
表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。Price is subject to applicable tax and ser vice charge.

Cloudy Bay Sauvignon Blanc

White WineRecommended Sparkling Wine

Red Wine

白ワイン

赤ワイン

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ソーヴィニヨン ブラン

世界中が恋した、マールボロ産ソーヴィニヨン ブラン。
パッションフルーツのみずみずしいアロマと、
マンダリン オレンジの様な豊かな果実味、
ハーブや青リンゴを思わせる爽快さが衝撃的です。

Cloudy Bay Pelorus

Glass  ¥1,000  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ペロリュス

おすすめスパークリングワイン

リンゴや柑橘類のみずみずしいアロマ、
そしてハチミツやブリオッシュを思わせる香りが特徴的。
クリーミーで複雑な味わいとのバランスが取れた華やかな

風味で、ナッツの余韻が豊かな味わいです。

Cloudy Bay Chardonnay

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ シャルドネ

ライムやブラッド オレンジのアロマと、
ヌガーやナッツの香ばしさに加えて深いミネラル感が
特徴的なクラシックな味わいです。

Cloudy Bay Pinot Noir

Glass  ¥1,250  /  Bottle  ¥7,500

クラウディー ベイ ピノ ノワール

ダーク チェリーやワイルドベリーの果実味と
野性味溢れるスパイスのアロマがあり、
滑らかなタンニンと深みある味わいが非常にエレガントです。

Cloudy Bay Te Wahi

Glass  ¥2,500  /  Bottle  ¥15,000

クラウディー テ ワヒ

マオリ語で「その場所」を意味するテ ワヒ。テ ワヒが生まれた
セントラルオタゴの風土を表情豊かに体現しています。
濃縮されたふくよかな味わいと鮮明な酸味、しなやかなタンニンの
バランスが素晴らしく、長く続く複雑な余韻が魅力的なワインです。

Cloudy Bay Te Koko

Glass  ¥1,700  /  Bottle  ¥10,000

クラウディー ベイ テ ココ

小樽で自然発酵・長期熟成させたソーヴィニヨン ブランです。
完熟した柑橘類やトロピカルフルーツのアロマと、
ブリュレやキャラメルのようなフレーバーを持つ魅惑的な
味わいです。

世界が白に目覚めた1本
素晴らしい凝縮感とピュアな果実味を持つソーヴィニヨン ブランで

高い認知度を持つクラウディー ベイは、

マールボロに最も早く根付いたワイナリーの1つです。

マールボロの地域の特徴を反映した、活き活きとしたスタイルの

個性的なワインは、ニュージーランドワインの

世界的地位を高めたアイコンワインとして高く評価されています。

パターン１　 Sushi 　Pelorusフォーカス

ヒルトン東京お台場様



表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。Price is subject to applicable tax and ser vice charge.

Sparkling WineRecommended White Wine

Red Wine

スパークリングワイン

White Wine 白ワイン

赤ワイン

Cloudy Bay Pelorus

Glass  ¥1,000  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ペロリュス

リンゴや柑橘類のみずみずしいアロマ、
そしてハチミツやブリオッシュを思わせる香りが特徴的。
クリーミーで複雑な味わいとのバランスが取れた華やかな
風味で、ナッツの余韻が豊かな味わいです。

Cloudy Bay Sauvignon Blanc

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ソーヴィニヨン ブラン

おすすめ白ワイン

世界中が恋した、マールボロ産ソーヴィニヨン ブラン。
パッションフルーツのみずみずしいアロマと、
マンダリン オレンジの様な豊かな果実味、

ハーブや青リンゴを思わせる爽快さが衝撃的です。

Cloudy Bay Chardonnay

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ シャルドネ

ライムやブラッド オレンジのアロマと、
ヌガーやナッツの香ばしさに加えて深いミネラル感が
特徴的なクラシックな味わいです。

Cloudy Bay Pinot Noir

Glass  ¥1,250  /  Bottle  ¥7,500

クラウディー ベイ ピノ ノワール

ダーク チェリーやワイルドベリーの果実味と
野性味溢れるスパイスのアロマがあり、
滑らかなタンニンと深みある味わいが非常にエレガントです。

Cloudy Bay Te Koko

Glass  ¥1,700  /  Bottle  ¥10,000

クラウディー ベイ テ ココ

小樽で自然発酵・長期熟成させたソーヴィニヨン ブランです。
完熟した柑橘類やトロピカルフルーツのアロマと、
ブリュレやキャラメルのようなフレーバーを持つ魅惑的な
味わいです。

世界が白に目覚めた1本
素晴らしい凝縮感とピュアな果実味を持つソーヴィニヨン ブランで

高い認知度を持つクラウディー ベイは、

マールボロに最も早く根付いたワイナリーの1つです。

マールボロの地域の特徴を反映した、活き活きとしたスタイルの

個性的なワインは、ニュージーランドワインの

世界的地位を高めたアイコンワインとして高く評価されています。

Cloudy Bay Te Wahi

Glass  ¥2,500  /  Bottle  ¥15,000

クラウディー テ ワヒ

マオリ語で「その場所」を意味するテ ワヒ。テ ワヒが生まれた
セントラルオタゴの風土を表情豊かに体現しています。
濃縮されたふくよかな味わいと鮮明な酸味、しなやかなタンニンの
バランスが素晴らしく、長く続く複雑な余韻が魅力的なワインです。

パターン2　  Seascape　Sauvignon Blancフォーカス

ヒルトン東京お台場様



Cloudy Bay Sauvignon Blanc

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ソーヴィニヨン ブラン

世界中が恋した、マールボロ産ソーヴィニヨン ブラン。
パッションフルーツのみずみずしいアロマと、
マンダリン オレンジの様な豊かな果実味、
ハーブや青リンゴを思わせる爽快さが衝撃的です。

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。Price is subject to applicable tax and ser vice charge.

Sparkling WineRecommended White Wine

Red Wine

スパークリングワイン

White Wine 白ワイン

赤ワイン

Cloudy Bay Pelorus

Glass  ¥1,000  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ペロリュス

リンゴや柑橘類のみずみずしいアロマ、
そしてハチミツやブリオッシュを思わせる香りが特徴的。
クリーミーで複雑な味わいとのバランスが取れた華やかな
風味で、ナッツの余韻が豊かな味わいです。

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

おすすめ白ワイン

Cloudy Bay Pinot Noir

Glass  ¥1,250  /  Bottle  ¥7,500

クラウディー ベイ ピノ ノワール

ダーク チェリーやワイルドベリーの果実味と
野性味溢れるスパイスのアロマがあり、
滑らかなタンニンと深みある味わいが非常にエレガントです。

Cloudy Bay Te Koko

Glass  ¥1,700  /  Bottle  ¥10,000

クラウディー ベイ テ ココ

小樽で自然発酵・長期熟成させたソーヴィニヨン ブランです。
完熟した柑橘類やトロピカルフルーツのアロマと、
ブリュレやキャラメルのようなフレーバーを持つ魅惑的な
味わいです。

世界が白に目覚めた1本
素晴らしい凝縮感とピュアな果実味を持つソーヴィニヨン ブランで

高い認知度を持つクラウディー ベイは、

マールボロに最も早く根付いたワイナリーの1つです。

マールボロの地域の特徴を反映した、活き活きとしたスタイルの

個性的なワインは、ニュージーランドワインの

世界的地位を高めたアイコンワインとして高く評価されています。

Cloudy Bay Te Wahi

Glass  ¥2,500  /  Bottle  ¥15,000

クラウディー テ ワヒ

マオリ語で「その場所」を意味するテ ワヒ。テ ワヒが生まれた
セントラルオタゴの風土を表情豊かに体現しています。
濃縮されたふくよかな味わいと鮮明な酸味、しなやかなタンニンの
バランスが素晴らしく、長く続く複雑な余韻が魅力的なワインです。

Cloudy Bay Chardonnay
クラウディー ベイ シャルドネ

ライムやブラッド オレンジのアロマと、
ヌガーやナッツの香ばしさに加えて深いミネラル感が

特徴的なクラシックな味わいです。

パターン3　 Tempura 　Chardonnayフォーカス

ヒルトン東京お台場様



表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。Price is subject to applicable tax and ser vice charge.

Sparkling WineRecommended Red Wine スパークリングワイン

Cloudy Bay Pelorus

Glass  ¥1,000  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ペロリュス

リンゴや柑橘類のみずみずしいアロマ、
そしてハチミツやブリオッシュを思わせる香りが特徴的。
クリーミーで複雑な味わいとのバランスが取れた華やかな
風味で、ナッツの余韻が豊かな味わいです。

Glass  ¥1,250  /  Bottle  ¥7,500

おすすめ赤ワイン

Red Wine 赤ワイン
世界が白に目覚めた1本

素晴らしい凝縮感とピュアな果実味を持つソーヴィニヨン ブランで

高い認知度を持つクラウディー ベイは、

マールボロに最も早く根付いたワイナリーの1つです。

マールボロの地域の特徴を反映した、活き活きとしたスタイルの

個性的なワインは、ニュージーランドワインの

世界的地位を高めたアイコンワインとして高く評価されています。

Cloudy Bay Te Wahi

Glass  ¥2,500  /  Bottle  ¥15,000

クラウディー テ ワヒ

マオリ語で「その場所」を意味するテ ワヒ。テ ワヒが生まれた
セントラルオタゴの風土を表情豊かに体現しています。
濃縮されたふくよかな味わいと鮮明な酸味、しなやかなタンニンの
バランスが素晴らしく、長く続く複雑な余韻が魅力的なワインです。

Cloudy Bay Sauvignon Blanc

White Wine 白ワイン

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ソーヴィニヨン ブラン

世界中が恋した、マールボロ産ソーヴィニヨン ブラン。
パッションフルーツのみずみずしいアロマと、
マンダリン オレンジの様な豊かな果実味、
ハーブや青リンゴを思わせる爽快さが衝撃的です。

Cloudy Bay Chardonnay

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ シャルドネ

ライムやブラッド オレンジのアロマと、
ヌガーやナッツの香ばしさに加えて深いミネラル感が
特徴的なクラシックな味わいです。

Cloudy Bay Te Koko

Glass  ¥1,700  /  Bottle  ¥10,000

クラウディー ベイ テ ココ

小樽で自然発酵・長期熟成させたソーヴィニヨン ブランです。
完熟した柑橘類やトロピカルフルーツのアロマと、
ブリュレやキャラメルのようなフレーバーを持つ魅惑的な
味わいです。

Cloudy Bay Pinot Noir
クラウディー ベイ ピノ ノワール

ダーク チェリーやワイルドベリーの果実味と
野性味溢れるスパイスのアロマがあり、

滑らかなタンニンと深みある味わいが非常にエレガントです。

パターン4　Grillogy　 Pinot Noirフォーカス

ヒルトン東京お台場様



表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。Price is subject to applicable tax and ser vice charge.

Sparkling WineRecommended Red Wine スパークリングワイン

Cloudy Bay Pelorus

Glass  ¥1,000  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ペロリュス

リンゴや柑橘類のみずみずしいアロマ、
そしてハチミツやブリオッシュを思わせる香りが特徴的。
クリーミーで複雑な味わいとのバランスが取れた華やかな
風味で、ナッツの余韻が豊かな味わいです。

Glass  ¥2,500  /  Bottle  ¥15,000

おすすめ赤ワイン

Red Wine 赤ワイン
世界が白に目覚めた1本

素晴らしい凝縮感とピュアな果実味を持つソーヴィニヨン ブランで

高い認知度を持つクラウディー ベイは、

マールボロに最も早く根付いたワイナリーの1つです。

マールボロの地域の特徴を反映した、活き活きとしたスタイルの

個性的なワインは、ニュージーランドワインの

世界的地位を高めたアイコンワインとして高く評価されています。

Cloudy Bay Sauvignon Blanc

White Wine 白ワイン

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ソーヴィニヨン ブラン

世界中が恋した、マールボロ産ソーヴィニヨン ブラン。
パッションフルーツのみずみずしいアロマと、
マンダリン オレンジの様な豊かな果実味、
ハーブや青リンゴを思わせる爽快さが衝撃的です。

Cloudy Bay Chardonnay

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ シャルドネ

ライムやブラッド オレンジのアロマと、
ヌガーやナッツの香ばしさに加えて深いミネラル感が
特徴的なクラシックな味わいです。

Cloudy Bay Te Koko

Glass  ¥1,700  /  Bottle  ¥10,000

クラウディー ベイ テ ココ

小樽で自然発酵・長期熟成させたソーヴィニヨン ブランです。
完熟した柑橘類やトロピカルフルーツのアロマと、
ブリュレやキャラメルのようなフレーバーを持つ魅惑的な
味わいです。

マオリ語で「その場所」を意味するテ ワヒ。テ ワヒが生まれた
セントラルオタゴの風土を表情豊かに体現しています。

濃縮されたふくよかな味わいと鮮明な酸味、しなやかなタンニンの
バランスが素晴らしく、長く続く複雑な余韻が魅力的なワインです。

Cloudy Bay Pinot Noir

Glass  ¥1,250  /  Bottle  ¥7,500

クラウディー ベイ ピノ ノワール

ダーク チェリーやワイルドベリーの果実味と
野性味溢れるスパイスのアロマがあり、
滑らかなタンニンと深みある味わいが非常にエレガントです。

Cloudy Bay Te Wahi
クラウディー テ ワヒ

パターン5　Teppan　Te Wahiフォーカス

ヒルトン東京お台場様



Cloudy Bay Sauvignon Blanc

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ソーヴィニヨン ブラン

世界中が恋した、マールボロ産ソーヴィニヨン ブラン。
パッションフルーツのみずみずしいアロマと、
マンダリン オレンジの様な豊かな果実味、
ハーブや青リンゴを思わせる爽快さが衝撃的です。

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。Price is subject to applicable tax and ser vice charge.

Sparkling WineRecommended White Wine

Red Wine

スパークリングワイン

White Wine 白ワイン

赤ワイン

Cloudy Bay Pelorus

Glass  ¥1,000  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ ペロリュス

リンゴや柑橘類のみずみずしいアロマ、
そしてハチミツやブリオッシュを思わせる香りが特徴的。
クリーミーで複雑な味わいとのバランスが取れた華やかな
風味で、ナッツの余韻が豊かな味わいです。

Glass  ¥1,700  /  Bottle  ¥10,000

おすすめ白ワイン

Cloudy Bay Pinot Noir

Glass  ¥1,250  /  Bottle  ¥7,500

クラウディー ベイ ピノ ノワール

ダーク チェリーやワイルドベリーの果実味と
野性味溢れるスパイスのアロマがあり、
滑らかなタンニンと深みある味わいが非常にエレガントです。

世界が白に目覚めた1本
素晴らしい凝縮感とピュアな果実味を持つソーヴィニヨン ブランで

高い認知度を持つクラウディー ベイは、

マールボロに最も早く根付いたワイナリーの1つです。

マールボロの地域の特徴を反映した、活き活きとしたスタイルの

個性的なワインは、ニュージーランドワインの

世界的地位を高めたアイコンワインとして高く評価されています。

Cloudy Bay Te Wahi

Glass  ¥2,500  /  Bottle  ¥15,000

クラウディー テ ワヒ

マオリ語で「その場所」を意味するテ ワヒ。テ ワヒが生まれた
セントラルオタゴの風土を表情豊かに体現しています。
濃縮されたふくよかな味わいと鮮明な酸味、しなやかなタンニンの
バランスが素晴らしく、長く続く複雑な余韻が魅力的なワインです。

Cloudy Bay Te Koko
クラウディー ベイ テ ココ

小樽で自然発酵・長期熟成させたソーヴィニヨン ブランです。
完熟した柑橘類やトロピカルフルーツのアロマと、

ブリュレやキャラメルのようなフレーバーを持つ魅惑的な味わいです。 Cloudy Bay Chardonnay

Glass  ¥1,200  /  Bottle  ¥7,000

クラウディー ベイ シャルドネ

ライムやブラッド オレンジのアロマと、
ヌガーやナッツの香ばしさに加えて深いミネラル感が
特徴的なクラシックな味わいです。

パターン6　Sakura　Te Kokoフォーカス

ヒルトン東京お台場様


