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CHEESE!
絶品チーズメニュー with ワイン
2018/ 11 / 16 fri

12 / 31mon

寒 い 冬 こそ

チーズ ＆ ワイン

館内で購入したワインを
持ち込んでお食事OK！

ワインを買って
対象店舗に
持ち込もう！
詳しくは裏表紙を
ご確認ください。

L a L a p o r t T O K Y O - BA Y

とろ〜りモッツァレラチーズと
トマトのスパゲッティ

Wチーズピザ（テイクアウト）

〈ダブルサイズ〉
1,037円（税込）
〈ラージサイズ〉
1,544円（税込）

モッツァレラチーズオムレツ
410円（税込）

1,383円（税込） フェア期間限定メニュー

バイキング

サルヴァトーレ（ロッソ・ビアンコ）

1,264円（税込）〜1,685円（税込）

グラス各324円（税込） フレバル（16：00〜）メニュー

グラス各529円（税込） フェア期間限定メニュー
デキャンタ各1,566円（税込）
ボトル各2,872円（税込）

ハウスワイン（赤・白）

グラス各356円（税込）／デキャンタ各1,026円（税込）

フレバル（16：00〜）メニュー

タクンシャルドネ（白）
タクンカベルネ（赤）

［フレッシュネスバーガー／北館1F］

［PIZZA SALVATORE CUOMO／南館3F］ WI NE

タティアラ（赤・白）各1,998円（税込）
［シェーキーズ／北館1F］

チーズフォンデュ
ゴルゴンゾーラのクロスティーニ いちじくのせ
ブッフェ料金

1,414円（税込）

モッツァレラチーズと
トマトソースの煮込みハンバーグ

ハウスワイン（赤・白）
ボトル各1,620円（税込）

1,290円（税込）

フェア期間限定メニュー

［Buffet the Forest（ブッフェ ザ フォレスト）／南館3F］

［ラ・メゾン アンソレイユターブル／南館3F］

ほんのりとした甘味と芳香があるゴルゴンゾーラチーズとよく合う
いちじくをのせたクロスティーニ。

ゴーダチーズとチェダーチーズのとろけるピザ。ワインはピザにとっても
合い美味しいです！

チーズカルビ丼

［BAQET（バケット）／北館3F］

ナスとポテトと一緒にオーブンでジューシーに焼き上げたハンバーグ。
モッツアレラチーズを絡めてお召し上がりください。
パンまたはライス付き。

幅広い層からの支持が多いロングセラー商品。

［洋麺屋五右衛門／北館2F］

［マルハのカルビ丼／北館1F］

絶品 チーズメニュー

2種チーズのチーズタッカルビ

with ワイン

ランチ1,382円（税込）
・ディナー1,598円（税込）
フェア期間限定メニュー

甘辛ソースのタッカルビにとろ〜り
チーズが相性抜群。

2018/ 11 / 16 fri 12 / 31 mon

［韓美膳（ハンビジェ）／南館3F］WI NE

みんな 大 好きなチーズ 料 理 が 勢 揃 い 。
お 料 理 にぴったりのワイン片 手 にカンパ イ！

てっぱんチーズフォンデュ餃子

〜マスカルポーネチーズ添え〜
1,274円（税込）

［ダッキーダック カフェ／北館1F］

モルタデラソーセージと
ボイル野菜のチーズディップサラダ
（クルミ入り）

オムライスの中にチーズが入った人気の熱々オムライスドリア。

リーフ野菜にモルタデラソーセージやさつまいもと、
蓮根
やカブなど6種野菜をのせた彩りサラダ。くるみ入りの
特製チーズソースに絡めてお楽しみください。
（ 人参
ドレッシング使用）※ソースにアルコールを使用しています。

1,050円（税込）

フェア期間限定メニュー

濃 厚 なうにに 、マスカルポーネが
マッチした贅沢なソース。

チーズインオムライスドリア
ビーフとマッシュルームのデミグラスソース

［キッチン卵／北館2F］

単品910円（税込）

館内のカルディコーヒーファーム＆ロピアで

11月29日〜3月13日の冬期限定メニュー

購入したワインを持ち込める対象店舗
（詳しくは裏表紙をご覧ください）

［マザーリーフ／北館1F］

3枚のチーズを3種類の中から選べるサンドウィッチ。さらに完熟
アボカド1/2個をトッピングしました。

バッファローモッツァレラたっぷりのピザに、
削り立てペコリーノチーズ
トッピングがおすすめ！イタリア直輸入のフレッシュワインと一緒に。

クセが少なくコクがあるチェダーチーズをハンバーグにのせました。
自家製ドミグラスソースと一緒にぜひ。

バッファローモッツァレラのピザ

餃子を熱々のチーズフォンデュにたっぷり
絡めて食べる、
チーズ好きにはたまらない一品。

［瀬戸内てっぱん堂／南館3F］WI NE

1,706円（税込）

削りたてペコリーノチーズ
グラス各100円（税込）

1,029円（税込）

［クア・アイナ／南館3F］ W I N E

平日ランチ1,490円（税込）
・ディナー単品1,134円（税込）
土日終日1,652円（税込）

［グリル ドミ コスギ＆Mart／南館3F］ WI NE

鶏肉と野菜を甘辛いタレで絡め、たっぷり
チーズをかけるとマイルドな味わいに！

ワイン（赤・白）

1,380円（税込）

ハンバーグの中から熱々のチーズがとろりと出てきます。
ご飯、
スープ付きです。

1,026円（税込）

ワイン（赤・白）

グラス各378円（税込）

［俵屋じゅう兵衛／北館2F］

［ITALIAN KITCHEN BUONO／南館1F］

チェダーチーズハンバーグステーキ

フェア期間限定メニュー

チーズインハンバーグステーキ

フェア期間限定メニュー

［イタリア料理の店 サイゼリヤ／南館1F］

チーズ＆アボカドサンド

［紅虎餃子房／北館3F］

グラス302円（税込）／ボトル1,620円（税込）

［にんにく屋五右衛門／北館1F］

トマトの旨みが凝縮されたこだわりのトマトソースとイタリア産
モッツァレラチーズとの相性バツグン。

グラス各734円（税込）

ワイン（赤・白）

1,274円（税込）
チーズとトマトの酸味が合い、とっても
マイルドな担々麺です。

［Himalaya Curry（ヒマラヤカリー）／北館1F］

こぼれワイン（赤・白）

100円（税込）

ドナマルッツィア（白）

チーズタッカルビ（1人前）
＋ ワイン（1杯）のお得なセット

カマンベールとローストポークの
チーズソースピザ

499円（税込）

魚介と3種類のチーズで旨みがたっぷりのパスタです。

トマトチーズ担々麺

グラス各500円（税込）
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自家製ローストポークと3種のチーズの濃厚クリスピーピッツァをグラス
ワインから溢れ出るワインと！枡とワイングラスでご提供します。

1,058円（税込）

1人前980円（税込）／2人前1,900円（税込）

12月28日までの限定メニュー

WI N E

海老と帆立と3種のチーズのクリームソース

チーズタッカルビ

1人前1,069円（税込）※2人前からのご注文となります

うにのコク旨トマトクリームソース

とろっとしたモッツァレラチーズが卵と絡み合い、少し酸味のある
トマトソースとの相性が◎。シトラスの香りと果実味のある白ワイン
とヴァニラのニュアンスが感じられる赤ワインも一緒に！

CHEESE!

1,134円（税込）

フェア期間限定メニュー

今、流行りのチーズタッカルビを
マルハのもち豚とコラボしました。

濃厚なチーズに仕上げました。パンとの相性抜群！フォンデュにぴったりの
ワインもご用意しております。
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カマンベールチーズと
カリカリベーコンのカルボナーラ

並・大880円（税込）／特980円（税込）

熱々のトマトスパゲッティに、とろ〜りモッツァレラチーズをのせた濃厚な
味わい。
ワインは飲みやすいオリジナルプライベートワインです。

プレミアムトマトとモッツァレラ
850円（税込）

［パスタフローラ／南館1F］ WI NE

こ

ワインの品揃えが豊富なカルディコーヒーファーム、
ロピアが
チーズ料理にぴったりのワインをご紹介いたします。

ワインを買って対象店舗に持ち込もう！
2018/11/16（金）▷ 12/31（月）

フェア期間中、
右記対象店舗で、
館内のカルディコーヒーファームまたは
ロピアでの当日のワインお買上げレシートを提示し、
フェアメニューご注
文で、
持込料1本1,000円
（税込）
でワインをお持ち込みいただけます。

カルディコーヒーファーム
［北館1F］

W I NE

●パスタフローラ〈南館1F〉
●瀬戸内てっぱん堂〈南館3F〉
●グリル ドミ コスギ＆Mart〈南館3F〉
●クア・アイナ〈南館3F〉
●韓美膳（ハンビジェ）
〈南館3F〉
●PIZZA SALVATORE CUOMO〈南館3F〉

ロピア
［西館1F］

ワインは常時60種類ほど取り揃えておりますので、
どんなシーンにも合うワ
インがきっと見つかります！スタッフにもぜひご相談ください。

Red

デイリーワインから特別な日のワインまで、人気のワインをお手頃価格で販
売しています。

Red

フランス産

マノワール・グリニョン
カベルネ・シラー

イタリア産

チリ産

イタリア産

トンマージ グラティッチョ・
アパッショナート

アミーゴス
カベルネソーヴィニヨン

鶏もも肉のトマトチーズ焼きや、

パルミジャーノ・レジャーノたっぷ

ナスのチーズグラタンとぴったり

りのミートソーススパゲッティや

と深 い 味 わ い 。ビーフシチュー

やクリームソースのパスタ、ゴー

です！

牛肉のタリアータ
（ステーキの薄

やすき焼き、和 食にもおすすめ。

ダ チ ーズ など の 味 の 強 い チ ー

1,078円（税込）

※11/30までの特別価格

( WITH WINE )

〈 対象店舗〉

印！
目

チーズ料 理に合う
おすすめワイン

館内のカルディコーヒーファーム&ロピア限定

ークが
のマ

1,680円（税込）

378円（税込）

デイリータイプ の 華 やかな 香り

430円（税込）

すっきりと飲みやすい。ステーキ

ズにも。

切り）
と相性抜群！

White

サンジョヴェーゼ ルビコン

White

フランス産

マノワール・グリニョン
シャルドネ
1,078円（税込）

※11/30までの特別価格

イタリア産

トンマージ アドラート・
アパッショナート
1,680円（税込）

チーズたっぷりのシーザーサラダ

ブリーなどの 白カビチーズにた

や白身魚のグラタンにコクのある

らーりと蜂蜜をたらして。
ワインの

白がマリアージュ。

濃密な香りが一層引き立ちます。

Sparkling
フランス・シャンパーニュ産

ポール・グール ブリュット・
レゼルヴ
4,299円（税込）

チリ産

イタリア産

378円（税込）

430円（税込）

アミーゴス シャルドネ

ルビコン シャルドネ

素 材 本 来 の 味 が 楽しめるシャ

飲みやすくコクがある。カルパッ

ルドネ 。チーズとの 相 性もバッ

チョや 海 鮮 サラダ 、魚 介 料 理 、

チリ。

おでん等の和 食にも。

Sparkling
イタリア・ピエモンテ産

ペルリーノ スパークリング
カクテル ペスカ
1,008円（税込）

スペイン産

CAVA
エレッタットブリュット
754円（税込）

イタリア産

ランブルスコ
ミディアム スウィート
646円（税込）

ブルサンクリームチーズのカナッ

ココット皿にカマンベールチーズ

キレのある辛 口ですっきり。カル

飲みやすい微 発 泡の甘 口 。ホー

ペやプレーンなクリームチーズを

を入れ、
アプリコットジャムをのせ

パッチョ等の前 菜 、カキフライに

ムパーティで 大 活 躍 。ピ ザとの

たら電子レンジで1分少々。熱々

もよく合います。

相 性は最 高です。

ドライマンゴーに添えて。

のココットカマンデザートに！

ワイン の 基 礎 知 識

ぶどうの 品 種を知ると、ワインの 楽しみ方が 広がります。

知っておくと安 心 。ワインのマナー

主に赤ワインに使 用される品種

スマートなテイスティングのコツ

カベルネ・ソーヴィニヨン

高級ワインの代名詞的品種で、力強い味わい。

主に白ワインに使 用される品種
シャルドネ

白ワインの代表格。産地や製法で味わいは多彩。

メルロー

ソーヴィニヨン・ブラン

シラー

ガルガーネガ

まろやかでフルーティ。初心者にもおすすめ。
スパイシーでコクがありつつ、渋みは穏やか。

フレッシュな酸味が特徴。爽やかな風味で人気。
果実味があり爽やか。
イタリアで多く栽培。

主に確認すべきは、
１色（にごりがないか）、
２香り
（異臭がない
か）、
３味（異常がないか）の３点。慣れないと緊張しますが、慌て
ずこの順序で行えばOK。

グラスにはどこまで注ぐべき？

香りを楽しむ要素も強い高級ワインは、
グラスの最もふくらんだ
部分〜少し下までというのが目安。カジュアルなワインやグラス
なら気にせず大丈夫です。

※掲載価格は消費税を含んだ総額の表示となっております。店頭では、税抜価格で表記している場合がございます。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※掲載内容・価格は予告なく変更
する場合がございます。また、掲載店舗が予告なく移転・退店となる場合もございます。予めご了承ください。※未成年者の飲酒は固く禁じられています。年齢がわかる身分証明書をご提示いただく場合がございます。※お車でお越しのドライバーの方には飲
酒運転防止のためアルコールはご提供いたしません。
※画像は全てイメージです。内容は2018年11月16日(金)現在のものとなります。
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CHEESE!
絶品チーズメニュー with ワイン

12/31（月）まで！

ィコーヒーファーム & ロピ
デ
ル
ア限
のカ
定
内
館

ワインを買って
対象店舗に持ち込もう！
館内で実施の「絶品チーズメニュー with ワインフェア」期間中、館内の
カルディコーヒーファーム＆ロピアでお買上げのワインを下記対象店舗に
てお召し上がりいただけます。ぜひご利用ください！
※持込料1本1,000円（税込）

1

2

3

館内のカルディコーヒーファーム
またはロピアでワイン購入。
当日のワインお買上げ
レシートを持参。

4

下記店舗にて
フェアメニューをご注文。
※持込料1本1,000円（税込）

チーズ料理とワインの
マリアージュを
楽しむ!

s
Cheer
CHEESE!
フェアチーズ
メニュー

フェアメ
ニューは
館 内チラ
シ＆
ＷＥＢサ
イトを
チェック
!

パスタフローラ〈南館1F〉

瀬戸内てっぱん堂〈南館3F〉

グリル ドミ コスギ＆Mart〈南館3F〉

クア・アイナ〈南館3F〉

韓美膳（ハンビジェ）
〈南館3F〉

PIZZA SALVATORE CUOMO〈南館3F〉

