【 ワイン リスト 】
Champagne / 香檳葡萄酒

シャンパーニュ

ゴッセ グラン・レゼルヴ ブリュット NV
フランス
ピノ・ノワール42％、シャルドネ43％、ムニエ15％ ／ 辛口

ボトル

￥6,900

ルイ・ロデレール ブリュット プルミエ NV
フランス
10％ムニエ、34％シャルドネ、56％ピノ･ノワール ／ 辛口

￥10,600

クリュッグ グランド・キュヴェ NV
フランス
ぶどう 品 種非公開 ／ 辛口

￥34,650

ゴッセ セレブリス エクストラ・ブリュット 2002
フランス
ピノ・ ノ ワ ー ル 48%、 シ ャ ルド ネ 52% ／ 辛口

￥35,640

スパークリングワイン

Sparkling Wine / 氣泡葡萄酒

安心院スパークリングワイン 2017 安心院葡萄酒工房
日本、大分県
シャル ド ネ ／ 辛口

オレンジワイン

ボトル

￥6,300

Orange Wine / 橙色葡萄酒

ボトル

デリリウム NV クラインクネヒト
￥5,110
フランス、アルザス
ピノ・ブラン、シルヴァネール、ピノ・グリ、ゲヴュルツトラミネール ／ やや辛口
“オー・ピスト” ゲヴュルツトラミネール 2018 アンドレ・ロレール
フランス、アルザス
ゲヴュルツトラミネール ／ やや辛口

￥5,350

フェニックス 2018 フレデリック・ゲシクト
フランス、アルザス
ピノ・グリ ／ 辛口

￥6,390

アンバー 2018 マーガレット・リバー カレン・ワインズ
￥6,400
オーストラリア、西オーストラリア州
セミヨン 59％、ソーヴィニョン・ブラン 41％ ／ 辛口

ボタニカルライフ

Botanical Life

vin-shu 2019 「エーテル」 ボタニカルライフ
日本、兵庫県加西市
マスカット・ベーリー・A ／ 辛口

上海・廣東料理

http://www.chugoku-hanten.com/

ボトル

￥5,940

クレジットカードは
￥3,000（税込）以上のお会計の際にご利用頂けます。

【 ワイン リスト 】
White Wine / 白葡萄酒

白ワイン

ボトル

シルヴァネール レゼルヴ 2012 フェルナン・アンジェル
フランス、アルザス
シルヴァネール ／ やや辛口

￥2,340

ピノ・ブラン キュヴェ・マルグリット・アンヌ 2012 カミーユ・ブラウン
フランス、アルザス
ピノ・ブラン ／ やや甘口

￥3,700

神戸印路信濃リースリング 2017 神戸ワイン
日本、兵庫県神戸市
シナノリースリング ／ やや辛口

￥3,740

エンクルザード 2015 キンタ・ドス・ロケス
ポルトガル
エンクルザード ／ 辛口

￥3,750

ブルゴーニュ シャルドネ
フランス、ブルゴーニュ

￥3,820

ル・プティ・リオン 2015 ダニエル・リオン
シャルドネ ／ 辛口

ピノ・グリ レゼルヴ 2015 トリンバック
フランス、アルザス
ピノ・グリ ／ 辛口

￥4,760

アルザス・ブラン 2017 マルセル・ダイス
フランス、アルザス ／ 辛口

￥5,650

ピノ･ブラン＆リースリング＆ゲヴュルツトラミネール70%、ピノ･ノワール＆ピノ･グリ＆ミュスカ＆シルヴァネール30%

リースリング グラン・クリュ フランクシュタイン ドメーヌ・メルシオル
フランス、アルザス
リースリング ／ 辛口

￥5,940

リースリング グラン・クリュ ケフェルコプフ 2015 マルタン・シャッツェル
フランス、アルザス
リースリング ／ 辛口

￥6,140

ソーヴィニョン・ブラン セミヨン 2016 マーガレット・リバー カレン・ワインズ
オーストラリア、西オーストラリア州
ソーヴィニョン・ブラン、セミヨン ／ 辛口

￥6,360

ブルゴーニュ シャルドネ
フランス、ブルゴーニュ

￥6,380

2014

ドミニク・ローラン
シャルドネ ／ 辛口

カドナホワイトワイン【当店直輸入ワイン】

￥6,750

リースリング グラン・クリュ アイシュベルグ 2017 エミール・ベイエ
フランス、アルザス
リースリング ／ 辛口

￥7,280

ピノ・グリ キュヴェ・サント・カトリーヌ
フランス、アルザス
ピノ・グリ ／ 甘口

￥9,300

台湾、彰化縣二林鎮

『真香』20％、
『6230』40％、
『1312』40％ ／ やや辛口

2013 ドメーヌ・ヴァインバック

リースリング グラン・クリュ・ガイスベルグ 2009 トリンバック
フランス、アルザス
リースリング ／ 辛口

￥16,390

ブルゴーニュ・ブラン 2012 ルフレーヴ・エ・アソシエ
フランス、ブルゴーニュ
シャルドネ ／ 辛口

￥16,830

リネア ソーヴィニョン・ブラン クームスヴィル 2014 ファヴィア
￥29,700
アメリカ、ナパ・ヴァレー
ソーヴィニョン・ブラン 71%、ソーヴィニョン・ムスク 29% ／ 辛口
上海・廣東料理

http://www.chugoku-hanten.com/

クレジットカードは
￥3,000（税込）以上のお会計の際にご利用頂けます。

【 ワイン リスト 】
Red Wine / 紅葡萄酒

赤ワイン

ボトル

シャーロンジュウ レゼルブ 2013 寧夏ヤンヤン国際ワイナリー
￥4,090
中国、寧夏回族自治区
カベルネ・ガーニッシュ（蛇龍珠）
、カベルネ・ソーヴィニョン ／ ミディアム
ルージュ 2018 ラ・グランジュ・デ・ロンクル・シャルル
フランス、アルザス
ピノ・ノワール ／ ライトミディアム

￥4,760

「ディープ・ブルー」 2013 グレース・ヴィンヤード
￥7,300
中国、山西省
カベルネ・ソーヴィニョン 77%、メルロー13%、カベルネ・フラン 10% ／ フルボディ

ワインハンターレッドワイン【当店直輸入ワイン】
台湾、彰化縣二林鎮

￥7,520

ブラッククイーン ／ ミディアム

ダイアナ・マデリン 2017 マーガレット・リバー カレン・ワインズ
オーストラリア、西オーストラリア州

￥16,150

カベルネ・ソーヴィニヨン 93％、メルロー5％、マルベック 1％、プティ・ヴェルド 1％ ／ フルボディ

オーヴァチュア NV オーパス・ワン
アメリカ、ナパ・ヴァレー

￥45,550

カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、マルベック、プティ・ヴェルド ／ フルボディ

甘口デザートワイン

Dessert Wine / 甜葡萄酒

アランブル モスカテル・デ・セトゥーバル 2010 ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカ
ポルトガル／セトゥーバル
モスカテル（マスカット）

上海・廣東料理

http://www.chugoku-hanten.com/

ボトル

￥4,130

クレジットカードは
￥3,000（税込）以上のお会計の際にご利用頂けます。

