BY THE GL A SS a nd car a fe
REDS

BUBBLEs
BRUT BLANC DE BLANCS, WATERHOLES CREEK

ブリュット・ブラン・ド・ブラン ウォーターホールズ・クリーク

DELAMOTTE Blanc de Blancs
ドゥラモット ブラン・ドゥ・ブラン

[税込825]

glass/750

AUSTRALIA

glass/1500 [税込1650] bottle/8500 [税込9350]
[champagne] FRANCE

Bailey A & Merlot "HUGE Exclusive",

MARUKI WINERY | Muscat Bailey A, MERLOT |

glass/550

[税込605
]
Carafe/

Koshu "HUGE Exclusive",

glass/550[税込605] Carafe/1850 [税込2035]

Maruki Winery | KOSHU |

[Yamanashi]

甲州 HUGEエクスクルーシブ まるき葡萄酒

Japan

Ultra Malbec, Kaiken | Malbec |

ドクター・シュミット リースリング

Oregon Pinot Gris, Erath

[Rheinhessen]

Germany

glass/750 [税込825]

| Pinot Gris |

オレゴン ピノ・グリ イーラス

USA
glass/850 [税込935]

THREE THIEVES Chardonnay California | Chardonnay |
スリー・シーヴズ シャルドネ カリフォルニア

[California]

USA

glass/500 [税込550]

LA GITANA
SHERRY MANZANILLA,
マンサニージャ イダルゴ・ラ・ヒターナ

[税込825]

glass/750

[Mendoza]

Farmhouse Red, Cline

Argentina
[税込825]

glass/750

| Zinfandel, Mourvedre, Carignan, Syrah, Petite Sirah, Grenache |

[California]

ファームハウス・レッド クライン

Dr. Schmitt Riesling Private Collection, Schmitt Söhne Wines | Riesling | glass/600 [税込825]

Japan

ベーリーA & メルロ HUGEエクスクルーシブ まるき葡萄酒
ウルトラ・マルベック カイケン

WHITES

1850 [税込2035]

glass/950 [税込1045]

Single Vineyard Shiraz 2017, Alamis Vineyards | Shiraz |
シングル・ヴィンヤード・シラーズ アラミス・ヴィンヤーズ

USA

[Mclaren Vale]

Australia

Sweet
Juran on Ballet dʼOctobre Moelleux, Cohaupe | Petit Mansang | glass/850 [税込935]
バレ・ドクトーブル ジュランソン・モワルー
[Pyrénée] France
glass/800 [税込880]

amontillado, william humbert

アモンティリャード ウィリアム・ハンバート

H OUSE SE LEC Tio n A L L 2750 YE N

[税込3025]

各国の著名ワイナリーがHUGEの為だけに、特別に作った世界にここだけのワイン
Original Cuvée exclusively made for us by celebrated wineries!

bubble s
BRUT BLANC DE BLANCS,

WATERHOLeS CREEK

AUSTRALIA

ブリュット・ブラン・ド・ブラン ウォーターホールズ・クリーク

CHARDONNAY

ピーチやオレンジフラワーなど芳香豊か、引き締まった印象のスパークリング。
スムースで丸みのある味わいとさわやかな酸味を楽しめます。

Prosecco Extra Dry,

italy

Sant Ambroeus

プロセッコ・エクストラ・ドライ

GLERA

Moscato mediterraneo, pinord
モスカート・メディテラネオ

SPAIN
moscato

アルコール度数4.5％、マスカット・オブ・アレキサンドリア100％
柔らかな酸と果実の甘み 微発泡のさわやかな味わい

Spumante rose brut col mesian,

italy

pirovano

スプマンテ・ロゼ・ブリュット・コルメシアン

ガルガーネガとピノ・ノワール。
口当たりソフトで、スムーズなすっきりとした味わい。

透明感、清涼感のある香り。ジューシーで軽快な広がりの
ある味わい、フローラルな余韻

garganega
Pinot noir

WHITE S
RIESLING COLUMBIA VALLEY,sokol blosser

USA

リースリング コロンヴィア・ヴァレー

[oregon]
RIESLING

オレゴンを代表する作り手が特別に作った
果実味あふれるジューシーで爽やかなリースリング

[california]
chardonnay

シャルドネ・ローダイ

フローラルな香りに熟した果実のアロマ、バニラの香りも。
ミネラル感とバランスを伴ったふくよかな味わい。

semillon-chardonnay

Steam Chasers Sauvignon Blanc Sailing NEW ZEALAND
スティーム・チェイサーズ・ソーヴィニヨン・ブラン

[Marlborough]

italy

marco porello

[piemonte]
arneis

フレッシュな酸とドライで引き締まった味わい

DR. SCHMITT RIESLING “Private Collection”
ドクター・シュミット リースリング QbA

レモンやライムなどの柑橘系の香りとレモンの
ニュアンス、オークのふくよかなニュアンス。

クリーンで爽やか、かつ熟度の高さ。シトラスやパッションフルーツと Sauvignon blanc
アロマティック。溌剌としたクリスプな酸味とジューシーな味わい。

ロエロ・アルネイス

Schmitt & Söhne

エヴァンタイユ・セミヨン シャルドネ

usa

CHARDONNAY LODI LODIAN

roero arneis,

AUSTRALIA
EVANTAIL SEMILLON-CHARDONAY [south eastern
aus]

ITALY

Vermentino di Sardegna

[Sardegna]
Vermentino

“Arenas”, Cantina Quartu

GERMANY

RIESLING - OFF DRY

透明感のある爽やかな香り、青リンゴに加えて白い花の華やかな印象も。
ライトでスムースな口当たり、溌剌とした酸味とジューシーかつ軽快な味わい。

ITALY

Campania Fiano Colleantico
カンパニア・フィアーノ

Fiano

ヴェルメンティーノ・ディ・サルデーニャ

よく熟した白桃、ライラックのような花の香りとアロマティック。
フレッシュではつらつとした味わいにジューシーな果実味、後口に心地よいほろ苦み。

SPAIN

VAL DO SALNES Albariño Salneval

[RIAS BIXAS]
ALBARIINO

ヴァル・ド・サルネス アルバリーニョ

ネクタリン、キンモクセイのようなクリーンで芳香高い香り。
溌剌とした酸味を基調としたドライな味わいと旨みのある後味。

熟した洋梨やベルガモット、レモンバーベナなど透明感があり、爽快な香り。ほんのりナッツ。
味わいはスムースな口当たり、熟した果実味ときめ細かな酸味の心地よいバランス。

FRANCE

MUSCADET Sevre et Maine Sur Lie

ミュスカデ セーヴル・エ・メーヌ・シュール・リー

[LOIRE]

Melon de Bourgogne
グレープフルーツやシトラスピールの
フレッシュで爽快な香りにほんのり焼きたてパン。味わいはドライで
スムース、クリスプな酸味と後味に潮の香りを伴ったほろ苦味

ROSE Porteno Rosado Bodega Norton ARGENTINA
ポルテーニョ ロサード rosado,Malbec,Cabernet Sauvignon,Merlot
淡いサーモンピンク。花やハーブのアロマ。爽やかな酸、
繊細なテクスチャー、心地良い余韻がバランス良く整っている。

RE DS
ピノ・ノワール モントレー

USA

[california]
赤いベリーフルーツとローズヒップ、ハイビスカスなど
pinot noir
フレッシュで華やかな香り。ソフトでメロウ、軽快な渋み。

Cabernet Sauvignon LODI LODIAN

カベルネ・ソーヴィニヨン ローダイ

USA

Cooperʼs Blend, Ranch 32

pinot noir monterey, Formation Wines

活力がありフレッシュ感のあるジューシーな味わい｡

USA

[california]
cabernet sauvignon

凝縮した果実味と引き締まったタンニン、
ほんのりとしたスパイシーさも感じられ滑らかで長い余韻

Hilanda Monastrell, Bodegas Alceno

SPAIN

イランダ・モナストレル

[Jumilla]

豊かでアロマティックなスペイン地中海沿岸地方の赤。濃縮感のある果実、 Monastrell
豊潤な広がり、後味にしっかりとした渋みとスパイスのタッチ。充実感のある味わい。

Wild Wood Shiraz Margaret River

[Monterey County]
クーパーズ・ブレンド ランチ３２
Petite Sirah,Merlot,
Petit Verdot,Syrah,Templanillo,
アロマティックで洗練。ベリーフルーツ、
White Riesling,
スミレなど芳香高く、スパイスや土っぽいニュアンス。
Chardonnay

AUSTRALIA

Castle Tower Zinfandel

USA

キャッスルタワー・ジンファンデル

[california]
Zinfandel

PORTENO MALBEC

ARGENTINA

アメリカンチェリー、スミレなど華やかなではっきり
とした香りにスパイスのアクセント。濃縮感があり、
ジューシーな味わいの洗練されたジンファンデル。

ポルテーニョ マルベック

MALBEC

ワイルド・ウッド・シラーズ マーガレット・リヴァー

Shiraz

フレッシュで際立ったベリーフルーツやスミレの香りにトーストやスパイスのアクセント。
噛めるような厚みのある味わい、きめ細かな酸味と緻密で豊かな渋み。

熟した赤系果実のニュアンスに調和の取れたなめらかなタンニン。

barone ricasoli
toscana rosso 1141, barone ricasoli

italy

FAMILLE PERRIN L’Oustalet Rouge

バローネ リカソーリ トスカーナ・ロッソ

[toscana]
sangiovese

キャンティの名門の特別キュベ。サンジョベーゼとメルロを
ブレンドしたしっかりとした味わい

Blackboard Cabernet Franc

ブラック・ボード カベルネ・フラン

赤いフルーツや花の香りにピメントスパイスのアクセント。
ソフトな口当たり、口中を流れるようなジューシーさ、
快適な渋みのフィニッシュ。幅広く料理と楽しめる赤ワイン。

France
Cabernet Franc

ファミーユ・ペラン ルスタレ・ルージュ

france
grenache, syrah

グルナッシュとシラーのややスパイシーだが優しいタンニン

Primitivo di manduria,

faunus

プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア

いきいきとしたタンニンがあり、滑らかな口当たり。
プリミティーヴォの力強さが上手く表現された上質な味わい

italy

[PUGLIA]
primitivo

Artisan Wines

"We offer you Artisan wines.
Artisan means a traditional and hand-crafted way of working the vines
and to vinify the wines while maintaining the greatest respect for nature.
This way of working produces the most expressive wines
that truly taste of the terroir.

artisan: from the Italian word -artigiano-,
which is based on the Latin word -artire-,
meaning instrusct in the arts

アルティザン・ワイン

ARTISAN wine

伝統的な方法で、
手作業でつくられたブドウから、
丁寧に造られた職人のワイン

BUBBLE S
Jacquesson Cuvée n° 744 Extra Brut

12000
13200
France

ジャクソン キュヴェn° 744 エクストラ・ブリュット

[税込

]

シャンパーニュ トップランクのクオリティと
人気を誇るジャクソン。ドライかつなめらかな口当たり、 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
クリーミーな泡立ち、厚みがあり引き締まったボディ。
力強さとしなやかさのバランスをもった味わい、余韻に柑橘とブリオッシュの香り。

Ruinart Blanc de Blancs, Ruinart
ルイナール ブラン・ドゥ・ブラン

12500
13750
France
[税込

最古のシャンパーニュメゾンとして知られる名門。シャルドネ100％の緻密さと
複雑さを併せ持つ風味。ストレートで透明感のある酸味が長い余韻をつくります。

Gruet blanc de noirs, gruet
グリュエ

ブラン・ド・ノワール

ピノノワール主体のふくよかでバランスのよい味わい。無農薬農法。

6000
6600
usa

[税込

]

pinot noir

DELAMOTTE Blanc de Blancs

8500
9350
France

ドゥラモット ブラン・ドゥ・ブラン

[税込

]

グラニースミス、ジャスミンなど透明感があり、緻密な香り。
ほのかにブリオッシュやマッシュルームといった奥行きを与える複雑さ。 chardonnay
清らかで、きめ細か、ストレートな酸味が長い余韻をつくります。

]

chardonnay

billecart-salmon brut reserve
ビルカール

サルモン

ブリュット

8900
9790
FRANCE

レゼルヴ

[税込

]

透明感のある洗練された香り。味わいは上質な酸味を基調として
かつジューシーな風味をもつ、飲み飽きのしないシャンパーニュ
Pinot meunier, chardonnay

Prosecco Valdobbiadene Superiore San Boldo, Marsuret 4500
4950
プロセッコ ヴァルドッビアーデネ スペリオーレ
フレッシュな果実味と程よいボリューム感
italy
[税込

]

giera

schramsberg blanc de blancs north coast, schramsberg 9000
9900
シュラムスバーグ ブラン・ド・ブラン
usa
繊細できめ細かい泡とキレのある酸
[税込

]

chardonnay

WHITE S
4000
4400
usa

Erath Pinot gris, erath
イーラス

ピノグリ

[税込

フレッシュでややスパイスも感じる果実味と生き生きとした酸

pinot gris

Alsace Riesling, Trimbach

4500
4950
France

アルザス・リースリング トリンバック

[税込

アルザス名門による、リースリングのお手本ワイン。
控えめながら、豊かな香り、なめらかな口当たり、際立った酸味が特徴です。
HUGE
Exclusive

]

Bixby Creek Bridge Sauvignon Blanc

ビックスビー・クリーク・ブリッジ ソーヴィニヨン・ブラン

]

RIESLING

4600
5060
USA

[税込

]

グラッシーさ（青臭さ）はなく、メロン、マスカット、キウイなど爽快かつアロマティック。 sauvignon blanc
味わいはスムースで、
ジューシー、
ストレートな酸味とほろ苦みの心地よいバランス。

Loire Sauvignon Blanc, Pascal Jolivet

5000
5500
France

ロワール ソーヴィニヨン・ブラン

[税込

]

ソーヴィニヨン・ブラン名手によるオーガニック・ワイン。
熟した果実味とクリスプな酸味のバランスがよい、爽やかではつらつとした味わい。 sauvignon blanc
HUGE
Exclusive

Rogue Valley Pinot Gris, Foris Vineyard 4600
5060
[税込

ピノ・グリ フォリス・ヴィンヤード

豊かな果実の香りにハーブのニュアンス、格調高い酸やミネラルのバランス
HUGE
Exclusive

Moscofilero, Skouras

モスコフィレロ

USA

PINOT GRIS

4600
5060
GREECE
[税込

ドメーヌ・スコーラス

アロマティックさが特徴で爽やかな酸と心地よい余韻、そしてスパイスの絶妙な味わい
HUGE
Exclusive

]

The Next Big Thing Chardonnay, Magpie Estate

]

MOSCOFILERO

4600
5060
Australia

ザ・ネクスト・ビッグ・シング・シャルドネ マグパイ・エステー

落ち着いた印象で深みがあり、熟度も高く、デリシャスリンゴ、バニラ、
カスタードクリームと芳醇。味わいも豊潤で、ふくよかなボディ、後味はキリリとドライ。

[税込

]

chardonnay

DR. KONSTANTIN FRANK Salmon Run Riesling

5600
6160
USA

ドクター・コンスタンティン・フランク サーモン・ラン リースリング

[税込

トロピカルフルーツ、マイヤーレモンなど
フレッシュで甘やかなフルーツフレーバーが魅力的。

]

RIESLING

milton chenin blanc te arai vineyards, milton

6000
6600
nz

ミルトン シュナン・ブラン テ・アライ ヴィンヤード

[税込

central coast chardonnay, calera

[税込

]

NZ自然派ワインのパイオニア。洋ナシや花、スパイスのような香り。
chenin blanc
果実もしっかりと感じるドライな味わい

6200
6820
USA

セントラル コースト シャルドネ カレラ

カリフォルニア セントラルコーストの雄「カレラ 」の秀逸な
シャルドネ。濃密かつ繊細、ふくよかでメロウな味わい。
スムースな酸味が長い余韻をつくります。

]

charonnay

gruner veltliner ribbon ridge, chehalem

7000
7700
usa

グリューナ・フェルトリーナ

フレッシュな果実味と程よいボリューム感

[税込

]

gruner veltliner

Cloudy Bay Sauvignon Blanc, Cloudy Bay

7200
7920
芳香に満ちた、柑橘類、青リンゴ、フレッシュハーブの爽やかなアロマ。 nz
クラウディー・ベイ

ソーヴィニヨン・ブラン

[税込

ジューシーな口当たり、クリスプな酸味のドライな白。

sauvignon blanc

sauvignon blanc au naturel, brander
ソーヴィニヨンブラン

]

7500
8250
usa

オウ・ナチュレ

[税込

自社畑から最高のブドウだけを選りすぐって作る、
旨味をじっくりと引き出した自然で凝縮した味わい。

]

sauvignon blanc

Mttiasson chardonnay linda vista, napa, mattiasson 9500
10450
マサイアソン

シャルドネ

リンダ・ヴィスタ

[税込

ブドウ本来の味を引き出すために、樽のニュアンスは控えめ。
ミネラル感と柑橘の香り。

]

usa

chardonnay

RE DS
Sokol blosser evolution BIG TIME, sokol blosser 4000
4400
ソーコール・ブロッサー エヴォリューション ビッグタイム
サンジョベーゼなどの数種のブドウをブレンドした
ジューシーな果実味と複雑味をもつ味わい

[税込

]

usa

sangiovese, montepulciano

Maggio cabernet sauvignon lodi, maggio family vineyard 4500
4950
マッジオ

カベルネ・ソーヴィニヨン

ロダイ

柔らかなタンニンが溶け込んだ黒い果実を思わせる味わいに
香ばしいスパイスのニュアンス
HUGE
Exclusive

[税込

レゼルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン テラザス

セントラル

凝縮感のある香り、ジューシーな味わい、
がっしりとしたタンニンが楽しめる、 牛肉のため の赤ワイン
HUGE
Exclusive

プラ・フェ・カベルネ・ソーヴィニヨン

アンティヤル

ロス

ヴァン・グリ

ロゼ

5500
6050
usa

[税込

]

やさしくプレスされたブドウからはバラやスミレのようなチャーミングな香りも。
grenache, Rolle
さわやかな酸とほんのり感じつ果実のバランス良いドライなロゼ

torii more pinot noir, torri more
トリイモア

ピノノワール

リッチでジューシーな果実味と優しくソフトなタンニン

6000
6600
usa

[税込

ピノノワール

エステイト

カベルネソーヴィニヨン

自社畑で選りすぐりのブドウで作られる。
ブラックベリー、カカオ、果実の凝縮感とボリューム。

]

赤い果実と香ばしい樽のニュアンス、凝縮した果実味と引き締まった
cabernet sauvignon
タンニンに包まれたバランスの良い味わい

vin gris rose, lodai, birichino

コースト

]

nz

pinot noir

7200
7920
USA

[税込

roth estate cabernet sauvignon
alexander valley, roth estate

4600
5060
CHILE

[税込

[税込

]

pinot noir

]

cabernet sauvignon

PurA Fe Cabernet Sauvignon, Antiyal

ピノノワール

「マスター・オブ・ピノ・ノワール」の手による、まさに傑作のピノ。
芳醇な香り、なめらかなテクスチュア、生き生きとした果実味、
どこまでも広がりのある味わい。

4600
5060
Argentina
[税込

マルボロ

central coast pinot noir, calera

]

艶やかでアロマティック、ラズベリー、ローズヒップ、 梅紫蘇 の香り。
ソフトで丸みのあるふくよかなボディ、きめ細かな酸味と渋みが後味をリフレッシュします。Pinot Noir

Reserva Cabernet Sauvignon, Terrazas

]

shiraz

力強い果実の凝縮感、なめらかなタンニン、岡田岳樹氏の造る
重厚感とエレガンスを兼ね備えた味わい。

4600
5060
USA

[税込

[税込

カシスやブラックペッパー、豊かな果実味とタンニン。
スパイシーな味わい。

フォリウム

cabernet sauvignon

ピノ・ノワール

6500
7150
AUS

ヘドニスト シラーズ

folium marlborough pinot noir, folium vineyards 7000
7700

]

usa

The Path Pinot Noir, The Path

ザ・パス

Hedonist shiraz, mclaren vale, hedonist

]

8000
8800
usa

[税込

]

cabernet sauvignon

ridge east bench zinfandel, ridge vineyards 8000
8800
リッジ・イーストベンチ

チェリーやスパイスのようなドライクリークを代表するような香り。
丁寧にナチュラルに醸造されることによってブドウの個性を感じる味わい。

[税込

]

usa
zinfandel

arnot roberts syrah sonoma coast, arnot roberts 8500
9350
アルノー・ロバーツ

シラー

シラーの味わいを存分に引き出す醸造によってピュアで繊細、
職人の技と情熱を感じる伝統的なスタイルの味わい。

[税込

]

usa
syrah

pinot noir

natural wine ナチュラルワイン
化学肥料や農薬等を使用せず、
自然の力で育てられたブドウから丁寧に作られたワインを選びました。

HUGE
Exclusive

HUGEエクスクルーシブは国内では当社でのみお楽しみいただけるワインです。
Imported exclusively for HUGE restaurants only.

We kindly ask you for an additional ¥385 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
17時以降、コペルト[席料]をお一人様385円22時以降、深夜料金を10％頂戴しております。

