
NEWS
     「tamaya 田端店」ページ 
「いいね！」キャンペーン実施中！ 

乾杯ワイン(泡・白・赤)１杯サービス致します！！
（初回のみとさせて頂きます）

・本メニュー内の価格は全て税別表記となっております。

・お会計はテーブルにて承ります。お声掛け下さい。
・お忘れ物に関しましては、ご連絡先が当方でわかればご連絡させて
頂き、ご連絡から約二週間後に『東田端交番』へ届けさせて頂きま
す。ご了承下さいませ。

tamaya
0358558444



Party plan 
tamaya田端店　パーティープラン　-4,000 ~ (税込)

前菜盛合せ

サラダ

ポテトフライ

ガーリックトースト

温かい前菜

パスタ

お肉料理

ビール・ワイン・カクテル・ソフトドリンク等がお選び頂ける飲み放題付

*メインを２皿（お肉料理＋お魚料理）に変更　 -500

*メイン２皿とデザート付に変更　 -1000

*ご予約は前日まで、4名様より承ります。

*飲み放題は90分ラストオーダー、2時間制のコースとなっております。（30分延長 -500)



Aperitif
~ Sparkling Wine ~

・ネブリナ 　　  G-500　B-2,000
　(青リンゴや杏の爽やかな果実香　   CH35% RL35% CB30%)

・マム コルドンルージュ 　　G-1,600→G-1,400　　Hot!!
B-9,600

　(仏シャンパーニュ地方  FⅠのシャンパンファイトに使用される等、世界で愛
されるシャンパーニュ。限定の特別価格で！　   PN45% PM25% CH30%)

~ Beer ~

・白穂乃香 　　 (首都圏限定のプレミアム白ビール)
-中680 　大-1,290

・琥珀エビス　　　　　 (長期熟成の特別なエビス)
-中560 　大-1,080

・クリーミートップ　(スムースな泡の限定黒ビール)
-中560 　大-1,080

・ハートランド  (中瓶 500ml) -670

・ヒューガルデン (小瓶 330ml) -790

・アントニアーナ (小瓶 330ml) -840 New!
ナポリの爽やかな風を思わせる豊かな香り 新進気鋭のクラフトビール！



~ Others ~

・こぼれフリージングハイボール 中-400 大-780

・有機栽培フルーツのサングリア(赤・白) -800
・ドライシェリー -800 ~
・グラスワイン

・カクテル
  (次ページをご参照下さい) -580 ~
・ウィスキー各種
  (次々ページをご参照下さい) -460 ~

~ Softdrinks ~

・オレンジジュース ・トマトジュース

・グレープフルーツジュース ・パイナップルジュース

・ピーチネクター ・ウーロン茶

・コーラ ・コーヒー (Hot or Cold)

・ジンジャエール ・紅茶       (Hot or Cold)

・トニックウォーター 各 380

・仏産 アランミリアのオーガニック葡萄ジュース
白(ソーヴィニヨンブラン) or 赤(メルロー)    各 -780

・サンペレグリノ (伊産 炭酸水) -480



~ Cocktail ~

-Standard- -Shakestyle-

・カシスオレンジ ・アースクエイク（ジン/ペルノ/ウィスキー）

・カシスグレープ ・マティーニ（ジン/ベルモット）

・カシスソーダ ・オールドイングランド（ウォッカ/シェリー）

・カシスウーロン ・ゴッドマザー（ウォッカ/アマレット）

・カンパリオレンジ ・クォーターデッキ（ラム/シェリー/ライム）

・カンパリグレープ ・サンチャゴ（ラム/ライム/グレナデン）

・カンパリソーダ ・ダイキリ（ラム/ライム）

・ピーチオレンジ（ファジーネーブル） ・ビーズキッス（ラム/蜂蜜/生クリーム）

・ピーチグレープ ・プランターズ（ラム/オレンジ/レモン）

・ピーチウーロン ・ラストキッス（ラム/ブランデー/レモン）

・ジントニック ・リトルデビル（ラム/ジン）

・ジンバック ・ゴッドファーザー（ウィスキー/アマレット）

・ラムコーク（キューバリブレ） ・マイアミビーチ（ウィスキー/ベルモット/GFJ）

・ラムトニック ・ピーチブロッサム（ピーチ/オレンジ/レモン/
GD）・ウォッカオレンジ（スクリュー） ・ヴェルジーネ（アマレット/ブランデー/カシス/
OB）

・ウォッカグレープ（ブルドック） ・ビアモーニ（ビール/カンパリ/GFJ）

・ウォッカジンジャー（モスコ） ・ブラックベルベット（スタウトビール/シャンパ
ン）

・ウォッカトニック ・ランチボックス（ビール/アマレット/OJ）

・ディタオレンジ
・ディタグレープ

-580 -680



~ Whisky ~

＜飲み方＞     シングル(45ml) or ダブル(90ml)
ストレート or ロック or 水割り or ソーダ割り(+100円)　よりお選び下さい

<Japanese>
・角瓶 s-480 w-860
・ブラックニッカ スペシャル s-480 w-860

<American>
・ジャックダニエル s-480 w-860
・ IWハーパー s-480 w-860
・ IWハーパー １２年 s-980 w-1,860
・ブラントン s-1,080 w-2,060

<Canadian>
・カナディアンクラブ １２年 s-480 w-860
・クラウンローヤル s-680 w-1,260

<Irish>
・タラモア デュー １２年 s-890 w-1,680

<Scotch>
・バランタイン s-480 w-860
・J＆B レア s-480 w-860
・クレイモア s-480 w-860
・カティサーク s-480 w-860
・ホワイトホース １２年 s-480 w-860
・ジョニーウォーカー ブラック s-680 w-1,260
・オールドパー １２年 s-680 w-1,260
・グレンフィディック １２年 (シングルモルト) s-780 w-1,460
・ザ グレンリベット １２年 (シングルモルト) s-890 w-1,680
・ラフロイグ １０年 (シングルモルト) s-890 w-1,680
・シーバスリーガル　１８年 s-980 w-1,860
・マッカラン ダブルカスク １２年 (シングルモルト) s-1,080 w-2,060
・ロイヤルサルート ２１年 s-1,680 w-3,160



おすすめワイン
～Sparkling~

・コノスル (Chili) B-2,980

シャルマ方式。シャルドネ９０％、ピノノワール６％、リースリング４％。レモン・イチジク・
オレンジ等の新鮮な果実香と芳醇なミネラル感。辛口。

・ロジャーグラート (Spain) B-4,200

トラディショナル方式。チャレッロ４０％、マカベオ３０％、パレリャーダ３０％。複雑な数
種の果実と酸味のバランス、リッチでエレガントな辛口。

 ～White～

・マールボロ　ソーヴィニヨンブラン (Dashwood-N・Z) G-740
爽やかなグレープフルーツのフレッシュな果実味と香り。すっきりとした辛口。 B-3,700

・アルザス　リースリング　Vヴィーニュ   ( Rieffel - France) G-980

樹齢３５～５０年の古樹から造られる独特のフルーティーさミネラルを感じる辛口。パ
ッションフルーツ・桃・フレッシュハーブ等。

B-4,980

・カリニェーナ　シャルドネ   (Anayon - Spain) G-980

スペインのムルソーと称される評価の高いワイン。ボリューム感溢れる濃厚な味わいの
中に適度な酸味もあり、調和の取れた完成度の高いシャルドネ。

B-4,980

～Red～

・ピノノワール   (Baron P Rothschild - France) G-720

プラムや苺、さくらんぼ等。ソフトなタンニンと適度な酸味。 B-3,500

・メルロー   (Enira - Bulgaria) G-620

完熟果実のチャーミングなアロマと口当たり。ラズベリー・ミント・オーク。 B-2,980

・カリニェーナ　テンプラリーニョ   (Anayon - Spain) G-1100

オークの新樽で１１ヶ月熟成。熟したプラムやチョコ、スパイスのスモーキー
なアロマ。角のないタンニンがありふくよかでエレガント。

B-5,400

上記はグラスでご用意出来るワインのほんの一部です。お好みやお料理に合わ
せてご提案させて頂きます、お気軽にソムリエまでお声掛け下さい！　　　　
(繁忙時はお時間を頂戴する場合があります）



TAMAYA WINE 

弊社酒屋『酒のTAMAYA』　　
が吟味を重ねたグループ共通のワイン達



Sparkling
~ France ~

①バロンドブルバン　ブランドブラン -2,700
②バロンドブルバン　ロゼ -2,800
③シャトードローレ　クレマンドロワール -3,980
④ラングロワ　ブリュット -4,800
⑤ラングロワ　ロゼ -4,800
⑥ラングロワ　ルージュ -4,980

~ Chapmagne ~
①マム  コルドンルージュ　 -9,600
②モエ エ シャンドン -10,800
③ポル　ロジェ -12,000
④ドゥラモット -12,600
⑤ヴーヴ クリコ イエローラベル -13,000
⑥ドン ペリニョン -36,800
⑦ペリエジュエ ベルエポック -39,800



Sparkling
~ Italia ~

①アスティ スプマンテ -3,400
②リオンドプロセッコ -3,980

~ Spain ~

①ロジャーグラート カヴァ -4,200
②ロジャーグラート カヴァ ロゼ -4,400

~ Others ~

①ネブリナ　 (Chili) -2,000

③シレーニ ソーヴィニヨンブラン　　 (Nz) -3,500



White
~ France ~

①ヴィニウス シャルドネ -2,400

②モンターニュ ヴィオニエ -2,980

③コートデュローヌ ブラン ギガル -3,500

④アルデッシュ ルイラトゥール -3,600

⑤キャップロワイヤル ソーヴィニヨンブラン -3,600

⑥ミュスカデ セーブルエメーヌ -3,800

⑦ミッシェルリンチ レゼルブ -3,980

⑧ブルゴーニュブラン フェブレー -4,980

⑨リーフェル リースリング -4,980

①シャブリ ジルベールピク -5,980

②ヒューゲル ゲヴルツトラミネール -5,200

③ノーブルテロワール ジャンリケール -6,980



White
~ Italia ~

①マシャレッリ トレッビアーノ -3,200
②トノン ソーヴィニヨンブラン -3,800
③テヌータ デルジアイ -3,800
④エミリオ ブルフォン チビディン -4,600
⑤ピエロパン ソアヴェクラシコ -4,500
⑥エンゾボリエッティ シャルドネ -4,800

~ U.S.A. ~

②コッポラ ビアンコ ピノグリージョ -4,200
③ベリンジャー ナパヴァレー シャルドネ -5,980
④オーボンクリマ シャルドネ -7,500
⑤ベリンジャー プライベートリザーブ -9,800



White
~ Others ~

①クマ トロンテス (Arg) -2,600
②ドンダビ シャルドネ (Arg) -2,980
③アナヨン シャルドネ (Esp) -4,980
④ダッシュウッド ソーヴィニヨンブラン (Nz) -3,700
⑤ソーホー ソーヴィニョンブラン (Nz) -4,200
⑥エスクードロホ シャルドネ (Chili) -3,980
⑦サンヴァレー シャルドネ (Chili) -2,000
⑧ヤルデン ヴィオニエ (Isr) -5,980



Red
~ France ~

①ヴィニウス -2,500
②バロンフィリップロートシルト シラー -3,300
③バロンフィリップロートシルト カベルネ -3,400
④バロンフィリップロートシルト ピノノワール -3,500
⑤コートデュローヌ ギガル -3,600
⑥ロロン エ フィス ピノノワール -3,980
⑦ミッシェルリンチ レゼルブ -4,200
⑧コムテスドマレ ロックフォール -4,500
⑨ブルゴーニュルージュ フェブレー -4,980
①ミネルヴォワ エシェエパニエ -4,980
②カオール シャトーゴドゥ -6,600
③シャトーモンテュス -7,500
④シャトートロワクロワ -7,980



Red
~ Italia ~

①フェウド パラディソ ロッソ -2,800
②ポッジョ レ ヴォルピ プリミティーヴォ -3,200
③マシャレッリ モンテプルチアーノ -3,400
④カサーレヴェッキオ モンテプルチアーノ -3,980
⑤トノン カベルネソーヴィニヨン -4,400
⑥タトール プリミティーヴォ -5,800
⑦レオ リパヌス -5,980
⑧タウラージ サンタンドレア -6,500



Red
~ Spain ~

①エレーナ ファミリア パチェコ -2,980
②ボコパ アリカンテ カベルネソーヴィニヨン -3,500
③アルテロ -3,800

④ファンヒル シルバーラベル -5,200
⑤アナヨン セレクション -5,400
⑥ブレカ -5,600
⑦アルマグロ グランレゼルヴァ -5,980
⑧ペスケラ -7,980

~ USA ~

②ベリンジャー ファウンダース –3,980
③コッポラ ロッソ カベルネソーヴィニヨン –4,400
④スペルバウンド カベルネソーヴィニヨン –4,980
⑤ペドロンチェッリ ジンファンデル –5,400
⑥ペドロンチェッリ カベルネソーヴィニヨン –5,600
⑦ベリンジャー ナイツバレー –8,400
⑧オーボンクリマ ピノノワール –8,900
　



Red
~ Others ~

①クマ カベルネソーヴィニヨン (Arg) -2,600
②ドンダビ マルベック (Arg) -3,000
③モンテスカイケン (Arg) -3,500
④パスカル トソ レゼルヴァ カベルネ (Arg) -6,980
⑤モンテスアルファ (Chili) -3,980
⑥グレイ シラー (Chili) -5,600
⑦オヴァハネグラ ロストバレル (Chili) -6,200
⑧ダッシュウッド ピノノワール (Nz) -4,200
⑨ヤルデン カベルネソーヴィニョン (Isr) -8,980
①ヤルデン シラー (Isr) -8,900
②ロッジヒル シラーズ (Aus) -5,600
③ピラミマ カベルネ メルロー (Aus) -4,800
④トレブレック ウッドカッターズ シラーズ (Aus) -6,980
⑤プティ エニーラ (Brg) -2,980
⑥エニーラ リゼルヴァ (Brg) -6,400
⑦ガーディアンピーク (Zaf) -5,500
⑧サンヴァレー カベルネソーヴィニヨン (Chili) -2,000



QUALITY WINE

当店ソムリエが厳選した　　　　
イチオシの造り手のワイン達



France
~ Bourgogne ~

< Francois d’Allaines フランソワ・ダレン >
白 Bourgogne Blanc ブルゴーニュブラン -5,980
シャルドネ１００％。フレッシュな洋梨、柑橘系のニュアンス
ナチュラルで軽やかでありながら柔らかなボリューム感。
赤 Bourgogne Rouge ブルゴーニュルージュ -6,200
ピノノワール１００％。柔らかでジューシーな果実味があり
エレガントでハリの有る酸味との絶妙なバランス。

< Domaine Cordier Pere et Fils ドメーヌ コルディエ >
白 Macon Clos de la Maizon マコンクロドラメゾン -5,600
シャルドネ１００％。ストイックな収量制限による凝縮感。
バランスが良く上品でリッチな味わい。

~ Bordeaux ~

< Ch.Petit Freylon シャトー・プティ・フレイロン >
赤 Cuvee Sarah キュヴェサラ -4,600
カベルネソーヴィニヨン７５％、メルロー２５％。
濃厚なベリー系の果実味に茶色いスパイス、豊満な凝縮感。

~ Alsace ~

< Emile Beyer エミール・ベイエ >
白 Riesling Tredition リースリングトラディション -5,200
リースリング１００％。熟した柑橘や黄桃のフルーティな香り。
クリスピーな酸があり、ふくよかで心地よい味わい。



France
~ Loire ~

< Charles Joguet シャルル・ジョゲ >
赤 Chinon Silenes シノン シレーヌ -5,400
カベルネフラン１００％。赤いチェリーの心地よいアロマにハーブ
のニュアンス。滑らかに広がる伸びやかなエキス感。

< Domaine Minchin ドメーヌ マンシャン >
白 Valencay Blanc Le Claux Delorme ヴァランセ ブラン -4,600
ソーヴィニヨンブラン１００％。レモンやオレンジ、黄桃、ハーブ
のニュアンス。キラキラ光るミネラルにフレッシュ&ボリューム感。

< Domaine de Terres Blanches ドメーヌドテールブランシュ >

白 Alchimie アルシミー -5,400
ソーヴィニヨンブラン１００％。フレッシュなハーブやシトラス
白い果実の瑞々しい爽やかな香りと味わい。スモーキーな余韻。

< David & Duvallet ダヴィッドエデュヴァレ >
白 Muscadet Sevre et Maine Sur Lie Clos du Ferre V・V ミュスカデ -4,200
・ムロンドブルゴーニュ１００％。最高樹齢６０年。シスト土壌
由来のレモン系の黄色いシトラス香。ミネラル感にエレガントな余韻。

~ Jura ~

< Domaine Philippe Vandelle ドメーヌフィリップヴァンデル > 

白 Chardonnay Tradition シャルドネトラディション -5,600
シャルドネ１００％。ノンウィヤージュ。りんごや桃、ブリオッシュ
やナッツのニュアンス。シャープなアタックと豊潤な味わい。



France
~ Rhone ~

< Domaine du Joncier ドメーヌデュジョンシエ >
赤 Cote du Rhône L’O de Joncier コートデュローヌ -4,600
グルナッシュ１００％。上質なピノノワールを思わせるイチゴやラズベリー

の香り。格上のリラックの葡萄を使用した贅沢なキュヴェ。

~ Languedoc ~
< Domaine Anne Gros et J・P・Tollot アンヌグロエトロ >

赤 La 50/50 ラサンコントサンコント -5,800
グルナッシュ４０％、シラー３５％、カリニャン２５％。プラムや
ブラックチェリー、軽やかなタンニンと酸味、名引き立て役。
赤 L’O de la Vie ロドラヴィ -6,900
シラー９５％、グルナッシュ５％。樹齢の若いシラーのフレッシュな果実味。スミレ

ブルーベリー、リコリスとハーブ系のニュアンス。作り手の技が光るエレガントな仕上がり。

< Chateau Antugnac シャトーアントニャック>
白 Limoux Peyre Jac リムーペイルジャック -5,400
シャルドネ８５％、モーザック１５％。フレッシュかつミネラリー。

バニラ、ナッツ、滑らかな口当たり。ブルゴーニュ的な品の良さ。

赤 Closerie des Lys Pinot Noir クロズリーデリピノノワール -3,900
ピノノワール１００％。豊かな気候条件によりブルゴーニュを思わせる美しさ

ブラックチェリー、黒いスパイス、芳醇な旨味に詰まったエキス分。

泡 Closerie des Lys Cremant de Limoux Grand Cuvee

クロズリーデリ クレマンドリムー グランキュヴェ -6,400
シャルドネ６０％、シュナンブラン２５％、ピノノワール１５％。最高の果汁から造ら

れるトップキュヴェ。リンゴやシトラス、ブリオッシュ、豊かなミネラル感。



France
~ Loire ~

< Charles Joguet シャルル・ジョゲ >
赤 Chinon Silenes シノン シレーヌ -5,400
カベルネフラン１００％。赤いチェリーの心地よいアロマにハーブ
のニュアンス。滑らかに広がる伸びやかなエキス感。

< Domaine Minchin ドメーヌ マンシャン >
白 Valencay Blanc Le Claux Delorme ヴァランセ ブラン -4,600
ソーヴィニヨンブラン１００％。レモンやオレンジ、黄桃、ハーブ
のニュアンス。キラキラ光るミネラルにフレッシュ&ボリューム感。

< Domaine de Terres Blanches ドメーヌドテールブランシュ >

白 Alchimie アルシミー -5,400
ソーヴィニヨンブラン１００％。フレッシュなハーブやシトラス
白い果実の瑞々しい爽やかな香りと味わい。スモーキーな余韻。

< David & Duvallet ダヴィッドエデュヴァレ >
白 Muscadet Sevre et Maine Sur Lie Clos du Ferre V・V ミュスカデ -4,200
・ムロンドブルゴーニュ１００％。最高樹齢６０年。シスト土壌
由来のレモン系の黄色いシトラス香。ミネラル感にエレガントな余韻。

~ Jura ~

< Domaine Philippe Vandelle ドメーヌフィリップヴァンデル > 

白 Chardonnay Tradition シャルドネトラディション -5,600
シャルドネ１００％。ノンウィヤージュ。りんごや桃、ブリオッシュ
やナッツのニュアンス。シャープなアタックと豊潤な味わい。



Spain
< Juan Gil ファンヒル >

白 Moscatel モスカテル -3,900
モスカテル１００％。メロン、桃、キウイのフレッシュなアロマ。
ジューシーで爽快感のある果実味、長いフィニッシュ。

< Herencia Altes エレンシアアルテス >
白 Garnacha Blanca ガルナッチャブランカ -3,800
ガルナッチャブランカ１００％。桃、洋梨、フェンネルの芳香。
熟した果実にクリスピーな酸。白いスパイスの余韻。

赤 Garnacha Negra ガルナッチャネグラ -3,800
ガルナッチャネグラ１００％。甘く熟したベリー系の香りとミネラル。
ジューシーでリッチ、かつフレッシュで精緻。

< Baron de Lay バロンデレイ >

白 Blanco Semidulce ブランコセミドゥルセ -4,200
ヴィウラ５５％、ソーヴィニヨンブラン４５％。エキゾチックで
アロマティック、ハーブのアロマ。清涼感がありエレガント。

< Finca Villacreces フィンカビリャクレセス >
赤 Pruno プルノ -5,400
ティントフィノ９０％、カベルネソーヴィニヨン１０％。ベリー系
果実、スモーキーでフローラルなアロマ。ジューシーで細かな酸。

< Rafael Cambra ラファエルカンブラ > 

赤 Dos ドス -4,400
カベルネソーヴィニヨン５０％、カベルネフラン５０％。完熟黒すぐり

にエレガントなアロマ。ベルベットの舌触りの長い余韻。


