
TAPAS

本日のタパス

クラテッロとブッラータチーズ（生クリームを練り込んだモッツァレラ）

鳥取産 大山鶏白レバーのペースト

生ハムと燻製卵のポテトサラダ

広島産 牡蠣のジェノベーゼバター

赤エビのアヒージョ

宮崎産 都萬牛スネ肉の白ワイン煮込み

バルセロナオムレツ

鹿児島産 ヤリイカのカラマリフリット

スパイシーナチョスポテト

生ハムのグラタンコロッケ -フリッタティーナ-

自家製フライドチキン

ask

1,960

750

750

970

860

1,410

970

860

970

2個 860

750

Today’s tapas

Cratello and burrata cheese

Daisen chicken (Tottori) liver pâté

Prosciutto and smoked egg potato salad

Oysters (Hiroshima) genovese butter

Red shrimp ajillo

Stewed toman beef shank (Miyazaki)  in white wine

Spanish tortilla

Fried calamari (Kagoshima)

Spicy nachos potato

Raw ham cream croquette -frittatina-

Homemade fried chicken

CEVICHE 

三重県産 真タコのセビーチェ

あさりと天然カンパチのセビーチェ    岩のりビネグレット

ホタテと炭火焼き野菜のセビーチェ

720

750

860

Octopus (Mie) ceviche

Clams and yellowtail ceviche with seaweed vinaigrette

Scallop and grilled vegetables ceviche 

南米、ペルーで生まれた「セビーチェ」とは、魚介類に玉ねぎやトマトなどの
野菜と調味料を入れ、マリネしたシンプルな料理です。タコやえび、和の食材
などと合わせたMORETHANオリジナルの逸品です。

Ceviche, a simple yet powerful dish from Peru, combines marinated fish or seafood with vegetables 
and seasonings such as onions or tomatoes. MORETHAN pairs these ancient South American 
methods with Japanese flavours to make it original and unmissable.

セビーチェ3種盛り
Three kinds of ceviche

1,680~(2~3人前)

DOLCE

640

Today’s gelato from rex very 
レックスベリー社の
本日のジェラート

640
Rich panna cotta
濃厚パンナコッタ

Basque cheese cake
served with guérande salt

860
バスク風チーズケーキ
ゲランドの塩を添えて

Claim d'Ange
with strawberry and dill confiture 
クレームダンジュ
イチゴとディルのコンフィチュール

750

Homemade tiramisu
自家製ティラミス 750

Raw gateau chocolate
生ガトーショコラ 750

Facon’s affogato
Facon’s アフォガード 640

SALAD

広島産 梶谷農園のハーブと旬の野菜 サラダ仕立て

クラシックシーザーサラダ

季節のフルーツとゴルゴンゾーラのサラダ

静岡 長谷川農園産のマッシュルームと
きのこの温かいサラダ

Seasonal vegetables (Hiroshima) and kajiya farm’s herb salad

Classic caesar salad

Seasonal fruits and gorgonzola salad

Hasegawa farm’s (Shizuoka) mushrooms warm salad

S

S

750

860

1,080

L

L

L

1,480

970

1,080

1,410S

SIDE OF WINE

640

2,050

530

640

自家製のオリーブ

ヴィアザビオのオーガニックチーズの盛り合わせ

自家製レーズンバター

フレンチフライ

Homemade olives

Assorted cheese from ‘Via The Bio’

Homemade raisin butter

French fries

SALUMERIA

擦りたての生ハムとサラミの盛り合わせ

ルリアーノ社のクラテッロづくし

パルマ産 24ヶ月熟成のプロシュート

コッパ ディ パルマ

イベリコ豚のサルシチョン 6ヶ月熟成

イベリコ豚のチョリソー 6ヶ月熟成

パンチェッタ

カモの生ハム

Freshly sliced assorted salami and cured ham

Lulliano's cratello

24-month aged prosciutto

Coppa Di Parma

Salchichón ibérico, aged for six months

Chorizo ibérico, aged for six months

Pancetta

Cured duck ham

S  1,320  L  2,040

2,040

1,850

710

750

750

710

770

窯焼きフォカッチャ  530
Pizza oven baked focaccia

JOSPER GRILL

S 1,260   L 1,800旬のグリル野菜盛り合わせ
Assorted seasonal vegetable grill

<VEGETABLES>

Today's fresh fish Acqua pazza
ask本日の鮮魚のアクアパッツァ

<FISH>

<MEAT>

2,590

2,920

3,800

4,620

6,050

広島熟成鶏 骨付きもも

秋田産 八幡平ポーク ロース

岩手産 石黒農場のホロホロ鶏

宮崎産 都萬牛 内もも

加藤精肉店の山形牛 ランプ

Hiroshima aged chicken - thigh (bone-in)

Hachimantai pork (Akita) - loin

Guinea fowl (Iwate)

Toman beef (Miyazaki) - top round

Yamagata beef - rump

250g

200g

200g

200g

本日のジョスパーグリル

Today’s josper grill
ask

PASTA

イベリコ豚とポルチーニのラグー:タリアテッレ 1,850
Iberico pork and porcini ragu sauce :Tagliatelle

魚介のペスカトーレ:リングイーネ 2,180
Pescatore :Linguine

クラシックカルボナーラ:スパゲッティーニ 1,380
Carbonara :Spaghettini

ウニと広島県産ほうれん草のクリームソース
:スパゲッティーニ

1,980
Sea urchin and spinach (Hiroshima) in cream sauce :Spaghettini

静岡産 長谷川農園のマッシュルームと国産牛のボロネーゼ
:タリアテッレ

1,680

Bolognese with hasegawa farm’s mushroom (Shizuoka)
:Tagliatelle

広島産 牡蠣とパンチェッタのペペロンチーノ
:スパゲッティーニ

1,450

Oysters (Hiroshima) and pancetta peperoncino
 :Spaghettini

本日のパスタ ask
Today’s pasta



表示価格はすべて税込み価格です

Tax included.

CAFE   RESTAURANT  BAR

PIZZA

[BIANCA]

2,480

1,850

1,960

2,040

2,150

2,150

ビスマルク

マイス

フンギ

モンテローザ

クワトロフォルマッジ

アンティキサポーリ

Bismarck

Mais

Funghi

Monte Rosa

Quattro Formaggi 

Antichi Sapori

生ハム、半熟卵、モッツァレラ、グラナパダーノ

スイートコーン、イタリア産ハム、生クリーム、バジル、モッツァレラ

4種キノコ、イタリア産ハム、生クリーム、モッツァレラ、バジル

リコッタ、ミラノサラミ、セミドライトマト、バジル、モッツァレラ

リコッタ、ゴルゴンゾーラ、グラナパダーノ、モッツァレラ

イタリア産ハム 、チェリートマト 、ルッコラ、 燻製モッツァレラ

Prosciutto, soft boiled egg, mozzarella, grana padano

Sweet corn, italian ham, cream, basil, mozzarella

Mixed mushrooms, italian ham, cream, mozzarella, basil

Ricotta, milano salami, semi-dried tomato, basil, mozzarella

Ricotta, gorgonzola, grana padano, mozzarella

Italian ham, cherry tomatoes, arugula, smoked mozzarella

[ROSSA]

1,080

1,740

1,520

1,740

1,850

1,960

マリナーラ

チチニエッリ

シチリアーナ

マルゲリータ

ロマーナ

ペパロニ

Marinara

Cicenielli

Siciliana

Margherita

Romana

Pepperoni

トマトソース、オレガノ、にんにく、バジル

トマトソース、オレガノ、にんにく、チェリートマト、篠島産しらす

トマトソース、オレガノ、にんにく、アンチョビ、ケイパー、オリーブ、 バジル

トマトソース、バジル、モッツァレラ

トマトソース、オレガノ、 アンチョビ、バジル、モッツァレラ

トマトソース、 ペパロニサラミ、オニオン、バジル、 モッツァレラ

Tomato sauce, oregano, garlic, basil

Tomato sauce, oregano, garlic, cherry tomato, whitebait

Tomato sauce, oregano, garlic, anchovy, capers, olives, basil

Tomato sauce, basil, mozzarella

Tomato sauce, oregano, anchovy, basil, mozzarella

Tomato sauce, pepperoni salami, onion, basil, mozzarella

本日のピッツァ  ask
Today’s pizza



TAPAS

本日のタパス

クラテッロとブッラータチーズ（生クリームを練り込んだモッツァレラ）

生ハムと燻製卵のポテトサラダ

赤エビのアヒージョ

広島産 牡蠣のジェノベーゼバター

生ハムのグラタンコロッケ -フリッタティーナ-

鹿児島産 ヤリイカのカラマリフリット

自家製フライドチキン

スパイシーナチョスポテト

ask

1,960

750

860

970

2個 860

860

750

970

Today’s tapas

Cratello and burrata cheese

Prosciutto and smoked egg potato salad

Red shrimp ajillo

Oysters (Hiroshima) genovese butter

Raw ham cream croquette -frittatina-

Fried calamari (Kagoshima)

Homemade fried chicken

Spicy nachos potato

SALUMERIA

擦りたての生ハムとサラミの盛り合わせ

ルリアーノ社のクラテッロづくし

パルマ産 24ヶ月熟成のプロシュート

コッパ ディ パルマ

イベリコ豚のサルシチョン 6ヶ月熟成

イベリコ豚のチョリソー 6ヶ月熟成

パンチェッタ

カモの生ハム

Freshly sliced assorted salami and cured ham

Lulliano's cratello

24-month aged prosciutto

Coppa Di Parma

Salchichón ibérico, aged for six months

Chorizo ibérico, aged for six months

Pancetta

Cured duck ham

S  1,320  L  2,040

2,040

1,850

710

750

750

710

770

JOSPER GRILL

S 1,260   L 1,800旬のグリル野菜盛り合わせ

Assorted seasonal vegetable grill
<VEGETABLES>

Today's fresh fish Acqua pazza
ask本日の鮮魚のアクアパッツァ

<FISH>

<MEAT>

2,590

2,920

3,800

4,620

6,050

広島熟成鶏 骨付きもも

秋田産 八幡平ポーク ロース

岩手産 石黒農場のホロホロ鶏

宮崎産 都萬牛 内もも

加藤精肉店の山形牛 ランプ

Hiroshima aged chicken - thigh (bone-in)

Hachimantai pork (Akita) - loin

Guinea fowl (Iwate)

Toman beef (Miyazaki) - top round

Yamagata beef - rump

250g

200g

200g

200g

SIDE OF WINE

自家製レーズンバター

自家製のオリーブ

フレンチフライ

ヴィアザビオのオーガニックチーズの盛り合わせ

530

640

640

2,050

Homemade raisin butter

Homemade olives

French fries

Assorted cheese from ‘Via The Bio’

CEVICHE 

三重県産 真タコのセビーチェ

あさりと天然カンパチのセビーチェ    岩のりビネグレット

ホタテと炭火焼き野菜のセビーチェ

720

750

860

Octopus (Mie) ceviche

Clams and yellowtail ceviche with seaweed vinaigrette

Scallop and grilled vegetables ceviche 

南米、ペルーで生まれた「セビーチェ」とは、魚介類に玉ねぎやトマトなどの
野菜と調味料を入れ、マリネしたシンプルな料理です。タコやえび、和の食材
などと合わせたMORETHANオリジナルの逸品です。

Ceviche, a simple yet powerful dish from Peru, combines marinated fish or seafood with vegetables 
and seasonings such as onions or tomatoes. MORETHAN pairs these ancient South American 
methods with Japanese flavours to make it original and unmissable.

セビーチェ3種盛り
Three kinds of ceviche

1,680~(2~3人前)

DOLCE

860

640

640

640

750

750

750

Basque cheese cake served with guérande salt

Rich panna cotta

Today’s gelato from rex very

Facon’s affogato

Raw gateau chocolate

Homemade tiramisu

Claim d'Ange with strawberry and dill confiture 

バスク風チーズケーキ ゲランドの塩を添えて

濃厚パンナコッタ

レックスベリー社の本日のジェラート

Facon’s アフォガード

生ガトーショコラ

自家製ティラミス

クレームダンジュ イチゴとディルのコンフィチュール

SALAD

広島産 梶谷農園のハーブと旬の野菜 サラダ仕立て

クラシックシーザーサラダ

季節のフルーツとゴルゴンゾーラのサラダ

静岡 長谷川農園産のマッシュルームと
きのこの温かいサラダ

Seasonal vegetables (Hiroshima) and kajiya farm’s herb salad

Classic caesar salad

Seasonal fruits and gorgonzola salad

Hasegawa farm’s (Shizuoka) mushrooms warm salad

S

S

750

860

1,080

L

L

L

1,480

970

1,080

1,410S

お料理に合わせてどうぞ窯焼きフォカッチャ  530
Pizza oven baked focaccia

本日のジョスパーグリル

Today’s josper grill
ask

PASTA

イベリコ豚とポルチーニのラグー:タリアテッレ 1,850
Iberico pork and porcini ragu sauce :Tagliatelle

魚介のペスカトーレ:リングイーネ 2,180
Pescatore :Linguine

クラシックカルボナーラ:スパゲッティーニ 1,380
Carbonara :Spaghettini

ウニと広島県産ほうれん草のクリーム
:スパゲッティーニ

1,980
Sea urchin and spinach (Hiroshima) in cream sauce :Spaghettini

静岡産 長谷川農園のマッシュルームと国産牛のボロネーゼ
:タリアテッレ

1,680

Bolognese with hasegawa farm’s mushroom (Shizuoka)
:Tagliatelle

広島産 牡蠣とパンチェッタのペペロンチーノ
:スパゲッティーニ

1,450

Oysters (Hiroshima) and pancetta peperoncino
 :Spaghettini

本日のパスタ ask
Today’s pasta



表示価格はすべて税込み価格です

Tax included.

CAFE   RESTAURANT  BAR

3,000 yen
（tax included）

LUNCH COURSE

[ 2名様より ]
ドリンク（コーヒーまたは紅茶）・ドルチェ付き

Coffee or tea, and dolce included
[For groups of two or more]

Lulliano's cratello
Creamy soy dip and freshly baked pizza bread

ルリアーノ社のクラテッロ
豆腐ディップと窯焼きパーネ

<AMUSE>

鹿児島県産 赤鶏のジョスパーグリル
クルミヨーグルトソース

Josper grilled aka chicken (Kagoshima)
with walnut yogurt sauce

<MAIN>

日向夏とバニラのムース

New summer orange and vanilla mousse
<DOLCE>

<APPETIZER>

鹿児島県産 蛤と山菜のサラダ仕立て

Hard shell clam (Kagoshima) and wild plants salad

新玉ねぎとスモークベーコンのアマトリチャーナ

Seasonal onion and smoked bacon amatriciana

< PASTA>

ドリンクメニューも別紙でご用意があります。スタッフまでお声がけください。

 Please let me know if you need drink menu.

PIZZA

[BIANCA]

2,480

1,850

1,960

2,040

2,150

2,150

ビスマルク

マイス

フンギ

モンテローザ

クワトロフォルマッジ

アンティキサポーリ

Bismarck

Mais

Funghi

Monte Rosa

Quattro Formaggi 

Antichi Sapori

生ハム、半熟卵、モッツァレラ、グラナパダーノ

スイートコーン、イタリア産ハム、生クリーム、バジル、モッツァレラ

4種キノコ、イタリア産ハム、生クリーム、モッツァレラ、バジル

リコッタ、ミラノサラミ、セミドライトマト、バジル、モッツァレラ

リコッタ、ゴルゴンゾーラ、グラナパダーノ、モッツァレラ

イタリア産ハム 、チェリートマト 、ルッコラ、 燻製モッツァレラ

Prosciutto, soft boiled egg, mozzarella, grana padano

Sweet corn, italian ham, cream, basil, mozzarella

Mixed mushrooms, italian ham, cream, mozzarella, basil

Ricotta, milano salami, semi-dried tomato, basil, mozzarella

Ricotta, gorgonzola, grana padano, mozzarella

Italian ham, cherry tomatoes, arugula, smoked mozzarella

[ROSSA]

1,080

1,740

1,520

1,740

1,850

1,960

マリナーラ

チチニエッリ

シチリアーナ

マルゲリータ

ロマーナ

ペパロニ

Marinara

Cicenielli

Siciliana

Margherita

Romana

Pepperoni

トマトソース、オレガノ、にんにく、バジル

トマトソース、オレガノ、にんにく、チェリートマト、篠島産しらす

トマトソース、オレガノ、にんにく、アンチョビ、ケイパー、オリーブ、 バジル

トマトソース、バジル、モッツァレラ

トマトソース、オレガノ、 アンチョビ、バジル、モッツァレラ

トマトソース、 ペパロニサラミ、オニオン、バジル、 モッツァレラ

Tomato sauce, oregano, garlic, basil

Tomato sauce, oregano, garlic, cherry tomato, whitebait

Tomato sauce, oregano, garlic, anchovy, capers, olives, basil

Tomato sauce, basil, mozzarella

Tomato sauce, oregano, anchovy, basil, mozzarella

Tomato sauce, pepperoni salami, onion, basil, mozzarella

本日のピッツァ  ask
Today’s pizza



600

800

750

750

レモンサワー

マスカットサワー

プラムサワー

カシスサワー

Lemon sour

Muscat sour

Plum sour

Cassis sour

JAPANESE SOUR

550

650

550

750

高圧炭酸ハイボール

自家製ジンジャーハイボール

高圧炭酸ローボール（焼酎ソーダ）

柑橘ローボール

Highball

Homemade ginger highball

Shochu with soda

Citrus shochu with soda

HIGH&LOW BALLSPARKLING

マルスーレ プロセッコ トレヴィーゾ
Marsuret Prosecco Treviso

Bottle   5,000
Glass       800

グレラ主体 / イタリア・ヴェネト

ドラピエ ブリュットナチュール
Drappier Brut Nature

Bottle   13,200
ピノノワール / フランス・シャンパーニュ

ヴァンサンリカールヴァンムスー
VinSans Ricard Vin Mousseux

Bottle    6,500
ソーヴィニヨンブラン / フランス・ロワール

SOFT DRINK

自家製レモネード

自家製ジンジャーエール

青森 100% りんごジュース

愛媛 100% みかんジュース

クランベリージュース

640

640

550

660

550

Homemade Lemonade

Homemade Ginger Ale

Apple Juice

Orange Juice

Cranberry Juice

久万高原 露口さんのトマトジュース

コカコーラ

コカコーラゼロ

零一（ノンアルコールビール）

サンペレグリノ (500ml)

660

550

550

640

660

Tomato Juice

Coca Cola

Coca Cola Zero

Kirin ZERO ichi

S.Pellegrino

エルダーガーデン

ブラッドオレンジソーダ

Elder Garden

Blood Orange Soda

(elder flower syrup/Soda)

(blood orange syrup/soda)

750

750

ヴァージンカシスオレンジ

シトラストニック

Virgin Cassis Orange

Citrus tonic

(cassis syrup/fresh orange juice)

(homemade citrus syrup/tonic)

750

640

愛媛 100% みかんジュースのカシスオレンジ

自家製ジンジャーシロップのスパイシーモスコミュール

アペロールスプリッツァー

100% トマトジュースのブラッディメアリー

Cassis Orange

Spicy Moscow Mule

Aperol Spritzer

Bloody Mary

(cassis/fresh orange juice)

(vodka/homemade ginger syrup)

(aperol/sparkling wine/orange)

(vodka/fresh tomato juice/spice)

860

800

750

1080

COCKTAILS

紅茶のカクテル

広島産レモンの自家製リモンチェロトニック

本日のサングリア

広島ジントニック（桜尾ジントニック）

Tea Cocktail

Homemade Limoncello tonic

Today’ s Sangria

Hiroshima Gin Tonic

(tea vodka/grapefruits juice/tonic)

(homemade limoncello/tonic)

(seasonal fruits/wine/spice)

(SAKURAO gin/lime/tonic)

650

750

750

650

DRAFT BEER

キリン一番搾り

Kirin ichibanshibori

S 450   L 580
Alc.5.0%
Pilsner

ガージェリーエステラ

Gargery estella

1080
Alc.5.5%
Pale Ale

今月の
クラフトビール

This month's craft beer

ASK

           

Setouchi weizen

S 750   L 970
Alc.6.0%

Hefeweizen
瀬戸内ヴァイツェン カカオビール

find CACAO

1100
Alc.5.0%

Amber Ale

（bottle only）

表示価格はすべて税込価格です

Tax included

TEA

フレーバーティーには最上級の紅茶の産地
【ヌワラエリア】で取れた茶葉の、さらに新
芽の部分のみを使用し、天然香料で香りづけ
したものが日本に輸入されております。

オリジナルブレンドコーヒー

ラテ

エスプレッソ 

エスプレッソトニック

Original Blend Coffee

Latte

Espresso

Espresso tonic

550

660

S 330 / D 530

750

（Ice or Hot）

（Ice or Hot）

COFFEE

CAFE FACON は、中目黒と代官山にある
スペシャルティコーヒー専門店です。モア
ザン広島ではイタリアンローストの少しパ
ンチの効いたブレンドにして頂いています。

今月のフレーバーティー

This month's flavor tea

640

660

660

(Ice or Hot)

(Only Hot)

(Only Hot)

(Ice or Hot)
640

Pure Black Tea

Lemon grass Herb Tea

Chamomile Tea 

ピュアブラックストレートティー 

レモングラスのハーブティー

カモミールティー



WINE

-WHITE-

メスタ ヴェルデホ

シャプティエ ペイドック ブラン

グランサッソ トレッビアーノ ダブルッツォ

ロランジェリーモントラベック ゲヴェルツトラミネール

ドメーヌ・ド・ラ・ガントランディ

ジャンニテッサーリ シャルドネ

スペルバウンド

ゲオルグブロイヤー

セバスチャン・リフォー・レ・カルトロン

ブルゴーニュ・ヴェズレ・ブラン　ル・ガレルヌ

Mesta Verdejo

Chapoutier Pays d'Oc Blanc

Gran Sasso Trebbiano d'Abruzzo

Domaine De L'orangerie De Montrabech

Domaine La Guintrandy

Gianni Tessari Chardonnay 

Spellbound

Georg Breuer

Sebastien Riffault Les Quarterons

Bourgogne Vézelay Blanc  Le Galerne

Verdejo / Spain・Castilla-La Mancha

Vermentino / France・Languedoc

Trebbiano d'Abruzzo / Italy・Abruzzo

Gewurztraminer / France・Languedoc

Viognier / France・Côtes du Rhône

Chardonnay / Italy・Veneto

Chardonnay / America・California

Riesling / Germany・Raingau

Sauvignon Blanc / France・Loire

Chardonnay / France・Bourgogne

ヴェルデホの持つ、フレッシュかつ青リンゴのようなさんが心地よく、
しっかり冷やしてスイスイ飲めるワインです。

リーズナブルかつ飲み慕いやすい赤です。
主張が優しいマルベックなので飲み慣れない方にもオススメです。

地中海のリゾートを感じさせるキレのある味わいが特徴。
魚介系、特にセビーチェとは抜群の相性

冷やしても美味しい赤ワイン。
ぶどうが完熟してると感じさせるコクがあります。

薄過ぎず、濃過ぎずのちょうどいいところを突いてきてくれる気の利いた
一本です。辛口好きの方には間違いない。

しっかりとしたタンニンに厚みがあります。
ピッツァには持ってこいの赤なので是非合わせて楽しんでください。

少し華やかで、少しフローラルで。でもくどくなくて。
どこかエキゾチックなスパイシーさもあったり。酸の感じもとてもいい。

ナチュラルワインの優しさと醍醐味を教えてくれる 1本です。
スルスル気づいたら無くなってるかもしれません。

この優しい旨味は一体どこからくるのか。ほんの少し膨よかで、ボリュームも
感じられて、でも重いわけでもなくて。口いっぱい優しい旨みに包まれます。

サンジョベーゼの特徴であるミネラルと酸に支えられる果実味、トースティーな
フレーバー。単体でも美味しく、どのお食事にもマッチすると思います。

上質なジャムを食べているかのような最初のベリー感。そしてスムースで
ジューシーな飲み口。舌にはほのかなタンニンが乗るこのバランス。

南アフリカのカベルネ・ソーヴィニヨン実はすごく美味しいです。カシスや
ブラックベリーのニュアンスにしっかりきいたスモーキーな樽が心地よいです。

ネッビオーロの面白さをたくさん感じてください。色々な香りや味わいが
あって、ネッビオーロにしかないこの個性を楽しんでもらえると。

カリフォルニアのピノだけど樽々せずに、旨みとチャーミングな
ベリーの味わいが心地よい。そしてキュートなジャケット。
少し違ったカリフォルニア赤を体験してみて下さい。

ナチュラルワインのボルドーって…を払拭するグランヴァン。やっぱり
ボルドーは美味しい。とりあえず黙って飲んでゆっくりボルドーを感じましょう。

イタリアでこんなコスパよくて美味しいシャルドネあったんだ！
となります。ほのかな樽感が楽しめます。

名前の通り魔法にかかった気分が味わって頂けるカリフォルニアワイン。
甘い香りが特徴的。

リースリングの酸ってなんでこんなに素敵なんだ。って思います。
リースリング＝甘いは違います。これを飲めばリースリングの魅力に
ハマるはずです。

ロワールのソーヴィニヨンって本当に好きです。優しい酸と旨味。
身体にスーッと入ってくるミネラルウォーターのようです。

シャルドネらしい明るさで程よいミネラル感に柑橘の味わいが楽しめる
ブルゴーニュの白。すごく美味しいナチュールワインです。

Bottle   3,100

Bottle   3,500

Bottle   3,900

Bottle   4,200

Bottle   4,800

Bottle  5,300

Bottle  6,500

Bottle  7,500

Bottle  8,300

Bottle  8,600

-RED-

アスティカ マルベック

テヌーテ サンマルコ ロッソ

グランサッソ モンテプルチアーノ

ペリリエール コスティエール ドニーム

ロッカ デッレ マチエ キャンティクラシコ

バルデモンハス エル プリメル ベソ

クライン ザルゼ カベルネソーヴィニヨン

プリンチピアーノ ランゲ ネッビオーロ

ワンダーウォール ピノノワール

シャトー ローラン ラ ギャルド グランヴァン

Astica Malbec

Tenuta San Marco Rosso

Gran Sasso Montepulciano

Périllière Costières de Nîmes

Rocca delle Macìe Chianti Classico

Valdemonjas El Primer Bes

Kleine Zalze Cabernet Sauvignon

Principiano Ferdinando Langhe Nebbiolo

Wonderwall Pinot Noir

Château Roland la Garde Grand Vin

Malbec / Argentina・Mendoza

Negroamaro / Italy・Puglia

Montepulciano / Italy・Abruzzo

Syrah,Grenache / France・Côtes du Rhône

Sangiovese / Italy・Toscana

Tempranillo / Spain・Ribera del Duero

Cabrnet Sauvignon / South Africa・Stellenbosch

Nebbiolo / Italy・Piemonte

Pinot Noir / America・California

Merlot / France・Bordeaux

Bottle   3,100

Bottle   3,100

Bottle   3,900

Bottle   4,200

Bottle   4,900

Bottle   5,200

Bottle   5,800

Bottle   6,800

Bottle   7,900

Bottle   9,000

グラスワインは別紙リストがあります


