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 ブルエット
生産地：フランス ボルドー
品種：シャルドネ１００％

グラス 1,100

4,000 （税込4,400）

NV クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ブラン ロワイエ
生産地：フランス ブルゴーニュ 品種：ピノ・ノワール４０％シャルドネ３０％アリゴテ３０％

5,000 （税込5,500）

NV クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ブラン Ｃｈド・ラ・ヴェル
生産地：フランス ブルゴーニュ 品種：ピノ・ノワール６０％シャルドネ３０％アリゴテ１０％

6,000 （税込6,600）

NV クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ロゼ
Ｃｈド・ラ・ヴェル
生産地：フランス ブルゴーニュ 品種：ピノ・ノワール６０％シャルドネ３０％アリゴテ１０％

6,000 （税込6,600）

NV クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ブラン ニコラ・ルジェ
生産地：フランス ブルゴーニュ 品種：シャルドネ５０％アリゴテ５０％

7,000 （税込7,700）

NV クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ブラン エマニュエル・ルジェ
生産地：フランス ブルゴーニュ 品種：シャルドネ５０％アリゴテ５０％

8,000 （税込8,800）

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

8,000 （税込8,800）

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％

ＮＶ ブリュット・ブラン・レゼルヴ１ｅｒ
ピエール・トリシェ
9,000 （税込9,900）
生産地：フランス シャンパーニュ
品種：ピノ・ムニエ５３％ シャルドネ２８％ ピノ・ノワール１９％
ＮＶ シャルドネ・G・Cブリュット・ナチュール
ミシェル・ジュネ
生産地：フランス シャンパーニュ
品種：シャルドネ１００％

9,000 （税込9,900）

ＮＶ ブリュット・エスプリ・ブラン・ド・ブランＧ・Ｃ ミシェル・ジュネ
生産地：フランス シャンパーニュ
品種：シャルドネ１００％

9,000 （税込9,900）

ＮＶ レ・ジャルダン・デュ・メニル
生産地：フランス シャンパーニュ

10,000

（税込11,000）

10,000

（税込11,000）

10,000

（税込11,000）

10,000

（税込11,000）

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
11,000
生産地：フランス シャンパーニュ
品種：シャルドネ５０％ ピノ・ノワール３０％ ピノムニエ２０％

（税込12,100）

ＮＶ シャルドネ・テロワール・エソンヌ
メゾン・ブネ
生産地：フランス シャンパーニュ
品種：シャルドネ３０％ ピノ・ノワール70％

12,000

（税込13,200）

ＮＶ ヴァージョン・オリジナル・エクストラ・ブリュット ジャック・セロス
生産地：フランス シャンパーニュ
品種：シャルドネ１００％

25,000

（税込27,500）

ＮＶ ブリュット・ブラン・ド・ノワール
生産地：フランス シャンパーニュ
ＮＶ スピリット・シャルドネＧ・Ｃ
生産地：フランス シャンパーニュ

アンドレ・ロベール
品種：シャルドネ１００％
ピエール・トリシェ
品種：ピノ・ノワール１００％
ミシェル・ジュネ
品種：シャルドネ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
生産地：フランス シャンパーニュ
品種：シャルドネ１００％

Vin Blance
B 2018

白ワイン

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
A 2018

ムスカデ・セーヴル・エ・メーヌ
生産地：フランス ロワール

C 2017

ロワイエ

A 201２

B 2018

C 2017

A 20１7

C 201６

A 2018

Ｃ 2014

アンドレ・ヴァタン

ニコラ・ルジェ

レジス・ミネ

ジャン・マリー・ブズロー

ジャン・ルイ・シャヴ セレクション

6,000 （税込6,600）
6,000 （税込6,600）

品種：シャルドネ１００％

ピノ・ブラン・ボーレンベルグ

Cｈドルシュヴィール
品種：ピノ・ブラン１００％

コート・デュ・ローヌ・ブラン

Ｃｈデ・トゥール

ボーヌ・クロ・ド・ラ・モンスニエール

7,000 （税込7,700）

品種：ルーサンヌ１００％

生産地：フランス ブルゴーニュ

生産地：フランス ブルゴーニュ

6,000 （税込6,600）

品種：シャルドネ１００％

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ
Ｃ 2014

5,500 （税込6,050）

品種：ソーヴィニョンブラン１００％

Ｃ 201３ ブルゴーニュ シャルドネ キュベ・ド・ラ・シャトレヌ Ｃｈド・ラ・ヴェル

Ｂ 201４

5,000 （税込5,500）

品種：ピノ・ブラン１００％

サン・ジョセフ・シルカ

生産地：フランス アルザス

5,000 （税込5,500）

品種：ソーヴィニョンブラン１００％

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

A ２００６

5,000 （税込5,500）

品種：アリゴテ１００％

ブルゴーニュ シャルドネ
生産地：フランス ブルゴーニュ

Ｂ 2017

マルキ・ダンジェルヴィル

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

クリストフ・ドルーア

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％

オート・コート・ド・ニュイ・ブラン
生産地：フランス ブルゴーニュ

5,000 （税込5,500）

ヴィオニエ２５％ ルーサンヌ１５％ プティマンサン５％

ＡＣボルドー

サンセール・レ・シャルム
生産地：フランス ロワール

5,000 （税込5,500）

品種：ムスカデ１００％

ブルゴーニュ アリゴテ
生産地：フランス ブルゴーニュ

ロルチュ

品種：シャルドネ５５％

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アントル・ドゥー・メール

品種：ソーヴィニョン・ブラン７２％ ムスカデル２３％ セミヨン５％

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

5,000 （税込5,500）

品種：シャルドネ１００％

B 20１8 クラシック・ブラン・ペルジュリー・ド・ロルチュ

生産地：フランス ラングドック

4,500 （税込4,950）

品種：ムスカデ１００％

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

4,000 （税込4,400）

ソーヴィニヨンブラン２５％ テレブラン２５％

クリストフ・ドルーア

ブルゴーニュ シャルドネ
生産地：フランス ブルゴーニュ

A 2018

品種：グリナッシュブラン５０％

グラス 1,100

7,000 （税込7,700）
7,000 （税込7,700）
8,000 （税込8,800）

品種：グルナッシュブラン100％
Ｃｈド・ラ・ヴェル

品種：シャルドネ１００％

8,000 （税込8,800）

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

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

C 2017

Ｂ １９９９

フォンテーヌ・ガニャール

品種：ピノ・ブラン１００％

ヴァン・ド・ペイ・ヴォークリューズ

Vin Roｓｅ

ベルジュリー・ド・ロルチュ・ロゼ

Vin Rouge

品種：シラー４０％

C 201２

A 201６

B 201３

ロルチュ

ジャン・ルイ・シャヴ セレクション

ＡＣボルドー
品種：メルロー１００％
ＡＣメドック

5,000 （税込5,500）
5,000 （税込5,500）
5,500 （税込6,050）

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％
フォンテーヌ・ガニャール

6,000 （税込6,600）

品種：ピノ・ノワール５０％ ガメ５０％
ガニャール・ドラグランジュ

6,000 （税込6,600）

品種：ピノ・ノワール５０％ ガメ５０％

シノン・ルージュ・ピエール・ド・テュフ

生産地：フランス ブルゴーニュ

5,000 （税込5,500）

品種：グルナッシュ５０％ シラー５０％

ブルゴーニュ・パストゥーグラン

ブルゴーニュ・ルージュ

4,500 （税込4,950）

品種：シラー６０％ グルナッシュ２０％ ムールヴェードル２０％

ブルゴーニュ・パストゥーグラン

生産地：フランス ロワール

4,500 （税込4,950）

品種：グルナッシュ７０％ シラー３０％

Chル・タンプル

生産地：フランス ブルゴーニュ
Ｃ 201４

フロリアン

Chレストリーユ キャプ・マルタン

生産地：フランス ブルゴーニュ

4,500 （税込4,950）

品種：ピノ・ノワール１００％

コート・デュ・ローヌ・モンクール

生産地：フランス ボルドー
A 201６

グルナッシュ３０％ カリニャン２０％ ムールヴェードル１０％

ロワイエ

クラシック・ルージュ・ピク・サン・ルー

生産地：フランス ボルドー

4,000 （税込4,400）

品種：メルロー１００％

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ
C 201０

グラス 1,100

ＡＣボルドースーペリュール

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
Ｃ 201６

ムーラン・ド・ガサック

ブルゴーニュ・ルージュ

生産地：フランス ラングドック
Ｃ 201７

品種：シラー３４％ グルナッシュ３３％ ムールヴェードル３３％

Chレストリーユ

生産地：フランス ブルゴーニュ
Ａ 201６

5,000 （税込5,500）

ロルチュ

テラス・ド・ギレム

生産地：フランス ボルドー
B 201７

（税込13,200）

赤ワイン

生産地：フランス ラングドック
C 201４

12,000

ドメーヌ・デ・トゥール
品種：クレレット100％

ロゼワイン

生産地：フランス ラングドック

A 201８

9,000 （税込9,900）

アンリ・グージュ

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

A 201８

9,000 （税込9,900）

品種：シャルドネ１００％

ブルゴーニュ ピノ・ブラン
生産地：フランス ブルゴーニュ

8,000 （税込8,800）

ドメーヌ・デュ・ペリカン
品種：サヴァニャン１００％

ノブレ

6,000 （税込6,600）

品種：カベルネ・フラン１００％
デゼネイ・ビセイ
品種：ピノ・ノワール１００％

6,000 （税込6,600）

Ｃ 201２

ヴァケラス

ザムリエ

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ
A 201２

A 2015

ギイ・ブルトン

クローズ・エルミタージュ・シレーヌ
ヴァケラス・レ・ジュネスト
サン・ジョセフ・オフル
ブルゴーニュ・ルージュ
生産地：フランス ブルゴーニュ

B 201６

B 201６

B 2015

A 201５

B 201３

ブルゴーニュ・ルージュ

生産地：フランス ブルゴーニュ
B 201５

B 201５

B 201５

ボーヌ・ロンボワ
生産地：フランス ブルゴーニュ

C 2001 Ｃｈモンフォレ
生産地：フランス ボルドー
C 1993 Chラ・フルール・ペイラポン
生産地：フランス ボルドー

7,000 （税込7,700）

ニコラ・ルジェ

7,000 （税込7,700）

品種：ピノ・ノワール１００％
マルキ・ダンジェルヴィル

7,000 （税込7,700）

品種：ピノ・ノワール５０％ ガメ５０％
ルシアン・ボワイヨ
品種：ピノ・ノワール１００％
トラぺ

8,000 （税込8,800）
8,000 （税込8,800）

品種：ピノ・ノワール１００％
マルキ・ダンジェルヴィル

9,000 （税込9,900）

品種：ピノ・ノワール１００％

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 （税込7,700）

品種：ピノ・ノワール１００％

ブルゴーニュ・ルージュ
生産地：フランス ブルゴーニュ

A 201５

フォンテーヌ・ガニャール

ブルゴーニュ・ルージュ
生産地：フランス ブルゴーニュ

7,000 （税込7,700）

品種：ピノ・ノワール１００％

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 （税込7,700）

品種：シラー１００％

ジャン・クロード・ラモネ

オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ
生産地：フランス ブルゴーニュ

6,500 （税込7,150）

品種：ピノ・ノワール１００％

ブルゴーニュ・ルージュ
生産地：フランス ブルゴーニュ

6,500 （税込7,150）

品種：グルナッシュ５６％ シラー４４％

ＭＤポシュレ

ブルゴーニュ・ルージュ
生産地：フランス ブルゴーニュ

6,000 （税込6,600）

品種：シラー１００％

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
B 201３

ジャン・ルイ・シャヴ セレクション

ザムリエ

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ
Ｃ 201６

トラペ

品種：ピノ・ノワール５０％ ガメ５０％

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ
Ｃ 201５

6,000 （税込6,600）

品種：ガメ１００％

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

Ｃ 2017

品種：グルナッシュ５５％ シラー３９％ ムールヴェードル6％

モルゴン
生産地：フランス ブルゴーニュ

6,000 （税込6,600）

エマニュエル・ルジェ

9,000 （税込9,900）

品種：ピノ・ノワール５０％ ガメ５０％
クリスチャン・べラン

9,000 （税込9,900）

品種：ピノ・ノワール１００％
コート・ドブライユ

10,000

（税込11,000）

12,000

（税込13,200）

品種：マルベック６０％ メルロー４０％
ポイヤック

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％

Ｃｏｔｅｓ ｄｅ Ｒｈｏｎｅ Rouge
2011

ヴォークリューズ・ルージュ
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

2011

コート・デュ・ローヌ・ルージュ
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

2014 ラ・ピアラード
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

ドメーヌ・トゥール

Ｃｈデ・トゥール

Ｃｈライヤ

ザムリエ
品種：グルナッシュ６０％ シラー４０％

2009 レ・オート・テラス
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ
2007 Ｃｈド・フォンサレット
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ
2003 Ｃｈド・フォンサレット
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

Bourgogne Blance
2017
2012
2015
2009
2009
2015
2013
2015
2001
1997
1997
2012
2013
1997

（税込11,000）

10,000

（税込11,000）

10,000

（税込11,000）

12,000

（税込13,200）

12,000

（税込13,200）

12,000

（税込13,200）

12,000

（税込13,200）

品種：グルナッシュ９０％ サンソ－５％ シラー５％

2015 ヴァケラス・レ・トリュフィエール
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

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５６％ シラー４４％

品種：シラー７０％ グルナッシュ３０％

2015 Ｃｈヌフ・デュ・パプ
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

（税込11,000）

品種：グルナッシュ６０％ サンソ－２０％ シラー２０％

2010 コンフィダンシア
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

2011 ヴァケラス・ルージュ
生産地：フランス コート・デュ・ローヌ

10,000

ゴネ

Ｃｈデ・トゥール
品種：グルナッシュ９０％ シラー１０％
ル・ヴュー・ドンジョン
品種：グルナッシュ７５％ サンソ－５％ シラー２０％
ル・ヴュー・ドンジョン

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

12,000

（税込13,200）

28,000

（税込30,800）

30,000

（税込33,000）

品種：シラー１００％
Ｃｈライヤ
品種：グルナッシュ５０％ サンソ－３５％ シラー１５％
Ｃｈライヤ
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％

サヴィニー・レ・ボーヌ
ボーヌ・クロ・ド・ラ・モンスニエール

クリスチャン・べラン
Ｃｈド・ラ・ヴェル
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
Ｃｈド・ラ・ヴェル
ボーヌ・クロ・ド・ラ・モンスニエール
Ｃｈド・ラ・ヴェル
ボーヌ１ｅｒマルコネ
フォンテーヌ・ガニャール
シャサーニュ・モンラシェ
Ｃｈド・ラ・ヴェル
ムルソー・クロ・ド・ラ・ヴェル
エマニュエル・ルジェ
ブルゴーニュ・オーコート・ド・ボーヌ
Ｃｈド・ラ・ヴェル
ボーヌ・クロ・ド・ラ・モンスニエール
Ｃｈド・ラ・ヴェル
ボーヌ・クロ・ド・ラ・モンスニエール
Ｃｈド・ラ・ヴェル
ボーヌ１ｅｒマルコネ
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
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
ブラン・ガニャール
バタール・モンラッシェ グラン・クリュ

9,000 （税込9,900）
9,000 （税込9,900）
9,000 （税込9,900）
10,000 （税込11,000）
12,000 （税込13,200）
12,000 （税込13,200）
12,000 （税込13,200）
12,000 （税込13,200）
13,000 （税込14,300）
14,000 （税込15,400）
15,000 （税込16,500）
18,000 （税込19,800）
18,000 （税込19,800）
60,000 （税込66,000）

Bourgogne Rouge
2011
2013
2013
2015
2013
2015
2012
2012
2013
2012
2013
2012
2011
2013
2011
2011
2011
2011
2003
2007
2013
2013
2013
2013
2015
2017
2013
2001
2012
2005
2012
2008
2015
2017
2013
2011
2014
2017
2012
2012
2000
2017
2017
1993
1983
2000
2015
2009
2013
2014
2015

※ブルゴーニュパストゥーグランはガメとピノ・ノワールの混醸それ以外はピノ・ノワール１００％

ブルゴーニュ・パストゥーグラン
モンテリー
ボーヌ・VVド・サン・デジレ
マルサネ
シャサーニュ・モンラッシェ
シャサーニュ・モンラッシェ
シャサーニュ・モンラッシェ
ポマール・レ・シャラン
ボーヌ１ｅｒマルコネ
ボーヌ１ｅｒ
ポマール・レ・シャラン
ジュブレ・シャンベルタン
シャサーニュ・モンラッシェ1ｅｒ
ヴォルネー
ポマール
ボーヌ１ｅｒマルコネ
ボーヌ１ｅｒサン・ヴィーニョ
ボーヌ・VVド・サン・デジレ
ボーヌ・VVド・サン・デジレ
ボーヌ１ｅｒマルコネ

エマニュエル・ルジェ
ＭＤポシュレ
Ｃｈド・ラ・ヴェル
トラぺ
ガニャール・ドラグランジュ
ガニャール・ドラグランジュ
フォンテーヌ・ガニャール
Ｃｈド・ラ・ヴェル
Ｃｈド・ラ・ヴェル
Ｃｈド・ラ・ヴェル
Ｃｈド・ラ・ヴェル
デゾネイ・ビセイ
ガニャール・ドラグランジュ
ルシアン・ボワイヨ
ルシアン・ボワイヨ
Ｃｈド・ラ・ヴェル
Ｃｈド・ラ・ヴェル
Ｃｈド・ラ・ヴェル
Ｃｈド・ラ・ヴェル
Ｃｈド・ラ・ヴェル
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
デゼネイ・ビセイ
ジュブレ・シャンベルタン
デゼネイ・ビセイ
ヴォーヌ・ロマネ
ルシアン・ボワイヨ
ジュブレ・シャンベルタン
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
アンリ・グージュ
ニュイ・サン・ジョルジュ
ガニャール・ドラグランジュ
ヴォルネー１ｅｒシャンパン
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
トラペ
ジュブレ・シャンベルタンオステレア
Ｃｈド・ラ・ヴェル
ボーヌ１ｅｒマルコネ
クロード・デュガ
ブルゴーニュ・ルージュ
フォンテーヌ・ガニャール
ヴォルネー１ｅｒクロ・デ・シェヌ
マルキ・ダンジェルヴィル
ヴォルネー
マルキ・ダンジェルヴィル
ヴォルネー
エマニュエル・ルジェ
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ
ジョルジュ・ルミエ
ブルゴーニュ・ルージュ
ジョルジュ・ルミエ
ブルゴーニュ・ルージュ
ジョルジュ・ルミエ
ブルゴーニュ・ルージュ
アンリ・グージュ
ニュイ・サン・ジョルジュ レ・シェニョ
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
ブラン・ガニャール
ヴォルネー１ｅｒシャンパン
アンリ・グージュ
ニュイ・サン・ジョルジュ レ・シェニョ
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
Ｃｈド・ラ・ヴェル
ボーヌ・ルージュ
Ｃｈド・ラ・ヴェル
ボーヌ・ルージュ
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
マルキ・ダンジェルヴィル
ヴォルネー・１ｅｒ
ジョルジュ・ルミエ
ブルゴーニュ・ルージュ
マルキ・ダンジェルヴィル
ヴォルネー・１ｅｒフルミエ
マルキ・ダンジェルヴィル
ヴォルネー・１ｅｒフルミエ
マルキ・ダンジェルヴィル
ヴォルネー・１ｅｒクロ・デ・ザングル

9,000 （税込9,900）
9,000 （税込9,900）
10,000 （税込11,000）
10,000 （税込11,000）
10,000 （税込11,000）
10,000 （税込11,000）
10,000 （税込11,000）
10,000 （税込11,000）
11,000 （税込12,100）
11,000 （税込12,100）
11,000 （税込12,100）
11,000 （税込12,100）
12,000 （税込13,200）
12,000 （税込13,200）
12,000 （税込13,200）
12,000 （税込13,200）
12,000 （税込13,200）
12,000 （税込13,200）
13,000 （税込14,300）
13,000 （税込14,300）
13,000 （税込14,300）
13,000 （税込14,300）
13,000 （税込14,300）
13,000 （税込14,300）
14,000 （税込15,400）
14,000 （税込15,400）
14,000 （税込15,400）
14,000 （税込15,400）
14,000 （税込15,400）
15,000 （税込16,500）
15,000 （税込16,500）
15,000 （税込16,500）
15,000 （税込16,500）
15,000 （税込16,500）
16,000 （税込17,600）
16,000 （税込17,600）
16,000 （税込17,600）
16,000 （税込17,600）
16,000 （税込17,600）
16,000 （税込17,600）
16,000 （税込17,600）
18,000 （税込19,800）
18,000 （税込19,800）
18,000 （税込19,800）
18,000 （税込19,800）
18,000 （税込19,800）
20,000 （税込22,000）
20,000 （税込22,000）
21,000 （税込23,100）
22,000 （税込24,200）
22,000 （税込24,200）

2015
1998
1996
2006
1994
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2015
2007
2006
2010
2002
2009
2006
2011
2013
2015
2011
2010
2012
2010
2013
2010
2009
2017
2015
2013
2015
2017
2006
2005
2005
2013

ヴォルネー・１ｅｒフルミエ
Chド・ポマール
Chド・ポマール
ジュブレ・シャンベルタンＶＶ
ジュブレ・シャンベルタンＶＶ
シャンボール・ミュジィニー
シャンボール・ミュジィニー
シャンボール・ミュジィニー
シャンボール・ミュジィニー
シャンボール・ミュジィニー
シャンボール・ミュジィニー
ヴォルネー・１ｅｒタイユピエ
コルトン・ブレッサンド グランクリュ
コルトン・クロ・デュ・ロワ グランクリュ
ジュブレ・シャンベルタン１ｅｒフォントニー
コルトン・ブレッサンド グランクリュ
ヴォルネー・１ｅｒシャンパン
ジュブレ・シャンベルタン１ｅｒフォントニー
グラン・エシェゾー グランクリュ

マルキ・ダンジェルヴィル
ジャン・ルイ・ラプランシュ
ジャン・ルイ・ラプランシュ
セラファン
セラファン
ジョルジュ・ルミエ
ジョルジュ・ルミエ
ジョルジュ・ルミエ
ジョルジュ・ルミエ
ジョルジュ・ルミエ
ジョルジュ・ルミエ
マルキ・ダンジェルヴィル
マラトレ・デュブルイユ
マラトレ・デュブルイユ
セラファン
マラトレ・デュブルイユ
マルキ・ダンジェルヴィル
セラファン
デゼネイ・ビセイ
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
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
エマニュエル・ルジェ
ニュイ・サン・ジョルジュ
セラファン
ジュブレ・シャンベルタン１ｅｒコルボー
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
エマニュエル・ルジェ
ニュイ・サン・ジョルジュ
エマニュエル・ルジェ
ヴォーヌ・ロマネ
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
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
シャンボール・ミュジィニー１ｅｒレ・コンボットジョルジュ・ルミエ
エマニュエル・ルジェ
ヴォーヌ・ロマネ
ジョルジュ・ルミエ
シャンボール・ミュジィニー１ｅｒレ・クラ
ジョルジュ・ルミエ
シャンボール・ミュジィニー１ｅｒレ・クラ
ジョルジュ・ルミエ
シャンボール・ミュジィニー１ｅｒレ・クラ
エマニュエル・ルジェ
ヴォーヌ・ロマネ
ジョルジュ・ジャイエ
エシェゾー・グラン・クリュ
ジョルジュ・ルミエ
ボンヌ・マール・グラン・クリュ
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

23,000
24,000
24,000
24,000
24,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
26,000
26,000
26,000
27,000
27,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
30,000
30,000
30,000
30,000
32,000
36,000
40,000
40,000
42,000
45,000
45,000
48,000
90,000
120,000
150,000

（税込25,300）
（税込26,400）
（税込26,400）
（税込26,400）
（税込26,400）
（税込27,500）
（税込27,500）
（税込27,500）
（税込27,500）
（税込27,500）
（税込27,500）
（税込27,500）
（税込28,600）
（税込28,600）
（税込28,600）
（税込29,700）
（税込29,700）
（税込30,800）
（税込30,800）
（税込30,800）
（税込30,800）
（税込30,800）
（税込33,000）
（税込33,000）
（税込33,000）
（税込33,000）
（税込35,200）
（税込39,600）
（税込44,000）
（税込44,000）
（税込46,200）
（税込49,500）
（税込49,500）
（税込52,800）
（税込99,000）
税込132,000
税込165,000

