～ ワインメニュー ～
～ 北海道ワインテイスティングセット ～
・富良野ワインテイスティングセット

赤 ・白

・十勝ワインテイスティングセット

赤 ・白

・富良野ワイン＆十勝ワインテイスティングセット

赤 ・２種
白 ・２種

グラス
一杯あたり
グラス
一杯あたり
グラス
一杯あたり

約1１0cc

・・・・・・・・・・・・・

￥1,680

約1１0cc

・・・・・・・・・・・・・

￥1,580

約1１0cc

・・・・・・・・・・・・・

￥2,980

～ 北海道富良野ワイン ～
・富良野ワイン 赤 （北海道産 ミディアム）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥4,200

Furano Wine Rouge
果実の香り、程よい渋みが心地よいワイン。

720ml

・富良野ワイン 白 （北海道産 やや辛口）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Furano Wine Blanc
爽やかでスッキリとした口当たり、ライムのような果実香。

￥4,200
720ml

～ 北海道十勝ワイン ～
・十勝ワイン 赤 （北海道産 ミディアム） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥3,800

TOKACHI Wine Rouge
酸味とブーケのバランスがほどい赤ワイン。

・十勝ワイン 白 （北海道産 辛口）

720ml
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥3,800

TOKACHI Wine Blanc
新鮮な果実の風味と酸味が特徴。

720ml

～ グラスワイン ～
・本日のおすすめグラスワイン ( 赤 ・白 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥880
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥930
・本日のおすすめスパークリングワイングラス

＊料金には、サービス料・消費税が含まれております。
Price Includes 10％ service charge and 8％ consumption tax.

～ ワインメニュー～
～ スパークリングワイン ～
ソムリエおすすめ

・ルイ ロデレール ブリュット プルミエ

(フランス産 シャンパーニュ地方 辛口)
￥9,500
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Louis Roederer Brut Premier
トースト、アーモンドなどの豊かで繊細な香り。アタックはすっきりとしていますが、
750ml
複雑味とコクがありとてもリッチ。リザーヴワインのブレンドにより豊かな果実味と
繊細さやまろやかさが絶妙なバランスで表現されています。
￥5,800
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

375ml

・モントーブレ ブリュット

（フランス産 シャンパーニュ地方 辛口）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥8,200
Montaubret Brut
後味のスッキリした飲み口、辛さもほどほどのバランスの良い味わいに変わります。
750ml

・シャンドン ブリュット

（オーストラリア産 スパークリングワイン 辛口)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥5,350
Ｃhandon Ｂrut
華やかなレモンの花や白ネクターの香り、柔らかくフレッシュな味わい。
750ml

・プリンス ヴァン ムスー

（国産 やや甘口）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥3,600
Prince vin mousseux
プリンスホテルオリジナルスパークリングワイン。
750ml

～ 白ワイン ～
ソムリエおすすめ

・シャブリ プルミエ クリュ フルショム ドメーヌ コート マルジャック
Ｄomaine Ｃote Ｍarjac, Ｃhablis Ｐremier Ｃru Ｆourchaume
(フランス産 ブルゴーニュ地方 辛口)
樹齢の高い果樹から生まれ、洋ナシや桃などのフルーツ香が特徴。力強くもエレガントな仕上がり。

￥10,300

・・・・・・・

750ml

ソムリエおすすめ

・サンセール ブラン クロ デュ ロア ドメーヌ リュシアン クロシュ

・・・

Sancerre la Croix du Roy. Ｄomaine Lucien Crochet .
(フランス産 ブルゴーニュ地方 辛口)
柑橘類や青い林檎のフレッシュでさわやかな香りがし、味わいは、フルーティですっきりとした味わいが特徴で、
青林檎のような果実味とグレープフルーツの僅かな苦味が特徴。

￥8,800
750ml

・シャブリ ラ ピエレレ

(フランス産 ブルゴーニュ地方 辛口)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥7,800
La Chablisienne Chablis La Pierrelee
香りは洗練された印象があり、エレガントなリンゴや洋梨のアロマが香り立ちます。
750ml

・グラン マレノン

(フランス産 ローヌ川流域 辛口)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥5,150
Grand Marrenon Blanc
トロピカルフルーツや白い花のニュアンス、清く控えめな酸味を感じる。
750ml

・シャトー ヴュー レスタージュ (フランス産 ボルドー地方

辛口)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥4,630
Ｃhateau Ｖieux lEstage
ハーブ香やグレープフルーツのような酸味、爽やかな白ワイン。
750ml

・ラガルド ブラン

(フランス産 ボルドー地方 辛口)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥3,600
Ｌagarde Ｂlanc
グレープフルーツなどの香り、バランスの良いワイン。和食料理との相性も抜群です。
750ml

＊料金には、サービス料・消費税が含まれております。
Price Includes 10％ service charge and 8％ consumption tax.

～ ワインメニュー～
～ ソムリエおすすめグランヴァンワイン ～
・シャトー カロンセギュール (フランス産

ボルドー地方 フルボディ 格付け3級)

Château Calon-Ségur

￥28,000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カシスやプラムなどの果実の香りやナッツ、バニラ、シナモンなどの様々なニュアンスが入り混じった複雑なアロマ。
甘味を伴ったタンニンが優しく、 心地の良い苦みがアクセント。じっくりと向き合って愉しみたい魅力を放つ赤ワイン。

・ヴォーヌ ロマネ モンジャール ミュニュレ

(フランス産 ブルゴーニュ地方 フルボディ)

Vosne-Romanee Mongeard-Mugneret

ボルドー地方 フルボディ 格付け3級)

Château Giscours

(フランス産 ボルドー地方 フルボディ 格付け5級)

Château d'Armailhac

￥18,000

ブルゴーニュ地方 フルボディ)

Ｇevrey-Ｃhambertin, Ｅn Ｓonge

750ml

￥16,000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

深みのあるルビー色の鮮やかな色合い。ブラックベリーやチェリーなどの果実のアロマに併せ、ロースト香や
ホワイトチョコレートの甘い香りが鼻孔をくすぐります。

・ジュヴレ シャンベルタン アン ソンジュ (フランス産

750ml

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

色合いは濃い紫色。カシス、スミレ、プラム、干しブドウなどなどが豊かに香り、炭のスモーキーな
ニュアンスがあります。熟しているというより、とてもフレッシュな果実味でタンニンはしっかりしている印象。

・シャトー ダルマイヤック

￥21,000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あのロマネコンティと肩を並べるコート・ドール最高位を誇る凄腕の偉大なるワイン。練り上げたような果実味と
スパイシーな風味、きめ細かいタンニンが奏でる魅力的な風味をご堪能ください。

・シャトー ジスクール (フランス産

750ml

750ml

￥13,370

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「夢」という名前のついた畑のブドウから生み出されるワインは、香りが華やかでまさに至福の時間を演出します。

750ml

～ 赤ワイン ～
ソムリエおすすめ

・ピノ ノワール ミッションラベル オーボン クリマ

(カルフォルニア産 ミディアムボディ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥11,000
Au Bon Climat
ベリー系のアロマがあり,フレッシュでみずみすしい果実。余韻もほどよく長くエレガント仕上がっている。
750ml

・ブルゴーニュ ピノ ノワール ドメーヌ パラン (フランス産

ブルゴーニュ地方 ミディアムボディ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥8,500
Bourgogne Pinot Noir Domaine Parent
フルーティーで色も濃く、滑らかなタンニンも充分な余韻の長いワインです。
750ml

ソムリエおすすめ

・シャトー ボーモン (フランス産

ボルドー地方 フルボディ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥7,800
Chateau Beaumont
柔らかく、シルキーな口あたりが特徴です。タンニンも優しく、全体的に丸味のあるフルボディ。
750ml

・オルカ

(フランス産 ローヌ川流域 フルボディ)

￥5,660

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ＯＲＣＡ
熟したジャムのような果実香、控えめな酸味と心地よい渋みが絶妙です。

720ml

・シャトー ヴュー レスタージュ (フランス産 ボルドー地方

ミディアムボディ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥4,630
Ｃhateau Ｖieux lEstage
繊細な赤い果実の香り、やや力強いフィニッシュを持つ赤ワイン。
720ml

・ラガルド ルージュ

(フランス産 ボルドー地方 ミディアムボディ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
￥3,600
Ｌagarde Ｒouge
ブラックチェリーやプラムの香り、酸味と果実味も感じられるミディアムタイプ。
720ml

＊料金には、サービス料・消費税が含まれております。
Price Includes 10％ service charge and 8％ consumption tax.

