Cafe & B ar M e n u

LeQu ORIGINAL COCKTAIL
レクーオリジナルカクテル

アジアンフォレスト ￥1,780-

丸ごとピニャコラーダ ￥2,780-

琉球泡盛チャレンジアジアカップ 2019、沖縄県知事賞
受賞カクテル。
森や大自然をイメージした泡盛カクテルです。
フレッシュでフルーティーな味わいです。

カクテルの付け合わせにパインを丸ごと使った贅沢
な一杯。飲んで食べて味わいながら南国気分をお楽
しみください。
（※ノンアルコールもご用意できます。）

Asian Forest

LeQu SPECIAL

Pineapple Cup Pina Colada

体験型メニュー

Make & Shake Your Own Cocktail

お 客 様 が シェイク できるカクテ ル で す。

ALL \1,500-

④

アルコールカクテル

①

Alcoholic cocktail

①ブルーピニャコラーダ Blue Pina Colada

（マリブ・ブルーキュラソー・パイナップル・ミルク）

②ピンクマルガリータ Pink Margarita

（テキーラ・コアントロー・ピンクグレープフルーツ・ライム）

②
③

③美らサンシャイン Chura Sunshine

（ウオッカ・パッション・エルダーフラワー・ジンジャーエール）

ノンアルコールカクテル

Non-alcoholic cocktail

④トロピカルアイランド

Tropical Island
（アップル・マンゴー・シークワーサー・パッション・ソーダ）

※金額はすべて税込みです。

Tax included

ホットカクテル
HOT COCKTAIL

チャイナブルー

島のファジーネーブル

￥1,280-

￥1,280-

China Blue

Okinawa Fuzzy Navel

ライチ

泡盛

Lychee

Awamori

+
ブルーキュラソー

+
オレンジ

+
グレープフルーツ

+
マンゴー

+
トニックウオーター

+
シークワーサー

Blue Curacao

Orange

Grapefruit

Mango

Tonic Water

Shikuwasa

スパイシーグレンモーレンジ

ストロベリーモヒート

￥1,280-

￥1,280-

Spicy Glenmorangie

Strawberry Mojito

スコッチウイスキー

ラム

+
ハチミツ

+
ミント

+
レモン

+
ストロベリーピュレ―

+
自家製ジンジャーシロップ

+
ライム

Scotch whisky

Rum

Honey

Mint

Lemon

Strawberry puree

Homemade ginger syrup

Lime

大人のカフェモカ

ココチャイティーラテ

￥1,280-

￥1,280-

Bitter Café Mocha

Coco-Chai Tea Latte

ゴディバ

チャイティー

+
ビターズ

+
ベイリーズ

+
アロマコーヒー

+
ココナッツ

+
ミルク

+
クリームチーズ

Godiva

Bitterｓ

Aroma coﬀee

Milk

Chai tea

Baileys

Coconut

Cream cheese

※金額はすべて税込みです。

Tax included

ビール
BEER

オリオン ビール

Orion Beer

オリオンドラフト生ビール Orion Draft Beer
オリオンクリアフリー Orion Clear Free Beer

北谷クラフトビール

￥980￥850-

Chatan Craft Beer

①チャタンハーバーゴールデンウィート

Chatan Harbor Golden Wheat

ス パークリングワインのような香りと、シトラスの 香りが 織りなす 爽 や かな味 わ い 。

②チャタンハーバーヴァイツェン
小 麦 の 甘 みと酵 母 由 来 の 香りが 特 徴 。

③チャタンハーバー IPA

￥1,520-

Chatan Harbor Weizen

￥1,520-

Chatan Harbor IPA

華 や かなホップ の 香りと苦 みが 強いインパクトのあるビール です。

④チャタンハーバーペールエール

￥1,520-

Chatan Harbor Pale Ale

濃 厚でカラメル のような味 わ い 。ホップ の 香 味も華 や かなビール です。

⑤チャタンハーバースタウト

￥1,520-

Chatan Harbor Stout

ロースト由 来 の 苦 みを感じながらもすっきり飲 みや す いビール です。

①

②

③

￥1,520-

④

⑤

※金額はすべて税込みです。

Tax included

ウイスキー
WHISKEY

（ストレート・ロック・水割・ソーダ割）

ジャパニーズウイスキー

響

山崎

グラス（40ml）

Hibiki
Yamazaki

八重泉バレル
余市

Japanese Whiskey

Yaesen Barrel

Yoichi

スコッチ

ザ・マッカラン 12 年

Scotch

ボトル

￥1,350-

￥17,800-

￥1,350-

￥17,800-

￥1,280-

￥16,500-

￥1,180-

￥15,800-

グラス（40ml）

ボトル

￥1,780-

￥23,800-

￥1,580-

￥19,500-

￥1,350-

￥17,800-

￥1,280-

￥17,800-

グレンフィディック 12 年 Glenﬁddich 12 Years

￥1,280-

￥15,800-

ジョニーウォーカーブラックラベル 12 年

￥1,080-

￥13,500-

ラフロイグ 10 年
ボウモア 12 年

The Macallan 12 Years

Laphroaig 10 Years

Bowmore 12 Years

グレンモ―レンジ 10 年

Glenmorangie 10 Years

Johnnie Walker Black Label

アメリカンウイスキー

ブラントン

American Whiskey

グラス（40ml）

Blantonʼｓ

ジャックダニエル

Jack Daniel's

アイリッシュウイスキー

￥1,680-

￥23,800-

￥1,180-

￥13,500-

Irish Whiskey

グラス（40ml）

ジェイムソン Jameson
ブランデー

ボトル

Brandy

ボトル

￥1,080-

￥13,500-

グラス（40ml）

ボトル

カミュー XO

Camus XO

￥2,580-

￥35,800-

ヘネシー VS

Henessy VS

￥1,180-

￥15,800-

ボトルキープサービス

※ボトルキープ期間は、1 年間とさせていただきます。
※炭酸水と水以外の割物は有料販売となります。

※金額はすべて税込みです。

Tax included

泡

盛

AWAMORI

利き島酒

Awamori Tasting

￥1,890-

3 種類の泡盛（残波白、さんご礁、北谷長老）とおつまみ（島らっきょう塩漬け）のセットになります。
Zanpa White,Sangosho,Chatan Choro and Pickled Chinese Onion are included.

泡盛

Awamori

（ストレート・ロック・水割・ソーダ割・さんぴん茶割）
グラス（40ml）

北谷長老

Chatanchoro

菊の露 VIP

ボトル

￥1,080-

￥13,500-

Kikunotsuyu VIP

￥980-

￥11,800-

菊の露 5 年古酒

Kikunotsuyu 5 Years Old Sake

￥980-

―

残波白

Zanpa White

￥880-

￥9,800-

琉球王朝

Ryukyuocho

￥880-

￥9,800-

さんご礁

Sangosho

￥880-

￥9,800-

ボトルキープサービス

※ボトルキープ期間は、1 年間とさせていただきます。
※炭酸水と水以外の割物は有料販売となります。

※金額はすべて税込みです。

Tax included

スタンダードカクテル
STANDARD

ジンベース

Gin Base

ギムレット

Gimlet

￥1,280-

ジントニック

Gin Tonic

￥1,050-

ジンリッキー

Gin Rickey

￥1,050-

ジンライム

Gin Lime

（ジン・シロップ・ライム）
（ジン・トニック・ライム）
（ジン・ソーダ・ライム）
（ジン・シロップ・ライム）

ウオッカベース
バラライカ

Balalaika

￥1,280-

コスモポリタン

Cosmopolitan

￥1,280-

ウオッカクランベリー

Vodka Cranberry

￥1,050-

モスコミュール

Moscow Mule

￥1,050-

スクリュードライバー

Screw Driver

￥1,050-

ソルティードッグ

Salty Dog

￥1,050-

（ウオッカ・クランベリー・ライム）
（ウオッカ・クランベリー）

（ウオッカ・ジンジャーエール・ライム）
（ウオッカ・オレンジ）

（ウオッカ・グレープフルーツ・塩）

その他

テキーラベース

Tequila Base

マルガリータ

Margarita

￥1,280-

テキーラサンライズ

Tequila Sunrize

￥1,180-

（テキーラ・コアントロー・ライム・塩）
（テキーラ・オレンジ・グレナデン）

￥980-

Vodka Base

（ウオッカ・コアントロー・レモン）

COCKTAIL

ラムベース

Rum Base

エックス・ワイ・ゼット XYZ

￥1,280-

ダイキリ

Daiquiri

￥1,280-

モヒート

Mohito

￥1,280-

ラムコーク

Rum Coke

￥1,050-

マリブコーク

Malibu Coke

￥1,050-

マリブマンゴー

Malibu Mango

￥1,050-

（ラム・コアントロー・レモン）

（ラム・シロップ・ライム）

（ラム・ソーダ・ミント・ライム）
（ラム・コーラ・ライム）
（マリブ・コーラ・ライム）
（マリブ・マンゴー）

Other

ロングアイランドアイスティー Long Island Iced Tea

￥1,280-

ライチブルー

Lytchee Blue

￥1,180-

パッションマンゴー

Passion Mango

￥1,050-

カルーアミルク

Khalua Milk

（ウオッカ・テキーラ・ラム・ジン・コアントロー・レモン・コーラ）
（ライチ・ブルーキュラソー・グレープフルーツ）
（パッション・マンゴー）
（カルーア・ミルク）

￥980-

アメリカンレモネード American Lemonade

￥1,180-

カシスオレンジ

Cassis Orange

￥1,050-

パッショングアバ

Passion Guava

￥1,050-

杏仁豆腐

Amaretto Milk

￥980-

（赤ワイン・レモネード）

（カシス・オレンジ）

（パッション・グアバ）

（ディサローノ・ミルク）

※金額はすべて税込みです。

Tax included

ソフトドリンク
SOFT DRINK

ノンアルコールカクテル
LEQU Original Mocktail

島フルーツスパークリング

ソルティーブルースパークリング

W ベリーハイビスカス

バージンモヒート

￥980-

￥980-

￥980-

￥980-

Okinawa Island Sparkling

その他

Others（All

Salty Blue Sparkling

￥810-）

Double Berry Hibiscus

ジュース

Juice

Virgin Mohito

（All ￥620-）

・パイナップル

・マンゴー

・グアバ

ショコラ・オ・レ

・アップル

・オレンジ

・クランベリー

Chocolat au Lait(Hot/Ice)

・グレープフルーツ ・コカ・コーラ ・ジンジャーエール

Pineapple

（ホット・アイス）

Apple

Mango

Orange

Grapefruit

コーヒー

Guava

Coke

ストロベリー・オ・レ

・アロマコーヒー（ホット・アイス）

￥620-

・カフェオレ（ホット・アイス）

￥750-

Café au Lait (Hot/Ice)

Strawberry au Lait (Hot/Ice)

Ginger Ale

Coﬀee

Aroma Coﬀee (Hot/Ice)

（ホット・アイス）

Cranberry

・黒糖ココナッツオレ（ホット・アイス） ￥750Brown Sugar Coconut au Lait (Hot/Ice)

ティー

Tea

キャラメルラテ

・サンセットティー（ホット・アイス）

￥620-

Caramel Latte (Hot/Ice)

・ハイビスカスティー（ホット・アイス）

￥620-

・チャイティーラテ（ホット）

￥810-

（ホット・アイス）

Sunset Tea (Hot/Ice)

Hibiscus Tea (Hot/Ice)
Chai Tea Latte (Hot)

※金額はすべて税込みです。

Tax included

アペタイザー
APPETIZER

コブサラダ
Cobb Salad

￥1,480-

たまご、オリーブ、オニオン、アボカド、チキン、トマトときゅうりが
入った具たっぷりなサラダです。

うちなーブルスケッタ ￥1,580Okinawan Bruschetta

ガーリック風味のパンに沖縄名物の美味しさをワンプレートに仕上げました。

丸ごとカマンベールと
あぐー豚ソーセージのアヒージョ
Whole Camenbert & Sausage Ajillo

￥1,890-

アヒージョとカマンベールチーズは意外な組み合わ せですが相性抜群！
濃厚なチーズやソーセージで満足感の高いおつまみです。

その他
Others

￥580-

ミックス ナッツ

Mixed Nuts

チーズ 盛り合 わ せ

Assorted Cheese

￥680-

海 ぶどう

Sea Grapes

￥750-

オーブンポテト（バジルマヨ or グリーンカレー風） Oven Potatoes (Basil Mayo Sauce or Green Curry) ￥580-

生ハムとパストラミの盛り合わせ
Prosciutto&Pastrami Beef

￥1,380-

島らっきょうの醬油漬け
Chinese Onion Pickled

￥680-

ナチョス
Nachos

￥680-

プチスイートの盛り合わせ
Assorted Chocolate & Chips

￥980-

※金額はすべて税込みです。

Tax included

フレンチクロッフル
FRENCH CROFFLE

マスカルポーネチーズ ×ココナッツマンゴー

\1,380-

Mascarpone Cheese×Coconut Mango

濃厚なマンゴーをたっぷりと使用した、爽やかな甘さが特徴な一品です。

マスカルポーネチーズ × ストロベリー
Mascarpone Cheese×Strawberry
イチゴ × チ ー ズ の 相 性は抜群！

\1,380-

マスカルポーネチーズ × コーヒー

\1,380-

Mascarpone Cheese×Coﬀee

ビターで濃厚な味わいが人気のティラミスクロッフル。

※金額はすべて税込みです。

Tax included

プレートメニュー
PLATE

MENU

あぐー豚ソーセージのチーズクロッフル
Cheese Croissant-Waﬄe with Agu Pork Sausage

\2,580-

あぐー豚の旨みがぎゅっと詰まったソーセージを” クロワッサン - ワッフル ” に
サンドをしました。

ヴィーガンバーガー（オリジナルトマトソース）
Vegan Burger with Homemade Tomato Sauce

\2,180-

大豆ミートを使 用したハンバーグとオリジナルのトマトソースでボリューム満点！

お 好みで刻んだ島らっきょうを入れて召し上がってください。

グリル野菜とチキンのグリーンカレー

（ターメリックライス）

Green Curry with Roasted Vegetables and Chiken

\2,180-

辛さの中にもココナッツミルクのマイルドな甘みが活きたカレーです！

※金額はすべて税込みです。

Tax included

プレートメニュー
PLATE MENU

アーサ―たまごの
スパムおむすび

タコライス

たまごとスパムをサンドした

喜ばれる味付けです。

Spam Omusubi

￥1,780-

Taco Rice

￥1,680-

沖縄名物！お子様から大人まで

沖縄定番のおにぎり。

あぐー豚ハンバーグの
シチュー
Agu Hamburg Stew

ガーリックシュリンプ
Garlic Shrimp

￥2,180-

プリップリのエビは殻から出る
旨味と香ばしさで美味しさ倍増！

ふわっと柔らか食感と濃厚な
ソースに奥深さを感じるシチューに
なります。

ドレッシングをお 選びください
Dressing Choice

ドリンクセット

Drink Set

・コブ

Cobb

・シークワーサー

ビールセット

+\420
・ジンジャ - エール

・マンゴー

・アップル

・コーヒー

・パイナップル

・グレープフルーツ

・サンセットティー

・グァバ

・コカ・コーラ

・ハイビスカスティー

Mango

Pineapple
Guava

スープ

Apple

Grapefruit
Coke

Ginger Ale

Orion Draft Beer

Sunset Tea

Hibicus Tea

Ice Cream

・ 贅沢コーンスープ

￥580-

・ 紅イモ

・クラムチャウダー

￥780-

・ストロベリー

Corn Soup

Clam Chowder

+\600

Coﬀee

アイスクリーム

Soup

Beer Set

・オリオンドラフト生ビール

・オレンジ
Orange

Shikuwasa

※ヴィーガンプレートはシークワーサードレッシングのみとなります。

・クランベリー
Orange

￥1,890-

Purple Yam

All ￥580・ 塩ちんすこう
Salted Cookie

Strawberry

※金額はすべて税込みです。

Tax included

ワインリスト
WINE LIST
赤ワイン
Red Wine

バロン・フィリップ・ド・
ロスチャイルド・シラー

Baron Philippe de Rothschild Syrah

フランス産
ミディアムボディ シラー 100％
新鮮な果実の香りとシラー特有のスパイスの香りが広がります。
ブラックチェリーの味わいと余韻にスパイスのニュアンスが楽しめます。

グラス ￥8 5 0 -

シックスエイトナイン ナパヴァレーレッド
Six Eight Nine Napa Valley Red

カリフォルニア産 フルボディ
ジンファンデル 38% ／ カベルネ・ソーヴィニヨン 29% ／
メルロー 16% ／ シラー 16% ／ プティット・シラー 1%
ソフトで甘いタンニンと、レッドベリーやカシス、ブラックオリーブの鮮やかな香り。

ボトル ￥5 , 8 0 0 -

シャルム ド キルヴァン
Charmes de Kirwan

フランス産 フルボディ
カベルネ・ソーヴィニヨン 40% ／ メルロー 30% ／
プチ・ヴェルド 10% ／ カベルネ・フラン 20%
豊饒な香りと厚みのあるボディが特徴。
調和のとれた味わいが楽しめます。

ボトル ￥21,800-

ボトル ￥12,500-

ジュヴレシャベルタン・プルミエ・クリュ・
オー・クロゾー
Gevrey Chambertin 1er Cru Au Closeau

フランス産 ライトボディ
ピノノワール 100％
赤すぐりやクランベリーなどの果実のアロマ。
滑らかで深い余韻が楽しめます。

ボトル ￥29,500-

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

ヴォーヌ・ロマネ・レ・ボシエール

イタリア産 ミディアムボディ
サンジョヴェーゼグロッソ 100％

フランス産 フルボディ
ピノノワール 100％

Brunello di Montalcino

酸 味とタンニン、 果 実 味の全ての要 素が溶け込んだ、
バランスに優れた見事な味わいをお 愉しみください。

ボトル ￥34,500-

Vosne Romanee les Bossieres

ベリー系の豊潤な果実味と上品な酸とタンニンが何層にも折り重なって広がり、
三位一体となった上質な風味が魅力です。

ボトル ￥44,800-

バルバレスコ

サッシカイア

イタリア産
フルボディ シラー 100％

イタリア産 フルボディ
カベルネソーヴィニヨン 85％ ／ カベルネブラン 15％

Barbaresco

Sassicaia

そのワインはアンジェロ氏曰く「伝統的でもなく、モダンでもない、
完全なるガヤスタイル」。華やかな香りに引き締まった酸が魅力です。

ボトル ￥6 9 , 5 0 0

カベルネ・ソーヴィニョン特有の濃い色調と、
熟したカシスの風味が感じられます。

ボトル ￥7 1 ,8 0 0 -

※金額はすべて税込みです。

Tax included

ワイン
WINE

白ワイン

White Wine

バロン・フィリップ・ド・
ロスチャイルド・シャルドネ

ルイラトゥールシャブリ
シャンフルール

フランス産

フランス産

Baron Philippe de Rothschild
シャルドネ

Chardonnay

辛口

凝縮感のある香り。
トロピカルフルーツの風味のあるバランスの良い味わい。

グラス ￥8 5 0 -

Louis Latour Chablis la Chanﬂeure
シャルドネ

辛口

香り高く、いきいきとして、すっきりとしていながらもスティールを思わせる味わいが
あります。シャルドネの魅力が堪能できる、爽やかでキレのあるシャブリです。

ボトル ￥5 , 8 00 -

ボトル ￥10,500-

リースリング

ピエーレ ソーヴィニョン・ブラン

フランス産 リースリング 辛口
カベルネ・ソーヴィニヨン 40% ／ メルロー 30% ／
プチ・ヴェルド 10% ／ カベルネ・フラン 20%

イタリア産 ソーヴィニョンブラン

Riesling

ライムの豊かな味わいに、グリーンマンゴーのトロピカルなニュアンスが
あいまう、とても爽やかな味わいの誰もが楽しめるワインに仕上がっています。

Piere Sauvignon Blanc

パイナップルやトロピカル・フルーツのような芳醇な香り。
果物をそのまま頬張っているような厚みのある果実味と心地よい酸が楽しめる。

ボトル ￥12,500-

ピュリニ・モンラッシェ・クリュ・レ・
シャリュモー
Puligny Montrachet 1er Cru les Chalumeaux

フランス産

シャルドネ

辛口

白桃、砂糖漬けライム、ジンジャー、甘草、火打石のようなミネラル感､
黒と白胡椒等の複雑な香り。引き締まった心地良いフィニッシュ。

ボトル ￥44,800-

辛口

ボトル ￥21,800-

ガヤ・レイ・シャルドネ
Gaia&Rey Chardonnay

イタリア産

シャルドネ

辛口

エレガントな酸とシャープなミネラル感、アフターが非常に長いランゲのテロワールを
余すところなく引き出したシャルドネです。

ボトル ￥76,500-

※金額はすべて税込みです。

Tax included

シャンパンリスト
CHAMPAGNE LIST

スパークリングワイン
Sparkling

Wine

エスパス・オブ・リマリ・ブリュット・
スペシャル
Espace of Limari Brut Special
チリ産 ミディアムフルボディ
シャルドネ 87％ / ピノノワール 13％

洋ナシのようなフルーティーな果実味とシュワッとキメ細やかな泡。
完熟したリンゴやアプリコットなどの凝縮した味わいとアロマが特徴的。

グラス ￥8 5 0 -

ラ・ヴァーグ・ブルースパークリング
La Vague Bleue Sparkling

フランス産 辛口
ソーヴィニョンブラン 100％

目にも鮮やかなラグーン・ブルーの外観は、まるで甘いカクテルのようですが、口に
含めばそれとはミスマッチなほどにすっきり辛口に仕上がったスパークリングワイン。

ボトル ￥5 , 8 00 -

ボトル ￥10,500-

シャンパン
Champagne

モエ・エ・シャンドン
ブリュットアンぺリアル

モエ・エ・シャンドン
ネクターアンぺリアルロゼドライ (NIR)

Moet & Chandon Brut Imperial
フランス産 辛口
ピノノワール / ピノムニエ / シャルドネ

Moet & Chandon Nectar Imperial Rose Dry(NIR)
フランス産 やや甘口
ピノノワール / ピノムニエ / シャルドネ

フレッシュでありながらエレガントで、口当たりはしなやかで芳醇。
アペリティフからデザートまで、どんな料理にも絶妙に調和します。

ボトル ￥1 7 , 8 0 0 -

ヴーヴ・クリコ
イエローラベル ・ブリュット

Perrier-Jouet Belle Epoque Blanc de Blancs
フランス産 辛口
シャルドネ

酸味と果実味がバランスよく広がり、心地良い爽やかさと際立った
フルーティさが印象的な 1 本です。

ボトル ￥2 1 , 8 0 0 -

エンジェルシャンパーニュ
ブリュット

ボトル ￥5 1 , 8 0 0 -

ルイ・ロデレールクリスタル
ブリュット

驚くほどキメ細やかなムースがシトラスの風味を流れるように伝え、
アーモンドやヌガーの複雑なニュアンスが加わりながらも純粋さを失う事なく
最高の状態でバランスを保っています。

ボトル ￥69,500-

アルマン・ド・ブリニャック・
ブリュット・ゴールド

Louis Roederer Cristal Brut
フランス産 辛口
ピノノワール / シャルドネ

凝縮感と石灰質を感じる芳醇な味わい。気品と凝縮感を併せ持つ力強いアタックは、
滑らかでうっとりするような熟した質感。華やかな気品、洗練されたエレガントな魅惑
の味わいの逸品です。

ボトル ￥8 9 , 5 0 0 -

ピノノワール / シャルドネ

ボトル ￥51,800-

Krug Grande Cuvee
フランス産 辛口
ピノノワール / ピノムニエ / シャルドネ

アーモンド、バニラ、桃の皮の香りとともに、ほのかにリコリスの香りが感じられます。
舌ざわりが良くとてもクリーミーでなめらかで力強く個性的です。

辛口

あふれるようなエネルギーが感じられ、フローラルでありながら
繊細な味わいが魅力です。

クリュッググランド・キュヴェ

Angel Champagne Brut
フランス産 辛口
ピノノワール / ピノムニエ / シャルドネ

フランス産

ボトル ￥21,500-

ペリエジュエ
ベルエポックブラン・ド・ブラン

Veuve Clicquot Yellow Label
フランス産 辛口
ピノノワール / ピノムニエ / シャルドネ

アルマン・ド・ブリニャック・ロゼ

華やかな夜を演出するモエ・エ・シャンドンの新作ロゼ。
ピノ・ノワールを多めにブレンドした芳醇で活気のあるドゥミ・セック。

Armand de Brignac Brut Gold
フランス産 辛口
ピノノワール / ピノムニエ / シャルドネ

桃やアプリコットなどの核果実、花の香りを主体に、ブリオッシュ、バニラ、トーストが絡む
華やかなアロマ。洗練された口当たりで泡はきめ細かく、口中では甘味を感じますが、
後味はドライで長い余韻が楽しめます。

ボトル ￥8 9 ,5 0 0 -

Armand de Brignac Rose

レッド・ブラックベリー、いちご、焼き菓子の風味。ロゼは最終段階で、１０～１２％の赤ワインを
ブレンドしています。これにより、深みと豊潤な赤ワインのニュアンスを持ったシャンパンとなりました。

ボトル ￥110,000-

※金額はすべて税込みです。

Tax included

