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Insalata
Sparkling
Wine

̶ スパークリングワイン ̶

ハウメセラ・グラン・リベンザ ブリュット（スペイン）辛口
Haumesera Gran Libenza Brut (Spain)

グラス
ボトル

¥700（+税）
¥3,000（+税）

Glass ¥700（+tax）
Bottle ¥3,000（+tax）

スペインの大人気ワイナリー（ハウス・セラ）が贈る
厳選素材を使用したスパークリングワインです。

デボルトリ・ロリマー ロゼ（オーストラリア）やや辛口
De Volturi Lorimer Rosé (Australia)

ボトル

¥3,000（+税）

Bottle ¥3,000（+tax）

イタリアからオーストラリアに移住したデボルトリ氏が
創立したワイナリーが贈るスパークリングワイン。
チェリーのような風味と繊細な泡立ち、
クリーミーな口当たりをお試しください。

カンティーネ・レジェ・プロセッコ・エキストラドライ（イタリア）辛口
Cantine Leger Prosecco Extra Dry (Italy)

ボトル

¥4,000（+税）

Bottle ¥4,000（+tax）

イタリアを代表するスパークリングワインの一つとして
いま、世界で最も注目されている銘柄。
スッキリとしたクリアな
味のスパークリングワインです。

フェリスタス スパークリングゴールド（ドイツ）辛口
Ferristus Sparkling Gold (Germany)

ボトル

¥5,000（+税）

Bottle ¥5,000（+tax）

フェリスタスはラテン語で幸福の意。
ドイツでは黄金を
飲むことは健康に良いとされています。22カラットの金箔が
入った辛口スパークリング。お祝い、特別なお席に・
・
・。

本日のおすすめスパークリングワイン
Today's Favorite Sparkling Wine

ボトル

¥3,500〜（+税）

Bottle ¥3,500〜（+tax）

※内容はスタッフにおたずねください。
Please ask our staff about the contents.

InsalataWine
Red

̶ 赤ワイン ̶

コセチャ（チリ） ミディアム 品種：カベルネ
Cosecha (Chile)

グラス
ボトル

Medium / Grape Varietal: Cabernet

¥700（+税）
¥2,000（+税）

Glass ¥700（+tax）
Bottle ¥2,000（+tax）

チリで130年の歴史を持つワイナリーがリーズナブルでハイクオリティなワインを実現しました。

パレサ ピノタージュ（南アフリカ） ミディアム 品種：ピノタージュ
Palesa Pinotage (South Africa)

ボトル

¥3,000（+税）

Medium / Grape Varietal: Pinotage

Bottle ¥3,000（+tax）

南アフリカの新鋭ワイナリーが丹精込めて丁寧に作り上げたワインです。
濃厚で芳醇なピノタージュの風味をお楽しみください。

ラスエルマーナス オーガニック（スペイン） ミディアム 品種：モナストレル
Las Ermanas Organic (Spain)

ボトル

¥4,000（+税）

Medium / Grape Varietal: Monastrel

Bottle ¥4,000（+tax）

スペインを代表するオーガニックワイン。
このワインは戦時中、
オーナーが出征中に両親の世話をする姉妹に敬意を表して作られました。
フルボディに近い力強さとなめらかさが特徴です。

ムーラン・ディッサン 2014（フランス） フルボディ
品種：メルロー90％、
ソービニョン10％
Moulin d'Issan 2014 (France) Full-Bodied
Grape Varietal: 90% Merlot, 10% Sauvignon

ボトル

¥5,000（+税）

Bottle ¥5,000（+tax）

ハプスブルク帝国最後の皇帝ヨーゼフが最も好んだというシャトーディッサンのボルドーワイン。
フランスでスーパーボルドーと称されるシャトーディッサンのまろやかで濃厚な風味をご堪能ください。

本日のおすすめ赤ワイン
Today's Red Wine

ボトル

¥3,500〜（+税）

Bottle ¥3,500〜（+tax）

※内容はスタッフにおたずねください。
Please ask our staff about the contents.

Insalata Wine
White

̶ 白ワイン ̶

コセチャ（チリ） 辛口
Cosecha (Chile)

グラス
ボトル

Dry

¥700（+税）
¥2,000（+税）

品種：シャルドネ

Grape Varietal: Chardonnay

Glass ¥700（+tax）
Bottle ¥2,000（+tax）

チリで130年の歴史を持つワイナリーがリーズナブルでハイクオリティを実現。
力強さと果実味が両立しバランスが良いワインです。

パレサ・シュナンブラン（南アフリカ） 辛口
Palesa Chenin Blanc (South Africa)

ボトル

¥3,000（+税）

Dry

品種：シュナンブラン

Grape Varietal: Chenin Blanc

Bottle ¥3,000（+tax）

南アフリカの新鋭ワイナリーが丹精を込めて丁寧に作り上げたワインです。
ハーブのような風味とキレのある酸味が特徴的です。

ラス・エルマーナスオーガニック ブラン（スペイン） 辛口
品種：マカベオ50％ ソービニョンブラン50％
Las Hermanas Organic Blanc (Spain) Dry
Grape Varietal: 50% Macabeo, 50% Sauvignon Blanc

ボトル

¥4,000（+税）

Bottle ¥4,000（+tax）

スペインを代表するオーガニックワイン。南国フルーツのような
新鮮さとフルーティーな味わいです。

シャブリ・サントクレール2018（フランス） 辛口
Chablis Sainte-Claire 2018 (France)

ボトル

¥5,000（+税）

Dry

品種：シャルドネ

Grape Varietal: Chardonnay

Bottle ¥5,000（+tax）

フランス白ワインを代表するシャブリ。
ブルゴーニュ地方最大の農園で栽培されたシャルドネを使用。
まずはアプリコットとミネラルの純粋な風味を感じ、時間がたつにつれて柑橘系の香りが開いてきます。

本日のおすすめ白ワイン
Today's White Wine

ボトル

¥3,500〜（+税）

Bottle ¥3,500〜（+tax）

※内容はスタッフにおたずねください。
Please ask our staff about the contents.

