BUBBLES

WHITES

blanc de blancs

   

   

           





ドゥラモット

ブリュット・ブラン・ドゥ・ブラン

           

japan

ファン・フォルクセン

        
ザール・リースリング





             
ブラン・ドゥ・ブラン

                              

  

   
タキザワワイナリー ミュラー・トゥルガウ サン・スフル・アジュテ



                             

japan
apan
   





       
メイエ・フォンネ アルザス・リースリング ヴィネック・シュロスベルグ

   

サロン

    

  

       
シルヴァーノ・フォラドール プロセッコ
ヴァルドッビアデーネ・スペリオーレ ブリュット・ナチュール

ギガル

         

 

 

   

カステルロッチ

     

       

  

  

BKワインズ





    

   

 

バロン・ドッピア

         

ペティヤン・ナチュレル

          



ビルカール・サルモン

        



ミルトン

 

     

クリスタル

       

                         

    
カ・デル・ボスコ フランチャコルタ・キュヴェ・プレステージ
エクストラ・ブリュット

バーデンホースト

               
  

   

         



ゲリラ

レトロ

         

   

 

シャトー・マルス

 

クラウディ・ベイ
 

  

     



               

   

                     



mediterranean
  

                     

        

アルヘイト

フロットサム＆ジェットラム スタルワート・サンソー

pinot noirs
        
ザ・パス

ピノ・ノワール



        

 

 

  
   
エンデルレ・ウント・モール ピノ・ノワール バーシス

ジャン・クロード・ロマン

 

シャブリ

   

    
ノイドルフ



                                   

           
ロージーズ・ブロック

  

                        
        
フレデリック・エスモナン
ジュヴレイ・シャンベルタン ヴィエーユ・ヴィーニュ レ・ジュイーズ

   



                               

プイィ・フュメ アンディジェン

      
アルノー・ロバーツ シャルドネ ワトソン・ランチ・ヴィンヤード

syrahs & blends
         



ギガル

甲州 オランジュ・グリ

              

          
  
シャトー・ダルマイヤック ポーイヤック・グラン・クリュ・クラッセ

                 
  

ソーヴィニヨン・ブラン

   



        

              

 

            

   

ドメーヌ・テッタ

グリュナー・フェルトリナー ハンドクラフテッド

パスカル・ジョリヴェ

      

  

アルンドルファー

sauvignon blancs

japan
  



      
マグパイ・エステート ザ・ネクスト・ビッグ・シング・シャルドネ

   

キュヴェ・ピヴェレ

  

                   

           

シャトー・ムーラン



   

         

                   

   

     

   

フィンカ・ノタブレス・カベルネ・フラン

  

 

chardonnays

ヴァイングート・マイヤー・アム・プァールプラッツ
ヴィナー・ゲミシュター・サッツ

 

エル・エステコ



        



          

    
ドメーヌ・シャンソン ブルゴーニュ・シャルドネ

classics



  

  
レ・クロ・ペルデュ ラネ・ルージュ

   

ルカツィテリ

ドライコップ・オルタナティフ・ウィット

     
ローソンズ・ドライ・ヒルズ ゲヴュルツトラミナー

    

ORANGES
& AMBERS

  
     
ピケット・フェンス トップ・レイル・レッド・ブレンド



  

      

ルイ・ロデレール

ストリ・マラニ

 

                               
      

リヴァーポイント・ヴィンヤード ヴィオニエ

gruner & blends

     

モスコフィレロ

                             



 

            

    
フォリス・ヴィンヤード ローグ・ヴァレー ピノグリ



     



    

             

              
プラ・フェ カベルネ・ソーヴィニヨン

     

 

                            

  

 

                                          

       

ブリュット・レゼルヴ

    

      





 

 

スクラス

  





   
シャトー・ドゥ・サン・コム レ・ドゥー・アルビオン・ブラン

     

     



     
アフロス アフロス・テン ヴィーニョ・ヴェルデ

    

      

  

blends

         

ヴィオエニ ペイ・ドック

       

     

    

   

    
コート・デュ・ローヌ・ブラン

  


aromatics

…

  

カヴァ・レゼルヴァ・ブリュット・ナチューレ

   







 

 

アンティヤル

  

                             



        

viogniers & blends

キュヴェ S ル・メニル ブラン・ドゥ・ブラン ブリュット

風のルージュ

cabernets & merlot

            



       

ココファーム

    

   

リュイナール

REDS

rieslings



       
コート・デュ・ローヌ・ルージュ

    

      

シャルドネ・マセレ

All prices listed are tax excluded.

/



  

 

   

                                             
  
エミリアーナ サルヴァヘ シラー カサブランカ・ヴァレー

We kindly ask you for an additional ¥350 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m. 表示価格は全て税抜き価格です。別途、消費税を頂戴致します。/ 17時以降、コペルト[席料]をお一人様350円、
22時以降、深夜料金を10％頂戴しております。



EXCLUSIVE HOUSE WINE SELECTION ALL ¥2750

BY
THE
GLASS

HUGEエクスクルーシヴ・ハウス・ワインは、国内では当社でのみお楽しみいただける厳選ワインです。

house bubbles all ¥2750
SANT AMBROEUS
Prosecco Extra Dry

WATERHOLES CREEK
Brut Blanc de Blancs

COL MESIAN
Spumante Rose Brut

PINORD
Moscato Mediterraneo

サンタンブルース
プロセッコ エクストラ ドライ

ウォーターホールズ・クリーク
ブリュット・ブラン・ド・ブラン

コルメシアン
スプマンテ・ロゼ・ブリュット

ピノルド
モスカート・メディテラネオ

-Veneto, ITALY

-AUSTRALIA

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

スムースで丸みのある味わいと
爽やかな酸味。

bubbles
CAVA BIUTIFUL BRUT NATURE

Isaac Fernandez -Penedès, SPAIN
カヴァ・ビューティフル・ブリュット・ナチューレ

700

DELAMOTTE BRUT BLANC DE BLANCS 1500
-Champagne, FRANCE

SALNEVAL
Val do Salnes Albariño

-Yamanashi, JAPAN

グースアイランド マティルダ
PREMIUM
BEER

甲州 “HUGEエクスクルーシブ”

LODIAN Chardonnay

サンライズゴールド色、スパイシーな
アロマが香るヴィンテージ・エール！

ANTHONY BARTON
BORDEAUX BLANC

- Lodi, California, USA

-Rias Baixas, SPAIN

ロディアン・シャルドネ

サルネヴァル アルバリーニョ

清涼感のある香り、フレッシュフルーツや
白い花にほんのりスパイスのアクセント。
スムースで、なめらか、生き生きとした酸味、
旨味を含んだ苦味の心地よい後味。

ドゥラモット・ブリュット・ブラン・ドゥ・ブラン

マスカット・オブ・アレキサンドリア100%
微発泡のさわやかな味わい

-Chicago, USA

house whites all ¥2750
KOSHU "HUGE Exclusive"
Maruki Winery



GOOSE ISLAND
Matilda

-Catalunya, SPAIN

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

S
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-Veneto, ITALY

- FRANCE

クリーンで透明感のある香り。デリシャスリンゴの
よく熟した果実にスパイスのアクセント。
ドライかつメロウな味わい、優しい酸味と心地よい苦味。

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味のある後味。

アンソニー バルトン ブラン

爽やかな酸と骨格のしっかりとした
ソーヴィニヨンブラン。

GRUNER VELTLINER

- GERMANY

ドクター・シュミット リースリング QbA

-Columbia Valley, USA

ソーコール・ブロッサー リースリング

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。


Alois Höllerer - Austria
グリュナー・フェルトリナー

VIOGNIER KNIGHTS VALLEY

Lawer - Sonoma, California, USA
ヴィオニエ ナイツ・ヴァレー

FRADEI PINOT GRIGIO
Guido Mazzarello
フラデイ・ピノグリージョ

クリーンで透明感のある香り。デリシャスリンゴの
風味と生き生きとした酸味、後半にかけて
広がりのあるヴォリュームも魅力です。

750

ORANGE NATURAL WINE Cramele Recas, 650
オレンジ・ナチュラルワイン ティミスルイ

Rkatsiteli Qvevri - Kakheti, GEORGIA
ルカツィテリ

BAILEY A & MERLOT
“HUGE EXCLUSIVE”
Maruki Winery - JAPAN

ベーリーA & メルロ “HUGEエクスクルーシブ”

750

ピュアで、フレッシュな香り。よく熟したイチゴや
チェリーと華やかな広がり。果実味豊かで
ジューシーな味わい。きめ細かな優しい渋み。

BODEGA NORTON Porteño Malbec
-ARGENTINA

reds
 

BLACK BOARD CABERNET FRANC
- Pay d’Oc, France

クリーン、フレッシュ、よく熟した果実。
柑橘ピールのような酸味が際立つ生き生きとした酸味、
後味にピリッとしたスパイス。

EVANTAIL
Semillon-Chardonnay

ALVAREZ Y DIEZ
Silga Verdejo -Rueda, SPAIN

NURAGHE SUPRAMONTE
Vermentino di Sardegna

エヴァンタイユ セミヨン・シャルドネ

ピュアで芳香高く、
マスカットやリンゴ、
フラワリーな香りが際立つ。スムースな口当たり、
しなやかな酸味とメロウな食感との調和が心地よい、
秀逸なヴェルデホ。

熟度の高い果実、華やかな花の香りに
木樽のアクセント。なめらかでジューシーな
味わいのドライな白。

ポルテーニョ・マルベック

600

濃縮感のある果実が全面に出た香り。
豊潤で、生き生きとした味わいに、際立った渋み。

BLACK BOARD
Cabernet Franc -FRANCE

ブラック・ボード カベルネ・フラン

EVOLUTION BIG TIME

Sokol Brosser - USA
エヴォリューション ビッグタイム

  

SAME RIVER TWICE

- Sardegna, ITALY

ヴェルメンティーノ・ディ・サルデーニャ

よく熟した果実とはなやかなフローラルな香り。
リッチで厚みのある味わい。

PINOT NOIR MONTEREY
Formation Wines
750

800

Heliocentric Wines (by James & Shoko) - France
セイム・リヴァー・トワイス

- California, USA

LODIAN California
Cabernet Sauvignon

FAMILLE PERRIN L’Oustalet Rouge

ロディアン カベルネソーヴィニヨン

名門ペラン家による赤ワイン。フレッシュかつ
濃縮感のある香り。生き生きとした果実味に
スパイスのアクセント。

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。

ERRAZURIZ Wine Maker’s
Special Selection -CHILE

ANTHONY BARTON
Bordeaux Rouge -FRANCE

CALAÑA
Monastrell -Jumilla, SPAIN

フレッシュかつ濃縮感のある果実香が際立ち、
丸みのある口当たりとまろやかで
ジューシーな味わいに、ボディに溶け込んだ渋み。

黒すぐりやカシスのような香り、
しっかりとしたタンニン

力強く、濃縮感のある甘やかな香り。
甘美な果実味とリッチなボディにスムースな酸味と
スパイシーな渋み溶け込む。

エラスリス メルロー&カベルネ

RANCH 32 Cooper’s Blend
-Monterey County, USA

ランチ３２ クーパーズ・ブレンド

BARONE RICASOLI
Toscana Rosso -Toscana, ITALY

TEMPRANILLO
Marques de Somera

FAUNUS
Primitivo di Manduria - Puglia, ITALY

ROSÉ PORTEÑO ROSADO
Bodega Norton -ARGENTINA

テンプラニーリョ マルケス・デ・ソメラ

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。

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。

フレッシュでクリーン、熟度が高い香り。フルーツ
とスパイスなど広がりがある。生き生きとした
果実味とクリーミーな食感の心地よいワイン。

プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア

KR6 KR6 Shiraz

バローネ・リカソーリ トスカーナ・ロッソ

フレッシュな赤いベリーフルーツとローズヒップ、
ハイビスカスな華やかな香り。ソフトでメロウな
味わい、軽快な渋み。

- Carinena, SPAIN

カラニャ・モナストレル

アンソニーバルトン ルージュ

アロマティックで洗練。ベリーフルーツ、
スミレなど芳香高く、スパイスや土っぽい
ニュアンス。活力がありフレッシュ感の
あるジューシーな味わい。

ピノ・ノワール モントレー

-FRANCE

ファミーユ・ペラン ルスタレ ルージュ

-Lodi, USA

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が特徴。

ブラックボード カベルネ・フラン

       

シルガ・ヴェルデホ

-SOUTH EASTERN AUSTRALIA

 

- Banat, Transylvania, ROMANIA

 

ロング・クラウド・ソーヴィニヨン・ブラン

熟成度の高いシャルドネとクリスプな良い酸を持つ、
ソーヴィニヨン・ブランのバランスが楽しめます。

house reds all ¥2750

      

STORI

– Marlborough, NEW ZEALAND

650

orange & amber



LONG CLOUD
Sauvignon Blanc Reserve

エラスリス シャルドネ & ソーヴィニヨン・ブラン

オレゴンを代表する作り手が特別に作った
ジューシーでさわやかなリースリング。

-Lombardia, ITALY
  

CHARDONNAY &
SAUVIGNON BLANC
ERRAZURIZ “Wine Maker’s
Special Selection” - CHILE

SOKOL BLOSSER
Riesling

-SOUTH AUSTRALIA

KR6 シラーズ

深みがあり、洗練された香り。サワーチェリー、
野バラ、ドライハーブ、土など複雑。スムースな
口当たり、生き生きとした酸味のしっかりとした
構成の味わい。

ポルテーニョ ロサード

しっかりとした骨格をともなった、
バランスのとれた芳醇で豊かな口当たり。

S
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Wines - Rheinhessen

Dr. Schmitt Riesling
“Private Collection” SCHMITT & SÖHNE

S
Cu peci
vé al
e

Private Collection, Schmitt Söhne
ドクター・シュミット リースリング

600

S
Cu peci
vé al
e

DR. SCHMITT RIESLING

S
Cu peci
vé al
e

  

S
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whites

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!

