Vin Mousseux Champagne

スパークリングワイン・シャンパーニュ

NV プレステージ・ブラン・ド・ブラン・ブリュット
生産地：フランス ボルドー

生産地：フランス シャンパーニュ

生産地：フランス シャンパーニュ

生産地：フランス シャンパーニュ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

Ｃｈド・ラ・ヴェル

ゴッセ

生産地：フランス シャンパーニュ

アンリオ

生産地：フランス シャンパーニュ

トリシェ・ディディエ

（税込6,480）

¥6,000

（税込6,480）

¥8,000

（税込8,640）

¥9,000

（税込9,720）

¥9,000

（税込9,720）

¥9,000

（税込9,720）

品種：ピノ・ムニエ５３％ シャルドネ２８％ ピノ・ノワール１９％

ミシェル・ジュネ

¥9,000

（税込9,720）

¥10,000

（税込10,800）

¥10,000

（税込10,800）

¥11,000

（税込11,880）

品種：シャルドネ１００％

ＮＶ ブリュット・ブラン・ド・ノワール

トリシェ・ディディエ
品種：ピノ・ノワール１００％

ＮＶ エクストラ・ブリュット・ブラン・ド・ブランＧ・Ｃ

ミシェル・ジュネ

品種：シャルドネ１００％

ＮＶ ドラモット・ブリュット･ブラン・ド・ブラン

メニル・シュル・オジェ

品種：シャルドネ５０％ ピノ・ノワール３０％ ピノムニエ２０％

2007 ブリュット・プレスティージュ・ブラン・ド・ブランＧ・Ｃ ミシェル・ジュネ

¥12,000

（税込12,960）

¥14,000

（税込15,120）

¥25,000

（税込27,000）

品種：シャルドネ１００％

2008 ブリュット・ビオグラフィ・ブラン・ド・ブランＧ・Ｃ

ミシェル・ジュネ

品種：シャルドネ１００％

ＮＶ ヴァージョン・オリジナル・エクストラ・ブリュット
生産地：フランス シャンパーニュ

¥6,000

品種：ピノ・ノワール５０％ シャルドネ５０％

ＮＶ ブリュット・エスプリ・ブラン・ド・ブランＧ・Ｃ

生産地：フランス シャンパーニュ

（税込6,480）

品種：ピノ・ノワール４５％ シャルドネ３６％ ピノ・ムニエ１９％

ＮＶ ブリュット・ブラン・レゼルヴ１ｅｒ

生産地：フランス シャンパーニュ

¥6,000

品種：シャルドネ５０％ ピノ・ノワール３０％ ピノムニエ２０％

ＮＶ ブリュット・スーヴェラン

生産地：フランス シャンパーニュ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

メニル・シュル・オジェ

ＮＶ ゴッセ・エクセレンス・ブリュット

生産地：フランス シャンパーニュ

（税込6,480）

品種：ピノ・ノワール１００％

ＮＶ ドラモット・ブリュット

生産地：フランス シャンパーニュ

¥6,000

ヴーヴ・アンバル

品種：ピノ・ノワール６０％シャルドネ３０％アリゴテ１０％

NV ブルゴーニュ・ムスー・ルージュ
生産地：フランス ブルゴーニュ

（税込4,860）

品種：ピノ・ノワール６０％シャルドネ３０％アリゴテ１０％

NV クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ロゼ
生産地：フランス ブルゴーニュ

¥4,500

品種：シュナンブラン・ユニブラン・ムールヴェードル・ブールブラン各２５％

NV クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ブラン
生産地：フランス ブルゴーニュ

ロワイエ

品種：ピノ・ノワール４０％シャルドネ３０％アリゴテ３０％

NV ロイヤル・パーク・ブラン・ド・ブラン
生産地：フランス ブルゴーニュ

¥3,000 （税込3,240）
グラス （税込864）

品種：シャルドネ１００％

NV クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ブラン
生産地：フランス ブルゴーニュ

ブルエット

ジャック・セロス

品種：シャルドネ１００％

Vin Blance

白ワイン

B 2015 テラス・ド・ギレム

ムーラン・ド・ガサック

生産地：フランス ラングドック

品種：グリナッシュブラン５０％ ソーヴィニヨンブラン２５％ テレブラン２５％

A 2015 ムスカデ・セーヴル・エ・メーヌ
生産地：フランス ロワール

生産地：フランス ブルゴーニュ

¥4,000

（税込4,320）

ロワイエ

¥4,000

（税込4,320）

フランク・ジュイヤール

¥4,000

（税込4,320）

フロリアン

¥4,500

（税込4,860）

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥4,500

（税込4,860）

ＡＣアントル・ドゥー・メール

¥4,500

（税込4,860）

¥4,500

（税込4,860）

クリストフ・ドルーア

¥5,000

（税込5,400）

ノブレ

¥5,000

（税込5,400）

¥5,000

（税込5,400）

マルキ・ダンジェルヴィル

¥5,000

（税込5,400）

マルシア・ポンセ

¥5,000

（税込5,400）

アンドレ・ヴァタン

¥5,500

（税込5,940）

ジャン・マリー・ブズロー

¥6,000

（税込6,480）

レジス・ミネ

¥6,000

（税込6,480）

¥6,000

（税込6,480）

品種：シャルドネ１００％

C 2015 ブルゴーニュ シャルドネ
生産地：フランス ブルゴーニュ

品種：シャルドネ１００％

B 2014 レゾード・フレーレンス・ブラン
生産地：フランス ラングドック

品種：ヴィオニエ４０％ソーヴィニョン・ブラン３０％ シャルドネ３０％

C 2012 ブルゴーニュ アリゴテ
生産地：フランス ブルゴーニュ

品種：アリゴテ１００％

A 2015 Chレストリーユ アントル・ドゥー・メール
生産地：フランス ボルドー

品種：ソーヴィニョン・ブラン７２％ ムスカデル２３％ セミヨン５％

B 20１５ クラシック・ブラン・ペルジュリー・ド・ロルチュ

ロルチュ

品種：シャルドネ５５％ ヴィオニエ２５％ ルーサンヌ１５％ プティマンサン５％

A 201２ ムスカデ・モニエール・サン・フィアクル
生産地：フランス ロワール

品種：ムスカデ１００％

Ｂ 2014 シノン・ブラン・ラ・グランドゥルス
生産地：フランス ロワール

品種：シュナンブラン１００％

A 2014 Chレストリーユ キャプ・マルタン
生産地：フランス ボルドー

ＡＣボルドー

品種：ソーヴィニョン・グリ５５％ セミヨン３９％ ソーヴィニョン・ブラン６％

C 201５ ブルゴーニュ アリゴテ
生産地：フランス ブルゴーニュ

品種：アリゴテ１００％

C 201５ マコン・シャルネー
生産地：フランス ブルゴーニュ

品種：シャルドネ１００％

A 2014 サンセール・レ・シャルム
生産地：フランス ロワール

品種：ソーヴィニョンブラン１００％

Ｃ 2014 ブルゴーニュ シャルドネ
生産地：フランス ブルゴーニュ

品種：シャルドネ１００％

A 2014 プイィ・フュメ・ヴィエーユ・ヴィーニュ
生産地：フランス ロワール

A 20０６ ピノブラン・ボーレンベルグ
生産地：フランス アルザス

クリストフ・ドルーア

品種：ムスカデ１００％

C 201４ ブルゴーニュ シャルドネ

生産地：フランス ラングドック

¥3,000 （税込3,240）
グラス （税込864）

品種：ソーヴィニョンブラン１００％

Cｈドルシュヴィール
品種：リースリング１００％

Vin Blance

白ワイン

B 2016 コート・デュ・ローヌ・ブラン
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

ミシェル・ゴネ

¥7,000

（税込7,560）

Cｈドルシュヴィール

¥7,000

（税込7,560）

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥8,000

（税込8,640）

ドメーヌ・デュ・ペリカン

¥8,000

（税込8,640）

ドメーヌ・デュ・ペリカン

¥8,000

（税込8,640）

ザムリエ

¥8,000

（税込8,640）

¥9,000

（税込9,720）

¥9,000

（税込9,720）

Cｈドルシュヴィール

¥12,000

（税込12,960）

ル・ヴュードンジョン

¥12,000

（税込12,960）

¥5,000

（税込5,400）

品種：グルナッシュブラン９０％ クレレット１０％

A 20０９ リースリング・ボーレンベルグ
生産地：フランス アルザス

品種：リースリング１００％

Ｃ 2014 ボーヌ・クロ・ド・ラ・モンスニエール
生産地：フランス ブルゴーニュ

品種：シャルドネ１００％

Ｃ 2014 アルボワ・サヴァニャン・ウイエ
生産地：フランス ジュラ

品種：サヴァニャン１００％

Ｃ 2014 アルボワ・シャルドネ
生産地：フランス ジュラ

品種：シャルドネ１００％

Ｂ 2014 ヴァケラス・ブラン
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

品種：グリナッシュブラン１００％

C 201５ オート・コート・ド・ニュイ・クロ・サン・フィリベール メオ・カミュゼ
生産地：フランス ブルゴーニュ

品種：シャルドネ１００％

A 2007 Chジョリス・セック
生産地：フランス ジュラソン

ラトリーユ
品種：グロマンサン９５％ プティマンサン５％

A 20０４ リースリング・Ｇ・Ｃ ケスラー
生産地：フランス アルザス
B 20１２

品種：リースリング１００％

Ｃｈヌフ・デュ・パプ
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

品種：クレレット５０％ ルーサンヌ５０％

Vin Roｓｅ

ロゼワイン

A 2015 ドメーヌ・フロリアン
生産地：フランス ラングドック

フロリアン
品種：サンソー１００％

Vin Rouge
A 2015 テラス・ド・ギレム
生産地：フランス ラングドック

赤ワイン
ムーラン・ド・ガサック

品種：シラー４０％ グルナッシュ３０％ カリニャン２０％ ムールヴェードル１０％

B 2014 テラス・ド・ギレム ピノ・ノワール
生産地：フランス ラングドック

ムーラン・ド・ガサック

生産地：フランス ボルドー

生産地：フランス ブルゴーニュ

ＡＣボルドースーペリュール

¥4,000

（税込4,320）

ロワイエ

¥4,500

（税込4,860）

¥4,500

（税込4,860）

¥4,500

（税込4,860）

¥5,000

（税込5,400）

¥5,000

（税込5,400）

¥5,000

（税込5,400）

¥5,000

（税込5,400）

ＡＣボルドー

¥5,000

（税込5,400）

ＡＣメドック

¥5,500

（税込5,940）

¥6,000

（税込6,480）

¥6,000

（税込6,480）

¥6,000

（税込6,480）

¥6,000

（税込6,480）

¥6,500

（税込7,020）

品種：ピノ・ノワール１００％

Ａ 2012 レゾード・フレーレンス・ルージュ
生産地：フランス ラングドック

フロリアン

品種：グルナッシュ７０％ シラー３０％

Ｃ 2014 クラシック・ルージュ・ピク・サン・ルー
生産地：フランス ラングドック

ロルチュ

品種：シラー６０％ グルナッシュ２０％ ムールヴェードル２０％

Ａ 201４ シノン・ルージュ・レ・ブランマントー
生産地：フランス ロワール

ノブレ

品種：カベルネ・フラン１００％

Ａ 201４ シノン・ルージュ・レ・シャンシャン
生産地：フランス ロワール

ノブレ

品種：カベルネ・フラン１００％

Ｃ 2014 コート・デュ・ローヌ

ジャン・ルイ・シャヴ セレクション

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

品種：グルナッシュ５０％ シラー５０％

C 2012 ガスコーニュ・ファヴォリ

プレイモン農業組合
品種：タナ６０％ カベルネソーヴィニョン３０％ カベルネ・フラン１０％

C 201０ Chレストリーユ キャプ・マルタン
生産地：フランス ボルドー

品種：メルロー１００％

C 201０ Chル・タンプル

品種：カベルネソーヴィニョン６５％ メルロー３５％ プティヴェルド５％

Ａ 201４ シノン・ルージュ・ピエール・ド・テュフ
生産地：フランス ロワール

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

ザムリエ
品種：グルナッシュ５５％ シラー３９％ ムールヴェードル6％

A 2012 ブルゴーニュ・パストゥーグラン・アミニマ
生産地：フランス ブルゴーニュ

トラペ

品種：ピノ・ノワール５０％ ガメ５０％

Ｃ 2014 ドメーヌ・フロリアン
生産地：フランス ラングドック

ノブレ

品種：カベルネ・フラン１００％

Ｃ 201４ ヴァケラス

フロリアン
品種：カベルネソーヴィニョン１００％

Ｃ 2010 ル・スクレド・レストリーユ
生産地：フランス ボルドー

（税込4,320）

品種：メルロー１００％

B 201５ ブルゴーニュ・ルージュ

生産地：フランス ボルドー

¥4,000

品種：ピノ・ノワール１００％

C 2012 Chレストリーユ

生産地：フランス ガスコーニュ

¥3,000 （税込3,240）
グラス （税込864）

ＡＣボルドースーペリュール
品種：メルロー１００％

Vin Rouge
Ｃ 201３ サンジョセフ・オフル

ジャン・ルイ・シャヴ セレクション

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

フォンテーヌ・ガニャール

生産地：フランス ブルゴーニュ

マルキ・ダンジェルヴィル

ザムリエ

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

（税込7,560）

¥7,000

（税込7,560）

¥8,000

（税込8,640）

¥8,000

（税込8,640）

¥9,000

（税込9,720）

¥10,000

（税込10,800）

¥12,000

（税込12,960）

¥12,000

（税込12,960）

¥12,000

（税込12,960）

¥15,000

（税込16,200）

¥15,000

（税込16,200）

¥24,000

（税込25,920）

品種：シラー１００％

B 201３ コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・メイ・フランゲ

トラぺ

品種：ピノ・ノワール１００％

B 201５ ブルゴーニュ・ルージュ

マルキ・ダンジェルヴィル

生産地：フランス ブルゴーニュ

¥7,000

品種：ピノ・ノワール５０％ ガメ５０％

レ・オート・テラス

生産地：フランス ブルゴーニュ

（税込7,560）

品種：ピノ・ノワール１００％

A 201５ ブルゴーニュ・パストゥーグラン
生産地：フランス ブルゴーニュ

¥7,000

品種：シラー１００％

B 201４ ブルゴーニュ・ルージュ

Ｃ 20１０

赤ワイン

品種：ピノ・ノワール１００％

Bordeaux Rouge
2001 Ｃｈモンフォレ

コート・ドブライユ

生産地：フランス ボルドー

品種：マルベック６０％ メルロー４０％

1993 Chラ・フルール・ペイラポン
生産地：フランス ボルドー

品種：カベルネソーヴィニョン７０％ メルロー２０％ カベルネ・フラン１０％

2009 Chデュムーランルージュ
生産地：フランス ボルドー

サンテミリオン
品種：カベルネソーヴィニョン４０％ カベルネ・フラン４０％ メルロー２０％

2001 Chフルネ・キュベ・アレキシーヌ
生産地：フランス ボルドー

マルゴー
品種：カベルネソーヴィニョン４６％ メルロー３０％ カベルネ・フラン２４％

1998 レスプリ・ド・シュヴァリエ
生産地：フランス ボルドー

サンテミリオン

品種：カベルネ・フラン５２％ メルロー４４％ カベルネソーヴィニョン４％

2007 Chトゥール・マサック
生産地：フランス ボルドー

オーメドック

品種：カベルネソーヴィニョン３５％ メルロー５０％ カベルネ・フラン１５％

1995 Chル・シャトレ
生産地：フランス ボルドー

ポイヤック

ペサック・レオニャン

品種：カベルネソーヴィニョン４０％ メルロー５０％ カベルネ・フラン１０％

Ｃｏｔｅｓ ｄｅ Ｒｈｏｎｅ Rouge
2009 レ・オート・テラス

ザムリエ

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

Ｃｈライヤ

ゴネ
ル・ヴュードンジョン

¥10,000

（税込10,800）

¥12,000

（税込12,960）

¥12,000

（税込12,960）

¥13,000

（税込14,040）

¥13,000

（税込14,040）

¥15,000

（税込16,200）

¥28,000

（税込30,240）

¥30,000

（税込32,400）

品種：グルナッシュ５５％ シラー２０％ ムールヴェードル２０％ サンソ－５％

1999 ヴォークリューズ・メルロー

ドメーヌ・トゥール

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

品種：メルロー１００％

2008 ヴァケラス

Ｃｈデ・トゥール

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

品種：グルナッシュ９０％ シラー１０％

2011 エルミタージュ・ファルコネ
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

ジャン・ルイ・シャヴ・セレクション

品種：シラー１００％

2007 サン・ジョセフ

ジャン・ルイ・シャヴ

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

品種：シラー１００％

2003 Ｃｈド・フォンサレット

Ｃｈライヤ

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

品種：グルナッシュ５０％ サンソ－３５％ シラー１５％

2000 Ｃｈド・フォンサレット

Ｃｈライヤ

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

Bourgogne Blance

（税込10,800）

品種：シラー７０％ グルナッシュ３０％

2013 Ｃｈヌフ・デュ・パプ
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

¥10,000

品種：グルナッシュ９０％ サンソ－５％ シラー５％

2010 コンフィダンシア
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

（税込10,800）

品種：シラー１００％

2009 ラ・ピアラード
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

¥10,000

品種：グルナッシュ５０％ サンソ－３５％ シラー１５％

※ブルゴーニュアリゴテはアリゴテ１００％それ以外はシャルドネ１００％

2010 ブルゴーニュ・アリゴテ

エマニュエル・ルジェ

¥8,000

（税込8,640）

2012 ボーヌ・クロ・ド・ラ・モンスニエール

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥9,000

（税込9,720）

2010 サントーバン１erラ・シャトニエール

マルク・コラン

¥9,000

（税込9,720）

2013 ムルソー

ジャン・マリー・ブズロー ¥10,000

（税込10,800）

2009 ボーヌ１ｅｒマルコネ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥11,000

（税込11,880）

2013 ムルソー・クロ・ド・ラ・ヴェル

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥12,000

（税込12,960）

2013 ブルゴーニュ・オーコート・ド・ボーヌ

エマニュエル・ルジェ

¥12,000

（税込12,960）

2007 ボーヌ１ｅｒマルコネ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥15,000

（税込16,200）

2012 シャサーニュ・モンラシェ１ｅｒラ・ブードリオット

ガニャール・ドラグランジュ ¥18,000

（税込19,440）

2007 ムルソー１ｅｒカイユレ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥18,000

（税込19,440）

2008 ピュリニー・モンラシェ１ｅｒレ・フォラティエール

ルフレーヴ

¥20,000

（税込21,600）

Bourgogne Rouge
2011 ブルゴーニュ・パストゥーグラン

エマニュエル・ルジェ

¥9,000

（税込9,720）

2013 モンテリー

ＭＤポシュレ

¥9,000

（税込9,720）

2013 ボーヌ・VVド・サン・デジレ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥9,000

（税込9,720）

2013 ブルゴーニュ・ルージュ

マルキ・ダンジェルヴィル ¥10,000

（税込10,800）

2013 シャサーニュ・モンラッシェ

フォンテーヌ・ガニャール ¥10,000

（税込10,800）

2013 シャサーニュ・モンラッシェ

ガニャール・ドラグランジュ ¥10,000

（税込10,800）

2013 ムルソー・ルージュ

ジャン・マリー・ブズロー ¥10,000

（税込10,800）

2012 シャサーニュ・モンラッシェ

フォンテーヌ・ガニャール ¥10,000

（税込10,800）

2011 サヴィニーレ・ボーヌ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥10,000

（税込10,800）

2012 ボーヌ・VVド・サン・デジレ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥10,000

（税込10,800）

2012 ポマール・レ・シャラン

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥10,000

（税込10,800）

2012 ヴォルネー

ルシアン・ボワイヨ

¥10,000

（税込10,800）

2012 ポマール

ルシアン・ボワイヨ

¥10,000

（税込10,800）

2013 ポマール・レ・シャラン

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥11,000

（税込11,880）

2012 ジュブレ・シャンベルタン

ルシアン・ボワイヨ

¥11,000

（税込11,880）

2012 シャンボール・ミュジニー・コンブ・ドルヴォー

デゾネイ・ビセイ

¥11,000

（税込11,880）

2012 ジュブレ・シャンベルタン

デゾネイ・ビセイ

¥11,000

（税込11,880）

2012 ニュイ・サン・ジョルジュ

アンリ・グージュ

¥11,000

（税込11,880）

2013 ヴォルネー

ルシアン・ボワイヨ

¥12,000

（税込12,960）

2011 ポマール

ルシアン・ボワイヨ

¥12,000

（税込12,960）

2009 ニュイ・サン・ジョルジュ1erレ・シェヌ・カルトー

アンリ・グージュ

¥12,000

（税込12,960）

2005 ポマール

ビュッソン・シャルル

¥12,000

（税込12,960）

2011 ヴォーヌ・ロマネ

デゼネイ・ビセイ

¥12,000

（税込12,960）

2003 ボーヌ・VVド・サン・デジレ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥12,000

（税込12,960）

2009 ヴォルネー１ｅｒシャンパン

ジャン・マリー・ブズロー ¥13,000

（税込14,040）

2011 ニュイ・サン・ジョルジュ レ・シェニョ

アンリ・グージュ

¥13,000

（税込14,040）

2011 ニュイ・サン・ジョルジュ クロド・ポレ・サンジョルジュ アンリ・グージュ

¥13,000

（税込14,040）

2012 ニュイ・サン・ジョルジュ レ・シェニョ

アンリ・グージュ

¥13,000

（税込14,040）

2012 ジュブレ・シャンベルタン レゼヴォセル

ルシアン・ボワイヨ

¥13,000

（税込14,040）

Bourgogne Rouge
2012 ジュブレ・シャンベルタン

トラペ

¥13,000

（税込14,040）

2005 ボーヌ・VVド・サン・デジレ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥13,000

（税込14,040）

2009 ニュイ・サン・ジョルジュ1eｒクロ・ド・ポレ・サンジョルジュ アンリ・グージュ

¥13,000

（税込14,040）

2007 ジュブレ・シャンベルタン

セラファン

¥13,000

（税込14,040）

2013 シャンボール・ミュジニー・コンブ・ドルヴォー

デゾネイ・ビセイ

¥13,000

（税込14,040）

2013 ジュブレ・シャンベルタン

デゼネイ・ビセイ

¥13,000

（税込14,040）

2013 ヴォーヌ・ロマネ

デゼネイ・ビセイ

¥13,000

（税込14,040）

2013 ジュブレ・シャンベルタン

ルシアン・ボワイヨ

¥13,000

（税込14,040）

2013 ポマール

ルシアン・ボワイヨ

¥13,000

（税込14,040）

2013 シャサーニュ・モンラッシェ１ｅｒクロ・サン・ジャン フォンテーヌ・ガニャール ¥14,000

（税込15,120）

2013 ヴォルネー１ｅｒシャンパン

ガニャール・ドラグランジュ ¥14,000

（税込15,120）

2001 シャサーニュ・モンラッシェ１ｅｒモルジョ

ブラン・ガニャール

¥14,000

（税込15,120）

2002 シャサーニュ・モンラッシェ１ｅｒクロ・サン・ジャン ブラン・ガニャール

¥14,000

（税込15,120）

2012 ブルゴーニュ・ルージュ

ジョルジュ・ルミエ

¥14,000

（税込15,120）

2013 ブルゴーニュ・ルージュ

ジョルジュ・ルミエ

¥14,000

（税込15,120）

2011 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ

エマニュエル・ルジェ

¥14,000

（税込15,120）

2013 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ

エマニュエル・ルジェ

¥14,000

（税込15,120）

2008 ニュイ・サン・ジョルジュ1eｒクロ・ド・ポレ・サンジョルジュ アンリ・グージュ

¥14,000

（税込15,120）

2008 ニュイ・サン・ジョルジュ1erレ・レ・プリュリエ

アンリ・グージュ

¥14,000

（税込15,120）

2012 ジュブレ・シャンベルタンオステレア

トラペ

¥14,000

（税込15,120）

2005 ボーヌ１ｅｒマルコネ

Ｃｈド・ラ・ヴェル

¥15,000

（税込16,200）

2012 ブルゴーニュ・ルージュ

クロード・デュガ

¥15,000

（税込16,200）

2008 ヴォルネー１ｅｒクロ・デ・シェヌ

フォンテーヌ・ガニャール ¥15,000

（税込16,200）

2002 ペルナン・ヴェルジュレス・１ｅｒイル・デ・ヴェルジュレス マラトレ・デュブルイユ

¥15,000

（税込16,200）

2012 ニュイ・サン・ジョルジュ クロド・ポレ・サンジョルジュ アンリ・グージョ

¥16,000

（税込17,280）

2000 ヴォルネー１ｅｒシャンパン

ブラン・ガニャール

¥16,000

（税込17,280）

2006 ジュブレ・シャンベルタンＶＶ

セラファン

¥17,000

（税込18,360）

2013 ジュブレ・シャンベルタン・オステレア

トラぺ

¥17,000

（税込18,360）

¥18,000

（税込19,440）

2000 ペルナン・ヴェルジュレス・１ｅｒイル・デ・ヴェルジュレス マラトレ・デュブルイユ

Bourgogne Rouge
2013 ヴォルネー・１ｅｒ

マルキ・ダンジェルヴィル ¥20,000

（税込21,600）

2012 ヴォルネー・１ｅｒカイユレ

マルキ・ダンジェルヴィル ¥20,000

（税込21,600）

2012 ヴォルネー・１ｅｒシャンパン

マルキ・ダンジェルヴィル ¥20,000

（税込21,600）

2012 シャンボール・ミュジィニー

ジョルジュ・ルミエ

¥20,000

（税込21,600）

2007 コルトン・ブレッサンドG・C

マラトレ・デュブルイユ

¥20,000

（税込21,600）

2006 コルトン・クロ・デュ・ロワG・C

マラトレ・デュブルイユ

¥20,000

（税込21,600）

1994 ジュブレ・シャンベルタン

セラファン

¥20,000

（税込21,600）

2010 ジュブレ・シャンベルタンＶＶ

セラファン

¥20,000

（税込21,600）

2010 ジュブレ・シャンベルタン１ｅｒフォントニー

セラファン

¥20,000

（税込21,600）

2006 ジュブレ・シャンベルタン１ｅｒフォントニー

セラファン

¥21,000

（税込22,680）

2013 ヴォルネー・１ｅｒフルミエ

マルキ・ダンジェルヴィル ¥21,000

（税込22,680）

1996 Chド・ポマール

ジャン・ルイ・ラプランシュ ¥22,000

（税込23,760）

2010 モレ・サン・ドニ１er クロ・ド・ラ・ビュシエール

ジョルジュ・ルミエ

¥24,000

（税込19,440）

2011 グラン・エシェゾー

デゼネイ・ビセイ

¥24,000

（税込25,920）

2011 シャンボール・ミュジィニー

ジョルジュ・ルミエ

¥24,000

（税込25,920）

2013 シャンボール・ミュジィニー

ジョルジュ・ルミエ

¥24,000

（税込25,920）

2010 ジュブレ・シャンベルタン１ｅｒコルボー

セラファン

¥24,000

（税込25,920）

2010 ジュブレ・シャンベルタン１ｅｒカズティエ

セラファン

¥25,000

（税込27,000）

2009 ヴォルネー・１ｅｒシャンパン

マルキ・ダンジェルヴィル ¥25,000

（税込27,000）

2012 モレ・サン・ドニ１er クロ・ド・ラ・ビュシエール

ジョルジュ・ルミエ

¥25,000

（税込27,000）

2002 コルトン・ブレッサンドG・C

マラトレ・デュブルイユ

¥25,000

（税込27,000）

2009 モレ・サン・ドニ１er クロ・ド・ラ・ビュシエール

ジョルジュ・ルミエ

¥28,000

（税込30,240）

2013 モレ・サン・ドニ１er クロ・ド・ラ・ビュシエール

ジョルジュ・ルミエ

¥28,000

（税込30,240）

2011 ニュイ・サン・ジョルジュ

エマニュエル・ルジェ

¥28,000

（税込30,240）

2011 モレ・サン・ドニ１er クロ・ド・ラ・ビュシエール

ジョルジュ・ルミエ

¥28,000

（税込30,240）

2011 ヴォーヌ・ロマネ

エマニュエル・ルジェ

¥30,000

（税込32,400）

2013 ヴォーヌ・ロマネ

エマニュエル・ルジェ

¥30,000

（税込32,400）

2012 シャンボール・ミュジィニー１ｅｒレ・クラ

ジョルジュ・ルミエ

¥42,000

（税込45,360）

2013 シャンボール・ミュジィニー１ｅｒレ・クラ

ジョルジュ・ルミエ

¥42,000

（税込45,360）

2010 シャンボール・ミュジィニー１ｅｒレ・クラ

ジョルジュ・ルミエ

¥45,000

（税込48,600）

2005 ボンヌ・マール

ジョルジュ・ルミエ

¥120,000

(税込129,600)

2013 シャンボール・ミュジィニー１ｅｒアムルーズ

ジョルジュ・ルミエ

¥150,000

(税込162;000)

