴィンヤーズ / テ アライ ヴィンヤード シュナンブラン 

Chenin blanc

AUSTRALIA

WESTERN AUSTRALIA 2019 LEEUWIN ESTATE Art series riesling ¥8,500
margaret river ルーウィンエステート  / アートシリーズ リースリング 

Riesling

2016 LEEUWIN ESTATE Art series chardonnay ¥20,000
ルーウィンエステート  / アートシリーズ シャルドネ 

Chardonnay

2019 PICARDY Boise sauvignon blanc, semillon ¥9,000
pemberton ピカーディ / ボワゼ ソーヴィニヨンブラン・セミヨン

Sauvignon blanc, Semillon



SOUTH AUSTRALIA 2016 GROSSET Alea riesling ¥13,000
clare valley グロセット / アーリア リースリング

Riesling

FRANCE

ALSACE 2017 KLEINKNECHT Gewurztraminer ¥8,500
mittelbergheim クラインクネヒト / ゲヴェルツトラミネール 

Gewurztraminer      

BORDEAUX 2018 CHATEAU LAGRANGE Les arums de lagrange ¥13,500
saint julien シャトーラグランジュ / レ ザルム ド ラグランジュ

Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Semillon

BOURGOGNE 2015 LA CHABLISIENNE Chablis grand cru valmur ¥17,000
chablis ラ シャブリジェンヌ  / シャブリ グランクリュ ヴァルミュール

Chardonnay

2019 PERNOT BELICARD Puligny montrachet ¥20,000
Puligny montrachet ペルノ ベリカール / ピュリニー モンラッシェ  

Chardonnay

2017 MEO CAMUZET Meursault ¥25,000
meursault メオ カミュゼ  / ムルソー  

Chardonnay

JURA 2006 PIERRE LAMOTTE Chateau chalon ¥20,000
chateau chalon ピエール ラモット / シャトー シャロン

Savagnin

SAVOIE 2013 LOUIS MAGNIN Chignin bergeron ¥11,000
arbin ルイ マニャン  / シニャン ベルジュロン 

Rousanne

LOIRE 2012 SEBASTIEN RIFFAULT Sauletas ¥14,000
sancerre セバスチャン リフォー / サウレタス

Sauvignon blanc

CANADA

ONTARIO 2019 CLOSSON CHASE VINEYARDS KJ watson pinot gris ¥9,500
hillier クロッソンチェースヴィンヤード / KJ ワトソン ピノグリ

Pinot gris

USA

CALIFORNIA 2020 FERDINAND Albarino ¥10,000
napa valley ファーディナンド / アルバリーニョ

Albarino



ROSE 桃
JAPAN

北海道 2019 COCOFARM Coco10R series pinot rose ¥12,000
岩見沢 ココファーム  / こことあるシリーズ ぴのろぜ

Pinot noir

AUSTRALIA

VICTORIA 2019 PATRICK SULLIVAN Jumpin juice sunset ¥10,000
gippsland パトリック サリヴァン / ジャンピンジュース サンセット

Savignon blanc, Cabernet sauvignon

ARGENTINA

MENDOZA 2019 ALPAMANTA ESTATE WINES Breva rose ¥9,500
lujan de cuyo アルパマンタ エステート ワインズ / ブレヴァ ロゼ

Syrah

ORANGE 橙
JAPAN

栃木県 2020 COCO FARM Koshu fermented on skin ¥12,000
足利市 ここファーム / 甲州 F.O.S

Koshu

NEW ZEALAND

OTAGO 2018 SATO WINES Pinot gris "l'atypique" ¥13,500
mount pisa サトウ ワインズ / ピノグリ ラティピック

Pinot gris

AUSTRALIA

WESTERN AUSTRALIA 2019 CULLEN WINES Amber ¥12,000
margaret river カレン ワインズ / アンバー 

Sauvignon Blanc, Semillon

GEORGIA

KAKHETI 2018 PAPARI VALLEY 3 qvevri terraces rkatsiteli ¥9,000
akhasheni パパリ ヴァレー / スリークヴェヴリ テラスズ 

Rkatsiteli

ITALY
FRIULI-VENEZIA-GIULIA 2016 DAMIJAN Ribolla gialla ¥14,000

gorizia ダミアン / リボッラ ジャッラ

Ribolla gialla



RED 赤
JAPAN

山形県 2019 TAKEDA WINERY Sans soufre rouge ¥9,000
上山市 タケダ ワイナリー / サンスフル ルージュ

Muscat bailey A

山形県 2017 WOODY FARM Merlot ¥10,000
上山市 ウッディ ファーム / メルロー

Merlot

長野県 2019 RUE DE VIN Vin mignon petit pinot ¥11,000
東御市 リュー ド ヴァン / ヴァンミニョン プティピノ

Pinot noir, Merlot

NEW ZEALAND

HAWKES'S BAY 2018 TRINITY HILL Gimblett gravels syrah ¥13,000
gimblette gravels トリニティ ヒル / ギムレット グラヴェルズ シラー

Syrah, Viognier

WAIRARAPA 2019 ATA RANGI Crimson pinot noir ¥12,000
Martinborough アタ ランギ / クリムゾン ピノノワール

Pinot noir

CANTERBURY 2017 KOYAMA WINES Pearson's vineyard ¥14,000
waipara コヤマ ワインズ / ピアソンズヴィンヤード

Pinot noir

OTAGO 2017 SATO WINES Northburn pinot noir ¥16,000
cromwell サトウ ワインズ / ノースバーン ピノノワール

Pinot noir

OTAGO 2018 MOUNT EDWARD Pinot noir ¥15,000
gibbston マウント エドワード / ピノノワール

Pinot noir

AUSTRALIA

WESTERN AUSTRALIA 2018 MOSS WOOD Amy's ¥9,500
margaret river モスウッド  / エイミーズ

Cabernet sauvignon, Merlot, Petit verdot, Malbec, Cabernet franc

2016 LEEUWIN ESTATE Art series cabernet sauvignon ¥17,000
ルーウィン エステート / アートシリーズ カベルネソーヴィニヨン

Cabernet sauvignon

2017 LEEUWIN ESTATE Art series shiraz ¥13,000
ルーウィン エステート / アートシリーズ シラーズ

Shiraz



2019 PICARDY Pinot noir ¥13,000
pemberton ピカーディ / ピノノワール

Pinot noir

SOUTH AUSTRALIA 2018 TORBRECK Woodcutter's shiraz ¥11,000
barrosa valley トルブレック  / ウッドカッターズ  シラーズ  

Shiraz

FRANCE

BOUJOLAIS 2017 CHARLY THEVENET Regnie "Grains et granit" ¥11,000
regnie チャーリー テヴネ / レニエ ”グラン エ グラニート" 

Gamey

2018 JEAN FOIELLARD Morgon les charmes cuvee eponym ¥12,500
morgon ジャン フォワイヤール / モルゴン レ シャルム キュベ エポニム

Gamey

BOURGOGNE 2018 BERTRAND AMBROISE Beaune 1er cru les tuvilains ¥16,000
beaune ベルトラン アンブロワーズ / ボーヌ プルミエクリュ レ チュヴィラン

Pinot noir

2014 TAUPENOT MERME Chambolle musigny ¥17,000
chambolle musigny トプノ メルム / シャンボール ミュジニー

Pinot noir

2014 CHANTEREVES Volnay ¥18,000
volnay シャントレーヴ / ヴォルネイ

Pinot noir

2018 MICHEL NOELLAT Vosne romanee ¥21,000
vosne romanee ミシェル ノエラ  / ヴォーヌ ロマネ

Pinot noir

2016 GEORGES LINIER ET FILS Morey saint denis 1er cru clos des ormes ¥17,000
Morey saint denis ジョルジュ レニエ / モレ サン ドニ プルミエクリュ クロ デ ゾルム

Pinot noir

BORDEAUX 2017 CHATEAU LE PUY Emilien ¥15,000
saint cibard シャトー ル ピュイ / エミリアン

Merlot,  Cabernet franc, Cabernet sauvignon

1995 CHATEAU LAFON ROCHET ¥26,000
saint estephe シャトー ラフォン ロシェ

Merlot,  Cabernet sauvignon

2012 CHATEAU GRAND PUY LACOSTE ¥22,000
pauillac シャトー グラン ピュイ ラコステ

Cabernet sauvignon, Merlot



2018 CHATEAU CALON SEGUR Le marquis de calon segur ¥15,000
saint estephe シャトー カロン セギュール / ル マルキ ド カロン セギュール

Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc,

RHONE 2000 DOMAINE DU HAUT DES TERRES BLANCHES Chateauneuf du pape ¥16,500
chateauneuf du pape ドメーヌ デュ オー デ テールブランシュ / シャトーヌフ デュ パプ

Grenache, Syrah, Mourverdre, Cinsaut

2017 GUIGAL Cote rotie ¥18,000
cote rotie ギガル / コート ロティ 

Syrah, Viognier

LANGUEDOC 2016 LEON BARRAL Faugeres ¥10,000
lentheric レオン バラル / フォジェール

Carignan, Cinsaut, Grenache

ITALY

TOSCANA 2019 AMPELEIA Unlitro ¥8,800
roccatederighi アンペライア  / ウンリトロ

Alicante

2016 PIAN DELLE VIGNE ( ANTINORI ) Brunello di monalcino ¥17,000
montalcino ピアン  デッレ ヴィーニェ  (アンティノリ)  / ブルネッロ ディ モンタルチーノ

Sangeovese

2015 DON TOMMASO Chainti classico gran selezione ¥13,000
chianti ドン トッマーゾ   / キャンティ クラッシコ グラン セレッツィオーネ

sangiovese

TRENTO 2020 FORADORI Lezer ¥9,000
mezzolombardo フォラドーリ / レゼール

Teroldego, Lagrein

SICILY 2016 DONNAFUGATA Angheli ¥13,000
marsala ドンナフガータ / アンゲリ

Merlot,  Cabernet sauvignon

GREECE
CENTRAL MACEDONIA 2018 KIR YIANNI  Ramnista ¥9,500

naousa キリ ヤーニ  / ラミニスタ

Xynomavro

USA

CALIFORNIA 2018 STAR LANE VINEYARD Cabernet sauvignon happy canyon ¥20,000
santa barbara スターレーン ヴィンヤード / カベルネソーヴィニヨン ハッピー キャニオン

Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Petit verdot, Merlot, Marbec  


