Vini Biachi
Bertani Soave Sereole

ソアーヴェ “セレオーレ”
ヴェネト産 / やや辛口

〔ブドウ品種〕 ガルガーネガ種

単一畑 “セレオーレ” の厳選された完熟ブドウから造られるます。
熟した甘い果実の香りが豊かに広がり、
まろやかでバランスのとれた白ワインです。

￥4,600
Casal di Serra Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore

“カサル ・ ディ ・ セッラ” ・ ヴェルディッキオ
マルケ産 / 辛口

〔ブドウ品種〕 ヴェルディッキオ種

フレッシュで華やかなブーケがあり、
フルーツやアーモンドが感じられる凝縮した味わいです。

￥4,600
Pinot Grigio Collio

ピノグリージオ ・ コッリオ
フリウリ ・ ヴェネツィア ・ ジューリア産 / やや辛口

〔ブドウ品種〕 ピノ ・ グリージオ種

ソフトでありながらしっかりとした構成を感じる、 バランスのとれた味わいの
白ワインです。 後味は熟した洋ナシが感じられます。

￥4,600
Ca Brione Terrazze Retiche di Sondrio

“カ ・ ブリオーネ” テッラッツェ ・ レティケ ・ ディ ・ ソンドリオ
ロンバルディア産 / やや辛口

〔ブドウ品種〕 ソーヴィニョン、 シャルドネ、 キアヴェンナスカ種

なめらかで骨格のしっかりとしたエレガントな風味と
トロピカルフルーツやスパイスの心地良い余韻が広がる白ワインです。
凝縮感や厚みのある味わいとボディを持ちあわせたエレガントな風味が特徴です。

￥6,200

Fontana Candida Santa Teresa Frascati Superiore

“サンタテレーザ” フラスカーティ ・ セッコ
ラツィオ産 / やや辛口

〔ブドウ品種〕 マルヴァジーア、 トレッビアーノ、 グレコ種

まろやかな味わいとフレッシュな酸味が調和し、 豊かな果実味のある、
バランスのよい白ワインです。

￥3,300
Star Insolia & Chardonnay

スター インツォリア＆シャルドネ
シチリア産 / やや辛口

〔ブドウ品種〕 インツォリア、 シャルドネ種

濃厚なフルーツ、 柑橘類の豊かな香り。
フルーティで生き生きとした味わいで、 前菜や魚介類との相性が抜群です。

￥4,200
Chara Chardonnay Salento

チャラ シャルドネ ・ サレント
プーリア産 / 辛口

〔ブドウ品種〕 シャルドネ種

かすかにバニラを思わせる魅力的な香りがあり、
なめらかで厚みのある味わいの白ワインです。

￥3,800

Vini Rossi
San Lorenzo Rosso Conero

サン ・ ロレンツォ ロッソ ・ コーネロ
マルケ産 / やや辛口 〔ブドウ品種〕 モンテプルチアーノ種

チェリーなどの甘いフルーツの香りに豊かな果実味、
なめらかなタンニンの調和がとれた味わいが特徴の赤ワインです。

￥4,200
Feudo Monaci Feudo Monaci Primitivo Salento

" フェウド ・ モナチ " プリミティーヴォ ・ サレント ・ ロッソ
プーリア産 / やや辛口

〔ブドウ品種〕 プリミティーヴォ種

早朝摘まれたブドウから造られるプーリア州を代表する赤ワイン。
生き生きとした深い色合い。 心地よい香りと味わいが印象的な、
バランスの素晴らしいワインです。

￥3,300
Terrarossa Chianti Classico Riserva

“テッラロッサ” キアンティ ・ クラッシコ ・ Rv
トスカーナ産 / 辛口 〔ブドウ品種〕 サンジョヴェーゼ、 メルロー、 カベルネ ・ ソーヴィニョン種

ラズベリーやスミレ、 アイリスなどの濃密な香りの中にスパイスや焦がした
アーモンドを感じます。 バランスがよくしっかりとした味わいの赤ワインです。

￥4,600
Re Manfredi Aglianico del Vulture

“レ ・ マンフレディ” アリアニコ ・ デル ・ ヴルトゥレ
バジリカータ産 / 辛口

〔ブドウ品種〕 アリアニコ種

濃いルビー色とチェリーやハーブ、 バニラなどの広がりのある
複雑な香りが印象的です。
個性的で力強く、 かつ、 エレガントな味わいをお楽しみください。

￥5,200

MOON Nero d'Avola & Merlot

ムーン ネーロ ・ ダーヴォラ＆メルロー
シチリア産 / やや辛口

〔ブドウ品種〕 ネーロ ・ ダーヴォラ、 メルロー種

ブラックチェリーを思わせる重厚な味わいでしっかりした骨格があり、
アロマが長く続く赤ワインです。

￥4,200
"Feudo Monaci" Salice Salentino

" フェウド ・ モナチ " サリチェ ・ サレンティーノ
プーリア産 / やや辛口

〔ブドウ品種〕 ネグロアマーロ , マルヴァジーア ・ ネーラ種

ルビー色、 エーテル香のある力強い香り、
なめらかでバランスがとれた味わいが特徴です。

￥3,800

Vini Rossi
Fontanafredda Barolo

バローロ
ピエモンテ産 / 辛口

〔ブドウ品種〕ネッビオーロ種

奥ゆかしい味わいと、 大樽熟成らしい、
おおらかさと慎しやかな印象を兼ね備えた 1 本です。

￥7,200
Sanct Valentin Pinot Nero

“ サンクト・ヴァレンティン ” ピノ・ネーロ
トレンティーノ・アルト・アディジェ産 / 辛口

〔ブドウ品種〕ピノ・ネーロ種

ピノ・ネーロの力強さを、ダイレクトに表現したワイン。
その品質を最大限に引き出すために、バリック（小樽）で熟成を
行っています。複雑で広がりのあるフルーティで、
エレガントな味わいの赤ワイン。長期熟成に絶えうる逸品です。

￥8,300
Bertani Amarone della Valpolicella Classico

アマローネ
ヴェネト産 / 辛口 〔ブドウ品種〕コルヴィーナ・ヴェロネーゼ、ロンディネッラ種

ぶどうを陰干しして造られる、イタリアを代表とする赤ワインの１つで
す。深いザクロ色にビター ･ アーモンドやクルミ、木イチゴ、
バラの花などの芳醇な香り。味わいはごく辛口でかつまろやかな、
“ メディテーション ･ ワイン ” です。

￥15,400

Liquori
自家製リモンチェッロ
ハングリータイガー自家製のリモンチェッロです。
レモンの皮をリキュールに浸し、 時間をかけて作りました。
レモンの爽やかな味わいと甘味をお楽しみください。

￥720

ラ ・ ルーナ
←まずは、 ご覧ください。
5L のボトルに入ったグラッパです。
プロセッコを使用したグラッパは食後にスッキリとした
心地良さを感じられます。

￥720

