
Spumante スパークリングワイン

≪ Italia イタリア ≫

モンテロッサ フランチャコルタ プリマキュヴェ \9,000‐
Franciacorta Prima Cuvee Brut  (Monterossa Lombardia)  

モンテロッサ フランチャコルタ カボション ミレッジマート ’11 \15,000‐
Franciacorta Cabochon Brut ’11  (Monterossa Lombardia)  

フェルゲッティーナ ミッレディ フランチャコルタ ブリュット ’13      \12,000‐
Milledi Franciacorta Brut ’13 (Ferghettina Lombardia) 

フェッラーリ ペルレ ‘09                                   \14,000‐
Ferrari Perle ‘09  (Ferrari Trento)  

ロータリ ブリュット \5,000‐
Rotari Talento Brut (Rotari Trento)  

ロータリ ロゼ \6,000‐
Rotari Talento Rose (Rotari Trento)  

ロータリ エクストラ ブリュット アルペレジス ’11                  \7,500‐
Rotari Extra Brut Alpe Regis’11 (Rotari Trento)  

プロセッコ ブリュット \5,000‐
Prosecco Brut (Ruggeri Veneto)  

ポンテ アウローラ ロゼ \4,000‐
Ponte Aurora Rose Extra Dry (Ponte Veneto)  

ファランギーナ メトド クラシコ \10,000‐
DUBL Falanghina Metodo Classico  (San Gregorio Campania)  

≪France フランス≫
Champagne シャンパーニュ

モエ エ シャンドン アンペリアル ブリュット         1/2 ボトル \5,000‐
Moet & Chandon Imperial Brut 

ボーモン デ クレイエール フルール プレスティージュ ミレジム’04   \12,000‐
Beaumont des Crayeres Fleur de Prestige Millesime ‘04 

シャルルエドシック ブリュット レゼルヴ \15,000‐
Charles Heidsiesk Brut Reserve  

ブルーノ パイヤール アッサンブラージュ’04                 \15,000‐
Bruno Paillard Assemblage ‘04 

ドン ペリニヨン’06 \30,000‐
Dom Perignon’06 

ヴーヴレイ ペティヤン ブリュット \6,000‐
Vouvray Petillant Brut (Vigneau Chevreau Loire)  

グラハム ベック ブリュット ロゼ \5,000‐
Graham Beck Brut Rose ( South Africa)  

表示価格はいずれも税抜価格です



Vino Bianco イタリア白ワイン

[フレッシュ感のある爽やかなタイプ] 

ガヴィ ディ ガヴィ ’15                      \6,000‐
Rolona Gavi di Gavi ’15 (Castellari Bergaglio Piemonte)    

モンフェッラート ビアンコ プリズン ’16              \5,000‐
Monferrato Bianco Bussanero ’16 (Crotin Piemonte)    

ロエロ アルネイス ’15         \7,000‐
Roero Arneis ’15 (Matteo Correggia Piemonte)  

ソアヴェ ’16         \5,000‐
Soave ’16 (La Cappuccina Veneto)  

ヴィスタマーレ ヴェルメンティーノ ‘14 \10,000‐
Vistamare Vermentino ’14 (Ca’MarcandaToscana)  

ヴェルナッチャ ディ サンジミニャーノ リゼルヴァ ‘14 \7,000‐
Vernaccia di San Gimignano Riserva ’14 (La Lastra Toscana)  

マンチーニ プリモ ヴェルメンティーノ ディ ガッルーラ ‘14 \5,000‐
Mancini Primo Vermentino di Gallura ’14 (Piero Mancini Sardegna)  

[果実味豊かなタイプ] 

ピノ グリージョ ’15         \5,000‐
Rulander Pinot Grigio ’15 (Kaltern Alto Adige)  

ゲヴェルツトラミネール クレインステイン ‘16 \7,500‐
Gewuztrminer ’16 (Bolzano Alto Adige) 

トブラール ブラン ソーヴィニョン ‘15                        \5,000‐
Toblar Blanc Sauvignon ’15 (Toblar Venezia Giulia)  

ヴェルディッキオ ディ カステッリ ディ イエジ クラシコ S ’14       \4,000‐
Verdicchio dei Castelli di Jesi C S ’14 (Sanrochetto Marche ) 

マルヴァジア デル サレント ’16        \5,000‐
Malvasia del Salento ’16 (Vigne e Vini Puglia) 

[構成のしっかりしたタイプ] 

リディア ピエモンテ シャルドネ ’14 \18,000‐
Lidia Chardonnay del Piemonte ‘14  (La Spinetta Piemonte)  

チャンパニス シャルドネ ‘15                 \10,000‐
Ciampanis Chardonnay Friuli Isonzo’15 (Vie di Romans Friuli)  

ソアヴェ クラシコ ラ ロッカ ’15         \10,000‐
Soave Classico La Rocca ’15 ( Pieropan Veneto) 

モレマイオルム フィアーノ ディ アヴェッリーノ ’02                \8,000‐
More Maiorum Fiano di Avellino ‘02 (Mastroberardino Campania)  

ビアンカ ディ ヴァルグァルネーラ ’12                         \12,000‐
Bianco di Valguarnera ’12  (Duca di Salaparuta Sicilia)  

表示価格はいずれも税抜価格です



Vino Rosso イタリア赤ワイン

[柔らかな味わいのタイプ] 

バルベーラ ダスティ ‘12                                     \8,000‐
Barbera d’Asti ‘12 (Bruno di Rocca Piemonte)  

モンフェッラート ロッソ イル バチャレ ‘14                       \6,000‐
Monferrato Rosso Il Baciale ‘14 (Braida Piemonte)  

ヴァルテリーナ スペリオーレ コスタ バッサ’14 \6,000‐
Valtellina Superiore Costa Bassa ’14 (Sandro Fay Lombardia)  

ヴァルポリチェッラ リパッソ’14                             \7,000‐
Valpolicella Ripasso (Bertani Veneto)   

キャンティ クラシコ ’14                                      \6,000‐
Chianti Classico ‘14 (PoggioPiano Toscana)  

ロッソ ディ モンタルチーノ ‘15                                \5,000‐
Rosso di Montalcino ’15 (Castelli Martinozzi Toscana)  

パッソロッソ シチリア ‘13 \10,000‐
Passorosso ’13 (Passopisciaro Sicilia)  

[バランスのとれた味わいのタイプ] 

キャンティ ルフィナ リゼルヴァ ’01                            \8,000‐
Chianti Rufina Riserva Poggio Gualtieri ‘01 (Grignano Toscana)  

ベッカッチャイア メルロ ‘09                                \10,000‐
Beccacciaia Merlot ‘09 (Pakravan Papi Toscana)  

ガブリッチョ トスカーナ サンジョヴェーゼ ‘10                    \7,000‐
Gabbriccio Toscana Sangiovese ’10 (Pakravan Papi Toscana)  

ヴィーノ ノービレ ディ モンテプルチャーノ  ‘12                   \8,000‐
Vino Nobile di Montepulciano ‘12 (Poliziano Toscana)  

モンテファルコ サグランティーノ ‘06 \8,500‐
Montefalco Sagrantino ’06 (Scacciadiavoli Umbria)  

イスクラ ロッソ コッリ アプルティーニ‘05                      \10,000‐
Iskra Rosso Colli Aprutini ‘05 (Masciarelli Abburzzo)  

パパーレ プリミティーヴォ ディ マンドゥリア リネアオロ ‘13 \7,000‐
Primitivo di Manduria ’13 (Vigne e Vini Puglia)  

コレッツィオーネ チンクアンタ \7,000‐
Collezione Cinquanta +1  (San Marzano Puglia)  

カベルネ ネロダーヴォラ ’12     \6,000‐
Cabernet Sauvignon Nero d’Avola ’12 ( Don Tomasi Sicilia)  

表示価格はいずれも税抜価格です



Vino Rosso イタリア赤ワイン

[構成のしっかりしたタイプ] 

バルバレスコ  ‘04                                        \50,000‐
Barbaresco ‘04 (Gaja Piemonte)  

バルバレスコ  ‘03                                        \9,000‐
Barbaresco ‘03 (Grasso Fratelli  Piemonte )  

バローロ カンペ ‘05                                      \40,000‐
Vigneto Campe Barolo ’05 (La Spinetta Piemonte)  

バローロ  ‘12                                             \8,000‐
Barolo ’12 (Cascina Gramolere Piemonte)  

アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ ‘06                      \60,000‐
Amarone della Valpolicella ‘06 (Dal Forno Romano Veneto) 

カーポ ディ スタート ‘09                     \12,000‐
Capo di Stato ‘09 (Conte Loredan Gasparini Veneto) 

ブルネッロ ディ モンタルチーノ ‘12                          \10,000‐
Brunello di Montalcino ’12 (Castelli Martinozzi Toscana)  

キャンティ クラシコ リゼルヴァ ‘13                             \8,000‐
Chanti Classico Riserva ’13 (Viticcio Toscana)  

マガーリ ‘01                                             \20,000‐
Magari ’01 (Ca’marcanda Toscana)  

アルジェンティエーラ ボルゲリ スペリオーレ ‘08                \15,000‐
Bolgheri Superiore ’08 (Argentiera Toscana)  

サッシカイア ‘12                                          \28,000‐
Bolgheri Sassicaia ’12 (San Guido Toscana)  

ティニャネッロ ‘11                                     \20,000‐
Tignanello ’11 (Antinori Toscana)  

タウラージ ピアーノ ディ モンテヴェルジーネ ‘04 \15,000‐
Taurasi Piano di Montevergine ‘04 (San Gregorio Campania)  

ネロ ロッソ デル サレント ‘04 \10,000‐
Nero Rosso del Salento ‘04 (Conti Zecca Puglia)  

[時を経た滋味深い味わいのタイプ] 

バルバレスコ リゼルヴァ  ‘90                               \18,000‐
Barbaresco Riserva ‘90 (Nicolello Piemonte)  

ブルネッロ ディ モンタルチーノ ‘85            \35,000‐
Brunello di Montalcino ’85 (Col d’Orcia Toscana)  

タウラージ ラディーチ リゼルヴァ ‘98 \12,000‐
Taurasi Radici Riserva ‘98 (Mastroberardino Campania)  

ワインは数量に限りがありますので欠品の際はご了承下さい
表示価格はいずれも税抜価格です



White Wine 白ワイン

シャブリ ’14                                              \6,000‐
Chablis Reserve de Vaudon ‘14  (Joseph Drouhin Bourgogne)  

シャブリ グラン クリュ ヴァルミュール ’13                      \10,000‐
Chablis Grands Cru Valmur ‘13  (Cristian Moreau Bourgogne)  

マルサネ レ クロ ’13                                       \8,000‐
Marsannay Le Clos ‘13  (Rene Bouvier  Bourgogne)  

ムルソー ’09             \15,000‐
Meursault ’09 (Pierre Morey Bourgogne)  

ブルゴーニュ アリゴテ ’14    \7,000‐
Bourgogne Aligote ’14 (Ramone Bourgogne)  

レ フルール デュ ラック ’13                                 \8,000‐
Les Freurs du Lac ’13(Ch.Lagrange Bordeaux)  

ゲヴェルツトラミネール グランクリュ シュタイネール ’12          \10,000‐
Gewuztraminer G.C. Steinert ’12 (Jean Ginglinger Alsace)  

リースリング ’13                                           \5,000‐
Riesling ‘13 (Hugel Alsace)  

コンドリュー シェリー ’10                                  \15,000‐
Condrieu Chery ’10(Andre Perret  Côtes du Rhone)  

鳥居平今村甲州 ’04   \8,000‐
Toriivilla Imamura Cuvee Yuka ’04 (Toriivilla Imamura Yamanashi Japan)  

Red Wine 赤ワイン

ジュブレ シャンベルタン レ カズティエール ’04                \24,000‐
Gevrey Chambertin Les Cazetiers’04 (Philippe Leclerc Bourgogne)  

ボーヌ ’01                        \12,000‐
Beaune ’01 (Michel Gaunoux Bourgogne)  

ヴォルネイ ’91                                           \10,000‐
Volnay ’91 (Bernard Delagrange Bourgogne)  

シャトー ド ヴァランドロー ’04         \50,000‐
Ch.de Valandraud ’04 (Bordeaux) 

シャトー レ ヴィミエール ’11            \8,000‐
Ch.les Vimieres ’11  (Bordeaux) 

プピーユ ’01         \8,500‐
Poupille ’01  (Bordeaux) 

コルナス ’00         \10,000‐
Cornas ’00 (Jean Lionet Côtes du Rhone)  

Dr.ダインハード ダイデスハイム シュペートブルグンダー’14         \5,000‐
Dr.Deinhard DeidesheimSpatburgunder ’14(WeingutVonWinning  Germ) 

ドミナス ’05     \30,000‐
Dominus ’05 (Dominus Estate California)  

ワインは数量に限りがありますので欠品の際はご了承下さい。
表示価格はいずれも税抜価格です



Vini Bicchieri グラスワイン

スパークリングワイン       グラス \1,300‐(税抜)
Spumante

ハウスワイン（白 または 赤） グラス \800‐(〃)
Vino Casa (Bianco o Rosso) 1/2 カラフ     \2,200‐(〃)
                                      フルボトル     \4,000‐(〃)

おすすめワイン（白 または 赤）  グラス \1,200‐(〃)
Vino Scelta (Bianco o Rosso) 1/2 カラフ     \3,500‐(〃)
                                      フルボトル      \6,000‐(〃)

Corso al Vini ワインのコース

フォンタナでは、料理と共にワインを愉しんで頂けるようワインのコースを
ご用意いたしました。お食事に合わせて 1 杯ずつグラスにお注ぎいたします。

・ピッコロ                               \2,500‐(税抜)
料理に合わせて３杯のグラスワインをご用意いたします。

・メディオ                              \3,500‐(〃)
５杯のグラスワインをコース仕立てでご用意いたします。

・グランデ                              \4,500‐(〃)
７杯のグラスワインを少しずつ料理に合わせてご用意いたします。



シェリー 

フィノ（さわやかな辛口）                 700 円 

オロロソ（熟成タイプの辛口）              900 円 

ペールクリーム（濃厚な甘口）             1,000 円 

ビール 

生ビール アサヒ熟撰     レギュラー450ml  700 円 
スモール  300ml  500 円 

瓶ビール アサヒスーパードライ（中瓶）   800 円 

モレッティ                     330ml   900 円 

モレッティ ラ・ロッサ          330ml   900 円 



ノンアルコールドリンク 

シシリアンオレンジジュース            800 円 

フランス産グレープジュース（赤・白）  800 円 

グレープフルーツジュース              600 円 

ジンジャーエール （辛口・甘口）       600 円 

マンゴージュース                      800 円 

ノンアルコールビール                  700 円 

ノンアルコールカクテル 

エルダーフラワーソーダ         800 円 

カシスシロップソーダ            800 円 

ミネラルウォーター 

アクアパンナ                500ml   700 円 

サンペレグリーノ        500ml   700 円 

     1,000m 1,200 円 

※表示価格はいずれも税抜価格です 



ジン 

ゴードン                               800 円

タンカレーNo.１0                    1,000 円

ボタニスト                           1,200 円

テキーラ 

エルヒマドール                  800 円

オレンダインゴールド            800 円

エラドゥーラ・アネホ            1,800 円

アハトロ ディーヴァ             1,000 円

グランセンテナリオ・ブランコ       1,300 円

パトロン シルバー           1,400 円

ファクター40                         1,000 円

ポルフィディオ プラタ・カクタス     1,400 円

ラム 

ハバナホワイト３年            600 円

パンペロ･アニヴェルサリオ           800 円

ロンサカパ                 1,000 円

※表示価格はいずれも税抜価格です 



ジャパニーズウィスキー 

竹鶴 ピュアモルト                800 円

竹鶴 シェリーウッド             1,000 円

余市 12 年                 1,400 円

竹鶴 17 年                1,400 円

竹鶴 21 年                2,000 円

宮城峡 12 年                          1,400 円

白州                   1,000 円

駒ヶ岳 22 年               1,700 円

イチローズモルト秩父 ON THE WAY    2,000 円

駒ヶ岳 1985 年カスクストレングス     3,000 円

博多                    1,000 円

アメリカンウィスキー 

ノブクリーク                 900 円

ワイルドターキー 12 年                1,200 円

ジャックダニエル ジェントルマンジャック         1,000 円

エヴァン ウイリアムス シングルバレル          1,200 円

ジャックダニエル                        600 円

ブラントン･ブラック            1,000 円

ブッカーズ                1,500 円

レベッカ                  700 円

ジャックダニエル シングルバレル     1,500 円

※ソーダ割でご注文の場合＋100円頂戴いたします



グラッパ 

ノニーノ モスカート         800 円

チェリーニ            7 0 0 円

マローロ ドルチェット                 800 円

ラルコ アマローネ                   1,200 円

ラルコ アマローネ・バリック         1,500 円

ポリ クレオパトラ           1,200 円

カルヴァドス / ブランデー/マール 

パコリ カルヴァドス           1,000円

ポール･ジロー EXヴィエイユ         1,500円

カミュ イル・ド・レ                    800 円

フェブレ マール・ド・ブルゴーニュ     900 円

※表示価格はいずれも税抜価格です 



リキュール 

リモンチェッロ            800 円 
イタリアナポリのレモンリキュールです 

ヴェルモット（辛口・甘口）      900 円 
ハーブを風味づけしたワインです 

ドランブイ              800 円 
スパイス・蜂蜜を漬け込んだウイスキーリキュールです 

ベネディクティンDom         800 円 
ハーブを漬け込んだブランデーベースのリキュールです

サザンコンフォート            600 円 
オレンジ・ハーブを漬け込んだリキュールです 

カクテル 

シシリアン・ミモザ                1,400 円 
ブラッドオレンジ+スパークリングワイン 

キール                               800 円 
カシズリキュール＋白ワイン 

キール・ロワイヤル                1,400 円 
カシスリキュール+スパークリングワイン 

カンパリソーダ            800 円 
甘苦みが特徴のリキュールをソーダ割で 

スプモーニ                           900 円 
カンパリ+グレープフルーツ+トニックウォーター 

ネグローニ                1,000 円 
カンパリ+スィートヴェルモット+ジン 

ラスティネイル 1,200 円 
スコッチウィスキー+ドランブイ 

テキーラサンライズ          800 円 
テキーラ+オレンジ+グレナデンシロップ 

※表示価格はいずれも税抜価格です 



シングルモルトウイスキー 

ISLAY 

ブナハーブン 12 年            1,000 円 

カリラ 18 年オーブリオンフィニッシュ        1,600 円 

アードベッグ 10 年          1,000 円 

ラフロイグ 15 年            1,500 円 

ISLANDS 

レダイグ 9年               1,200 円 

タリスカー ダブルマチュアート 1999   1,400 円 

HIGHLAND 

グレンモーレンジ キンタ・ルバン      1,000 円 

SPEYSIDE 

アベラワー ファーストドロップ 2008    800 円 

グレンリヴェット 15 年 G＆Mスミスズラベル     1,300 円 

グレンリヴェット 12 年         800 円 

マッカラン ファインオーク 12 年    1,000 円 

ブレンデッドウィスキー 

シーバスリーガル 12 年           800 円 

ザ ロイヤルハウスホールド           2,500 円 

※ソーダ割でご注文の場合＋100円頂戴いたします 
※表示価格はいずれも税抜価格です 


