WINE L IST
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9,500

ラ・ロスカ

しっかりとした泡立ち、
はつらつとスッキリした印象のワイン

Bach cava extrisimo

バック・カヴァ・エクストリシモ

りんご、
柑橘類、
アーモンドの花などのアロマに、
ハチミツやトーストの熟成香

Codorniu clasico brut

コドーニュ・クラシコ

国際コンクール入賞の王道スパークリング、
カヴァを生み出したワイナリーのスタンダードキュヴェ。
柑橘類とアーモンドの香りにきりっとした酸味

Anna de codorniu brut

ROSE

アナ・デ・コドーニュ スリーバーボトル

イチゴ・チェリーやベリーの香りと豊かな発泡感で爽やかな味わい。春から夏に向け特にオススメ

Taittinger brut reserve

テタンジェ ブリュット レゼルヴ

果実やブリオッシュ、桃や白い花、
バニラなどを思わせるアロマと生き生きとしたフレッシュで
クリスピーな味わいと優れた調和。
デリケートな果実や蜂蜜の味わい
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Dry
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Ayuso abadia del roble blanco

SPAIN

2,500

SPAIN

2,500

SPAIN

3,000

SPAIN

3,000

SPAIN

3,000

SPAIN

3,500

SPAIN

3,500

SPAIN

4,000

SPAIN

5,500

アユソ アバディア・デ・ロブレ ブランコ

すっきりとした辛口でフレッシュな味わい。
ブランド名は
「樫の木の傍の修道院」
の意味

Bach extrisimo semi-dulce blanco

バック・エクストリシモ セミドゥルセ

ハチミツ、
アプリコット、
バニラの甘い香り。優しい酸味とまろやかな甘みが絶妙。
よく冷やして楽しんで下さい♪

Vini gallicia pragustus blanco

ビニ・ガリシア プラグストゥス ブランコ

白い花とグレープフルーツの香り、
かすかに感じる青りんごの風味、
バランスの良い柔らかな味

Bodegas mureda sauvignon blanc

ボデガス・ムレダ ムレダ ソーヴィニヨンブラン

フレッシュな花のような香りやパイナップルやピーチの良い香り。
フレッシュでまろやかで、後味がフルーティ

Nuviana chardonnay

ヌヴィアナ・シャルドネ

桃やパッションフルーツの厚み。
ある香りしっかりした酸とトロッとしたフルーティーさがクセになります

Bienbebido pulpo

ビエンベビード プルポ

魚介を使ったお料理にぴったり！フルーティでリッチながら、
キリッと締まった味わいに、

ふと将来を考えるかも

Nairoa

ナイロア

芳醇で華やかな香りが広がる、
ガリシア地方リベイロ産の在来ブドウをブレンド。

フレッシュでバランス良く、
シーフードと相性抜群!!

Castillo de maetierra libalis blanco

カスティーリョ・デ・マエティエラ リバリス ブランコ

アプリコット、
マスカット、
パイナップル、
パッションフルーツなどのフルーティでエレガントな香り。
アペリティフワインとして、食事に合わせやすいワイン

Spanish white guerrilla riesling

スパニッシュ・ホワイト・ゲリラ リースリング

果実、干し草の蒼い上品な香り。酸味と糖度の絶妙なバランスで、味わい深いコクと酸味が長く続く。

力強くエレガントでまろやか

Sweet

Dry
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辛口

Bienbebido paella

SPAIN

3,500

SPAIN

4,000

SPAIN

4,500

ビエンベビード パエリア

クリアーで濃厚な苺、
ラズベリー、
レッドカラントなどのフレッシュな赤い果実の香り。
柑橘系のニュアンスがみずみずしさと活力を感じさせる

Castillo de maetierra libalis rose

カスティーリョ・デ・マエティエラ リバリス ロゼ
魅惑的なバラ色。
トロピカルフルーツ、花、赤い果実の香り。
柑橘系の甘みとフレッシュ感のハーモニーが絶妙

Marques de riscal rosado

マルケス・デ・リスカル ロザート

華麗な風味、非常にアロマティックな辛口ロゼワイン

Light body

Medium body

ライトボディー

Full body

ミディアムボディー

フルボディー

Ayuso abadia del roble tinto

SPAIN

2,500

SPAIN

2,500

SPAIN

3,000

SPAIN

3,000

SPAIN

3,500

アユソ アバディア・デ・ロブレ ティント

フレッシュでフルーティな味わい。
ブランド名は
「樫の木の傍の修道院」
の意味

Bodegas fernando castro vina mercedes pinot noir

ボデガス・フェルナンド・カストロ ビニャ・メルセデス ピノ
・ノワール
意外にもパワフルで、少しスパイシーで、
まろやかで非常にバランスが良いスペインの旨ピノ

赤いキャンディと青いブーケの香り。強すぎず、軽やかでドライ、余韻は細く長く続く…酒好きにオススメなワイン

Venta real gran reserva

ベンタ レアル グラン レゼレバ

24ヶ月の樽熟成と36ヶ月の瓶内熟成を行うレアワイン。
落ち着いた果実味と上質なタンニンを味わえる1本です。

クアルディア・ヴィア エスペシアル

有機葡萄使用。果実の豊かな香り。
口に含むと、繊細で円やかな旨味。
どこかバニラのニュアンスが
見え隠れするのは樽熟成のせい？

Bienbebido queso

SPAIN

ビエンベビード ケソ

3,500

力強さとしっかりとした骨格、深みを感じるが、楽しくエレガントで飲みやすい味。
若々しさも感じる紫色、濃厚なフルーティさに驚き

La garonaʼ01

SPAIN

3,500

SPAIN

4,000

SPAIN

4,000

SPAIN

5,000

SPAIN

6,000

SPAIN

9,000

ラ ガロナ

2001年物の古酒!

シルキーな口当たりとオールドヴィンテージならではの熟成感。数量限定です

Bodegas francisco casas camparron crianza

ボデガス フランシスコ・カサス カンパロン クリアンサ

SPARKLING&WHITE&ROSE&RED

Quaderna via especial

BOTTLE WINE LIST

Gandia marques del turia tinto

ガンティア マルケス・デ・トゥーリア

品のある木の香り。
たっぷりとしたタンニンがバランス良く、
まろやかなフルボディで

パフォーマンス抜群!

Bodegas abanico garnacha tinto

ボデガス・アバニコ ガルナッチャ ティント

ブラックベリーのフルーティな香り。
フレッシュな酸があり、
ボディのしっかりした
複雑味のある個性と果実味

Vinessens sein

ヴィネッセンス セイン

元気でパワフルだけど、単なる濃旨ではなく、酸味とほろ苦味と渋味が上手にバランス良く
飲ませてくれる質との高さ。
２本目に！

Marques de riscal tinto reserva

マルケス・デ・リスカル ティント・レゼルバ

バニラフレーバーの香りが心地良く、味わいもエレガントで上品。
適度なタンニンが舌を満足させ、長いアフターフレーバーも魅力的

Pesquera

ペスケラ

ブラックプラムコンポートのアロマ。軽やかな香ばしさとナツメグやクローヴのニュアンス。
リベラ・デル・デュエロを代表するワイン!!

SPAIN WINE MAP

Atlantic
Ocean
North
Inland
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South

SPARKLING

La rosca

SPAIN

ラ・ロスカ

甘口

700

辛口

しっかりとした泡立ち、
はつらつとスッキリした印象のワイン

Bach cava extrisimo

SPAIN

バック・カヴァ・エクストリシモ

甘口

700

辛口

りんご、柑橘類、
アーモンドの花などのアロマに、
ハチミツやトーストの熟成香

WHITE

Marques de turia

SPAIN

500

甘口

マルケス・デ・トゥーリア

辛口

花のようなアロマ。
サラダやシーフードとご一緒に

Bienbebido pulpo

SPAIN

甘口

ビエンベビード プルポ

700

辛口

魚介を使ったお料理にぴったり！フルーティでリッチながら、

キリッと締まった味わいに、
ふと将来を考えるかも

ROSE

Bienbebido paella

SPAIN

ビエンベビード パエリア

700

甘口

辛口

クリアーで濃厚な苺、
ラズベリー、
レッドカラントなどのフレッシュな赤い果実の香り。
柑橘系のニュアンスがみずみずしさと活力を感じさせる

RED

Marques de turia

SPAIN

マルケス・デ・トゥーリア

ライト

Bienbebido queso

SPAIN

500
フル

強すぎず、軽やかでドライな味わい

ライト

ビエンベビート ケソ

700
フル

力強さとしっかりとした骨格、深みを感じるが、楽しくエレガントで飲みやすい味。
若々しさも感じる紫色、濃厚なフルーティさに驚き

Txakoli xarmant

チャコリ チャルマン

微発泡でフレッシュな味わい。
わずかに感じられる酸味とタンニンのバランス

GLASS

750

BOTTLE

4,500

Oscar bereciartua sidra natural

オスカー・ベレシアルトゥア シードラ ナチュラル
伝統的な製法で造られたバスク産リンゴ酒。

フルーティでフレッシュな香り、甘さとビターの絶妙な味わいは食事とピッタリ

GLASS

600

BOTTLE

3,500

ant
koli Xarm
Txa
チャコリ チャルマン
ほのかに口の中で
ピチピチと
広がる微発泡ワイン。
皆様の目の前で
グラスにおつぎします

表示価格は全て税抜き価格です。別途、消費税として8%頂戴致します。
スタンディングでの飲食はノージャージ。
テーブル席はコペルト
（席料）
をお一人様300円。22時以降、深夜料金を10%頂戴しております。
All prices llsted are tax excluded.8% tax will be added to the total.
COPERTO Counter / no charge Table / 300yen Late night tax 10％ [22:00~]

