Eeer

ビール

600 yen

[330ml]
600
麦酒が 1986 年より醸造、出荷をしている
ピルスナースタイルの麦芽 100%ビール
ボディが軽めだがキレがよく、爽やかな香り

yen

[330ml]
880
前菜からメインまでどんな料理にも合い、
料理を邪魔しないのが、このビール
ぐびぐび喉に流し込む感覚で楽しめます

yen

[330ml]
880 yen
ベルギーの白ビールに青リンゴ果汁を加えたビール
白ビールの甘酸っぱさと青リンゴの味と香りで
ビックリするほどの美味しさに

880 yen

[330ml]

無濾過非加熱のフレッシュなホワイトエール
隠し味に山椒を少しだけ使用
金沢最古の宮石浦神社のキャラクター「きまちゃん」

880 yen
「金沢ゆず」をつかったクラフトビール「ゆずエール」が
フレーバー部門で金賞を受賞
ゆずとビール発酵時のエステルが華やかに薫る

[

550 yen

]

[

[

]

500 yen

500 yen

]

470 yen
(

)

Sour

サワー

サワー

550 yen

Cocktaiｌ

カクテル

650 yen

Non-A lcoholic Cocktails
ノンアルコールカクテル

550 yen

Soft Drink

ソフトドリンク

350 yen

Highball ハイボール
BLACK NIKKA
600 yen
CHIVAS REGAL

12
820 yen
900 yen

770yen

Shochu

焼酎

440 yen

440 yen

Sangria サングリア
650 yen

Plum Wine 梅酒
710 yen

Rice Wine

日本酒

820 yen

Spumantes
ピノ

スパークリングワイン

ロゼ
産地▶イタリア
品種▶ピノ・ビアンコ 70％ ピノ・ロゼ 30％
2 種の葡萄で造られる
ラズベリーやフランボワーズの香り

甘口

中口

辛口

200ml ボトル
約 2 杯分 1000 yen

カビッキオーリ・ランブルスコ・ロッソ・ドルチェ赤
産地▶イタリア エミリア・ロマーニャ
品種▶サラミーノ、ソルバーラ、グラスパロッサ、
フォルターナー、マルボジェンテーレ 等
いちごを連想させる甘い香り
微発泡で上品なワイン

グラス 550 yen
甘口

マスティオ

中口

辛口

デッラ ロッジア GC

ボトル 3200 yen
白

産地▶イタリア ヴェネト州
品種▶ガルガーネガ 100％
洋ナシ、青りんごや白い花を連想させる香り
ミネラル感たっぷりの爽やかな切れ味

グラス 700 yen
甘口

中口

辛口

ボトル 4100 yen

クレマン ド ブルゴーニュ C･シャルドネＮＶ/
レ･ヴィニュロン･ド･オート･ブルゴーニュ
産地▶フランス ブルゴーニュ
品種▶シャルドネ 100％
キメ細やかな泡とミネラル感たっぷりの豊かな味わい
クレマンは、並のシャンパーニュを超える品質

甘口

中口

辛口

ボトル 6000 yen

フランチャコルタ ブリュット
フランチェスコ･１ ＮＶ/ウベルティ
産地▶イタリア フランチャコルタ
品種▶シャルドネ ピノビアンコ ピノネロ
非常にリッチな果実と溶け込んだ泡は好相性
穏やかで柔らかなフランチャコルタ
(フランチャコルタは、イタリア版です)
甘口

中口

辛口

ボトル 7000 yen

ドラピエ

カルトブランシュＮＶ

産地▶フランス シャパーニュ
品種▶ピノ・ノワール７５％ ピノ・ムニエ１５％
シャルドネ１０％等
豊かできめ細かな泡立ち トロピカルフルーツの香り
ミネラル、りんごの密、ハチミツのニュアンス

甘口

中口

辛口

ボトル 9000 yen

ボランジェ･スペシャル･キュヴェ･ブリュットＮＶ
７５０ml
産地▶フランス シャンパーニュ
品種▶ピノ・ノワール６０％ シャルドネ２５％ ピノ・ムニエ１５％
トーストやビスケット、バター、
ジンジャーなど熟成した濃密の香り
うまみとコクと充実感があり、余韻も長いです

甘口

中口

辛口

ボトル 14500 yen

Vino Blanco
クマ オーガニック トロンテス
産地▶ アルゼンチン
品種▶トロンテス 100％
ジャスミンやオレンジピール、桃の香り
心地よい酸味を感じる
飲みやすいオーガニックワイ
甘口

中口

辛口

グラス 650 yen
ボトル 3100 yen

マタヒウィ マウント シーヴィニヨンブラン
産地▶ニュージーランド ワイララパ
品種▶ソーヴィニヨンブラン 100％
ライム、パッションフルーツのアロマ
爽やかなスタイリッシュの味わい
白い花のブーケを思わせる余韻
甘口

中口

辛口

グラス 650 yen
ボトル 3100 yen

スタンプジャンプ ライトリー
ウッディド シャルドネ
産地▶オーストラリア
品種▶シャルドネ 100％
桃やネクタリン、メロンと柑橘の香り
オークの香ばしさがほど良い重量感
スッキリとした酸が引き立てる
甘口

中口

辛口

グラス 650 yen
ボトル 3100 yen

グラスワインのワインのみデキャンタ出来ます
約 3 杯分でお得!!
もうちょっと飲みたい方には
ちょうどいい感じ♪

約 3 杯分

1800 yen

ソアーヴェ／ラ・カップチーナ
産地▶イタリア ヴェネト DOC
品種▶ガルガネーガ 100%
グレープフルーツのようなほろ苦さとスッキリとした酸味
スズランの花、白桃、ミネラルなど柔らかさと
清々さを伝える香り瑞々しい果実の香り

甘口

イル

ラ

中口

辛口

ボトル 4000 yen

フォルジュ シャルドネ(樽)

産地▶フランス ラングドック
品種▶シャルドネ 100%
厳選されたシャルドネ種を使用し、
新樽を含むオーク樽で熟成
エレガントでフルーティな風味まろやかな味わい

甘口

中口

辛口

ボトル 4000 yen

オルヴィエート・クラシコ・スペリオーレ DOCG
産地▶イタリア ウンブリア州
品種▶プロカニコ グレケット ヴェルデッロ ドゥルペッジョ等
熟した果実を思わせる歯切れの良いエレガントなアロマ
新鮮な魚介類や刺身にも相性が良い

甘口

中口

辛口

シャブリ”サント･クレール”/
ジャン マルク

ボトル 4200 yen

ブロカール

産地▶フランス ブルゴーニュ
品種▶シャルドネ 100%
バランス良くフレッシュで、心地よい酸と旨味
ミネラルが余韻をギュッと締めます

甘口

中口

辛口

ボトル 5000 yen

ロエロ・アルネイス/ブルーノ・ジャコーザ
産地▶イアリア ピエモンテ ＤＯＣＧ ロエロ アルネイス
品種▶アルネイス 100％
穏やかでやさしさのある心地良い酸味、
ミネラル感、キレがある柑橘系のしっかりしたワイン
甘口

中口

辛口

ボトル 5500 yen

サヴニエール・レ・ヴュー・クロ/
ニコラ・ジョリー［ビオワイン］
産地▶フランス ロワール
品種▶シュナン・ブラン
エレガントな酸が心地よく、アーモンドやナッツ
フレッシュフルーツの香り
生命力のあるワイン
甘口

クロ

中口

辛口

ボトル 6600 yen

フロリディーヌ
産地▶フランス ボルドー
品種▶セミヨン 44%、ソーヴィニョン ブラン 55%
白桃、レモン、グレープフルーツのアロマ
偉大な白ワインです
甘口

中口

辛口

ボトル 7200 yen

ユルツィガー・ヴュルツガルテン Ｑ (ハーフボトル)
産地▶ドイツ
品種▶リースリング
ユルツィヒのヴェルツガルデン(薬味の庭)
香り優しく、調和がとれている

甘口

中口

辛口

ハーフボトル 2000 yen

Vino Rosso
エスカル ピノ・ノワール
産地▶フランス ラングドック
品種▶ピノ・ノワール
ブラックチェリーやブラックベリーの豊かなアロマ
ふくよかな口当たりと心地よい余韻の残る果実味
ライト

ミティアム

フル

グラス 650 yen
ボトル 3100 yen

ベイラ ティント
産地▶ポルトガル DOP ベイラ インテリオール
品種▶ティンタロリス 75％ トゥリガナシオナル 25％
ポルトガルで最も標高が高い場所でつくるエレガントで
控えめなミネラルとフルーティーな香り
ベリー、スパイス、新鮮で、フルーティーな余韻
ライト

ミティアム

グラス 650 yen
ボトル 3100 yen

フル

ゼット ジンファンデル
産地▶イタリア プーリア
品種▶プリミティーボ 100％
チョコレートやカカオのノートを伴う独特のアロマ
口当たり滑らかで芳醇な味わい
ライト

ミティアム

グラス 650 yen
ボトル 3100 yen

フル

マックマニス ファミリーヴィンヤード
産地▶アメリカ カリフォルニア
品種▶カベルネ ソーヴィニヨン 75％ タナ 8％
ルビーカベルネ 7％ テロルデコ 7％ プティシラ―3％
樽塾で 6 ヶ月！
ブラックベリーのアロマとカシスの味わい
印象的でまろやかな香ばしさがあり、スッキリしてます
ライト

ミティアム

フル

グラス 650 yen
ボトル 3100 yen

グラスワインのワインのみデキャンタ出来ます
約 3 杯分でお得!!
もうちょっと飲みたい方には
ちょうどいい感じ♪

約 3 杯分

1800 yen

ジュンテロ・ムンド・ド・ジュンテロ［ビオワイン］
産地▶スペイン DO ラ マンチャ
品種▶テンプラニーリョ８５％、シラー１５％
熟したベリーの香りとパワーを感じさせる骨格がいい
バランスの良いワイン
太陽を浴びた果実のジューシーさを感じさせる
ライト

ミティアム

フル

ボトル 3850 yen

ドメーヌ オリオル モンミジャ シラー ラ シャぺル
［ビオワイン］
産地▶フランス ラングドック・ルーション
品種▶シラー グルナッシュ
赤い果実とスパイスが心地よく融合
エレガントでフレッシュで、タンニンもしっかり
ライト

ヴィニゥス

ミティアム

フル

ボトル 4300 yen

リザーヴ メルロー

産地▶フランス ラングドック・ルーション
品種▶メルロー
プラム、ブラックベリー、桑の実の香りに
トーストやコーヒーのニュアンス
エレガントで深みのある味わい
ライト

デコ ［ビオ

ミティアム

フル

ボトル 4300 yen

ナチュラル］

産地▶イタリア トスカーナ
品種▶カベルネ・ソーヴィニヨン 70％、メルロー30％
カシスリキュールや、珈琲なアロマ
ギュッと濃縮した甘みのある黒果実系の風味
ライト

ブランカイア

ミティアム

フル

ボトル 4400 yen

トレ

産地▶イタリア トスカーナ
品種▶サンジョヴェーゼ 80％ メルロー10％
カベルネ・ソーヴィニョン 10％
赤い果実を感じさせ、長い余韻
酸味とタンニンをしっかり楽しめるワイン
ライト

ミティアム

フル

ボトル 4900 yen

キャラモンテ フィルソアート
産地▶イタリア シチリア IGT
品種▶ネーロ・ダーヴォラ 100％
エレガントな口当たり、繊細なアロマ
土壌の性格がストレートに表現されたワイン
ライト

ミティアム

フル

ボトル 4900 yen

コート･ド･ニュイ･ヴィラージ/ショーヴネ･ショパン
産地▶フランス ブルゴーニュ
品種▶ピノ・ノワール
瑞々しい果実の風味を満喫できる艶やかな味わい
タンニン、酸等がしっかりと保たれていて

ライト

ミティアム

ボトル 7150 yen

フル

ソーミュール・シャンピニー

レ・ロッシュ

産地▶フランス ロワール AOC
ソーミュール・シャンピニー
品種▶カベルネ・フラン 100％
赤系果実の香り、洗練された酸味、滑らかな質感
カベルネフランの程好い青さが楽しめます
ライト

ミティアム

ボトル 6150 yen

フル

ロッソ・デル・ソプラー/パラーリ
産地▶イタリア シチリア ＩＧＴ
品種▶ネレッロ･マスカレーゼ 60%、
ネレッロ･カプッチョ 20%、ノチェーラ 15%等
テロワールとミクロリマを感じさせる
『ファーロ』より果実味が前面に出て、若くして楽しめる
ライト

ミティアム

フル

ボトル 7150 yen

モンチュス/アランブリュモン
産地▶フランス ＡＣ マディラン
品種▶タナトゥ 80％、カベルネ・ソーヴィニヨン 20％
非常に濃厚で力に満ち、ブラックベリー、
プラムの凝縮感にスパイスが広がる
緻密で芳醇なタンニンが、上品に感じる
ライト

ミティアム

フル

ボトル 7300 yen

シャトー・パヴェイュ・ド・リューズ
産地▶フランス ボルドー AOC マルゴー
品種▶カベルネ・ソーヴィニヨン メルロー カベルネ・フラン
AC マルゴーならではの繊細で優しい味わいに、
よく熟した果実に由来する
のびやかな酸味ときめ細かなタンニン
ライト

ミティアム

フル

ボトル 7800 yen

バルバレスコ /ラ・カ・ノーヴァ・ロッカ
産地▶イタリア ピエモンテ DOCG
品種▶ネビオーロ 100%
伝統的な長期熟成を行い、
自然のままで造られる珍しい一品
優美な香りとふくよかでエレガントな味わい
ライト

ミティアム

フル

ボトル 8600 yen

ジュヴレ･シャンベルタン/
ドメーヌ･ティエリー･モルテ
産地▶フランス ブルゴーニュ
品種▶ピノ・ノワール
タンニンと酸が支えるというしっかりとした構造
滑らかさとエレガントさを感じる逸品
ライト

ミティアム

フル

ボトル 9400 yen

バローロ/ヴァイラ アルベ
産地▶イタリア ピエモンテ DOCG
品種▶ネッビオーロ 100%
ルビーの色調にバラの花やプラム、スパイスの香り
果実のピュアで精徴な味わいが見事

ボトル 11000 yen
ライト

ミティアム

フル

レ・パゴト・ド・コス
産地▶フランス ボルドー
品種▶カベルネソーヴィニヨン メルロー
サンテステーフの重い粘土質の土壌に由来する力強い
ボディと華やかな果実味
スパイシーな風味がバランス良く取れたワイン
ライト

シャトー

ミティアム

フル

ボトル 12000 yen

ラグランジュ

産地▶フランス ボルドー
品種▶カベルネ・ソーヴィニヨン メルロー プティヴェルド
黒系果実やスパイス、程良い樽の香りが優美に溶け込み
タンニンと酸味の調和が見事に取れた味わい
ライト

ミティアム

フル

ボトル 16000 yen

