
肉

①種類

牛 温暖地・濃厚赤：アルゼンチンのマルベック、スペインのグルナッシュ

豚 果実味：メルロー、テンプラニーリョ

鶏 しっかりとした酸味：ピノ・ノワール

羊（ラム / マトン） 複雑さ：ボルドーブレンド / より強い風味：シラー

合鴨 タンニン中程度の赤い果実：マスカット・ベーリーＡ

鹿 北部ローヌのシラー、バンドール

馬刺し（辛味噌） チロ（赤）、マスカット・ベーリーＡ（樽）、シャルドネ（樽）

②料理

焼き肉（たれ）、ビーフステーキ ボルドー（赤）、コート・デュ・ローヌ、マディラン

ローストビーフ ブルゴーニュ（赤）

すき焼き ボルドー（赤）

しゃぶしゃぶ グラ―ヴ（白）、ブルゴーニュ（白）

ポークソテー、メンチカツ、つくね クリュ・デュ・ボージョレ

焼き豚、チャーシュー ピノタージュ

酢豚、餃子（焼 / 揚）、豚の生姜焼き、フライドチキン ロゼ（セニエ法：タヴェル、バンドール等）

焼売、水餃子 ロゼ（直接圧搾法：ロゼ・ダンジュ等）、ピノ・グリ

とんかつ（ウースターソース） コート・デュ・ローヌ

とんかつ（塩 ＋ レモン） グラ―ヴ（白）

かつ丼、焼き豚、親子丼 ゲヴュルツトラミネール

鶏（照り焼き） カオール

鶏（唐揚げ）、ローストチキン コート・ドゥ・プロヴァンス

チキン（グリル） チロ（赤）

チキン（バジル） ソーヴィニョン・ブラン

鴨鍋 ブルゴーニュ（赤）

フランクフルト（燻製ソーセージ） リースリング、ボージョレ、バドワイザー

ハンバーガー 赤（若）、コーラ（dietではない、風味の強いもの）

魚

①刺身

帆立貝、平貝（塩 ＋ レモン） ピノ・ブラン

あわび、さざえ（薄口醤油 / レモン） グラ―ヴ（白）、シャブリ 1er

平目（ポン酢） サンセール（白）

平目（醤油） グラ―ヴ（白）、シャンパーニュ

いか、たこ（塩 ＋ レモン） ミュスカデ・シュール・リー
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いか（塩辛）、たこ（酢） リースリング（中甘口）、モスカート・ダスティ

ぶり、かんぱち（醤油） シャブリ 1er、ムルソー、コート・ドゥ・プロヴァンス

牡蠣（生） アントル･ドゥ･メール、ミュスカデ、シャンパーニュ（ﾌﾞﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ）、ギネス

真鯛（醤油） グラ―ヴ（白）、シャブリ 1er、シュナン・ブラン（中辛口）、シャンパーニュ

えんがわ トロンテス

サーモン（醤油） グラ―ヴ（白）

鮪（赤身、醤油） カベルネ・フラン、アルバリーニョ

鮪（とろ） ピノ・ノワール

鮪（中とろ） シャンパーニュ（ロゼ）

鮪（大とろ） ムルソー、ヴーヴレィ（中甘口）

びんちょう鮪、ネギトロ ロゼ（熟成）

かつお（ポン酢） モルゴン、ジュリエナ

かつお（醤油） カベルネ・フラン、ロゼ（セニエ法）

鯖（〆） シャンパーニュ（熟成）

いくら リースリング（辛口）、ロゼ（泡）、ヴーヴレィ（中甘口）

数の子 貴腐

キャヴィア ウォッカ（氷）、シャンパーニュ（フルボディ）

こはだ、うに ピノ・ノワール、メルロー（熟成）

あん肝 白（甘口・遅摘み・貴腐）

②焼き物

帆立貝（バター焼き） マコン（白）

はまぐり、鮎（塩焼） シャンパーニュ

かれい、かます、白ぎす（塩焼） アントル・ドゥ・メール

すずき（塩焼） リースリング

いわし、さんま、鯖、あじ（塩焼） シェリー、赤（軽）、シャブリ（熟成）

鮭（塩焼） プイイ・フュメ、グラ―ヴ（白）

真鯛（塩焼） グラ―ヴ（白）

うなぎ（白焼） ブルゴーニュ（白）

うなぎ（蒲焼） ブルゴーニュ（赤）、クリュ・デュ・ボージョレ、純米（樽）

いわし（蒲焼） カベルネ・フラン

ぶり（照り焼き） カベルネ・フラン、ボージョレ

めかじき（照り焼き） ロゼ（泡）、チロ（熟成）

③揚げ物

わかさぎ（フライ・塩） リースリング

牡蠣（フライ・タルタルソース） シャンパーニュ



かれい（唐揚げ） グラ―ヴ（白）

天麩羅（塩） グラ―ヴ（白）、シャルドネ（樽）、吟醸酒

天麩羅（天つゆ） ロゼ・ダンジュ

穴子（天麩羅） オレンジワイン

④煮物

かれい、きんき（煮付け） コート・ドゥ・プロヴァンス

真鯛（兜煮） ゲヴュルツトラミネール

鯖（味噌煮） 白（甘口・遅摘み・貴腐）

品種

ソーヴィニョン・ブラン ハーブ・野菜料理、寿司、レバニラ、スモーク料理（サーモン、ベーコン等）

リースリング 辛口 甲殻類、根菜類、ちらし寿司、川魚

中辛口 穴子（白焼き）、リンゴ / 白桃ジャム、寿司、クリームコロッケ ＋ 酢の物

シャルドネ ＭＬＦ・樽 海老、クリーム / バターを使う料理、トマト

ステンレス 淡水魚、レモンを絞る料理

甲州 山菜おこわ

ゲヴュルツトラミネール アジア系料理、グリーンカレー

トロンテス 蕗の薹、菜の花、ウイキョウ

アルバリーニョ 寿司、タイ / モロッコ / インド料理 / 青魚（鯖・炙、鰯・焼）

モスカート、マスカット 焼き菓子（ココナッツ・アーモンド）、トリュフチョコレート、みかんゼリー

カベルネ・ソーヴィニョン ピーマン、わさび、春菊

ピノ・ノワール トマト、梅肉・紫蘇、ローストポーク、干瓢巻き、ホットドッグ

メルロー 皮付き蓮根、ごぼう、砂肝、うなぎ、ハンバーグ

カベルネ・フラン 鮪（すき身）、焼き鳥（たれ）、レバニラ

マスカット・ベーリーＡ 濃口醬油、照り焼き系

ボージョレ・ヌーヴォー 生ハム

日本酒（長期熟成） 鰻（蒲焼）、スパイシー料理、ナッツ、黒酢、黒糖、ヨード風味

デザート、菓子

ティラミス フランチャコルタ（ロゼ）、アスティ、マデイラ

ピンクグレープフルーツジャム、きなこ菓子 ソーヴィニョン・ブラン

カラメル系、栗系、青カビチーズ 貴腐（熟成）、日本酒（熟成古酒、貴醸酒）

杏子ジャム ＋ チョコレートアイス、バター菓子、

オレンジピール（チョコレート掛け）、胡桃

貴腐

黒ゴマ菓子 ピノ・ノワール

生八つ橋、カマンベール シードル、日本酒

チョコレート、コーヒー系 マデイラ、ポート、マスカット系甘口、トカイ・アスー



その他

もつ煮込み クリュ・デュ・ボージョレ、ロゼ（セニエ法）

カレーライス、ラーメン（味噌） 白（甘口 / 遅摘み / 貴腐）

ハヤシライス クリュ・デュ・ボージョレ

ラーメン（豚骨） シャルドネ（樽）

ラーメン（醤油） クレマン（ドゥ・リムー、ダルザス）

冷やし中華（白胡麻だれ） シャルドネ（樽）、ソーヴィニョン・ブラン

蕎麦 ロゼ（セニエ法：バンドールなど）

レバー（たれ） カベルネ・フラン、クリュ・デュ・ボージョレ

パテ（全般） ヴーヴレィ（泡）、ボージョレ

ちり鍋（ポン酢） サンセール（白）、シャンパーニュ、シャブリ

寄せ鍋 コート・ドゥ・プロヴァンス

おでん（薄味）、肉じゃが ロゼ・ダンジュ

ぶり大根 シャンパーニュ

里芋（含め煮） クレマン・ドゥ・ロワール（白）

焼き筍 シャンパーニュ

茸のホイル焼き ムルソー

バーニャ・カウダ ガヴィ

ささみサラダ ＋ 梅肉 ピノ・ノワール（冷涼地 / 泡）

揚げ出し豆腐 ロゼ・ダンジュ

おから シャンパーニュ

お好み焼き ボージョレ・ヴィラージュ

赤貝 ロゼ（熟成）、カヴァ（熟成 2年程、白 100％）

かまぼこ、はんぺん リースリング（中甘口）

サンドウィッチ ロゼ（泡、ライト～ミディアム）

イチゴ、油揚げ、納豆、フライドポテト、オムライス ロゼ（泡）

じゃが芋（天麩羅）、白カビ＋オレンジジャム、からすみ オレンジワイン

ゆで卵 貴腐、オレンジワイン

梅干し、梅肉 貴腐

フォアグラ 貴腐・遅摘み（ピノ・グリ）、シャンパーニュ（セック）

ナッツ、オリーヴ、お新香 シェリー

メロカマ（西京焼き） 純米大吟醸

燻製 黒ビール

茸 日本酒（〈麹〉菌の組み合わせ）


