


ラック アンド リドル ブリュット NV -------------------------------------------------------------------------------------- 7,500
  
シトラスや洋梨とフローラルのアロマ。
シャルドネ、ピノ ノワール、他 / アメリカ、カリフォルニア

繊細な泡が軽快でスムースなフィニッシュの辛口スパークリングワイン。



フェラーリ ブリュット NV ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9,600
    
イタリア・ファッション界をリードする、ブランドやイタリア大使館で公式晩餐会
シャルドネ、ピノ ノワール / イタリア、トレンティーノ アルト アディジェ

等に登場するスプマンテとして有名。フレッシュで、軽く心地の良いバランス
のとれた辛口スパークリングワイン。


     

モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル NV------------------------------------------------------------------------- 15,000
酸味と果実味の絶妙なハーモニーが飲む人の心を楽しませます。

ピノ ノワール、シャルドネ、ピノ ムニエ / フランス、シャンパーニュ

 

ほんのりとした果実の甘味が特徴の辛口シャンパーニュ。

  

ボランジェ スペシャル キュヴェ ブリュット NV -------------------------------------------------------------------------- 19,000


ピノ ノワール、シャルドネ、ピノ ムニエ / フランス、シャンパーニュ

世界中に熱心な愛好家を持つシャンパーニュ。
余韻も長く、エレガントな飲み心地でボリュームのある辛口シャンパーニュ。

 

ルイナール ロゼ NV ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25,000
ミントのような清涼感やピンクグレープフルーツのような果実味。



    
料金は、サービス料と消費税が
含まれる総額表示です。

ピノ ノワール、シャルドネ / フランス、シャンパーニュ

エレガントでバランスの良いふくよかな味わいが楽しめる辛口シャンパーニュ。

  

ドン ペリニョン 2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 46,000
みずみずしい柑橘類、白桃やチェリーのアロマに、エキゾチックなフルーツのニュアンス。

ピノ ノワール、シャルドネ / フランス、シャンパーニュ

口当たりは極めて滑らかな辛口シャンパーニュ。

  

ドン ペリニョン 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 46,000
みずみずしい柑橘類、白桃やチェリーのアロマに、エキゾチックなフルーツのニュアンス。

ピノ ノワール、シャルドネ / フランス、シャンパーニュ

口当たりは極めて滑らかな辛口シャンパーニュ。

   

クリュッグ グランド キュヴェ NV --------------------------------------------------------------------------------------- 58,000
世界中の賞賛を浴び続ける「帝王」の名を持つシャンパーニュ メゾン。

ピノ ノワール、シャルドネ、ピノ ムニエ / フランス、シャンパーニュ

誰にもまねできない究極・至高のバランスの取れた味わいをお楽しみください。

  

ドン ペリニョン ロゼ 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------- 82,000
野イチゴやチェリーの芳醇な香りの中に、ミネラル、グリーンシトラスのニュアンスを感じます。

ピノ ノワール、シャルドネ / フランス、シャンパーニュ

いつまでも続く華やかな余韻をお楽しみください。

              
   
すべての価格は日本円です。上記料金にはサービス料と消費税が含まれます。
仕入等の都合により変更になる場合があります。食物アレルギーをお持ちのお客さまは予めお申し出ください。



 

ソムリエの おすすめ



グランポレール 甲州辛口 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------甲州種の特徴であるフルーティーなアロマと、爽やかな酸味が魅力の辛口ワイン。


5,700

甲州 / 日本、山梨

   

ボーグル ヴィンヤーズ シュナン ブラン 2018 --------------------------------------------------------------------------主張しすぎることのないほんのりとしたはちみつや洋梨の香り、
      
シュナン ブラン / アメリカ、カリフォルニア

ドメーヌ ド ラ ガランス キュヴェ “風” シャルドネ 2018 ---------------------------------------------------------------    
自然栽培で造られた南フランスのハーブの香りを感じる、アロマティック系の辛口ワイン。

5,700

安心院ワイン ソーヴィニョン ブラン 2018 -----------------------------------------------------------------------------ソーヴィニョン ブラン / 日本、大分

   

ロング シャドウズ ナイン ハッツ リースリング 2017 --------------------------------------------------------------------

  

リースリング / アメリカ、ワシントン

チャールズ スミス イヴ シャルドネ 2017 ------------------------------------------------------------------------------  
爽やかなアロマとリッチな果実味が幾層にも重なりあい、自然とグラスが進んでしまう魅惑的なワイン。

     

バノックバーン 1314 a.d. シャルドネ 2018 ---------------------------------------------------------------------------- 
爽やかさと芳醇さを兼ね備えた味わいの辛口ワイン。

8,900

シャブリ プルミエクリュ ヴォグロ シャトー ド シュミリィ 2014 -------------------------------------------------------  ／  
シャブリらしいミネラル感、 フルーティーさを持ったシャープで豊かな辛口ワイン。

9,900

シャルドネ / フランス、ブルゴーニュ

  
6,500

クラウディ ベイ テ ココ 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15,300
 ／ 
 
完熟した柑橘類やトロピカルフルーツのアロマと、
ソーヴィニョン ブラン / ニュージーランド、マールボロー

ブリュレやキャラメルのようなフレーバーを持つ魅惑的な味わいの辛口ワイン。

     
7,000

幾重にも層を成した良質なミネラルと、残糖を感じるほのかな果実の甘みが心地良い辛口ワイン。



グレープフルーツやレモンなどの新鮮なフルーツの特徴を引き出したさわやかな辛口ワイン。

 
5,700

洋梨や桃のような甘い香りと柑橘系のキリッとした香りやハーブ、
青い草をちぎった時のような香りが複雑に混ざり合うシャープな味わいの辛口ワイン。

  

7,600

シャルドネ / オーストラリア、ヴィクトリア

シャルドネ / フランス、ラングドック

   

キムラセラーズ マールボロー ソーヴィニョン ブラン 2018 -------------------------------------------------------------日本人醸造家の木村滋久さんによるソーヴィニョン ブラン。

 
ソーヴィニョン ブラン / ニュージーランド、マールボロー

心地良い酸味が魅力のふくよかな辛口ワイン。

 

     

シャサーニュ モンラッシェ プルミエクリュ アベイ ド モルジョ オリヴィエ ルフレーヴ 2017 ----------------------------- 22,000
  ／  
ブルゴーニュきっての白ワインの名手。
シャルドネ / フランス、ブルゴーニュ

シャルドネ本来の力を感じる重厚感とエレガントさが見事に調和した辛口ワイン。

7,200

シャルドネ / アメリカ、ワシントン

  
 

ドメーヌ ド ラ ガランス キュベ “風” ロゼ 2018 ------------------------------------------------------------------------野苺やキャンディ香が華やかに広がります。
      
グルナッシュ グリ / フランス、ラングドック

6,000

フレッシュで冷涼な果実味は軽やかですが、ブドウのうまみをしっかりと感じるロゼ。

 

シャトー クーテ 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 29,000
熟した洋梨、桃やプラムなどのアロマに蜜蝋や花梨のニュアンス。
  
セミヨン、ソーヴィニョン ブラン / フランス、ボルドー

エレガントでバランスのとれた上品な甘味のスイート ワイン。


  

クズマーノ ネロ ダーヴォラ 2018 --------------------------------------------------------------------------------------      
地中海の太陽を思わせる個性的な特徴を備える。香り高く丸みのあるフルボディのワイン。
ネロ ダーヴォラ / イタリア、シチリア

              
   

すべての価格は日本円です。上記料金にはサービス料と消費税が含まれます。

             
仕入等の都合により変更になる場合があります。食物アレルギーをお持ちのお客さまは予めお申し出ください。

   
              
すべての価格は日本円です。上記料金にはサービス料と消費税が含まれます。
   
仕入等の都合により変更になる場合があります。食物アレルギーをお持ちのお客さまは予めお申し出ください。
すべての価格は日本円です。上記料金にはサービス料と消費税が含まれます。

5,500

   

マノ ア マノ 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------チェリー、ブラックラズベリー、スミレ、カシス、肉、
 
テンプラニーリョ / スペイン、カスティーリャ ラ マンチャ

オリーブやブラックペッパーなど様々な香りが楽しめるフルボディのワイン。

              
   
すべての価格は日本円です。上記料金にはサービス料と消費税が含まれます。
仕入等の都合により変更になる場合があります。食物アレルギーをお持ちのお客さまは予めお申し出ください。

6,000



 

ソムリエの おすすめ



ガン ヴァン 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------       
深みのある赤紫の外観から、
メルロー、カベルネ ソーヴィニョン、カベルネ フラン、他 / フランス、ボルドー



     

コルテ モスキーナ コッレ アルト カベルネ ヴェネト 2016 --------------------------------------------------------------  
非常にピュアで質の高いワインを造ることで知られているヴェネト州にある
カベルネ ソーヴィニョン、カベルネ フラン / イタリア、ヴェネト

プリミティーヴォ ディ マンドゥーリャ パパーレ リネア オロ ヴィエーユ ヴィーニュ NV -------------------------------- 
樹齢50年以上のブドウだけを使った最上級プリミティーヴォ。

7,700

ドメーヌ デ ボワ ルカ コー 2016 --------------------------------------------------------------------------------------  
日本人醸造家 新井順子さんがフランス、ロワールで造る自然派ワイン。凝縮した果実味のフルボディ。

8,300

程よい樽香がバランス良く感じられるフルボディワイン。

      

ジェイ クリストファー ピノ ノワール ウィラメット ヴァレー 2015 ------------------------------------------------------ 12,800
 
フルーティーで柔らかな甘さが前面に感じられる全てがバランスよく備わるミディアムフルボディのワイン。

    

クロ デュ バル ナパ ヴァレー カベルネ ソーヴィニョン 2016 ------------------------------------------------------------ 13,900
  
カリフォルニアワインの名声を築いたカリフォルニア最高峰のワイナリーによる、
バランスが良く、エレガントで複雑味のあるフルボディのワインです。

     

ルバイヤート プティ ヴェルド 2015 ------------------------------------------------------------------------------------ 19,000
   
いきいきとした果実感と熟したタンニン、樽熟感からくる複雑さが心地よいフルボディのワイン。
プティ ヴェルド / 日本、山梨

8,900

コー / フランス、ロワール

 

マックスウェル カンガルー アイランド 2016 ----------------------------------------------------------------------------- 8,900
   
オーストラリア、カンガルー島で造られる珍しいワイン。
シラーズ / オーストラリア、カンガルー島



カベルネ ソーヴィニョン、他 / アメリカ、カリフォルニア

凝縮感、濃密さ、複雑味あふれる重厚な味わいのフルボディのワイン。

  

登美の丘 赤 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11,500
カシスなどを思わせる果実香と、
     

ピノ ノワール / アメリカ、オレゴン

家族経営の小規模ワイナリーによる、濃厚なフルボディのワイン。

   
プリミティーヴォ / イタリア、プーリア

6,400

深みと奥行きを感じさせるフルボディのワイン。

    



メルロー、カベルネ ソーヴィニョン、カベルネ フラン、他 / 日本、山梨

ブルーベリーやフォンダンショコラの香りが広がります。

ワインズ オブ サブスタンス カベルネ ソーヴィニヨン 2017 ------------------------------------------------------------ 
カシス、ブルーベリー、すみれ、ウッドスモークの素晴らしい香りを持ち合わせた
カベルネ ソーヴィニョン / アメリカ、ワシントン

7,000

ベリーのアロマにビターチョコのような苦みと程よいスパイスが魅力のどっしりとしたフルボディ。

   

グラニット ヒルズ ピノ ノワール 2013 ----------------------------------------------------------------------------------- 8,900
  
オーストラリア、ヴィクトリア州のミディアムボディワイン。ソムリエおすすめの今が飲み頃のワインです。
ピノ ノワール / オーストラリア、ヴィクトリア

  

ジン リザーブ メルロー 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9,500
 
フルボディでバランスが良く、ちょうど今が飲み頃のワイン。
メルロー / オーストラリア、西オーストラリア

      

   

シャトー ラグランジュ 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------- 18,900
フランス ボルドー メドック地区の名門ワイン。
    
カベルネ ソーヴィニョン、メルロー、カベルネ フラン、他 / フランス、ボルドー

芳醇で長い余韻のフルボディ。

    

ヴォーヌ ロマネ マルセル ド シャンジェ 2016 -------------------------------------------------------------------------- 26,000
  
ブルゴーニュの名門が造る骨格の中に感じられる緻密で
ピノ ノワール / フランス、ブルゴーニュ

上質な味わいのワインをお楽しみください。

      

スタンディッシュ シューベルト テオラム 2015 -------------------------------------------------------------------------- 37,000
  
オーストラリア最高ワインの 1 つ。凝縮感と旨みが魅力のフルボディ。
シラーズ / オーストラリア、南オーストラリア



ルーチェ 2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44,900
  
豊富ながらも極めてエレガントなタンニン、骨格と厚みのあるテクスチャーが特徴のフルボディワイン。
メルロー、サンジョヴェーゼ / イタリア、トスカーナ

果実を噛んでいるような見事な果実感が印象的です。

       

バローネ リカーゾリ ブロリオ キャンティ クラッシコ リゼルヴァ 2015 -------------------------------------------------- 11,000
  
森の果実やチェリーにほんのりヴァニラをともなうスパイシーでエレガントな香り。

シャトー レオヴィル ラス カーズ 2013 --------------------------------------------------------------------------------- 68,000
    
一級シャトーにも引けをとらない、スーパーセカンドの筆頭ワイン。



 

サンジョヴェーゼ / イタリア、トスカーナ

程よい酸と柔らかなタンニンが調和し、心地よい余韻がいつまでも続く。

ル プティ カロン 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11,500
高い人気と知名度を誇るカロン セギュールの稀少サードラベル。
      
メルロー、カベルネ ソーヴィニョン、カベルネ フラン / フランス、ボルドー

力強さと長い余韻を兼ね備えた味わい深いフルボディ。

カベルネ ソーヴィニョン、メルロー、カベルネ フラン、他 / フランス、ボルドー

舌触りは非常に柔らかくミネラル感が見事に調和した豊潤なフルボディ。

オーパス ワン 2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 125,000
カリフォルニア最高峰のワイン。 力強さと果実味の絶妙なバランスをお楽しみください。
  
カベルネ ソーヴィニョン、他 / アメリカ、カリフォルニア

              
   
              
   
すべての価格は日本円です。上記料金にはサービス料と消費税が含まれます。
仕入等の都合により変更になる場合があります。食物アレルギーをお持ちのお客さまは予めお申し出ください。

すべての価格は日本円です。上記料金にはサービス料と消費税が含まれます。
仕入等の都合により変更になる場合があります。食物アレルギーをお持ちのお客さまは予めお申し出ください。
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エスプレッソ

アメリカーノ



キハルラテ

カフェラテ

キャラメルラテ

カプチーノ

エスプレッソトニック


カフェモカ



チャイティー

  

  

740

740

かぶく 宇治茶＆レモン

かぶく 宇治茶＆オレンジ

かぶく 宇治茶＆シナモン

かぶく 宇治茶＆ミント

かぶく 宇治茶＆カモミール

かぶく 宇治茶＆ジンジャー

「
 」 
       
       
    
 
     
京都産の茶葉をベースに今までの日本茶の常識とは違う楽しみ方を追求
し、新しい日本茶を提案する茶園。クロスホテル京都ではハウスグリー
ンティーとして Hokuzan のブレンドティーを提供しています。全 6 種
のティーバッグが入ったギフトボックスもご用意しています。詳しくは
スタッフまで。

              
   
すべての価格は日本円です。上記料金にはサービス料と消費税が含まれます。
仕入等の都合により変更になる場合があります。食物アレルギーをお持ちのお客さまは予めお申し出ください。



