
Wine＆Sake ペアリング
お食事に合わせて 4種類　3,000 円（税別）
お食事に合わせて 5種類　3,800 円（税別）

H×M 季節のお勧め 飲み頃ワイン
Champagne & Sparkling シャンパーニュ &スパークリング

NV ニコラ・フランソワ ﾌﾞﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ　ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｷｭﾍﾞ･ﾃﾞﾘｽ  ｳﾞｧﾙ･ﾄﾞ･ﾛﾜｰﾙ ¥4,500 
NV クレマンド・ブルゴーニュ シモネ・フェーブル ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥4,500 
NV クレマン・ダルザス ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾒﾙｼｵｰﾙ ｱﾙｻﾞｽ ¥4,500 
NV ブルエット　プレステージロゼ  ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ¥4,500 
NV ポル ジェセ　ブリュット  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥7,500 
NV キャティア ブリュット  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥7,500 
NV ポール・グール ブリュット レゼルヴ  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥7,500 
NV バロン・アルベール ブリュット キュベ・パーティ キュリ  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥7,500 
NV ドラモット ブリュット  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥10,650 
NV ジャーマル ヴォリュプテ ブリュット  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥9,000 
NV ドノン レ・コルト・ノワール  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥9,600 
NV ジョゼ・ミッシェル　ブリュット トラディッション  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥10,500 
NV ペウシモネ ﾌｧｽ ﾉｰﾙ ブリュット グランクリュ  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥10,500 
NV テタンジェ　ブリュット　レゼルヴ  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥13,800 
NV アンリオ ブリュット ｽｰｳﾞｪﾗﾝ  ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ¥11,000 
NV ｷｻﾞﾝｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ　ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙﾌﾞﾘｭｯﾄ 機山洋酒工業 山梨 ¥8,650 
2015 あわここ ｺｺﾌｧｰﾑﾜｲﾅﾘｰ 栃木 ¥4,500 
2013 エチュード　スパークリング ルバイヤート 山梨 ¥7,560 
2012 安心院スパークリング 安心院葡萄酒工房 大分 ¥8,950 
2012 北ののぼ ｺｺﾌｧｰﾑﾜｲﾅﾘｰ 栃木 ¥14,000 
Vin blanc 白ワイン

2014 ヴァルモン d.A ワイナリー ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ¥3,500 
2014 シャルドネ ｳﾞｫｰｸﾘｭｰｽﾞ ｳﾞｪﾙｼﾞｪ･ﾃﾞｭ･ｽｯﾄﾞ ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ¥3,850 
2014 ｳﾞｪﾙｼﾞｪ･ﾃﾞｭ・ｽｯﾄﾞ シャルドネ ﾒｿﾞﾝ･ｳﾞｪﾙｼﾞｪ ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ¥3,950 
2014 ﾐｭｽｶﾃﾞｾｰﾌﾞﾙ･ｴ･ﾒｰｽ･ｼｭｰﾙﾘｰ ﾎﾟﾜﾛﾝ･ﾀﾞﾊﾞﾝ ｳﾞｧﾙ･ﾄﾞ･ﾛﾜｰﾙ ¥3,950 
2014 コート・デ・ローヌ ブラン ﾄﾞﾒｰﾇ･ｻﾝﾋﾟｴｰﾙ ｺｰﾄ･ﾃﾞｭ･ﾛｰﾇ ¥4,500 
2014 ソミュール ブラン ﾗﾝｸﾞﾛｱ･ｼｬﾄｰ ｳﾞｧﾙ･ﾄﾞ･ﾛﾜｰﾙ ¥4,200 
2014 サン ブリ  ｳｨﾘｱﾑ･ﾌｪｰﾌﾞﾙ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥4,680 
2013 シャトー デュカス ブラン ｸﾞﾗｰｳﾞ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ¥4,450 
2013 ブルゴーニュ シャルドネ ﾐｯｼｪﾙ･ﾉｴﾗ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥5,500 
2013 サン・ヴェラン クラシック ｼｬﾄｰ･ﾄﾞ･ﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾙ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥5,680 
2012 レ･プランス ピノ･ブラン ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｭ ｱﾙｻﾞｽ ¥4,500 
2012 ブランド・ブランク ﾎﾟｰﾙ・ﾌﾞﾗﾝｸ ｱﾙｻﾞｽ ¥3,850 
2012 ムルソー クロ･デュ･ミュルージュ ｱﾙﾍﾞｰﾙ･ｸﾞﾘｳﾞｫｰ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥14,580 
2012 ゲヴェルツトラミネール レオン・ベイエ ｱﾙｻﾞｽ ¥5,500 
2010 オート・コート・ド・ボーヌ ジャイエ・ジル ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥7,000 
2015 ケルナー 山崎ワイン 北海道 ¥6,250 
2015 シャルドネ 山崎ワイン 北海道 ¥7,150 
2015 甲州遅摘み イケダワイナリー 山梨 ¥3,950 
2015 無原罪の聖母 シャトー・ジュン 山梨 ¥3,850 
2015 重川　甲州 塩山洋酒 山梨 ¥4,300 
2015 クレマチス 橙 四恩ワイン 山梨 ¥4,500 
2015 アルバリーニョ ｶｰｳﾞ･ﾄﾞｯﾁ 新潟 ¥9,950 
2014 ソル オリエンス 甲州 くらむぼんワイン 山梨 ¥6,500 
2014 リースリングﾌｫﾙﾃ＆リースリングﾘｵﾝ　 朝日町ワイン 山形 ¥4,050 
2014 菊鹿シャルドネ樽熟成 熊本ワイン 熊本 ¥7,800 
2013 鶴沼ゲヴェルツトラミネール 北海道ワイン 北海道 ¥7,550 
2013 キザンセレクション　シャルドネ 機山洋酒工業 山梨 ¥4,800 
2013 ヴィノダ万力　デラウェア 金井醸造場 山梨 ¥4,950 
2013 甲州　金ちゃ色 金井醸造場 山梨 ¥5,600 
2013 ソーヴィニヨン・ブラン 敷島ワイン 山梨 ¥6,150 
Vin rosé ロゼワイン

2014 ロゼ・ア・ラ・ローズ ﾌｧﾐｰﾕ・ｽﾒｰﾙ ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ¥4,900 
Vin rouge 赤ワイン

2014 カベルネ・ソーヴィニヨン ｼﾞｬﾝ･ﾊﾞﾙﾓﾝ 南仏 ¥3,800 
2013 シノン ﾚ･ｸﾞﾗｳﾞｨｴｰﾙ ｸｰﾘｰ･ﾃﾞｭﾃｲｭ ｳﾞｧﾙ･ﾄﾞ･ﾛﾜｰﾙ ¥4,200 
2013 ｸﾛｰｽﾞｴﾙﾐﾀｰｼﾞｭ ﾚ･ﾌｪﾌﾞﾘｭｰﾇ ｼﾞｬﾝ･ﾘｭｯｸ･ｺﾛﾝﾎﾞ ｺｰﾄ･ﾃﾞｭ･ﾛｰﾇ ¥6,750 
2013 ペルナン・ヴェルジュレス ﾃﾞｭﾌﾞﾙｲﾕ・ﾌｫﾝﾃｰﾇ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥8,000 
2012 シャトー･カントメルル ｵｰ･ﾒﾄﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ¥9,000 
2012 サヴィニー･レ･ボーヌ ﾐｯｼｪﾙ･ﾉｴﾗ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥9,450 
2012 ブルゴーニュ・ガメイ ｼｬﾄｰ･ﾃﾞｼﾞｬｯｸ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥4,620 
2012 ニュイ・サン・ジョルジュ ヌメロアン ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾛｰﾗﾝ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥13,000 
2011 ﾚ･ﾄｩｰﾚﾙ･ﾄﾞ･ﾛﾝｸﾞｳﾞｨﾙ ﾎﾟｲﾔｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ¥14,850 
2011 マランジェ ｼｭｰﾙ･ﾙ･ｼｪｰﾇ ﾄﾞﾒｰﾇ･ｼｭｳﾞﾛ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥7,000 
2010 クローズ・エルミタージュ  E.ｷﾞｶﾞﾙ ｺｰﾄ･ﾃﾞｭ･ﾛｰﾇ ¥5,800 
2010 カレシュ・ド・ラネッサン ｵｰ･ﾒﾄﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ¥5,080 
2009 トゥーレーヌ ルージュ ｷｭｳﾞｪ邦子 ﾎﾞｱﾙｶ ｳﾞｧﾙ･ﾄﾞ･ﾛﾜｰﾙ ¥7,850 
2008 シャトー パヴィヨン・フィジャック ｻﾝﾃﾐﾘｵﾝ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ¥9,800 
2007 シャトー オルム・ド・ペズ ｻﾝﾃｽﾃﾌ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ¥5,850 
2007 エシェゾー ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾘﾖﾝ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥18,000 
2003 ブルゴーニュ ルージュ ﾒｿﾞﾝ･ﾙﾛﾜ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ¥11,000 
2015 ツヴァイゲルトレーベ 山崎ワイナリー 北海道 ¥5,800 
2015 メルロー 山崎ワイナリー 北海道 ¥7,150 
2015 ピノ・ノワール 山崎ワイナリー 北海道 ¥8,100 
2014 朝日町無濾過秘蔵赤 朝日町ワイン 山形 ¥4,500 
2014 セレクト赤 イケダワイナリー 山梨 ¥4,750 
2013 メルロー＆シラー 樽熟成 オリファンワイン 山梨 ¥4,350 
2013 カベルネ・ソーヴィニヨン七俵地畑収穫 くらむぼんワイン 山梨 ¥10,800 
2013 キザン赤 機山洋酒工業 山梨 ¥4,000 
2012 風のルージュ ｺｺ･ﾌｧｰﾑ･ﾜｲﾅﾘｰ 栃木 ¥6,350 
2012 シャトージュン ルージュ ｼｬﾄｰ･ｼﾞｭﾝ 山梨 ¥6,000 
2012 陽はまた昇る ｺｺ･ﾌｧｰﾑ･ﾜｲﾅﾘｰ 栃木 ¥7,280 
2011 ｳﾞｨﾆｭﾛﾝｽﾞﾘｻﾞｰﾌﾞメルロー ｳﾞｨﾗﾃﾞｽﾄﾜｲﾘｰ 長野 ¥10,300 
2009 キザン ｱｰﾄﾗﾍﾞﾙ　ﾌﾞﾗｯｸｸｲｰﾝ 機山洋酒工業 山梨 ¥5,480 


