FRUITS LIQUEUR & COCKTAIL

or igin a l CR A F T B E E R

果実酒・割ものいろいろ

クラフトビール
Small/ regular

ゴールデンエール （ティー・ワイ・ハーバー ,

天王洲）...................................................................................... 680

/ 980

Golden ale from T.Y.HARBOR BREWERY, Tennouzu, Tokyo
ふくよかな麦芽の味わい、滑らかな口当たり、余韻はありながら上品な苦味。素材を最大限に
活かし設計された、当社ティー・ワイ・ハーバー・ブルワリー流の和食ビール。

レモン酒サワー...............................................................................................................................................................880
Lemon liqueur with soda

そば茶ハイ ......................................................................................................................................................................880
Soba tea shochu

緑茶ハイ（静岡県産緑茶かぐわし）..................................................................................................................880
どぶろくのビール割り ................................................................................................................................................... 850
Golden ale with cloudy sake
フレッシュで味わい爽やかな、福岡の「庭のうぐいす」のどぶろくと合わせて。
ビールの風味と、どぶろくの上品な甘味の組み合わせは飲みやすくフレンドリー。

Greentea shochu

黒烏龍ハイ（静岡県産プーアル茶、烏龍茶）...............................................................................................880
Black oolong tea-shochu

酒蔵さんの梅酒（ロック・ソーダ・水割り・お湯割）................................................................................880
Ume-apricot liqueur (with ice, soda water, water, or hot water)

酒蔵さんの桃酒（ロック・ソーダ・水割り・お湯割）................................................................................880

SPA R K L ING W IN E・CH A M PAG N E
スパークリングワイン・シャンパーニュ

Peach liqueur (with ice, soda water, water, or hot water)
vGlass / carafe / Bottle

ドラピエ ブリュット（シャンパーニュ、フランス）
ピノノワール、シャルドネ、ムニエ......................................................................2,100 / 7,300 / 14,600

アフス

1974 年、1976 年古酒仕込み梅酒（ストレートまたはロック）............................................ 3,280

AFS plum liquor old sake based (1974, 1976)

Drappier carte d'or brut (Champagne / France) Pinot noir, Chardonnay, Meunier
辛口・香り豊か、きめ細やかでスムース、芳醇でバランス良く幅広い料理と合わせてお楽しみいただけます。
特にブドウ品種・ピノノワールが持つコクが蕎麦と出汁の風味とも好相性。

ハギースパーク重畳

ちょうじょう

2021（山梨、日本 ) 甲州.........................1,080 / 3,750 / 7,500

Huggy spark chojo (Yamanashi / Japan) Koshu
辛口、和柑橘のキャラクターと綺麗な余韻が特徴。

てぐみ ロゼスパークリング（京都、日本）マスカットベリー A..........................1,080 / 3,750 / 7,500

SOF T DR IN K
ソフトドリンク

セレブレ ノンアルコール スパークリングワイン........................................................................................... 1,180
Celeble non-alcohol sparkling wine (Toyama / Japan)

渋谷のジンジャーエール きび糖のコクとシナモンの風味で.........................................................................880
Shibuya ginger ale

Tegumi rosé sparkling wine (Kyoto / Japan) Muscat bailey A
辛口、色の通りのチェリー、ベリーの香りに、スッキリとした味わい。

南高梅の梅ソーダ.........................................................................................................................................................880

ドメーヌ・テッタ ペルランロゼ微発泡（岡山、日本）
安芸クイーン、マスカットベリー A、その他 6 種......................................................................................... 8,500

冷ウーロン茶

Domaine tetta perlant rosé(Okayama / Japan) Assemblage

アルフレッド・グラシアン ブリュット（シャンパーニュ、フランス）
シャルドネ、ムニエ、ピノノワール.......................................................................................................... 16,500
Alfred gratien brut (Champagne / France) Chardonnay, Meunier, Pinot noir

ピエール・ペテルス ブランドゥブラン グランクリュ（シャンパーニュ、フランス）
シャルドネ................................................................................................................................................................ 18,980
Pierre peters blanc de blancs grand cru (Champagne / France) Chardonnay

Ume apricot soda

静岡県産...........................................................................................................................................680

Iced black oolong tea (Shizuoka)

冷緑茶 かぐわし

静岡県産...................................................................................................................................680

Iced green tea (Shizuoka)

りんごジュース 酸化防止剤無添加（青森）......................................................................................................880
Apple juice

みかんジュース 保存料無添加（愛媛）..............................................................................................................880
Mikan orange juice

そば茶（温）................................................................................................................................................................... 680
Hot soba tea

奥会津の天然炭酸水 (330ml)

............................................................................................................................ 780

Japanease sparkling mineral water (330ml)

W H ISK Y
ウィスキー

エデュー

( フランス、ブルターニュ地方 ) .................................................................................................................1,580

Eddu silver (Finistère, France)
世界で唯一、「そば」を原料にして造られるウイスキー。５年間のコニャック樽熟成。柑橘とナッツの香り、味わいには、
りんご、オレンジの皮、アプリコットに加えてシナモン、ナツメグのスパイス感、そしてクリーミーで滑らかな舌触り。

high ball
おすすめハイボール

ハイランドパーク・ヴァイキングオナー 12 年...................................................................................................1,280
Highland park 12yrs VIKING HONOUR

グレンフィディック IPA エクスペリメント..........................................................................................................1,380
和食に合うハイボール

.......................................................................................................................................... 1,080

Washoku high ball
素朴な穀物の風味と優しい甘味、上品な果実と樽の香り、口当たりも滑らか。それでいて飲み応えを失わない
バランスの良さが特徴。素材の味わいを活かし、和食全般的に好相性です。

Glenfiddich IPA EXPERIMENT

余市 sherry & sweet 余市蒸留所限定.......................................................................................................... 3,080
Yoichi sherry & sweet distillery limited

余市蒸溜所限定ブレンデットウイスキー........................................................................................................... 2,580
Yoichi distillery limited blended whisky

もっと大人のハイボール

グレンフィディック IPA（ビール樽貯蔵）..................................................... 1,380

Otona high ball made from Glenfiddich IPA EXPERIMENT
ビール樽で後熟させたウイスキーで作るハイボール。
青リンゴ、花や柑橘系の香り、ビール由来のホップの香りやほろ苦さが加わり、重層的で
飲み応えのある大人のための一杯となっております。揚げ物、肉料理ともおすすめです。

山崎 12 年................................................................................................................................................................... 2,580
Yamazaki 12yrs

響 17 年.........................................................................................................................................................................6,180
Hibiki 17yrs

シングルモルト嘉之助（かのすけ）2022 リミテッド・エディション ....................................2,780
海賊のハイボール

ハイランドパーク・ヴァイキングオナー 12 年........................................................... 1,280

Viking high ball made from Highland park 12yrs VIKING HONOUR
オークニー諸島に深く根付くヴァイキング文化への敬意、そして祖先伝来のヴァイキングスピリットへの
敬意を表したウイスキー。上品なピートとシェリー樽のキャラクターが醤油の風味とも好相性です。

Single malt Kanosuke 2022 limited edition

イチローズモルト ワインウッドリザーブ ................................................................................................1,780
Ichiro's malt wine wood reserve

イチローズ・モルト＆グレーン クラシカルエディション............................................................ 2,080
Ichiro's malt & grain classical edition world blended whisky

フレンチハイボール

エデュー ( フランス、ブルターニュ地方 ) ....................................................... 1,580

French high ball made from Eddu silver (Finistère / France)
世界で唯一、「そば」を原料にして造られるウイスキー。コニャック樽熟成の香り豊かなハイボール。
口当たりも滑らかで、幅広いお料理と楽しんでいただけます。

オーバン ディスティラーズエディション .............................................................................................. 2,480
Oban distillers edition

gr a ppa
イタリアンハイボール

グラッパ

ポーリ クレオパトラ モスカート オーロ ................................................. 1,480

Italian high ball made from Poli cleopatra moscato oro grappa
低圧蒸留の、芳醇かつ爽やかなグラッパのハイボール。マスカット、オレンジ、ミント、紅茶のような
上品な風味が特徴。和洋折衷のお料理ともおすすめです。

ポーリ クレオパトラ モスカート オーロ ...............................................................................................1,480
Poli cleopatra moscato oro grappa
ポーリは、グラッパの聖地ヴェネト州バッサーノ・デル・グラッパ近郊のスキアヴォンにある 1898 年創業の家族経営の
グラッパメーカー。古来から伝わる蒸留器クリソペア（ＣＲＹＳＯＰＥＡ）を長年の研究を経て実現。低温蒸留によって
アロマを最大限に抽出しました。清涼感のあるマスカット、オレンジのような香りに、オーク樽のニュアンス。

デッラヴァーレ グラッパ デメララ・ラム・カスク 2004............................................................. 2,480
Dellavalle grappa affinata demerara 2004
ピエモンテ産バルベーラ 100% 使用の単式蒸留。高品質のオーク樽で 8 年、デメララ・ラムの古樽で 2 年熟成。
深みのある琥珀色で輝きのある色調、ダーク・チョコレート、アーモンド、キャラメル、ヴァニラとバナナのニュアンス。
力強さとエレガントさを兼ね備えたまろやかな味わい。ストレート、または砂糖を入れて甘めに仕立てたエスプレッソを
チェーサーにお楽しみいただくのもおすすめです。

sA K E - ta st e s of t h e se a son
季節を呑む

SA K E - rya n ’ s cl a s sic
雷庵の定番いろいろ

Glass / carafe / bottle

Glass / carafe / bottle

二世古 辛口 北海道【 - 】60 ...........................................................................................980 / 3,620 / 7,240

庭のうぐいす どぶろく 福岡県【山田錦】60 ...............................................................980 / 3,620 / 7,240

Niseko, Hokkaido prefecture

Niwanouguisu cloudy sake, Fukuoka prefecture

一白水成 秋田県【愛山】50 ...............................................................................................1,100 / 4,100 / 8,200

陸奥八仙 いさり火 辛口 青森県【華吹雪】55 ...........................................................980 / 3,620 / 7,240

Ippakusuisei, Akita prefecture

Mutsuhassenn Isaribi, Aomori prefecture

土蔵（どぞう）10 年熟成酒 埼玉県【朝日】60 .................................................... 1,400 / 5,300 / 10,600

新政 秋田県 ※銘柄の詳細はスタッフにお問い合わせください。.....................1,600 / 6,100 / 10,600

Dozo 10 years old sake, Saitama prefecture

Aramasa, Akita prefecture

Nechi 根知谷 2017 新潟県【根知谷産・壱等米越淡麗】55 ........................ 1,400 / 5,300 / 10,600

心白（しんぱく）南部美人 岩手県【山田錦】50 ....................................................1,100 / 4,100 / 8,200

Nechi 2017, Niigata prefecture

Nambubijin Shinpaku, Iwate prefecture

義侠 愛知県【山田錦】60 ..........................................................................................................980 / 3,620 / Gikyo, Aichi prefecture

山吹極（やまぶき）無濾過原酒 山形県【山酒４号】60（常温提供） ..................980 / 3,620 / -

天穏（てんおん）島根県【 - 】- ......................................................................................980 / 3,620 / 7,240

飛露喜

Tenon, Shimane prefecture

Hiroki, Fukushima prefecture

貴 山口県【八反錦】60（常温提供） ..............................................................................980 / 3,620 / 7,240

朝日榮 辛口（あさひさかえ）栃木県【栃木県産 五百万石】55 ........................980 / 3,620 / 7,240

Taka, Yamaguchi prefecture (served at room temperature)

Asahisakae, Tochigi prefecture

Yamabuki, Yamagata prefecture (served at room temperature)

稲穂ラベル 福島県【山田錦】40 ............................................................ 1,500 / 5,700 / 11,400

九平次 別誂 愛知県【山田錦】35 ............................................................................ 2,000 / 7,800 / 15,600

SA K e - r e pr e se n tat ion of r ice fa r m ing
田んぼを呑む日本酒

Glass / carafe / bottle

山形正宗 稲造（いなぞう）自社田栽培米 山形県【出羽燦々】60 ..................980 / 3,620 / 7,240

Kuheiji Betsuatsurae, Aichi prefecture

Tera（テラ）岐阜県【五百万石】60 ..............................................................................980 / 3,620 / 7,240
Tera, Gifu prefecture

Yamagatamasamune Inazo, Yamagata prefecture
(The brewery, Mitobe Shuzou, established agricultural corporation for integrated production system.)

日日（にちにち）京都府【山田錦】- ........................................................................ 1,300 / 4,900 / 9,800
Nichinichi, Kyoto prefecture

霜里（しもさと） 牡蠣殻肥料や合鴨農法による無農薬・無化学肥料米
埼玉県【コシヒカリ】60...................................................................................................... 1,700 / 6,500 / 13,000

而今 三重県 ※銘柄の詳細はスタッフにお問い合わせください。.............................. 1,600 / 6,100 / Jikon, Mie prefecture

Shimosato, Saitama prefecture
(The brewery, Mikadomatsu Shuzou, produces sake with natural farming rice by local farmers.)

源（みなもと）by つるかめ農園
自然循環米 千葉県【 - 】90 .....................................................................1,600 / 6,100 / 8,480 (500ml)
Minamoto by Tsurukame farm, Chiba prefecture
(Tsurukame rice farm, produces natural farming rice and sake with local sake brewery, Kidoizumi-shuzo.)

ag e d SA K E
長期熟成酒 時間によって磨かれた味わい

Glass / carafe / bottle

手取川 古酒 1996 年 石川県【山田錦】45 ............................................................ 1,700 / 6,500 / 13,000
Tedorikawa 1996, Ishikawa prefecture

帰農（きの）
自社田栽培、土着品種米使用 三重県【伊勢錦】60 ......................................... 1,200 / 4,500 / 9,000
Kino, Mie prefecture
(The brewery, Gensaka Shuzou, produces indigenous variety rice.)

七本槍 無有（むう）辛口
無農薬・土着品種米使用 滋賀県【滋賀旭】60 ................................................... 1,200 / 4,500 / 9,000

LI m it e d SA K E by t h e b ot t l e
限定日本酒ボトル
Bottle

Shichihonyari Muu, Shiga prefecture
(The brewery, Tomita Shuzou, produces sake with indigenous variety rice grown by local farmers.)

思凛 ( しりん ) by SAKE100 ミズナラ新樽熟成 山形県【山田錦】18 ........................................ 85,000

独楽蔵（こまぐら）
契約農家様栽培の無農薬米 福岡県【山田錦】60（常温提供） .........................980 / 3,620 / 7,240

黒龍 しずく 福井県【東条産山田錦】35 .................................................................................................. 24,000

Komagura, Fukuoka prefecture (served at room temperature)
(The brewery, Morinokura, works on circular agriculture and sake brewing with local farmers.)

Shirin by SAKE100, oak matured sake, Yamagata prefecture

Kokuryu Shizuku, Fukui prefecture

S H OCH U
焼酎
Glass / 720ml

【芋】蔵の師魂グリーン

ソーヴィニヨンブラン酵母仕込み 鹿児島県............................................880

/ 7,040

宮崎県 ...................................................................................................................................... 1,200

/ 9,600

【Potato】Kuranoshikon green

【芋】川越

【Potato】Kawagoe

【芋】侍士の門（さむらいのもん）
【Red potato 】Samurai no mon

鹿児島県 ...........................................................................1,080

/ 8,640

【芋】森伊蔵（もりいぞう） 鹿児島県 ........................................................................................ 3,800 / 30,400
【Potato】Moriizou

【芋】萬膳

黒麹、超軟水、木樽蒸留、甕仕込み 鹿児島県 ...................................................................1,080

【Potato】Manzen

/ 8,640

【芋】村尾（むらお） 鹿児島県 ....................................................................................................... 2,450 / 19,600
【Potato】Murao

h ist r ic a l j a pa n e se Dist il l e d Spir its

【芋】宝山 綾紫

綾紫芋全量 鹿児島県 ................................................................................................1,080

【Potato】Houzan ayamurasaki

歴史を呑む 日本の焼酎や伝統蒸留酒

/ 8,640

Glass / 720ml

【伝統琉球酒】イムゲー

甘藷（紅芋）、粉黒糖、米麹 沖縄 ................................................................ 880

/ 7,040

【Potato, sugar cane, rice】Imuge, a traditional spirits from Okinawa
焼酎でも泡盛でもない、琉球王国時代の自家製蒸留酒であるイムゲー（芋酒）。
個人の酒造りが自由だった時代、家庭ごとに製造設備があり、イムゲー造りは家族の大切な仕事でした。
紅芋と黒糖のふくよかで上品な風味が絶妙です。ストレート、水・お湯割、ソーダ割、幅広いお酒です。

【麦】クラフトマン多田

二回蒸留 福岡県 ..........................................................................................880

/ 7,040

大分県 .................................................................................................................. 1,180

/ 9,440

【Barley】Craftman tada

【麦】兼八

常圧蒸留

【Barley】Kanehachi

【麦】黄八丈 ( きはちじょう )
【Barley】Kihachijo 20yrs

20 年熟成 東京都・八丈島 ................................................................. 1,550

/ 12,400

Glass / 720ml

【正調粕取り焼酎】弥久（やく）2005

純米酒粕 福岡............................................... 1,600(45ml)

/ 25,000

【 Sake lee, rice husk 】Yaku 2005
日本全国に広まったスピリッツとして最も古典的なもの、それは昔ながらの粕取り焼酎です。
なおかつ正調粕取り焼酎は、籾殻もみがらを混ぜ込んだものを呼びます。
特に弥久はカブ釜と木製のセイロで蒸して蒸留する本物の古式製法。伝統的な正調粕取り焼酎の
製法は、日本酒粕を肥料として使用するため、アルコール分を除いたのがその始まりとされており、
17 世紀頃には造られていた様です。田植えの後の祭りなどで振舞われ、「早苗饗（さなぶり）焼酎」
などと呼ばれていました。籾殻、チョコレート、ポン菓子、団子、芳醇で極めて個性的な香味です。
ストレート、またはロックで。

【米】豊永蔵

オーガニック米焼酎 熊本県 ...............................................................................................880

/ 7,040

【蕎麦】帰山

中圧蒸留 長野県 ..................................................................................................................880

/ 7,040

【黒糖】朝日

サンゴ礁石灰岩層湧水仕込み 鹿児島県・喜界島 .............................................................880

/ 7,040

【Organic rice】Toyonagagura
【Soba buckwheat】Kizan

【Organic sugar cane】Asahi

awa m or i
泡盛
Glass / 720ml

【米麹】南光

米、米麹、常圧蒸留

【Rice malt】Nanko

沖縄県 ..............................................................................................880

/ 7,040

g l a s s W IN E s at rya n
グラスワインいろいろ

Glass / carafe / Bottle
Glass / carafe / bottle

●白ワイン；グリド甲州 2020（山梨、日本）甲州.......................................... 1,180 / 4,100 / 8,200
[White wine] Gris de koshu (Yamanashi / Japan) Koshu
「和食に合うワイン」＝香味のバランス、口当たりが良く、雷庵のお食事と幅広く合うワイン。
辛口・フレッシュ、果実、フローラルな香り、程よいスパイス香。

●白ワイン；パゴス・デル・ガリア ( バルデオラス、スペイン )
ゴデーリョ ...............................................................................................................................1,080 / 3,750 / 7,500
[White wine] Pagos del Galir (Valdeorras / Spain) Godello
「和食に合うワイン」＝香味のバランス、口当たりが良く、雷庵のお食事と幅広く合うワイン。
辛口・バランス良し、青リンゴやライムような酸、駆け抜ける爽やかな風味、コクのある口当たりと余韻が特徴。
原産地は海産物で有名なスペイン・ガリシア州の内陸部に位置します。内陸部の地形の影響と、海からの
影響も受けて育つブドウのワインは、ロンドン、ニューヨークなどワイン中心地の新しいトレンドの一つです。

●白ワイン；ボッシェンダル 2020（西ケープ州、南アフリカ )
シュナンブラン ......................................................................................................................1,080 / 3,750 / 7,500
Boschendal (Western Cape / South Africa) Chenin Blanc
「山のワイン」＝その標高や斜面の日照が芳醇さを、昼夜の寒暖差がバランスをワインに与えます。
辛口・スッキリ、ボッシェンダルは「森と谷」という意味で山間に位置する南アフリカでも最も古くから
存在するワイナリーの一つです。伝統的ブドウ栽培と最新設備による醸造を融合させ、白桃などの豊かな香り、
柑橘の爽やかさ、それでいてまろやかな口当たりの非常にバランスの良いワインに仕上がっています。

●白ワイン；ドメーヌ・シガラス 2020（サントリーニ島、ギリシャ）
アシルティコ、モネンヴァシア ......................................................................................1,480 / 5,150 / 10,300
[White wine] Domaine Sigalas (Santorini / Greece) Assyrtiko, Monemvasia
「海のワイン」＝海沿いの多様な環境、地形、気候が、各ワインに独特のスタイルを与えます。
辛口・バランス良し、柑橘、ハーブやオリーブ、程よい果実味と複雑さ。海風に晒されるブドウ畑が、地中
海を思わせる風味と塩気を感じさせる特徴的なワインを造り出します。世界中のレストランでギリシャワインが
提供されるきっかけを作った生産者であり、畑作業は全て手作業、クラフトマンシップ溢れるワインです。

●白ワイン；ロッシュ・カルケール 2018（アルザス、フランス）
ピノ・グリ ........................................................................................................................... 1,800 / 6,250 / 12,500
[White wine] Roche Calcaire (Alsace / France) Pinot Gris
「山のワイン」＝その標高や斜面の日照が芳醇さを、昼夜の寒暖差がバランスをワインに与えます。
辛口・まろやか、りんご、洋梨、黄桃や花、カシューナッツのような豊かな香り、口当たりは柔らかく、
ピュアでクリーンな余韻が長く続きます。自然農法でしっかり熟したブドウを、手摘み収穫した畑の丁寧な
仕事を、その味わいで感じていただけます。お食事の中盤から肉料理まで対応出来るワインです。
12 代目の現当主オリヴィエはマスター・オブ・ワインを 26 歳の若さでフランス人として初めて取得、品質を
徹底的に追及し、世界的にも高く評価される生産者です。

●白ワイン；ピエール・ポネル 2016（ブルゴーニュ、フランス）
シャルドネ.............................................................................................................................. 1,380 / 4,800 / 9,600
Pierre Ponelle Saint Veran (Bourgogne / France) Chardonnay
「山のワイン」＝その標高や斜面の日照が芳醇さを、昼夜の寒暖差がバランスをワインに与えます。
辛口・フルーティー、トロピカルフルーツ、花の香りなど華やかな香りにまろやかな口当たりと、非常に
バランスが良く、ブルゴーニュ南部のブドウの特徴を綺麗な酸が引き伸ばし、心地よい余韻を演出します。

●ロゼワイン；ビーニャ・レアル ロサード（リオハ、スペイン）
ビウラ、テンプラニーリョ、ガルナッチャ.........................................................1,080 / 3,750 / 7,500
Vina Real Rosado (Rioja / Spain) Viura, Tempranillo, Garnacha
「和食に合うワイン」＝香味のバランス、口当たりが良く、雷庵のお食事と幅広く合うワイン。
辛口・フレッシュ、赤い果実の香り、きれいな酸とミネラル感、フローラルな余韻を楽しめます。

出汁との相性もよく、雷庵の食事、特に野菜、出汁におすすめできます。
●オレンジワイン；ストリ 2015（カヘティ、ジョージア）
ルカツィテリ..........................................................................................................................1,080 / 3,750 / 7,500
[Orange / Amber wine] Stori (Kakheti / Georgia) Rkatsiteli
「山のワイン」＝その標高や斜面の日照が芳醇さを、昼夜の寒暖差がバランスをワインに与えます。
辛口・まろやか、びわやアプリコット、和柑橘の果実香、お茶やスパイスの複雑さに、滑らかな口当たり。

●オレンジワイン；シャトー・メルシャン笛吹甲州グリ・ド・グリ（山梨、日本）
甲州............................................................................................................................................. 1,280 / 4,450 / 8,900
[Orange / Amber wine] Château mercian fuefuki koshu gris de gris (Yamanashi / Japan) Koshu
「和食に合うワイン」＝香味のバランス、口当たりが良く、雷庵のお食事と幅広く合うワイン。

●シェリー；アモンティリャード・ラウレアード（アンダルシア、スペイン）
パロミノ.................................................................................................................................... 1,180 / 4,100 / 8,200
[Sherry] Laureado Amontillado (Andalucía / Spain ) Palomino
辛口、塩味を引き立ててくれる風味と、醤油、味噌、酢など、和の調味料全般と好相性。
芳醇なアロマでヘーゼルナッツの香り、シャープなフィニッシュの辛口。

●シェリー；ミディアム・イダルゴ・ラ・ヒターナ（アンダルシア、スペイン）
パロミノ、モスカテル ...................................................................................................... 1,180 / 4,100 / 8,200
[Sherry] Hidalgo La Gitana Amontillado Medium (Andalucía / Spain ) Palomino, Moscatel
半辛口・マイルド、コクのあるタレや料理、温もの、揚げもの、肉料理や、蕎麦汁と好相性。
甘・辛のバランスが良く、ドライフルーツに、ナッツの香り、深みのある味わいとキレの良い酸が特徴。

●赤ワイン；ソガペール・エ・フィス 2018（長野、日本）
メルロー....................................................................................................................................1,280 / 4,450 / 8,900
[Red wine] Sogga père et fils (Nagano / Japan) Merlot
「和食に合うワイン」＝香味のバランス、口当たりが良く、雷庵のお食事と幅広く合うワイン。
ミディアムボディ・バランス良し、日本の自然派ワインを代表する小布施ワイナリーのメルローは滑らかで
果実味と爽やかさ、滋味深さを併せ持ち合わせる料理でさまざまな表情を見せてくれます。

●赤ワイン；信州たかやまワイナリー 2018（長野、日本）
ピノノワール.........................................................................................................................1,700 / 5,900 / 11,800
[Red wine] Shinshu takayama winery (Nagano / Japan) Pinot noir
「山のワイン」＝その標高や斜面の日照が芳醇さを、昼夜の寒暖差がバランスをワインに与えます。
ミディアムボディ・爽やか、林檎のようなハリのある果実味、様々な赤系果実のキャラクター、
フローラルさ、スパイスの複雑さがバランスよく重なり合い、飲み心地の良さと飲み応えを両立させます。

●赤ワイン；シャトーファルファ 2017（ボルドー、フランス）
MR 55%、CS 30%、MB 10%、CF 5%................................................................. 1,800 / 6,250 / 12,500
[Red wine] Le Haut Médoc de Maucaillou (Bordeaux / France) Bordeaux blend
「海のワイン」＝海沿いの多様な環境、地形、気候が、各ワインに独特のスタイルを与えます。
フルボディー・王道、黒・赤系果実の風味、滑らかなタンニンがまとまっている赤ワイン。
ビオディナミの自然派シャトーであり、ボルドーの王道の味わいが表現されています。肉料理とのイメージが
強いですが、日本で好まれる甲殻類、タコ、穴子などタンパク質豊富で、旨味が詰まった海産物とも相性が
良いのがボルドーワインの特徴です。ボルドーの干拓地特有の地形や、その河川、土壌・気候が幅広い
ワインのスタイルを形成します。

●赤ワイン；ターリー 2019（カリフォルニア、USA）
ジンファンデル（平均樹齢 80 年の古樹）........................................................... 2,680 / 9,200 / 18,400
[Red wine] Turley wine cellars old vine Zinfandel (California / USA) Zinfandel
「太陽のワイン」＝日照がまろやかさを、各地域の環境の違いがワインにオリジナリティーを与えます。
フルボディー・長い余韻、根を深く下ろす古樹は、ブドウの一房に十分栄養が行き渡りながら、若樹よりも
落ち着いた風味をワインに与えます。ブドウ品種；ジンファンデルの特徴を引き出し、凝縮感のある果実味を
持ちながら、自然で深みのある味わいはあくまで上品。香りには複雑さと厚みがあり、優雅にたなびく
長い余韻に惹きつけられます。

●赤ワイン；ラルコ 2018 (ヴェネト、イタリア )
コルヴィーナ、ロンディネッラ、モリナーラ、CS、SG など ....................1,380 / 4,800 / 9,600

[Red wine] L’ Arco (Veneto / Italy) Assemblage with Corvina, etc.
「太陽のワイン」＝日照がまろやかさを、各地域の環境の違いがワインにオリジナリティーを与えます。
フルボディー・フルーティー、凝縮した果実感に、甘いスパイス、程よい酸がバランスを与え余韻も豊か。
生産者のルーカ・フェドリーゴは 14 歳でブドウ畑と桃園の仕事をはじめ、2000 年にワイナリーを設立、
地元ヴェネト伝統のワインスタイルを継承しながら、ブドウと土地のポテンシャルを素直な味わいで表現した
自然派ワインを造り出しています。

W H IT E W IN E
白ワイン

Glass / carafe / Bottle
Glass / carafe / bottle

グリド甲州 2020（山梨、日本）甲州 ........................................................................1,180 / 4,100 / 8,200

イエルマン 2020（フリウリ、イタリア）ソーヴィニオンブラン

.......................................................10,500

Jermann (Friuli Venezia Giulia / Italy) Sauvignon blanc

Gris de koshu (Yamanashi / Japan) Koshu

パゴス・デル・ガリア ( バルデオラス、スペイン ) ゴデーリョ ....................... 1,080 / 3,750 / 7,500

トレンザード 2020（カナリア諸島、スペイン）
リスタン・ブランコ・トロンテス ................................................................................................................. 11,000

Pagos del Galir (Valdeorras / Spain) Godello

Trenzado (Canary Islands / Spain) Listan Blanco Torrontes

ボッシェンダル 2020（西ケープ州、南アフリカ ) シュナンブラン ................... 1,080 / 3,750 / 7,500
Boschendal (Western Cape / South Africa) Chenin Blanc

ドメーヌ・コリンヌ・エ・ジャン・ピエール・グロッソ シャブリ 2018
（ブルゴーニュ、フランス）シャルドネ .................................................................................................. 11,700
Domaine Corinne et Jean-Pierre Grossot Chablis (Bourgogne / France) Chardonnay

ドメーヌ・シガラス 2020（サントリーニ島、ギリシャ）
アシルティコ、モネンヴァシア ...................................................................................... 1,480 / 5,150 / 10,300
Domaine Sigalas (Santorini / Greece) Assyrtiko, Monemvasia

ヤルデン オデム・オーガニック・ヴィンヤード 2020（ゴランハイツ、イスラエル）
シャルドネ ................................................................................................................................................................ 11,800
Yarden odem organic vineyard (Golan heights / Israel) Chardonnay

ロッシュ・カルケール 2018（アルザス、フランス）ピノ・グリ .................1,800 / 6,250 / 12,500
[Roche Calcaire (Alsace / France) Pinot Gris

アレクサンドル・バン 2018（ロワール、フランス）ソーヴィニオンブラン

.................................12,600

Alexandre Bain (Loire / France) Sauvignon blanc

ピエール・ポネル 2016（ブルゴーニュ、フランス）シャルドネ .......... 1,380 / 4,800 / 9,600
Pierre Ponelle Saint Veran (Bourgogne / France) Chardonnay

マルセルダイス 2017（アルザス、フランス）リースリング、ピノグリ ...........................................14,000
Marcel Deiss (Alsace / France) Riesling, Pinot gris

楠ワイナリー 2013（長野、日本）シャルドネ ............................................................................................. 9,600
Kusunoki winery (Nagano / Japan) Chardonnay

アントル・レ・ミュール 2019（ローヌ・コートロティ、フランス）ヴィオニエ ...........................15,400
Entre Les Murs (Cote-Rotie, Rhône / France) Viognier

さっぽろ藤野ワイナリー 2020（北海道、日本）バッカス.........................................................................9,700
Sapporo Fujino winery (Hokkaido / Japan) Bacchus

フリーマン 2018（ソノマ、USA）シャルドネ .............................................................................................18,000
Freeman (Sonoma / USA) Chardonnay

カーブドッチ・ワイナリー 2021（新潟、日本）シャルドネ ..................................................................10,000
Cave d’ Occi winery (Niigata / Japan) Chardonnay

フィリップ・パカレ ニュイサンジョルジュ 2019（ブルゴーニュ、フランス）
ピノブラン ............................................................................................................................................................ 25,000

ファットリア アルフィオーレ 2021（宮城、日本）アッサンブラージュ ..................................... 11,000

Philippe Pacalet Nuits Saint Georges (Bourgogne / France) Pinot blanc

Fattoria al fiore (Miyagi / Japan) Assemblage

ドメーヌ・アッチ ブラン 2020（北海道、日本）
ケルナー、バッカス、ミュラートゥルガウ ..................................................................................................13,500
Domaine acchi blanc (Hokkaido / Japan) Assemblage

ノラポン・ブラン 2020（北海道、日本）ケルナー ................................................................................10,300
Domaine acchi blanc (Hokkaido / Japan) Kerner

ミネラルシュタイン 2020 ( ファルツ、ドイツ ) リースリング ................................................................. 7,500
Mineralstein (Pfalz / Germany) Riesling

カンプターラー・テラッセン 2020（カンプタール、オーストリア）
グリューナー ヴェルトリーナー ................................................................................................................... 8,900
Kamptal Terrassen (Kamptal / Austria) Grüner Veltliner

パソ・デ・セニョランス（リアス・バイシャス、スペイン）アルバリーニョ ................................10,300
Pazo de Senorans (Rías Baixas / Spain) Albarino

トーマス･フォガティ2017（モントレー、カリフォルニア、USA）ゲヴェルツトラミネール ........10,300
Thomas Fogarty (Monterey County, California / USA) Gewurztraminer

ザ・ボーイ 2019（イーデン・ヴァレー、オーストラリア）リースリング
Two hands wines THE BOY (Eden Valley / Australia) Riesling

...................................... 11,000

RED WINE

Glass / carafe / Bottle

赤ワイン
Glass / 375ml / 750ml

ソガペール・エ・フィス 2018（長野、日本）メルロー ................................1,280 / 4,450 / 8,900

キンタ・ダ・セッラディーニャ 2011（エンコシュタシュ・ダイレ、ポルトガル）
バガ、カシュテラン、トウリガ・ナシオナル、アルフロシェイロ............................................ 11,000
Quinta da Serradinha (Encostas d’ Aire / Portugal) Assemblage

Sogga père et fils (Nagano / Japan) Merlot

ドメーヌ・パラン 2017（ブルゴーニュ、フランス）ピノノワール.......................................... 11,800
信州たかやまワイナリー 2018（長野、日本）ピノノワール .....................1,700 / 5,900 / 11,800
Shinshu takayama winery (Nagano / Japan) Pinot noir

Domaine Parent (Bourgogne / France) Pinot noir

フォリウム

ヴィンヤード 2019（マールボロ、ニュージーランド）ピノノワール ....... 11,800

シャトーファルファ 2017（ボルドー、フランス）
MR 55%、CS 30%、MB 10%、CF 5%、.............................................................. 1,800 / 6,250 / 12,500

Folium vineyard (Marlborough / New Zealand) Pinot noir

Le Haut Médoc de Maucaillou (Bordeaux / France) Bordeaux blend

ヤルデン 2018（ゴランハイツ、イスラエル）カベルネソーヴィニヨン................................12,600
Yarden (Golan heights / Israel) Cabernet sauvignon

ターリー 2019（カリフォルニア、USA）
ジンファンデル（平均樹齢 80 年の古樹）........................................................... 2,680 / 9,200 / 18,400

スキニーレッグス カイル・ダン 2017（スワートランド、南アフリカ）シラー............... 13,200

Turley wine cellars old vine Zinfandel (California / USA) Zinfandel

Skinny Legs Kyle Dunn (Swartland / South Africa) Syrah

ラルコ 2018 (ヴェネト、イタリア ) コルヴィーナなど ..................................1,380 / 4,800 / 9,600

フィリップ・パカレ シエナ 2017（ブルゴーニュ、フランス）ガメイ .................................. 15,000

L’ Arco (Veneto / Italy) Assemblage with Corvina, etc.

Philippe Pacalet Chénas (Bourgogne / France) Gamay

ココファームワイナリー農民ロッソ 2019（栃木、日本）
アッサンブラージュ ............................................................................................................................................... 7,500

ドメーヌ・マレ 2017（ブルゴーニュ、フランス）ピノノワール...............................................16,200

CoCo farm winery (Tochigi / Japan) Assemblage

Domaine Marey (Bourgogne / France) Pinot noir

ドメーヌ・ド・ヴィルヌーヴ2016（ローヌ、フランス）グルナッシュなど ........................ 17,000
ヴァルデモンハス 2020（リベラ・デル・ドゥエロ、スペイン）テンプラニーリョ ...... 7,500

Domaine de Villeneuve (Cote du Rhone / France) Grenache, etc.

Valdemonjas (Ribera del Duero / Spain) Tempranillo

10R ワイナリー そらちレッド ( 北海道、日本 ) セイベル...............................................................8,500
10R winery (Hokkaido / Japan) Seibel

タジカラオ 2017（宮崎、日本）
カべルネソーヴィニヨンと山葡萄交配品種主体のアッサンブラージュ..................................8,900

カヴィオラ 2015（ピエモンテ、イタリア）ネッビオーロ .............................................................18,000
Ca’ viola (Piemonte / Italy) Nebbiolo

フィリップ・パカレ ニュイサンジョルジュ 2017（ブルゴーニュ、フランス）
ピノノワール........................................................................................................................................................... 25,000
Philippe Pacalet Nuits Saint Georges Rouge (Bourgogne / France) Pinot noir

Tajikarao (Miyazaki / Japan) Assemblage

カレラ ライアン 2016（カリフォルニア、USA）ピノノワール................................................. 25,000
リュードヴァン（長野、日本）ピノノワール、メルロー ............................................................. 10,500
Rue de vin (Nagano / Japan) Pinot noir, Merlot

プリンチピアーノ 2016 ( ピエモンテ、イタリア ) ドルチェット ...............................................6,900
Principiano Ferdinando (Piemonte / Italy) Dosset (Dolcetto)

シャトー・ラ・バロンヌ 2019（ラングドック、フランス）カリニャン.................................. 7,500
Ch La Baronne (Languedoc / France) Carignan

フランチェスコ・ブレッツァ 2019（ピエモンテ、イタリア）フレイザ ............................... 7,500
Francesco Brezza (Piemonte / Italy) Freisa

ドメーヌ・ロシュ・オードラン 2019（ローヌ、フランス）アッサンブラージュ ..............7,500
Domaine Roche Audran (Cote du Rhone / France) Assemblage

マルセル・ラピエール 2020（ブルゴーニュ、フランス）ガメイ ................................................8,200
Marcel Lapierre (Bourgogne / France) Gamay

シャトー・カンボン 2020（ブルゴーニュ、フランス）ガメイ .....................................................8,200
Ch Cambon (Bourgogne / France) Gamay

オー・メドック・ド・ジスクール 2018（ボルドー、フランス）
カベルネソーヴィニヨン、メルロ............................................................................................................... 9,800
Le Haut Médoc de Giscours (Bordeaux / France) Cabernet Sauvignon, Merlot

Calera RYAN (California / USA) Pinot noir

サッシカイア 2016（トスカーナ、イタリア）
カベルネソーヴィ二ヨン、カベルネフラン........................................................................................... 36,000
Sassicaia (Toscana / Italy) Cabernet sauvignon, Cabernet franc

シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ 1989（ボルドー、フランス）
カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン、プティヴェルド ........................ 85,000
Chateau Leoville Las Cases (Boldeaux / France) CS, MR, CF, PV

ro se W INE
ロゼワイン

S h er r y
Glass / carafe / Bottle

ビーニャ・レアル ロサード（リオハ、スペイン）
ビウラ、テンプラニーリョ、ガルナッチャ..........................................................1,080 / 3,750 / 7,500
Vina Real Rosado (Rioja / Spain) Viura, Tempranillo, Garnacha

さわろぜ 相澤ワイナリー 2020（北海道、日本）山幸 .................................................................. 13,500

シェリー

大航海時代、世界中に広がったシェリーは、
スペイン内外で愛され発展してきました。
天ぷらなどに代表される、和食の文化や調理法も
大航海時代の潮流に乗って渡来し
独自の発展をしたものがあります。

Sawa rosé ( Hokkaido / Japan ) Yamasachi

龍之介 相澤ワイナリー 2019（北海道、日本）山幸........................................................................ 13,500
Ryunosuke rosé ( Hokkaido / Japan ) Yamasachi

冷蔵庫、もちろん冷房機器も無い時代に確立され、
発酵、貯蔵、熟成の賜物として完成されるシェリーは、
同じような環境下で確立された日本の出汁、発酵食品、発酵調味料の
文化と歩み寄る事が出来るワインの一種です。

O RA N GE / Ambe r WI NE
オレンジ（アンバー）ワイン

Glass / carafe / Bottle
Glass / carafe / Bottle

ストリ 2015（カヘティ、ジョージア）ルカツィテリ .....................................1,080 / 3,750 / 7,500
Stori (Kakheti / Georgia) Rkatsiteli

シャトー・メルシャン
笛吹甲州グリ・ド・グリ（山梨、日本）甲州....................................................1,280 / 4,450 / 8,900

アモンティリャード ラウレアード（アンダルシア、スペイン）
パロミノ.................................................................................................................................... 1,180 / 4,100 / 8,200
Laureado Amontillado (Andalucía / Spain ) Palomino
塩味を引き立ててくれる風味と、醤油、味噌、酢など、和の調味料全般と好相性。
芳醇なアロマでヘーゼルナッツの香り、シャープなフィニッシュの辛口。

Château mercian fuefuki koshu gris de gris (Yamanashi / Japan) Koshu

イエローマジックワイナリー 2021（山形、日本）シャルドネ ................................................. 10,300
Yellow magic winery neue ns chardonnay 2021 (Yamagata / Japan) Chardonnay

ラ・カステラーダ 2014（フリウリ、イタリア）フリウラーノ .................................................. 12,000
La castellada (Friuli Venezia Giulia / Italy) Friulano

ヴィニョブル・デュ・レヴール 2020（アルザス、フランス）
ピノグリ、ゲヴェルツトラミネール.......................................................................................................... 12,500
Vignoble du reveur (Alsace / France) Pinot gris, Gewurztraminer

ロンコセヴェロ 2010（フリウリ、イタリア）フリウラーノ ....................................................... 13,500
Ronco severo (Friuli Venezia Giulia / Italy) Friulano

ラディコン シヴィ 2019（フリウリ、イタリア）ピノグリージョ ........................................... 13,500
Radikon sivi (Friuli Venezia Giulia / Italy) Pinot gris

アルド・ ヴィオラ エジェスタ 2018（シチリア、イタリア）グリッロ ................................ 13,500
Aldo Viola Egesta (Sicilia / Italy) Grillo

トリンケーロ 2019（ピエモンテ、イタリア）シャルドネ ............................................................ 15,000
Trinchero (Piemonte / Italy) Chardonnay

ヴォドピーヴェッツ 2015（フリウリ、イタリア）ヴィトフスカ ................................................ 19,200
Vodopivec (Friuli Venezia Giulia / Italy) Vitovska

グラヴネル 2009（フリウリ、イタリア）リボッラ・ジャッラ ................................................. 24,000
Gravner (Friuli Venezia Giulia / Italy) Ribolla gialla

ミディアム イダルゴ・ラ・ヒターナ（アンダルシア、スペイン）
パロミノ、モスカテル ...................................................................................................... 1,180 / 4,100 / 8,200
Hidalgo La Gitana Amontillado Medium (Andalucía / Spain ) Palomino, Moscatel
コクのあるタレや料理、温もの、揚げもの、肉料理や、蕎麦汁と好相性。
甘・辛のバランスが良く、ドライフルーツに、ナッツの香り、深みのある味わいとキレの良い酸が特徴。

