
Roseto spumante vino supumante brut NV

Cevico - EMIGLIA ROMAGNA

ロゼット　スプマンテ　ヴィーノ　スプマンテ　ブルット　ＮＶ

チェヴィコ　－　エミリア・ロマーニャ

Prosecco di Valdobbiadene DOCG NV

San Giovanni - Veneto

プロセッコ　ヴァルドッビアデーネ　ＤＯＣＧ ＮＶ

サン・ジョヴァンニ　－　ヴェネト

Franciacorta DOCG brut cuvee prestige NV

Ca'del bosco  - LOMBARDIA

フランチャコルタ　ＤＯＣＧ　ブルット　キュベ　プレステージ ＮＶ

カ・デル　ボスコ　－　ロンバルディア

Ferrari Maximam Rose NV

Ferrari - LOMBARDIA

フェッラーリ　マキシマム　ロゼ ＮＶ

フェッラーリ　－　トレンティーノ・アルト・アディジェ

Moscato d'Asti DOCG '11

Saracco - PIEMONTE

モスカート　ダスティー　ＤＯＣＧ　'11　（甘口・微発泡）

サラッコ　－　ピエモンテ

Lambrusco IGT '10

Monte delle vigne - EMIGLIA ROMAGNA

ランブルスコ　ＩＧＴ　'10　（赤・微発泡）

モンテ・デッレ・ヴィーニェ　－　エミリア・ロマーニャ

Roero Arneis '12

Matteo correggia - PIEMONTE

ロエロ　アルネイス　'12

マッテオ・コレッジア　－　ピエモンテ

Langhe chardonnay '12

Moccaggata - PIEMONTE

ランゲ　シャルドネ　'12

モッカガッタ　－　ピエモンテ

Oltrepo pavese pinot grigio '12

C'a di Frara - LOMBARDIA

オルトレーポ　パヴェーゼ　ピノ　グリージョ　‘12

カ・ディ・フラーラ　－　ロンバルディア

¥3,800

¥5,900

Vini Bianchi

白ワイン

Lista dei vini

Spumante

スプマンテ

¥3,800

¥5,000

¥7,500

¥9,000

¥6,500

¥7,500

¥4,900



Riesling“vigna martina” '10

Isimbarda - LOMBARDIA

リースリング“ヴィーニャ　マルティナ”　'10

イシンバルダ　－　ロンバルディア

Le marsure sauvignon '12 

Teresa Raiz　-  FRIULI VENEZIA GIULIA

レ マルスーレ ソーヴィニヨン '12

テレザ・ライツ　－　フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア

Friulano '11

Sirch　-  FRIULI VENEZIA GIULIA

フリウラーノ’11

シルク　－　フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア

Muller thurgau '12

Tiefenbrunner - TRENTINO ALTO ADIGE

ミュラー　トゥルガウ　'12

ティフェンブルナー　－　トレンティーノ・アルト・アディジェ

Justinus kerner '10

Niklas - TRENTINO ALTO ADIGE

ジュスティヌス　ケルネール　'10

ニクラス　－　トレンティーノ・アルト・アディジェ

Gewurztraminer“valle isarco” '11

Kofererhof - TRENTINO ALTO ADIGE

ゲヴェルツトラミネール　“ヴァッレ　イサルコ”　'11

コフェレルホフ　－　トレンティーノ・アルト・アディジェ

Pinot bianco'11

J.Hofstatter - TRENTINO ALTO ADIGE

ピノ　ビアンコ　'11

ホフスタッター　－　トレンティーノ・アルト・アディジェ

“Vin soave” soave Classico '12

Inama - VENETO

“ヴィン　ソアヴェ”　ソアヴェ　クラシコ　'12

イナマ　－　ヴェネト

Soave Classico '11

Zenato - VENETO

ソアヴェ　クラシコ　'11

ゼナート　－　ヴェネト

San vicenzo '09

Anselmi - VENETO

サン　ヴィチェンツォ　'09

アンセルミ　－　ヴェネト

¥5,800

¥4,800

¥6,300

¥7,700

¥6,000

¥6,200

¥5,900

¥8,400

¥6,800

¥4,000



Capitel croce '07

Anselmi - VENETO

カピテル　クローチェ　'07
アンセルミ　－　ヴェネト

Vernaccia di sangimignano "Abvineea Doni" '11

Falchini - TOSCANA

ヴェルナッチャ　ディ　サンジミニャーノ ”アブヴィネア ドニ”'11

ファルキーニ　－　トスカーナ

Trebbiano d'Abruzzo '10

Di camillo - ABRUZZO

トレビアーノ　ダブルッツォ　'10

ディ・カミッロ　－　アブルッツォ

Frascati superiore "SANTA TERESA" '12

Fontana candida - LAZIO

フラスカティー　スペリオーレ　”サンタ　テレサ”　'12

フォンタナ・カンディーダ　－　ラツィオ

Falanghina beneventano IGT '12

Icona - CAMPANIA

ファランギーナ　ベネヴェンターノ　'10

イコナ　－　カンパーニャ

Vermentino di gallura '12

Piero mancini - SARDEGNA

ヴェルメンティーノ　ディ　ガッルーラ　’12

ピエロ・マンチーニ　－　サルディーニャ

Nuragus di cagliari "S'elegas"‘12

Cantina argiolas - SARDEGNA

カンティーナ　ディ　カリアリ　”セレガス”‘12

カンティーナ・アルジオラス　－　サルディーニャ

Regaleali bianco '12

Conte tosca d'almerita - SICILIA

レガレアーリ　ビアンコ　’12

コンテ・トスカ・ダルメリータ　ー　シチリア

Piemonte Barbera'11

Terre del barolo- PIEMONTE

ピエモンテ　バルベーラ　’11

テッレ・デル・バローロ　－　ピエモンテ

¥6,400

¥6,200

¥3,800

¥3,800

¥3,800

¥4,700

Vini Rossi

¥5,600

赤ワイン

¥4,000

¥4,200



Langhe nebbiolo '04

Casa vinicola nicolello - PIEMONTE

ランゲ　ネッビオーロ　'04

カーサ・ヴィニコーラ・ニコレッロ　－　ピエモンテ

Priavino dolcetto d'Alba DOC '10

Roberto voerzio - PIEMONTE

プリアヴィーノ　ドルチェット　ダルバ　DOC　'1２

ロベルト・ヴォエルツィオ　－　ピエモンテ

Gattinara '06

Travaglini - PIEMONTE

ガッティナーラ　’06

トラヴァリーニ　－　ピエモンテ

Bricco manzoni '07

Rocche di manzoni - PIEMONTE

ブリッコ　マンツォーニ　’07

ロッケ・ディ・マンツォーニ　　ー　ピエモンテ

Barbaresco ’09

Pio　cesare - PIEMONTE
バルバレスコ’09

ピオ・チェザーレ　－　ピエモンテ

Barolo '08

Terre del barolo- PIEMONTE

バローロ　’08

テッレ・デル・バローロ　－　ピエモンテ

Barolo serralunga d'lba “FALLETTO” '99

Bruno　giacosa - PIEMONTE
バローロ　セッラルンガ　ダルバ“ファレット”　'99

ブルーノ・ジャコーザ　－　ピエモンテ

Barolo "CASSINA FRANCIA" '99

Giacomo conteruno - PIEMONTE

バローロ　”カッシーナ　フランチャ”'07

ジャコモ・コンテルノ　’07

Oltorepo pavese "BOHEMI" '00

Le Fracce - LOMBARDIA

オルトレーポ　パヴェーゼ　”ボエミ”　’00

レ・フラッチェ　－　ロンバルディア

Valtellina sufrsato '04

Nino negri - LOMBARDIA

ヴァルテリーナ　スフルザート　’04

ニーノ・ネグリ　－　ロンバルディア

¥10,500

¥9,800

¥7,800

¥22,000

¥27,000

¥4,500

¥6,800

¥8,000

¥8,500

¥15,000



Maurizo zanella '01

Ca'del bosco - LOMBARDIA

マウリツィオ　ザネッラ　’00

カ・デル・ボスコ　ー　ロンバルディア

Carmenero '00

Ca'del bosco - LOMBARDIA

カルメネーロ　’00

カ・デル・ボスコ　ー　ロンバルディア

Pinot noir riserva "Montigl" '10

Terlan - TRENTINO ALTO ADIGE

ピノ　ノアール　リゼルバ　”モンティグル”　’10

テルラーノ　ー　トレンティーノ　アルト　アディジェ

Valpolicella classico superiore'10

Zenato - VENETO

ヴァルポリチェッラ　クラッシコ　スペりオーレ'10

ゼナート　－　ヴェネト

Rearda'10

Anselmi - VENETO

レアルダ　’10

アンセルミ　－　ヴェネト

Amarone della valoricella valpantena '09

Bertani - VENETO

アマローネ　デッラ　ヴァルポリチェッラ　ヴァルパンテーナ　’09

ベルターニ　－　ヴェネト

Gutturnio rosso '12

La Tosa - EMILIA LOMAGNA

グットゥルニオ　ロッソ　’12

ラ・トーサ　－　エミリア・ロマーニャ

Rosso conero  '07

Moroder - MARCHE

ロッソ　コーネロ　'07

モロデール　－　マルケ

Dasempre del pozzo buono'12

Vicari - MARCHE

ダセンプレ　デル　ポッツォ　ブオーノ　'12

ヴィカーリ　ー　マルケ

Vernaiolo chianti '12

Rocca delle macie - TOSCANA

ヴェルナイオーロ　キャンティ　'12

ロッカ・デッレ・マチエ　－　トスカーナ

¥17,000

¥8,400

¥4,500

¥4,800

¥15,000

¥5,800

¥8,400

¥12,000

¥6,800

¥7,100



Chianti colli Aretini DOCG riserva '07

I selvatici - TOSCANA

キャンティ　コッリ　アレティーニ　リゼルヴァ　'07

イ・セルヴァティチ　ー　トスカーナ

Chianti classico　'10
Casalvento - TOSCANA

キャンティ　クラシコ　'10

カサルヴェント　－　トスカーナ

Chianti Classico　Riserva '09
Rocca delle macie - TOSCANA

キャンティ　クラシコ　リゼルヴァ　'09

ロッカ・デッレ・マチエ　－　トスカーナ

Vino nobile di montepulciano  '09

Fattoria　del Cerro - TOSCANA
ヴィーノ　ノビレ　ディ　モンテプルチアーノ　'10

ファットリア・デル・チェッロ　－　トスカーナ

Rosso di montalcino '10

Il poggione - TOSCANA

ロッソ　ディ　モンタルチーノ　'10

イル・ポッジョーネ　－　トスカーナ

Brunello di montalcino '03

Il poggione - TOSCANA

ブルネッロ　ディ　モンタルチーノ '03

イル・ポッジョーネ　－　トスカーナ

Brunello di montalcino　"SOLDERA" '96
Case bassa - Toscana

ブルネッロ　ディ　モンタルチーノ ”ソルデラ”　’96

カーゼ・バッサ　－　トスカーナ

Montepulciano d'Abruzzo '11

Di camillo - ABRUZZO

モンテプルチアーノ　ダブルッツォ　'11

ディ・カミッロ　－　アブルッツォ

Shiraz '11

Casale del gilio - LAZIO

シラー　’11

カサレ・デル・ジリオ　－　ラッツィオ

Merlot '12

Fontana Candida - LAZIO

メルロ　’12

フォンタナ・カンディーダ　－　ラッツィオ

¥5,800

¥4,000

¥7,800

¥7,800

¥7,000

¥10,000

¥38,000

¥4,300

¥6,000

¥6,800



Cesanese del piglio "SAN MAGNO" '09

Corte dei api - LAZIO

チェサネーゼ　デル　ピーリオ　”サン　マーニョ”　’09

コルテ・デイ・アーピ　－　ラッツィオ

Aglianico  del molise riserva "CONTADO" '09

Di majo norante - MOLISE

アリアニコ　デル　モリーゼ　リゼルバ　”コンタド”　'09

ディ・マーヨ・ノランテ　－　モリーゼ

Primitivo di manduria DOC lirica '09

Consorzio vini produttori - PUGLIA

プリミティーヴォ　ディ　マンドゥリア　DOC　リリカ　'09

コンソルツィオ・ヴィニ・プロドゥットリ　－　プーリア

Taurasi '08

Feudi di san gregorio - CAMPAGNIA

タウラジ　'08

フェウディ・ディ・サン・グレゴリオ　－　カンパーニャ

Danae aglianico beneventano IGT '12

Wartalia srl - CAMPAGNIA

ダナエ　アリアニコ　ベンヴェンターノ　IGT　'12

ワルタリア　－　カンパーニャ

Etona rosso 'a rina '09

Girolamo russo - SICILIA

エトナ　ロッソ　ア　リナ　'11

ジローラモ・ルッソ　－　シチリア

Neroibuleo '09

Gulfi - SICILIA

ネオイブレオ　'09

グルフィ　－　シチリア

Falo '05

Palari -  SICILIA

ファーロ　’05

パラーり　-　シチリア

Serralori '12

Cantina argiolas - SARDIGNA

セッラローリ　'12

カンティーナ・アルジオラス　－　サルディーニャ

¥6,000

¥7,500

¥5,300

¥5,800

¥8,800

¥4,500

ロゼワイン

¥8,800

¥6,000

¥16,000

Vino rosato


