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島崎株式会社
＆

VINIAGE

自然派ワイン（ヴァン ナチュール）ってナニ？
｢自然派ワイン｣という言葉が飛び交う今日この頃
ですが、意外と｢自然派ワイン｣を説明できる人は
少ないのではないでしょうか？
そもそも｢自然派ワイン｣という言葉に定義があり
ませんので、コレだ！という答えはありません。
島崎㈱では、VINIAGEという媒体を通して、より
多くの方に自然派ワインをご紹介していきたいと
考えています。

［私たちの考える自然派ワイン］
私たちの考える自然派ワインを言葉で表すとすれば

｢何も足さない、何も引かない｣
これに尽きると思います。

自然派ワイン＝テロワールを最大限に表現するための方法の一つ
・補糖、補酸、SO2、培養酵母を添加しない←足さない
・無濾過、無清澄←引かない
要するに、原材料＝ブドウ 以上、ということになります。
有機栽培（ビオロジック、ビオディナミ等）は自然派ワインにとってとても重要な要素
ですが、｢何も足さない｣ために（特にSO2と培養酵母）有機栽培を行っているといった
ほうがしっくりくるかと思います。巷では有機栽培（ビオ、BIOと名のつく）ワインを
自然派ワインとして販売されたりもしていますが、多量のSO2や培養酵母を添加して
いては本末転倒です。

そして、原料となるブドウの旨さを出来る限り引き出して造られたワインに対して、濾過や
清澄といった所謂ワインをキレイする作業を基本的に行いません。
濾過はワインをフィルターにかけ、ワイン中の微生物（酵母等）を除去します。
清澄は清澄剤を使用して澱等を吸着、沈殿させます。
これらの作業はワインがキレイに（濁りが無く、科学的に不安定な要素が無い）なる反面、
旨味成分も取り除かれてしまうのです。
この文章だけを読めば、自然派ワインは
素晴しいワインと思っていただけそうで
すが、｢何も足さない、何も引かない｣を
実践することは非常にリスクが高く、
困難です。当然、ブドウの出来や、海外
への輸出に耐えるため等に、若干のSO2の
添加や軽い濾過を行う場合もあります。
私たちが自然派ワインとしてご紹介したい
と考えているワインは
｢何も足さない、何も引かない｣
ストイックにそれを実践、または目指して
いる“熱い”生産者のワインです。

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：スパークリングワイン
品番

生産地域

343906
ﾛﾜｰﾙ
やや辛口ｼｰﾄﾞﾙ。
344161
ﾛﾜｰﾙ
やや甘口ｼｰﾄﾞﾙ。

ワイン名

容量

色

ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾁｭﾚﾙ ｼｰﾄﾞﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｷｭｳﾞｪ ｼｬﾝﾍﾟｰﾄﾙ

750ml

白泡

ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾁｭﾚﾙ ｼｰﾄﾞﾙ ｷｭｳﾞｪ ﾈｸﾀｰ

750ml

白泡

750ml

白泡

ﾏﾙｸ ﾃﾝﾍﾟ ｸﾚﾏﾝ ﾀﾞﾙｻﾞｽ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾅﾁｭｰﾙ
“ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ”ｾﾚｸｼｮﾈ ﾊﾟｰ M ﾃﾝﾍﾟ
ﾋﾟﾉｵｰｾﾛﾜ、ﾘｰｽﾘﾝｸﾞのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾚ ﾃｰﾙ ﾌﾞﾗﾝｼｭ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｱﾝｾｽﾄﾗﾙ ﾌﾞﾗﾝ 15
343385
ﾛﾜｰﾙ
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾋﾟﾙｴｯﾄ ｸﾚﾏﾝ ﾄﾞ ｽﾃﾌｧﾝ 14
343655 ｱﾙｻﾞｽ
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ、ﾋﾟﾉﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾋﾟﾙｴｯﾄ ﾗ ﾋﾞｭﾙ ﾄﾞ ﾙﾈ NV
343763 ｱﾙｻﾞｽ
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ、ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾒｲｴｰ ｸﾚﾏﾝ ﾀﾞｽｻﾞｽ 13
340690 ｱﾙｻﾞｽ
ﾋﾟﾉﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾗ ｸｰﾚ ﾀﾞﾝﾌﾞﾛｼﾞｱ ﾕﾘｲｶ 13
342794
ﾛﾜｰﾙ
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。残り数本。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾚ ｺﾄｰ ﾃﾞｭ ｳﾞｧﾙ ﾄﾞｩ ｿﾙﾇ ｸﾚﾏﾝﾄﾞｼﾞｭﾗ
344066
ｼﾞｭﾗ
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本。
ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾒｲｴｰ ｸﾚﾏﾝ ﾀﾞｽｻﾞｽ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｾﾞﾛ 10
342320 ｱﾙｻﾞｽ
ﾋﾟﾉﾌﾞﾗﾝ100%。
343335 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ｼﾞｮﾉｰ ﾛﾊﾞﾝ ﾙ ﾀﾘｭ ﾄﾞｩ ｻﾝﾌﾟﾘ ｴｸｽﾄﾗ ﾌﾞﾘｭｯﾄ NV
ﾋﾟﾉﾑﾆｴ60%、ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ30%、ｼｬﾙﾄﾞﾈ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾘｽﾞ ｴ ﾍﾞﾙﾄﾗﾝ ｼﾞｭｾ ﾍﾟﾃｨｱﾝ ｴｸﾞｼﾞﾚ ﾛｾﾞ14
343409
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾞﾒｲ100%。
341144

ｱﾙｻﾞｽ

750ml
750ml
750ml
750ml
750ml
750ml
750ml
750ml
750ml

参考上代

納品価格

¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥2,600

¥1,820

ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
白泡
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白泡
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白泡
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
白泡
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
白泡
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
白泡
¥4,600 ¥3,220
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
白泡
¥4,900 ¥2,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
ﾛｾﾞ泡 ¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ
白泡

フランス：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾎﾞﾝ ﾍﾟｼｪ ﾌﾞﾗﾝ 14
343353 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ﾏﾙｻﾝﾇ、ﾙｰｻﾝﾇ、ﾌﾞｰﾙﾌﾞﾗﾝ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｱﾝﾄﾞﾚ ｸﾗｲﾝｸﾈｸﾄ ｴﾃﾞﾙﾂｳﾞｨｯｶｰ 14
343331 ｱﾙｻﾞｽ
ｼﾙｳﾞｧﾈｰﾙ50%、ﾋﾟﾉﾌﾞﾗﾝ50%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾙ ﾌｪｲ ﾄﾞﾑ ｼﾞｭﾃｰﾑ ﾒ ｼﾞｪ ｿﾜﾌ VdF ﾌﾞﾗﾝ 15
341486
ﾛﾜｰﾙ
ﾑﾛﾝﾄﾞﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ100%。
343333 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ｼｬﾄｰ ｽﾍﾟﾝｻｰ ﾗ ﾌﾟﾁｬﾄﾞ ｺﾙﾋﾞｴｰﾙ ﾙ ﾌﾟﾃｨ ｱﾝｳﾞｨｰ15
ｳﾞｪﾙﾒﾝﾃｨｰﾉ70%、ﾙｰｻﾝﾇ15%、ﾏﾙｻﾝﾇ15%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ｵｰ ｶﾝﾊﾟﾆｮ ｳﾞｧﾝ ﾄﾞ ﾘｭ 5102
343958 南西地方
ｺﾛﾝﾊﾞｰﾙ100%。
ｴｽﾃｻﾞﾙｸﾞ ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ ﾌﾟﾚﾝｼｭｯﾄﾞ 16
337164
ﾛｰﾇ
ｳﾞｨｵﾆｴ50%、ﾙｰｻﾝﾇ50%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾋﾟﾙｴｯﾄ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ﾄﾞﾘｳﾞｨｴ ｸﾞﾙｸﾞﾙ 15
343656 ｱﾙｻﾞｽ
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%。
ｸﾗｲﾝｸﾈﾋﾄ ｼﾙｳﾞｧﾈｰﾙ 15
344154 ｱﾙｻﾞｽ
ｼﾙｳﾞｧﾈｰﾙ100%。
ｸﾗｲﾝｸﾈﾋﾄ ｱﾝﾎﾟｽﾁｭｰﾙ 14
344155 ｱﾙｻﾞｽ
ﾋﾟﾉｸﾞﾘ100%。

容量

色

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

参考上代

納品価格

¥1,600 ¥1,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥1,850 ¥1,295
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥1,900 ¥1,330
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｻﾝﾘﾊﾞﾃｨｰ
¥1,900 ¥1,330
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥1,900 ¥1,330
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ｳﾞｧﾝｻﾝ ﾘｶｰﾙ ﾄｩｰﾚｰﾇ ﾙ ﾌﾟﾁｵ 15
342388
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ﾑｰﾗﾝ ｳﾞｧﾙ ﾄﾞ ﾛﾜｰﾙ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 15 750ml
336681
ﾛﾜｰﾙ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾎﾞﾘｰ ｼﾞｪﾌﾘｰ ﾗ ﾋﾟｴｰﾙ ﾄﾞ ｼｽｨﾌ ﾌﾞﾗﾝ 12
343398 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
750ml
ﾃﾚﾌﾞﾗﾝ&ﾛｰｽﾞ70%、ﾏﾙｻﾝﾇ20%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾀｲﾔﾝﾃﾞｨｴ ﾌﾞﾗﾝ 15
343603 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭｸﾞﾘ50%、ﾃﾚｯﾄｸﾞﾘ50%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｸﾞﾗﾝｼﾞ ﾃｨﾌｨｰﾇ ﾄﾗﾝｶﾑ 16
343405
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾋﾟﾙｴｯﾄ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ﾄﾞ ｽﾃﾌｧﾝ 14
343657 ｱﾙｻﾞｽ
750ml
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%。
ｱｶﾞｯﾄ ﾌﾞﾙｻﾝ ｼﾙｳﾞｧﾈｰﾙ ﾘｭｯﾂｪﾙﾀﾙ 14
343692 ｱﾙｻﾞｽ
750ml
ｼﾙｳﾞｧﾈｰﾙ100%。特価中、残り数本。
ﾙﾄﾞｳﾞｨｯｸ ｼｬﾝｿﾝ ﾍﾞﾙ ｱﾐ 14
342476
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ﾚ ｳﾞｨﾆｮｰﾌﾞﾙ ﾚｳﾞｪｲﾕ ﾎﾜｲﾄ ｽﾋﾟﾘｯﾄ 14
343604 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ﾏｶﾌﾞｰ100%。
ﾌﾛﾘｱﾝ ﾍﾞｯｸ ﾊｰﾄｳｪｸﾞ ﾄｩ ﾅﾁｭﾚﾙﾓﾝ 15
344197 ｱﾙｻﾞｽ
750ml
ｼﾙｳﾞｧﾈｰﾙ50%、ﾋﾟﾉﾌﾞﾗﾝ50%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾎﾟﾄﾛﾝ ﾐﾈ ﾊﾟﾘﾄｩﾙｲﾔｽ ﾌﾞﾗﾝ 14
343639 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝ、ﾐｭｽｶのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾋﾟﾙｴｯﾄ ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘ ﾄﾞ ｽﾃﾌｧﾝ 14
343594 ｱﾙｻﾞｽ
750ml
ﾋﾟﾉｸﾞﾘ100%。
ｱﾝﾄﾞﾚ ｸﾗｲﾝｸﾈｸﾄ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ GC ｷﾙｼｭﾍﾞﾙｸﾞ ﾄﾞ ﾊﾞｰﾙ13 750ml
341131 ｱﾙｻﾞｽ
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾄﾞ ﾗ ｷﾞｬﾙﾘｴｰﾙ ｻﾝﾄﾞﾘｵﾝ 14
342145
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ80%、ｼｬﾙﾄﾞﾈ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾎﾟﾄﾛﾝ ﾐﾈ ﾏｶｯｼｭ ﾌﾞﾗﾝ 14
343824 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ﾏｶﾌﾞｰ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾚﾐ ﾌﾟｼﾞｮﾙ ﾙ ﾄﾝ ﾌｪ ﾄｩｰ ﾌﾞﾗﾝ 14
344074 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
750ml
ﾕﾆﾌﾞﾗﾝ80%、ｸﾚﾚｯﾄ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾏﾙｸ ﾍﾟﾉ ﾗ ﾃﾞｼﾞﾚ 15
340990
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ﾐｭｽｶﾃﾞ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾙ ﾋﾟｶﾃｨｴ ﾙ ﾌﾞﾗﾝ 15
343702
ﾛｰﾇ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ｽﾃﾌｧﾝ ｴﾙｼﾞｴｰﾙ ﾊﾞﾄﾞｩﾗﾝ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 14
343825
ﾛｰﾇ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ﾏﾙｸ ﾃﾝﾍﾟ ﾛｰｽﾞ ｿｳﾞｧｰｼﾞｭ 14
343828 ｱﾙｻﾞｽ
750ml
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ70%、ﾋﾟﾉｸﾞﾘ30%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｱﾝﾄﾜﾇ ｳﾞｧﾝ ﾙﾑｰﾙﾄｩﾙ ﾑﾇﾄｩｻﾛﾝ ﾌﾞﾗﾝ 14
342272
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾗ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｺﾘｰﾇ ﾙ ｶﾉﾝ ｳﾞｨｵﾆｴ 13
344186
ﾛｰﾇ
500ml
ｳﾞｨｵﾆｴ100%。残り数本のみ。
ｻﾝﾄﾞﾘｰﾇ ﾌｧﾙｼﾞｱ ｻﾝｶﾝﾄ ﾄﾞｩ ｱｰﾙ 13
343407 南西地方
750ml
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ、ｾﾐﾖﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾀﾞﾐｱﾝ ｺｸﾚ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ﾌﾞﾗﾝ 15
343390 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。

色

白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白

参考上代

納品価格

¥2,400 ¥1,560
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：W
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,800 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：相模屋本店
¥3,100 ¥2,170
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,400 ¥2,380
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：W
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,620 ¥2,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ｼﾞｭﾘｱﾝ ｷﾞﾖ ﾏｺﾝ ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ﾌﾞﾗﾝ 13
339338 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ﾙ ｸﾛ ﾃﾞｭ ﾃｭ=ﾌﾞｯﾌ ﾄｩｰﾚｰﾇ ﾙ ﾋﾞｭｲｯｿﾝ ﾌﾟｲﾕ15 750ml
342409
ﾛﾜｰﾙ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾎﾞﾋﾞﾈ ﾚ ｸﾞﾙｰｼｭ ﾌﾞﾗﾝ 14
342274
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾄﾞ ﾗｷﾞｬﾙﾘｴｰﾙ ﾏﾙｷ ﾄﾞ ｾｰ 13
343535
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ80%、ｼｬﾙﾄﾞﾈ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ ｸｰﾙ ﾄｩｼﾞｭｰﾙ 15
333481 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ﾏｶﾌﾞｰ、ｶﾘﾆｬﾝｸﾞﾘのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ﾊﾞﾝ ﾗ ﾙｳﾞｪ 14
340994
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。残り数本のみ。
ｸﾚﾓﾝ ﾊﾞﾛｰ ﾙ ﾋﾟﾄﾙｲｴ 15
343927
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾚ ｺﾄｰ ﾃﾞｭ ｳﾞｧﾙ ﾄﾞｩ ｿﾙﾇ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 07
344069
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾚ ｺﾄｰ ﾃﾞｭ ｳﾞｧﾙ ﾄﾞｩ ｿﾙﾇ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 11
344070
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾚ ｺﾄｰ ﾃﾞｭ ｳﾞｧﾙ ﾄﾞｩ ｿﾙﾇ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｻｳﾞｧﾆｬﾝ08 750ml
344071
ｼﾞｭﾗ
ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ｻｳﾞｧﾆｬﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾚ ｺﾄｰ ﾃﾞｭ ｳﾞｧﾙ ﾄﾞｩ ｿﾙﾇ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｻｳﾞｧﾆｬﾝ11 750ml
344072
ｼﾞｭﾗ
ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ｻｳﾞｧﾆｬﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本。
ﾆｺﾗ ﾃｽﾀｰﾙ ｸﾚﾏﾝｽ ﾌﾞﾗﾝ 13
342915 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
500ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。特価残り数本のみ。
ﾓﾚﾙ ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ｼﾞｭﾗ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾚ ﾄｩﾙｲﾖ 15
343507
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ﾓﾚﾙ ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ｼﾞｭﾗ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｼｬﾝ ﾄﾞﾍﾞｰﾙ 15
343508
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾚｽｶﾙﾎﾟﾚｯﾄ ﾌﾞﾗﾝ 15
340991 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
750ml
ﾐｭｽｶ、ﾃﾚﾌﾞﾚ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
343764 ｱﾙｻﾞｽ ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾋﾟﾙｴｯﾄ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ﾋﾞﾙﾄﾞｽﾄｯｸﾚ ﾄﾞ ｽﾃﾌｧﾝ14 750ml
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%。
343410 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ﾚｲﾓﾝ ﾃﾞｭﾎﾟﾝ ﾌｧﾝ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ｼｮｰﾑ ﾃﾞ ﾍﾟﾘｴｰﾙ13 750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。
ﾏﾀﾝ ｶﾙﾑ ｵｾﾞ 14
343512 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝ80%、ﾐｭｽｶﾌﾟﾁｸﾞﾘ10%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭｸﾞﾘ+ｶﾘﾆｬﾝﾌﾞﾗﾝ10％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾗ ﾌｪﾙﾑ ﾄﾞ ﾗ ｻﾝｿﾆｴｰﾙ ﾗ ﾘｭﾝﾇ 15
343502
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。残り数本のみ。
ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾋﾟﾉｰ ｼｭﾌﾞｽﾀﾝｽ 15
343931
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾛｰﾗﾝ ﾊﾞｰﾝﾜﾙﾄ ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘ ﾋﾞﾙﾄﾞｽﾄｯｸﾚ 14
305617 ｱﾙｻﾞｽ
750ml
ﾋﾟﾉｸﾞﾘ100%。残り数本のみ。
ﾛｰﾗﾝ ﾊﾞｰﾝﾜﾙﾄ ﾗ ﾌﾟﾃｨｯﾄ ﾌｫﾘｰ 15
342588 ｱﾙｻﾞｽ
750ml
ｹﾞｳﾞｪﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ｳﾞｨﾚ ﾗ ｸﾃﾞ ﾄﾞｰﾙ 13
343613
ﾛｰﾇ
750ml

色

白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白

ｳﾞｨｵﾆｴ､ﾙｰｻﾝﾇ､ﾏﾙｻﾝﾇ､ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝ､ｸﾚﾚｯﾄ中心､ｳﾞｪﾙﾒﾝﾃｨｰﾉ､ﾐｭｽｶﾌﾟﾃｨｸﾞﾗﾝ､ﾌﾞｰﾙﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

参考上代

納品価格

¥3,745 ¥2,480
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥4,000 ¥2,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥4,200 ¥2,940
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥4,300 ¥3,010
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ
¥4,400 ¥2,640
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日仏商事
¥4,500 ¥3,150
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥4,500 ¥3,150
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥4,600 ¥3,220
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥4,600 ¥3,220
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥4,600 ¥3,220
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ﾄﾞﾒｰﾇ ﾚ ｺﾄｰ ﾃﾞｭ ｳﾞｧﾙ ﾄﾞｩ ｿﾙﾇ ｻｳﾞｧﾆｬﾝ 08
344068
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｻｳﾞｧﾆｬﾝ100%。残り数本。
ｻﾝ ﾋﾟｴｰﾙ ｱﾙﾎﾞﾜ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾚ ﾌﾞﾘｭﾚ 15
344162
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ｻﾝ ﾋﾟｴｰﾙ ｱﾙﾎﾞﾜ ｻｳﾞｧﾆｬﾝ ｵｰﾄﾙﾓﾝ 15
344163
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｻｳﾞｧﾆｬﾝ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ｿｰｳﾞﾃｰﾙ ﾌﾞｼｬ M 15
343693 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。長期ﾏｾﾗｼｵﾝﾀｲﾌﾟ。
ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ﾊﾞﾝ ｴﾙ ﾀﾞﾝｼﾞｭ 13
340995
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾏﾀｯｻ ﾌﾞﾗﾝ 13
344076 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭｸﾞﾘ、ﾏｶﾌﾞｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾏﾀｯｻ ﾌﾞﾗﾝ 14
344077 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭｸﾞﾘ、ﾏｶﾌﾞｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾔﾝ ﾄﾞｩﾘｭｰ ﾗｳﾞ&ﾋﾟﾌ 14
330933 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
750ml
ｱﾘｺﾞﾃ100%。残り数本のみ。
ﾏﾙｸ ﾃﾝﾍﾟ ﾋﾟﾉｸﾞﾘ ｼｭﾅﾝﾌﾞｰﾙ 04
342495 ｱﾙｻﾞｽ
750ml
ｸﾞﾗﾝｸﾘｭのﾋﾟﾉｸﾞﾘ100%。残り数本のみ。やや甘口。
ｻﾝ ﾋﾟｴｰﾙ ｱﾙﾎﾞﾜ ｻｳﾞｧﾆｬﾝ ﾄﾞ ｳﾞｫﾜﾙ 10
344164
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｻｳﾞｧﾆｬﾝ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾚｽｶﾙﾎﾟﾚｯﾄ ｾﾚｽﾃ ﾌﾞﾗﾝ 15
340992 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
750ml
ﾐｭｽｶ100%。残り数本のみ。
ﾊﾟｯﾄ ﾙｰ ｼｬﾌﾞﾘ 1er ﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾙ 14
342469 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ﾊﾟｯﾄ ﾙｰ ｼｬﾌﾞﾘ 1er ﾌﾞﾄｰ 14
342470 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
750ml
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ｸﾚﾓﾝ ﾊﾞﾛｰ ﾚ ﾌﾟﾃｨｯﾄ ｸｰﾚ 15
343928
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。残り数本のみ。
A&JF ｶﾞﾇｳﾞｧ ﾌﾞﾗﾝ ﾙ ｿﾞｰﾇ ｱ ﾃﾞﾃﾞ 15
344083
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｻｳﾞｧﾆｬﾝ、ｹﾞｳﾞｪﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ｳﾞｨﾚ ﾄﾞﾘｱ 2 ﾊﾟﾗﾃﾞｨｽ ｱﾝﾌﾞﾚ 13
343613
ﾛｰﾇ
750ml
ﾐｭｽｶｱﾌﾟﾃｨｸﾞﾗﾝ30%、ﾙｰｻﾝﾇ25%、ﾌﾞｰﾙﾌﾞﾗﾝ、ｸﾚﾚｯﾄ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｻﾝ ﾋﾟｴｰﾙ ｳﾞｧﾝ ｼﾞｮｰﾇ 08
305594
ｼﾞｭﾗ
750ml
ｻｳﾞｧﾆｬﾝ100％。残り数本のみ。
ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ ﾘﾌｫｰ ｵｸｼﾆｽ ﾀﾙﾃｨﾌﾞ 10
340541
ﾛﾜｰﾙ
750ml
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。1本のみ。

色

白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白

参考上代

納品価格

¥4,600 ¥3,220
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥4,900 ¥2,940
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日仏商事
¥4,900 ¥3,430
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥5,200 ¥3,640
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥5,200 ¥3,640
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥5,400 ¥3,780
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥5,500 ¥3,850
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥5,500 ¥3,850
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥5,500 ¥3,850
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥6,000 ¥4,200
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥6,000 ¥4,200
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥6,000 ¥4,200
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥7,000 ¥4,900
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥7,500 ¥5,250
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥9,700 ¥6,790
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥10,000 ¥6,000
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY

フランス：ロゼワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

343769 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ｼｬﾄｰ ｽﾍﾟﾝｻｰ ﾗ ﾌﾟﾁｬﾄﾞ ｺﾙﾋﾞｴｰﾙ ﾙ ﾌﾟﾃｨ ｽｰﾙ 16 750ml
グルナッシュ80％、シラー20％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｼﾓﾝ ﾋﾞｭｯｾｰ ｼｰ ﾛｾﾞ 15
342730 南西地方
750ml
ﾏﾙﾍﾞｯｸ、ﾒﾙﾛｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾐｯｼｪﾙ ｷﾞﾆｴ ﾐｽﾃｰﾙ ﾄﾞ ﾛｾﾞ 16
342665 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
750ml
ｶﾞﾒｲ100%。残り数本のみ。
ﾗ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｺﾘｰﾇ ﾙ ｶﾉﾝ ﾛｾﾞ 16
342880
ﾛｰﾇ
750ml
ﾐｭｽｶﾀﾞﾝﾌﾞｰﾙ100%。残り数本のみ。

色

ロゼ

参考上代

納品価格

¥1,750 ¥1,225
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
ロゼ
¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
ロゼ
¥2,650 ¥1,855
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
ロゼ
¥2,750 ¥1,925
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：ロゼワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｷｬﾛﾜ ﾎﾞﾝ ｴｰﾙ ｻｻﾛｰｽﾞ 11
342276
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。残り数本のみ。
ﾙ ﾏｾﾞﾙ ﾛｰｽﾞ 14
343934
ﾛｰﾇ
ｼﾗｰ100%。残り数本のみ。
ﾗ ｿﾙｶﾞ ﾙ ﾃﾞｿﾞｰﾙﾄﾞﾙ ﾛｾﾞ 15
343662 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ100%。残り数本のみ。
ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾍﾟｲﾗｽ ﾛｰｽﾞ ﾎﾞｴﾑ 15
343633 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ60%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ40%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｼｬﾄｰ ﾗｯｿﾙ ﾛｾﾞ ｷ ﾄｩｰｼｭ 15
342435 南西地方
ｱﾌﾞﾘｭｰ100%。
ﾌﾗｰﾙ ﾙｰｼﾞｭ ｿﾜﾌ ﾄﾞ ﾏﾙ ﾛｾﾞ 15
343341 ﾙｰｼｮﾝ
ｶﾘﾆｬﾝ100%。
ｸﾛ ﾏｿｯﾄ ｷｭｳﾞｪ ﾃﾞｭﾇ ﾛｾﾞ 15
343648 ﾙｰｼｮﾝ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｼﾗｰ、ｶﾘﾆｬﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

容量

色

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

容量

色

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

参考上代

納品価格

¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO

フランス：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｴｽﾃｻﾞﾙｸﾞ CdR ｼﾅﾙｸﾞ ｸｰﾃﾞｯﾄ 12
343486
ﾛｰﾇ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾎﾞﾝ ﾍﾟｼｪ ﾙｰｼﾞｭ 14
343354 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｻﾝｿｰ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｴｶﾞﾙﾃｨ ｵｰﾌﾟﾝ ﾅｳ 14
341405 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｼﾗｰ60%、ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ40%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
343332 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ｼｬﾄｰ ｽﾍﾟﾝｻｰ ﾗ ﾌﾟﾁｬﾄﾞ ｺﾙﾋﾞｴｰﾙ ﾙ ﾌﾟﾃｨ ｽﾍﾟﾝｻｰ14
ｶﾘﾆｬﾝ50%、ｼﾗｰ20%、ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ20%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾀｲﾔﾝﾃﾞｨｴ ﾗｸﾞｾﾞﾙ 15
343412 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｻﾝｿｰ60%、ｼﾗｰ20%、ｶﾘﾆｬﾝ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
340606 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ｼｬﾄｰ ﾗ ﾊﾞﾛﾝﾇ ﾙｰｼﾞｭ ｶﾘﾆｬﾝ ｻﾝｽﾌﾙ ｴﾁｹｯﾄ ﾌﾞﾙｰ14
ｶﾘﾆｬﾝ100%。
ﾌｪﾙﾑ ﾄﾞ ｾｯﾄ ﾘｭﾝﾇ ｸﾞﾙｰ 14
343560
ﾛｰﾇ
ｶﾞﾒｲ100%。
ﾔﾆｯｸ ﾍﾟﾙﾃｨｴ ﾙﾝ ﾀﾞﾝ ﾛｰﾄﾙ 13
342731 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｶﾘﾆｬﾝ100%。
ﾏﾙｾﾙ ﾗﾋﾟｴｰﾙ ﾗ ｷｭｳﾞｪ ﾄﾞ ｼｬ 15
343487 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%。残り数本のみ。
ﾐｯｼｪﾙ ｷﾞﾆｴ ﾗ ﾙｳﾞｫｰﾙ 16
342666 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%。残り数本のみ。
343884 ｱﾙｻﾞｽ ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾋﾟﾙｴｯﾄ ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ ﾃﾞｭﾍﾞｰﾙ ｴ ｸﾘｽﾁｬﾝ 15
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。
ﾚ ｳﾞｨﾆｮｰﾌﾞﾙ ﾚｳﾞｪｲﾕ ﾌﾗﾝ ﾃｨﾙｰﾙ 14
343605 ﾙｰｼｮﾝ
ｶﾘﾆｬﾝ100%。
ﾌﾗｰﾙ ﾙｰｼﾞｭ ｵｸﾄｰﾌﾞﾙ 16
343476 ﾙｰｼｮﾝ
ｼﾗｰ80%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｼﾞｬﾝ ﾐｯｼｪﾙ ｽﾃﾌｧﾝ ｳﾞｧﾝ ﾄﾞ ﾌﾗﾝｽ 15
342991
ﾛｰﾇ
ｼﾗｰ100%。残り数本のみ。
ｼﾞｬﾝ ｸﾛｰﾄﾞ ﾗﾊﾟﾘｭ ﾎﾞｰｼﾞｮﾚV ﾗﾀﾝﾀｼｵﾝ14
343606 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%。

参考上代

納品価格

¥1,600 ¥1,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥1,600 ¥1,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥1,700 ¥1,190
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｻﾝﾘﾊﾞﾃｨｰ
¥1,750 ¥1,225
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥2,300 ¥1,610
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,650 ¥1,855
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｸﾚﾓﾝ ﾊﾞﾛｰ ｴﾙﾌﾞ ﾙｰｼﾞｭ 15
343929
ﾛﾜｰﾙ
ｸﾞﾛﾛｰ100%。残り数本のみ。
ﾛｰﾗﾝ ﾙﾌﾞﾚ ｶﾞﾑ ｶﾌﾞ ﾃﾞｭ ﾌﾞﾚｯﾄﾞ 13
343849
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾞﾒｲ、ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝのｸﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｶﾄﾘｰﾇ ｴ ﾋﾟｴｰﾙ ﾌﾞﾙﾄﾝ ｴﾎﾟｰﾙ ｼﾞｭﾃ ｼﾉﾝ 14
342805
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。特価残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾙ ﾋﾟｶﾃｨｴ ｷｭﾍﾞ100% 13
343647
ﾛｰﾇ
ｶﾞﾒｲ100%。
ﾚﾐ ﾌﾟｼﾞｮﾙ ﾙ ﾄﾝ ﾌｪ ﾄｩｰ ﾙｰｼﾞｭ 12
344075 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｶﾘﾆｬﾝ50％、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ30％、ｼﾗｰ20％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾍﾟｲﾗｽ ｸﾞﾙﾏﾝﾃﾞｨｰｽﾞ 15
343634 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｻﾝｿｰ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ ｷ ｱ ﾋﾞｭ ﾎﾞﾜﾗ 15
342792 ﾙｰｼｮﾝ
ｼﾗｰ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ ﾙ ﾌﾘｭｲ ﾃﾞｭ ｱｻﾞｰﾙ 15
343378 ﾙｰｼｮﾝ
ｶﾘﾆｬﾝ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｸﾛ ﾏｿｯﾄ ｷｭｳﾞｪ ｴﾑ ｴ ﾃ ﾄﾜ ﾙｰｼﾞｭ 15
343649 ﾙｰｼｮﾝ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｻﾝｿｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾏﾀﾝ ｶﾙﾑ ﾏｰﾉ ｱ ﾏｰﾉ 13
343513 ﾙｰｼｮﾝ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ70%、ｶﾘﾆｬﾝ30%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｼﾘﾙ ﾙ ﾓﾜﾝ ﾙ ﾎﾞﾜ ﾃﾞｭ ｸﾞﾗﾝ 10
332965
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ、ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾄﾏ ﾊﾞﾀﾙﾃﾞｨｴｰﾙ ｱﾓｰﾙ ﾌｧﾃｨ ﾙｰｼﾞｭ 14
342273
ﾛﾜｰﾙ
ｸﾞﾛﾛｰ100%。
ｷｬﾛﾜ ﾎﾞﾝ ｴｰﾙ ﾚ ﾃﾞﾎﾞﾈｰﾙ ﾙｰｼﾞｭ 13
342275
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。
ﾎﾟﾄﾛﾝ ﾐﾈ ｵﾝ ｺﾞｸﾞｯﾃ 14
340212 ﾙｰｼｮﾝ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ90%、ｼﾗｰ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾏｽ ﾃﾞﾙ ﾍﾟﾘｴ ﾕｰ ﾌｧｯｸ ﾏｲ ﾜｲﾝ 14
338255 南西地方
ｼﾞｭﾗｿﾝﾉﾜｰﾙ100%。残り数本のみ。
ﾚﾐ ｾﾃﾞｽ ｷｭｳﾞｪ ﾉｴ 15
343658
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾞﾒｲ100%。
ﾎﾟﾄﾛﾝ ﾐﾈ ﾊﾟﾘﾄｩﾙｲﾔｽ ﾙｰｼﾞｭ 14
343640 ﾙｰｼｮﾝ
ｶﾘﾆｬﾝ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭｸﾞﾘ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾀﾞﾐｱﾝ ｺｸﾚ ﾓﾙｺﾞﾝ ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾋﾟｨ 13
339423 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%
ﾆｺﾗ ﾃｽﾀｰﾙ ﾌﾞﾙｲｨ 11
342914 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%。特価残り数本のみ。
ｸﾚﾓﾝ ﾊﾞﾛｰ ﾚ ﾍﾟﾘｴｰﾙ 14
343930
ﾛﾜｰﾙ
ｸﾞﾛﾛｰ100%。残り数本のみ。
ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾋﾟﾉｰ ｸｰﾄﾞ ｼﾞｭ 15
343932
ﾛﾜｰﾙ
ｺｰ(ﾏﾙﾍﾞｯｸ)100%。
ﾚﾐ ｾﾃﾞｽ ﾄﾚ ｶﾞﾒｲ 15
343659
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾞﾒｲ100%。
ﾚ ｶｲﾕ ﾃﾞｭ ﾊﾟﾗﾃﾞｨ ﾘｺﾈ 11
342969
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾞｽｺﾝ100%。
ｱﾝﾄﾜﾇ ｳﾞｧﾝ ﾙﾑｰﾙﾄｩﾙ ﾑﾇﾄｩｻﾛﾝ ﾙｰｼﾞｭ 14
342085
ﾛﾜｰﾙ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。

容量

色

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

参考上代

納品価格

¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：W
¥3,000 ¥1,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：W
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,000 ¥1,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,000 ¥1,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日仏商事
¥3,100 ¥2,170
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾙｳﾞｧﾝﾅﾁｭｰﾙ
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,360 ¥2,230
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥3,500 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｸﾞｻﾞｳﾞｨｴ ﾏﾙｼｪ ﾚﾘｸｼｰﾙ ﾄﾞ ﾄﾚ ﾛﾝｸﾞｳﾞｨ 14
343894
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾚ ｺﾄｰ ﾃﾞｭ ｳﾞｧﾙ ﾄﾞｩ ｿﾙﾇ ﾄｩﾙｿｰ 13
344073
ｼﾞｭﾗ
ﾄｩﾙｿｰ100%。残り数本。
ｽﾃﾌｧﾝ ｴﾙｼﾞｴｰﾙ ﾊﾞﾄﾞｩﾗﾝ ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ 14
343826
ﾛｰﾇ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。
ﾔﾆｯｸ ﾍﾟﾙﾃｨｴ ｺｸｼｸﾞﾙ 13
342468 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｶﾘﾆｬﾝ、ｼﾗｰ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾋﾟｴｰﾙ ﾙｯｽ ﾋﾟｶﾃﾞｨｰﾕ 15 16
343685 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
2015年、2016年のﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾘｳﾞｧﾄﾝ ｸﾞﾘﾌﾞｲﾕ 12
343381 ﾙｰｼｮﾝ
ｶﾘﾆｬﾝ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾎﾞﾋﾞﾈ ﾙｰﾍﾞﾝ 14
343802
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。
343726 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ ｸﾘｽﾄﾌ ﾊﾟｶﾚ ｺｰﾄ ﾄﾞ ﾌﾞﾙｲｨ ｽﾍﾟｼｬﾙ ｷｭｳﾞｪ 15
ｶﾞﾒｲ100%。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾐﾗﾝ S&X 13
340749 ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ100%。
ｸﾞﾗﾑﾉﾝ ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ ｼｴﾗ ﾃﾞｭ ｼｭｯﾄﾞ 15
336650
ﾛｰﾇ
ｼﾗｰ主体。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾙ ﾋﾟｶﾃｨｴ ｶﾞﾒﾆｯﾂ 13
343406
ﾛｰﾇ
ｶﾞﾒｲ100%。
ｼﾞｬﾝ ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾊﾟﾃﾞｨｴ ﾌﾟﾃｨ ﾄｰﾛｰ 14
343239 ﾙｰｼｮﾝ
ｶﾘﾆｬﾝ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価残り数本のみ。
ｼﾞｬﾝ ﾌﾗﾝｿﾜ ﾌﾟﾛﾓﾈ ｷｭｳﾞｪ ﾌﾟﾛﾑ 13
339330 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%
ﾙ ﾏｾﾞﾙ ｷｭｳﾞｪ ﾗﾙﾓﾝﾄﾞ 06
343935
ﾛｰﾇ
ｼﾗｰ100%。残り数本のみ。
ｼﾞｭﾘｱﾝ ｷﾞﾖ ｼｴﾅｽ ｳﾙﾃｨﾏﾄｩﾑ ｸﾘﾏ 12
338404 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%。残り数本のみ。
ﾗ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｺﾘｰﾇ ｴｽ ｼﾞｪｰ 13
342705
ﾛｰﾇ
ｼﾗｰ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾍﾟｲﾘｭｽ ｷｭｳﾞｪ ｸﾘｽﾄﾌ ﾍﾟｲﾘｭｽ 13
342040 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｼﾗｰ80％、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ20％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾗ ﾌｪﾙﾑ ﾄﾞ ﾗ ｻﾝｿﾆｴｰﾙ ｼﾞｭﾘﾈｯﾄ ﾙｰｼﾞｭ 15
343506
ﾛﾜｰﾙ
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ50%、ｸﾞﾛﾛｰ50%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
A&JF ｶﾞﾇｳﾞｧ ﾙｰｼﾞｭ ｷｭｳﾞｪ ﾏﾄﾞｩﾛﾝ 15
344086
ｼﾞｭﾗ
ｶﾞﾒｲ、ｱﾝﾌｧﾘﾈ、ﾓﾝﾄﾞｩｰｽﾞ、ｼﾗｰ他のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ｳﾞｨﾚ ﾏﾚｵﾃｨｽ CdR V ｻﾝﾓｰﾘｽ10
343614
ﾛｰﾇ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ60%、ｼﾗｰ40%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾚｵﾝﾊﾞﾗﾙ ﾌｫｼﾞｪｰﾙ ｼﾞｬﾃﾞｨｽ 11
338960 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ
ｶﾘﾆｬﾝ35%、ｼﾗｰ30%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ35%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾐｯｼｪﾙ ｷﾞﾆｴ ﾓﾝｶｲﾕ 09
342667 ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ
ｶﾞﾒｲ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾄﾞ ｾｳﾙ VdT ﾙｰｼﾞｭ 15 BIB
344150
ﾛｰﾇ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｼﾗｰ、ｶﾘﾆｬﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾆｺﾗ ﾃｽﾀｰﾙ ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ﾙ ﾗﾋﾟﾉ 13
342913 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。特価残り数本のみ。

容量

色

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

3000ml

赤

750ml

赤

参考上代

納品価格

¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥3,700 ¥2,420
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：野村ﾕﾆｿﾝ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥4,000 ¥2,250
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｻﾞｳﾞｧｲﾝ
¥4,100 ¥2,870
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥4,100 ¥2,870
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥4,170 ¥2,700
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥4,300 ¥3,010
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥4,400 ¥2,860
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
¥4,500 ¥3,150
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥4,500 ¥3,150
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥4,900 ¥3,430
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥4,900 ¥3,430
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥5,000 ¥3,000
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

フランス：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

色

参考上代

納品価格

A&JF ｶﾞﾇｳﾞｧ ﾙｰｼﾞｭ ﾄﾞｩ ﾄｩｯﾄ ﾎﾞﾃ 15
344087
ｼﾞｭﾗ
750ml
赤
¥5,000 ¥3,500
ｶﾞﾒｲ、ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ他のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾐﾗﾝ ｸﾛ ﾐﾗﾝ 09
342147 ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ
750ml
赤
¥5,000 ¥3,500
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ80%、ｼﾗｰ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾃﾞｭ ﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ ｺｳﾏ ｱｺ 13
330711 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
赤
¥5,000 ¥3,500
ｼﾗｰ90%、ｸﾞﾙﾅｯｼｭｸﾞﾘ、ｶﾘﾆｬﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾏﾀｯｻ ﾙｰｼﾞｭ 13
344078 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
赤
¥5,200 ¥3,640
ｶﾘﾆｬﾝ100%。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
ﾄﾞﾒｰﾇ ﾏﾀｯｻ ﾙｰｼﾞｭ 14
344079 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
赤
¥5,200 ¥3,640
ｶﾘﾆｬﾝ100%。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
ｵﾝ ｱﾝﾀﾝﾀﾞﾝ ﾗ ﾌﾟﾘｭｲ ｼﾞｬﾒ ﾄﾞｩｰ ｻﾝ ﾄﾛﾜ 13
338362 ﾙｰｼｮﾝ
750ml
赤
¥5,500 ¥3,850
ﾙ･ﾌﾞｰ･ﾃﾞｭ･ﾓﾝﾄﾞ、ﾙ･ﾄﾝ･ﾃﾞ･ｽﾘｰｽﾞ、ﾎﾟｯｼﾌﾞﾙのｸﾞﾙﾅｯｼｭを1/3ずつﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。超限定品。残り数本。
ｵﾙｳﾞｫｰ
ﾚ ｸﾞﾗｯﾋﾟｰﾕ ｻﾝﾇﾌ 14
342923 ｵｰｳﾞｪﾙﾆｭ
750ml
赤
¥5,600 ¥3,920
ｶﾞﾒｲﾄﾞｰｳﾞｪﾙﾆｭ100%。残り数本。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
ﾚ ｸﾞﾗｯﾋﾟｰﾕ ｻ 14
342924 ｵｰｳﾞｪﾙﾆｭ
750ml
赤
¥6,000 ¥4,200
ｶﾞﾒｲﾄﾞｰｳﾞｪﾙﾆｭ100%。残り数本のみ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
ﾄﾞﾒｰﾇ ｳﾞｨﾚ ﾄﾞﾘｱ 1 ﾊﾟﾗﾃﾞｨｽ ﾛｰｼﾞｭ 11
343615
ﾛｰﾇ
750ml
赤
¥6,800 ¥4,760
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ50%、ｼﾗｰ30%、ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
ﾄﾞﾒｰﾇ ｳﾞｨﾚ ﾄﾞﾘｱ 5 ﾙ ﾀﾝ ﾃﾞｭ ｸﾞﾙﾅｯｼｭ 09
343615
ﾛｰﾇ
750ml
赤
¥6,800 ¥4,760
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ100%。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
ﾄﾞﾒｰﾇ ｳﾞｨﾚ ﾄﾞﾘｱ 6 ﾃｰﾙ ﾄﾞ ｼﾗｰ 12
343616
ﾛｰﾇ
750ml
赤
¥6,800 ¥4,760
ｼﾗｰ100%。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｵﾙｳﾞｫｰ
ｸﾛ ﾚｵ 13
340613 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ
750ml
赤
¥11,000 ¥7,700
ﾒﾙﾛｰ80%、ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭﾎﾞﾄﾙ。２本のみ。
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY

イタリア：スパークリングワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｶｰｻ ﾍﾞﾙﾌｨ ｺﾙﾌｫﾝﾄﾞ ﾌﾟﾛｾｯｺ ﾌﾘｯﾂｧﾝﾃ NV
339558 ｳﾞｪﾈﾄ
ｸﾞﾚﾗ100%。
ﾎﾟｲｴﾙ ｴ ｻﾝﾄﾞﾘ ﾌﾘｯﾂｧﾝﾃ ｾﾞﾛ ｲﾝﾌｨﾆｰﾄ
341281 ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ
ｿﾗﾘｽ100%。
ﾀﾞﾆｴｰﾚ ﾋﾟｯﾁﾆﾝ ｱﾘｵｰﾈ 13
342868 ｳﾞｪﾈﾄ
1000年以上前から存在している地品種ﾄﾞｩﾚｯﾗ使用。
ﾀﾞﾆｴｰﾚ ﾋﾟｯﾁﾆﾝ ﾛｰｻﾞ ﾌﾘｯﾂｧﾝﾃ 14
342869 ｳﾞｪﾈﾄ
ﾋﾟﾉﾈﾛ100%。残り数本のみ。
ｶﾐｯﾛ ﾄﾞﾅｰﾃｨ ﾗﾝﾌﾞﾙｽｺ 14
342722 ｴﾐﾘｱﾛﾏｰﾆｬ
昔ながらの造りのﾗﾝﾌﾞﾙｽｺ。

容量

色

750ml

白微発泡

750ml
750ml
750ml
750ml

参考上代

納品価格

¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白微発泡 ¥3,600
¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白泡
¥4,500 ¥3,150
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
ﾛｾﾞ泡 ¥4,500 ¥3,150
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
赤微発泡 ¥2,600
¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ

イタリア：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｱｯﾗ ｺｽﾃｨｴｯﾗ ﾋﾞｱﾝｺ ｺｽﾃｨｴｯﾗ 15
342699 ｳﾞｪﾈﾄ
ﾀｲﾋﾞｱﾝｺ、ﾓｽｶｰﾄﾋﾞｱﾝｺ、ｾﾙﾌﾟﾘｰﾉのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾛ ｾﾞﾙﾎﾞｰﾈ ﾚ ｷﾞｬｰﾚ ﾋﾞｱﾝｺ 14
343393 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ｺﾙﾃｰｾﾞ100%。
ｳﾞｧﾙﾃﾞｨﾍﾞｯﾗ ｼﾁﾘｱ ﾑﾆｰﾙ 15
336843
ｼﾁﾘｱ
ｶﾀﾗｯﾄ80%、ｶﾀﾗｯﾄ ｴｸｽﾄﾗ ﾙﾁﾄﾞ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

容量

750ml
750ml
750ml

色

参考上代

納品価格

白
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥2,100 ¥1,470
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱﾌﾟﾚｳﾞ
白
¥2,100 ¥1,470
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

イタリア：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ﾗ ﾋﾞｱﾝｶｰﾗ ﾏｼｴﾘ 16
342014 ｳﾞｪﾈﾄ
750ml
ｶﾞﾙｶﾞｰﾈｶﾞ85%、その他のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｶｰｻ ﾍﾞﾙﾌｨ ﾋﾞｱﾝｺ ﾃﾞｯﾚ ｳﾞｪﾈﾂｨｴ 14
338827 ｳﾞｪﾈﾄ
750ml
ｲﾝｸﾛｰﾁｮ ﾏﾝﾂｫｰﾆ（ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ&ﾋﾟﾉﾋﾞｱﾝｺの交配種）、ｼｬﾙﾄﾞﾈのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価中。
ﾒﾝﾃｨ ﾘｰｳﾞｧ ｱﾙｼﾞｰﾘｱ 15
343805 ｳﾞｪﾈﾄ
750ml
ｶﾞﾙｶﾞｰﾈｶﾞ100%。
ﾓﾅｽﾃｰﾛ ﾃﾞｨ ｳﾞｨﾄﾙｷｱｰﾉ ｺｴﾉﾋﾞｳﾑ 15
342353
ﾗﾂｨｵ
750ml
ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ、ｳﾞｪﾙﾃﾞｯｷｵ、ｸﾞﾚｹｯﾄのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾆｺﾗ ﾏﾝﾌｪｯﾗｰﾘ ｳﾞｪﾈﾂｨｱ ｼﾞｭﾘｱ ﾐｯﾚ ｳｰｳﾞｪ ﾋﾞｱﾝｺ 14 750ml
336686
ﾌﾘｳﾘ
ﾌﾘｳﾗｰﾉ、ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ、ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｰｱ、ﾘｰｽﾘﾝｸﾞのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｶﾙﾛ ﾀﾝｶﾞ ﾈｯﾘ ｱﾅﾄﾘｰﾉ 15
341429 ﾄｽｶｰﾅ
750ml
ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ100%。
ﾏﾁｮｯｶ ﾓﾉｸﾛｰﾓ #1 15
342352
ﾗﾂｨｵ
750ml
ﾊﾟｯｾﾘｰﾅ ﾃﾞﾙ ﾌﾙｼﾞﾅｰﾃ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾗ ﾋﾞｱﾝｶｰﾗ ｻｯｻｲｱ 15
343346 ｳﾞｪﾈﾄ
750ml
ｶﾞﾙｶﾞｰﾈｶﾞ95%、ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ5%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾀﾞﾆｴｰﾚ ﾋﾟｯﾁﾆﾝ ﾓﾝﾃﾏｰｸﾞﾛ 15
343716 ｳﾞｪﾈﾄ
750ml
ﾄﾞｩﾚｯﾗ100%。残り数本のみ。
ﾄｯﾚ ﾃﾞｲ ﾍﾞｱﾃｨ ｼﾞｮｹﾚｰﾓ ｺﾝ ｲ ﾌｨｵｰﾘ 15
343338 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ
750ml
ﾍﾟｺﾘｰﾉ100%。特価中。
ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ｸﾞｯﾁｮｰﾈ T ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ NV
343321
ｼﾁﾘｱ
750ml
ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ100%。
ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ｸﾞｯﾁｮｰﾈ C ｶﾀﾗｯﾄ NV
343340
ｼﾁﾘｱ
750ml
ｶﾀﾗｯﾄ100%。
ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ｸﾞｯﾁｮｰﾈ BC ﾋﾞｱﾝｺ ﾃﾞｨ ﾁｪﾗｰｻﾞ NV 750ml
343322
ｼﾁﾘｱ
ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ50%、ｶﾀﾗｯﾄ50%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾛﾝｺ ｾｳﾞｪｯﾛ ﾌﾘｳﾗｰﾉ ﾘｾﾞﾙｳﾞｧ 13
342999
ﾌﾘｳﾘ
750ml
ﾌﾘｳﾗｰﾉ100%。
ﾛﾝｺ ｾｳﾞｪｯﾛ ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘｰｼﾞｮ 15
330946
ﾌﾘｳﾘ
750ml
ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘｰｼﾞｮ100%。
ｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ ｲｱﾇｯﾁ ｶﾝﾎﾟ ﾃﾞｨ ﾏﾝﾄﾞﾘｴ13
341669 ｶﾝﾊﾟｰﾆｬ
750ml
ﾌｧﾗﾝｷﾞｰﾅ100%。
ﾗ ﾋﾞｱﾝｶｰﾗ ﾋﾟｰｺ 15
342608 ｳﾞｪﾈﾄ
750ml
ｶﾞﾙｶﾞｰﾈｶﾞ100%。
ｶﾙﾛ ﾀﾝｶﾞ ﾈｯﾘ ｱﾅﾄﾗｰｿﾞ 10
341667 ﾄｽｶｰﾅ
750ml
ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾗ ﾏﾘｵｰｻﾞ ﾋﾞｱﾝｺ 14
341667 ﾄｽｶｰﾅ
750ml
ﾌﾟﾛｶﾆｺ、ｱﾝｿﾆｶ、ｸﾞﾚｹｯﾄのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｶﾝﾃｨｰﾅ ｼﾞｬﾙﾃﾞｨｰﾉ ｶﾞｲｱ 13
342698 ｶﾝﾊﾟｰﾆｬ
750ml
ﾌｨｱｰﾉ100%。
ﾄﾘﾝｹｰﾛ ｿｰﾆｮ ﾃﾞｨ ﾊﾞｯｺ 14
343068 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ100%。
ｱﾙﾄｩｰﾗ ﾄｽｶｰﾅ ｱﾝｿﾅｺ 11
338977 ﾄｽｶｰﾅ
750ml
ｱﾝｿﾆｶ100%。残り数本のみ。
ﾊﾟｵﾛ ﾍﾞｱ ｻﾝﾀ ｷｱｰﾗ 12
342714 ｳﾝﾌﾞﾘｱ
750ml
ｸﾞﾚｹｯﾄ、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｰｱ、ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ、ｶﾞﾙｶﾞｰﾈｶﾞ各20%ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本。
ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾛ ｳﾞｨｵﾗ ｼﾝﾌｫﾆｱ ﾃﾞｨ ｸﾞﾘｯﾛ 15
342643
ｼﾁﾘｱ
750ml
ｸﾞﾘｯﾛ100%。

色

白

参考上代

納品価格

¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥2,400 ¥1,590
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
白
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
白
¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥3,200 ¥1,920
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
白
¥3,700 ¥2,590
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
白
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥4,400 ¥3,080
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ
白
¥4,500 ¥3,150
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
白
¥4,600 ¥3,220
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
白
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
白
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾚｼﾞｬｰﾌﾛﾑﾈｲﾁｬｰ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

イタリア：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾗ ｶｽﾃｯﾗｰﾀﾞ ﾘﾎﾞｯﾗ ｼﾞｬｯﾗ 08
342359
ﾌﾘｳﾘ
ﾘﾎﾞｯﾗ ｼﾞｬｯﾗ100%。残り数本のみ。
ﾃﾞｨﾅｰｳﾞｫﾛ 08
339183 ｴﾐﾘｱﾛﾏｰﾆｬ
ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ、ｵﾙﾄｩﾙｺﾞ、ﾏﾙｻﾝﾇのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。1本のみ。
ﾗ ﾋﾞｱﾝｶｰﾗ ｻｯｻｲｱ 15 ﾏｸﾞﾅﾑ
343846 ｳﾞｪﾈﾄ
ｶﾞﾙｶﾞｰﾈｶﾞ95%、ﾄﾚｯﾋﾞｱｰﾉ5%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾚ ｺｽﾃ ﾋﾞｱﾝｺ 12
343197
ﾗﾂｨｵ
ﾌﾟﾛｶﾆｺ､ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ､その他土着品種のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾗﾃﾞｨｺﾝ ｵｽﾗｰｳﾞｨｴ ﾌｵｰﾘ ﾀﾞﾙ ﾃﾝﾎﾟ 01
343887
ﾌﾘｳﾘ
ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。

容量

色

750ml

白

750ml

白

1500ml

白

750ml

白

750ml

白

参考上代

納品価格

¥5,000 ¥3,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥5,000 ¥3,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥6,000 ¥4,200
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥7,300 ¥5,110
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥13,000 ¥9,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ

イタリア：ロゼワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾌｧﾀﾛｰﾈ ﾌﾟｰﾘｱ ﾃﾚｽ 15
343663 ﾌﾟｰﾘｱ
ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰﾎﾞ100%。
ﾗｲｴｯﾀ ﾄｽｶｰﾅ ﾛｻﾞｰﾄ ｸﾙｳﾞｪ ﾃﾞｨ ﾘｳﾞｪｯﾛ14
343389 ﾄｽｶｰﾅ
ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ100%。残り数本のみ。
ﾁﾚｯﾘ ﾁｪﾗｽｵｰﾛ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ 15
343035 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。
343339 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ ﾄｯﾚ ﾃﾞｲ ﾍﾞｱﾃｨ ﾛｻﾞ ｴ ﾁｪﾗｽｵｰﾛ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ15
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。
ｶﾝﾋﾟ ﾃﾞｨ ﾌｫﾝﾃﾚﾝﾂｧ ﾛｰｻﾞ14
342452 ﾄｽｶｰﾅ
ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ100%。
ﾗﾓﾚｽｶ ﾛｻﾞｰﾄ 15
343413
ｼﾁﾘｱ
ﾈﾛﾀﾞｰｳﾞｫﾗ、ﾌﾗｯﾊﾟｰﾄのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾊﾟｰﾁﾅ ﾗ ﾛｰｻﾞ ﾃﾞｨ ﾊﾟｰﾁﾅ14
342296 ﾄｽｶｰﾅ
ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ100%。
ﾁﾚｯﾘ ﾁｪﾗｽｵｰﾛ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ ｱﾝﾌｫﾗ 15
332552 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。

容量

色

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

参考上代

納品価格

¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ

イタリア：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾄｯﾚ ﾃﾞｲ ﾍﾞｱﾃｨ ﾓﾝﾃ ﾌﾟﾙﾁｰﾉ 13
343336 ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。特価中。
ﾊﾞﾛｰﾆ ｶﾝﾊﾟﾆｰﾉ ﾛｯｿ ﾀﾞ ﾀｰｳﾞｫﾗ 13
339961 ｳﾝﾌﾞﾘｱ
ｻﾝｼﾞｮﾍﾞｰｾﾞ100%。
ﾗ ﾋﾞｱﾝｶｰﾗ ﾛｯｿ ﾏｼｴﾘ 14
342610 ｳﾞｪﾈﾄ
ﾒﾙﾛｰ50%、ﾄｶｲﾛｯｿ40%、ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｶﾝﾃｨｰﾈ ｳﾞｧﾙﾊﾟｰﾈ ﾛｯｿ ﾋﾟｴﾄﾛ 11
341351 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ100%。残り数本のみ。
ｶｯｼｰﾅ ﾃﾞｯﾘ ｳﾘｳﾞｨ ﾍﾞﾛｯﾃｨ ﾛｯｿ
343955 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ70%、ﾄﾞﾙﾁｪｯﾄ30%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｿﾚｯﾚ ﾃﾞ ﾆｺﾗ ﾌｪｲﾚｽ ﾋﾟｴﾓﾝﾃ ﾛｯｿ 09
343103 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ90％、ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ5％、ﾄﾞﾙﾁｪｯﾄ5％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
342916 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ ｿﾚｯﾚ ﾃﾞ ﾆｺﾗ ﾌｪｲﾚｽ ﾄﾞﾙﾁｪｯﾄﾀﾞﾙﾊﾞ ｽｰﾍﾟﾘｵｰﾚ 12
ﾄﾞﾙﾁｪｯﾄ100％。

容量

色

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

参考上代

納品価格

¥1,800 ¥1,080
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

イタリア：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

ﾄﾘﾝｹｰﾛ ﾛｯｿ ﾗｼｰﾇ 12
336691 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ100%。
ﾌﾟﾘﾝﾁﾋﾟｱｰﾉ ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ ﾀﾞﾙﾊﾞ ﾗｳﾗ 14
338440 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ100%。
344121 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ ｿﾚｯﾚ ﾃﾞ ﾆｺﾗ ﾌｪｲﾚｽ ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗﾀﾞﾙﾊﾞ ｽｰﾍﾟﾘｵｰﾚ07 750ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ100％。
ﾗ ｶ ﾉｳﾞｧ ﾗﾝｹﾞ ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ 15
338195 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ100%。
ｱﾝﾍﾟﾚｲｱ ｳﾝﾘﾄﾛ 16
342231 ﾄｽｶｰﾅ
1000ml
ｱﾘｶﾝﾃﾈﾛ(ｸﾞﾙﾅｯｼｭ)、ｶﾘﾆｬﾝ、ｱﾘｶﾝﾃﾌﾞｼｪのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。750ml換算で\1,470。
ﾚ ｺｽﾃ ﾘﾄｩﾛｯﾂｫ ﾛｯｿ 15
343807
ﾗﾂｨｵ
1000ml
ｸﾞﾚｹﾞｯﾄ主体、ﾁﾘｴｼﾞｮｰﾛ他のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。750ml換算で\1,470。残り数本のみ。
ｳﾞｨﾆｪｰﾃｨ ﾏｯｻ ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ ｾﾝﾃｨｴﾘ 14
343599 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ100%。
ｵｯｷﾋﾟﾝﾃｨ ｴｯｾﾋﾟ ｾｯｻﾝﾄｯﾄ ﾛｯｿ 15（SP68） 750ml
342453
ｼﾁﾘｱ
ﾌﾗｯﾊﾟｰﾄ60%、ﾈﾛﾀﾞｳﾞｫﾗ40%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾌｫﾗﾄﾞﾘ ﾃﾛﾙﾃﾞｺﾞ ﾌｫﾗﾄﾞﾘ 12
343301 ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ
750ml
ﾃﾛﾙﾃﾞｺﾞ100%。
ﾄﾘﾝｹｰﾛ ｱ ﾕｽﾞｷ 09
342297 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ100%。
ｶﾝﾃｨｰﾈ ｳﾞｧﾙﾊﾟｰﾈ ｴｳｰﾘ 14
342760 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ｸﾞﾘﾆｮﾘｰﾆｮ100%。
ｶﾝﾃｨｰﾈ ｼﾞｬﾙﾃﾞｨｰﾉ ﾚ ﾌｫｰﾚ 12
340980 ｶﾝﾊﾟｰﾆｬ
750ml
ｱﾘｱﾆｺ100%。
ﾁﾚｯﾘ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ ｱﾝﾌｫﾗ 15
343036 ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ
750ml
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。
ﾗ ﾏﾘｵｰｻﾞ ﾛｯｿ 14
343431 ﾄｽｶｰﾅ
750ml
ﾁﾘｴｼﾞｮｰﾛ、ｱﾘｶﾝﾃのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ｸﾞｯﾁｮｰﾈ NM ﾈﾚｯﾛﾏｽｶﾚｰｾﾞ NV
343323
ｼﾁﾘｱ
750ml
ﾈﾚｯﾛﾏｽｶﾚｰｾﾞ100%。
ﾎﾟﾃﾞｰﾚ ｲﾙ ｻﾝﾄ ﾗｲﾛﾝ 07
342871 ﾛﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ
750ml
ｳｰｳﾞｧﾗｰﾗ主体、ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ、ｸﾛｱﾃｨｰﾅのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾎﾟﾃﾞｰﾚ ｲﾙ ｻﾝﾄ ﾗｲﾛﾝ 08
342872 ﾛﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ
750ml
ｳｰｳﾞｧﾗｰﾗ主体、ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ、ｸﾛｱﾃｨｰﾅのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾄﾘﾝｹｰﾛ ﾛｯｿ ﾊﾟﾙﾒ 13
342996 ﾋﾟｴﾓﾝﾃ
750ml
ﾌﾞﾗｹｯﾄ100%。特価残り数本。
342986 ｳﾝﾌﾞﾘｱ ﾗﾊﾞｽｺ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ ﾛｯｿ ﾃﾞﾗ ｺﾝﾄﾗｰﾀﾞ13 750ml
ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ100%。特価残り数本のみ。
ﾎﾟﾃﾞｰﾚ ｲﾙ ｻﾝﾄ ﾉｳﾞｪﾁｪﾝﾄ 05
342873 ﾛﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ
750ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ主体、ｸﾛｱﾃｨｰﾅ、ｳｰｳﾞｧﾗｰﾗのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾎﾟﾃﾞｰﾚ ｲﾙ ｻﾝﾄ ﾉｳﾞｪﾁｪﾝﾄ 06
342874 ﾛﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ
750ml
ﾊﾞﾙﾍﾞｰﾗ主体、ｸﾛｱﾃｨｰﾅ、ｳｰｳﾞｧﾗｰﾗのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｺｯﾚ ｶﾌﾟﾚｯﾀ ｲﾙ ﾌｫﾚｽﾃｨﾛ 12
342983 ｳﾝﾌﾞﾘｱ
750ml
ｻｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾉ100%。特価残り数本のみ。

色

赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤

参考上代

納品価格

¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥2,800 ¥1,960
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥3,100 ¥2,170
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ洋行
¥5,200 ¥3,640
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥5,200 ¥3,640
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥5,200 ¥3,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥5,800 ¥2,375
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ
¥6,400 ¥4,480
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥6,400 ¥4,480
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｨﾅｲｵｰﾀ
¥8,400 ¥3,000
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾃﾗｳﾞｪｰﾙ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

スペイン：スパークリング
品番

生産地域

ワイン名

ﾏｽ ｵﾘﾍﾞﾙ ｶｳﾞｧ ﾁｬﾝｶﾚ ﾌﾞﾘｭｯﾄ
343758 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾏｶﾍﾞｵ、ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ、ﾁｬﾚﾛのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾗﾍﾞﾝﾄｽ ｲ ﾌﾞﾗﾝ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞ ﾌﾞﾗﾝ
305587 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾏｶﾍﾞｵ40%、ﾁｬﾚﾛ40%、ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ20%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価中。
ﾏｽ ｵﾘﾍﾞﾙ ｶｳﾞｧ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾚｾﾞﾙﾊﾞ
343641 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾏｶﾍﾞｵ、ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ、ﾁｬﾚﾛのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾒﾄﾞﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾅﾁｭﾚ
341659 ｽﾍﾟｲﾝ
ｶﾙﾄｲｼｬ(ﾁｬﾚﾛ)100%。残り数本のみ。
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ ｸﾚｳｽ ﾌﾞﾗﾝｸﾃﾞｽﾓｲ BS ﾍﾟｯﾄﾅｯﾄ14
343420 ｽﾍﾟｲﾝ
ｽﾓｲ100%。
ｶｽﾃﾙ ﾀﾞｰｼﾞｭ ｶｳﾞｧ ﾛｾﾞ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾚｾﾞﾙﾊﾞ
343042 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。
ﾗﾍﾞﾝﾄｽ ｲ ﾌﾞﾗﾝ ﾛｾﾞ ﾃﾞ ﾆｰﾄ
338281 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾏｶﾍﾞｵ43％、ﾁｬﾚﾛ33％、ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ19％、ﾓﾅｽﾄﾚﾙ5％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｸﾛｽ ﾚﾝﾃｨｽｸｽ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾅﾁｭﾚ ﾛｾﾞ
343172 ｽﾍﾟｲﾝ
ｽﾓｲ33％、ｶﾘﾆｪﾅ33％、ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ33％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

容量

色

750ml

白泡

750ml
750ml
750ml
750ml
750ml
750ml
750ml

参考上代

納品価格

¥1,960 ¥1,372
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
白泡
¥2,580 ¥1,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
白泡
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
白泡
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ
白泡
¥5,200 ¥3,640
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
ﾛｾﾞ泡 ¥2,600 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
ﾛｾﾞ泡 ¥3,040 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：日本酒類販売
ﾛｾﾞ泡 ¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO

スペイン：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴｽｸﾃﾞｰﾛ ﾌｴﾝﾃ ﾐﾗﾉ ｳﾞｪﾙﾃﾞﾎ ｳﾞｨｳﾗ 14
341605 ｽﾍﾟｲﾝ
ｳﾞｪﾙﾃﾞﾎ、ｳﾞｨｳﾗのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴｽｸﾃﾞｰﾛ ﾌｴﾝﾃ ﾐﾗﾉ ｳﾞｪﾙﾃﾞﾎ 14
339337 ｽﾍﾟｲﾝ
異なる仕込をした4種のヴェルデホをブレンド。
ｺﾞﾝｻﾞﾛ ｺﾞﾝｻﾞﾛ ﾎﾜｲﾄ ｲｴﾃｨ 16
342169 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾋﾞｳﾗ95%、ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ、ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ、ｳﾞｨｵﾆｴ他。残り数本のみ。
ﾒﾝｺﾞﾊﾞ ﾌﾞﾚｿ ﾌﾞﾗﾝｺ 15
343686 ｽﾍﾟｲﾝ
ｺﾞﾃﾞｰﾘｮ85%、ﾄﾞﾆｬﾌﾞﾗﾝｶ15%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾙｼｬﾚﾙ ｱﾏﾙﾃｱ ﾌﾞﾗﾝｺ 15
341658 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾁｬﾚﾛ100%。
ｴｾﾝｼｱ･ﾙﾗﾙ ﾃﾞ ｿﾙ ｱ ｿﾙ ｱｲﾚﾝ ﾅﾁｭﾗﾙ 11
343324 ｽﾍﾟｲﾝ
ｱｲﾚﾝ100%。残り数本のみ。
ﾒﾄﾞﾙ ｶﾙﾄｲｼｬ 15
341661 ｽﾍﾟｲﾝ
ｶﾙﾄｲｼｬ(ﾁｬﾚﾛ)100%。
ｴｾﾝｼｱ･ﾙﾗﾙ ﾃﾞ ｿﾙ ｱ ｿﾙ ｱｲﾚﾝ ｱﾝﾌｫﾗ 15
343325 ｽﾍﾟｲﾝ
ｱｲﾚﾝ100%。残り数本のみ。
ﾍﾞﾙﾅﾍﾞ ﾅﾊﾞﾛｰ ﾍﾞﾆﾏｷｱ ﾃｨﾅﾊｽ 15
342564 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾓｽｶﾃﾙｱﾚﾊﾝﾄﾞﾘｱ80%、ﾒﾙｾｹﾞﾗ20%。残り数本のみ。
ﾎﾞﾃﾞｶﾞ ｸｴｳﾞｧ ｵﾚﾝｼﾞ ﾊﾞｲ ﾏﾘｱｰﾉ 16
342724 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾀﾙﾀﾞﾅ60%、ﾏｶﾍﾞｵ40%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾅﾙﾊﾟ ﾋﾞﾉｽ ｱﾗﾗ 14
342555 ｽﾍﾟｲﾝ
ｱﾙﾊﾞﾘｰﾆｮ100%。残り数本のみ。
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ ｸﾚｳｽ ﾌﾞﾗﾝｺ ﾅﾄｩﾗﾙ BN 15
343422 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾏｶﾍﾞｵ90%、ｶﾞﾙﾄｩｼｬﾍﾞﾙﾒｲ10%（ｶﾞﾙﾅｯﾁｬﾌﾞﾗﾝｶ）のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｵﾘｳﾞｨｴ ﾘｳﾞｨｴｰﾙ ｼﾞｭｷﾃｨﾊﾟ 14
342221 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾋﾞｳﾗ(ﾏｶﾍﾞｵ)80%、ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ10%、ｶﾞﾙﾅｯﾁｬﾌﾞﾗﾝｺ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾄﾞﾐﾆｵ ﾃﾞﾙ ｳﾛｶﾞﾘｮ ﾍﾟｼｺ ﾌﾞﾗﾝｺ 12
343403 ｽﾍﾟｲﾝ
ｱﾙﾊﾞﾘﾝﾌﾞﾗﾝｺ100%。

容量

色

参考上代

納品価格

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

¥1,400
¥980
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥1,600 ¥1,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥1,600 ¥1,120
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ
¥2,700 ¥1,890
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥3,100 ¥2,170
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,900 ¥2,730
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥4,200 ¥2,940
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

スペイン：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｼﾞｮﾙﾃﾞｨ ﾛﾚﾝｽ ﾋﾞﾃﾞﾀｳﾗ ﾌﾞﾗﾝ ﾀﾞﾝｾﾞｰﾗ 14
343237 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾏｶﾌﾞｰ90%、ﾓｽｶﾃﾙ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価残り数本のみ。

容量

色

参考上代

750ml

白

¥4,450 ¥2,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｻﾞｳﾞｧｲﾝ

納品価格

スペイン：ロゼワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾙｼｬﾚﾙ ﾊﾟﾃｨ ｱﾙﾅｳ ﾛｾﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸ 15
342679 ｽﾍﾟｲﾝ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ、ﾒﾙﾛｰ、ﾁｬﾚﾛｳﾞｪﾙﾒﾙのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

容量

色

750ml

ロゼ

容量

色

参考上代

納品価格

¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ

スペイン：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾒﾝｺﾞﾊﾞ ﾌﾞﾚｿ ﾃｨﾝﾄ 15
344019 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ﾒﾝｼｱ85％、ｱﾘｶﾝﾄﾌﾞｰｼｪ15％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾙｼｬﾚﾙ ｱﾏﾙﾃｱ ﾃｨﾝﾄ 14
341657 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ60%、ﾒﾙﾛｰ30%、ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ10%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾒﾄﾞﾙ ﾎｰﾍﾞﾝ 14
341660 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ45%、ﾒﾙﾛｰ25%、ｼﾗｰ25%、ｶﾙﾄｲｼｬ5%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｾﾗｰｽﾞ ﾎｱﾝ ﾀﾞﾝｹﾞﾗ 15
342733 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ65%、ｶﾘﾆｪﾅ30%、ｼﾗｰ5%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｱﾙﾄ ﾗﾝﾄﾞﾝ ﾏﾀﾄﾅｲ 14
341496 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｼﾗｰ50%、ﾏﾙﾍﾞｯｸ50%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾃﾞｽｾﾝﾃﾞｨｴﾝﾃｽ ﾃﾞ ﾎｾ ﾊﾟﾗｼｵｽ ﾍﾟﾀﾛｽ 14
336693 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ﾒﾝｼｱ95%、ﾊﾞﾚﾝｼｱﾅ/ﾊﾟﾛﾐﾉ計3%、ｱﾘｶﾝﾃ･ﾌﾞｰｼｪ/他 計2%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価中。
ﾒﾝﾀﾞｰﾙ ｺﾙ ﾃﾞﾙ ﾆｰﾆｮ 15
343315 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾞﾙﾅｯﾁｬﾃｨﾝﾄ100%。
ﾏﾝﾄﾞﾗｺﾞﾗ ﾋﾞﾉｽ ﾄﾗｶﾞﾙﾀﾞﾊﾞｽ 14
342562 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ﾙﾌｪﾃ100%。残り数本のみ。
ｼﾞｮﾙﾃﾞｨ ﾛﾚﾝｽ ﾌﾞﾗﾝｶﾌｫﾙﾃｨ15
343855 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ、ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ ｸﾚｳｽ ﾃｨﾝﾄ ﾅﾁｭﾗﾙ TN 14
343423 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ﾒﾙﾛｰ、ｶﾞﾙｰ、ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｶｻ ﾊﾟﾙﾃﾞ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ&ﾄﾚﾊﾟｯﾄ 11
342089 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ、ﾄﾚﾊﾟｯﾄのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾞ ﾏﾗﾆｮﾈｽ ﾏﾗﾆｮﾈｽ ﾃｨﾝﾄ 12
340612 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾞﾙﾅﾁｬ100%。
ｱﾙﾃｻﾞｰﾉ ｳﾞｨﾝﾄﾅｰｽﾞ ﾐｸｾｲ!? 15
344103 ｽﾍﾟｲﾝ
750ml
ｶﾞﾙﾅｯﾁｬﾍﾟﾙｰﾀﾞ、ｻﾝｿｰ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｼﾞｮﾙﾃﾞｨ ﾛﾚﾝｽ ﾋﾞﾃﾞﾀｳﾗ ﾅﾁｭﾗﾙ ﾌﾞﾗﾝｶﾌｫﾙﾃｨ14 750ml
343237 ｽﾍﾟｲﾝ
ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ、ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価残り数本のみ。

赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤

参考上代

納品価格

¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｱｸﾞﾘ
¥2,100 ¥1,470
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｻﾝﾘﾊﾞﾃｨｰ
¥2,800 ¥1,820
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,300 ¥2,310
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｳﾞﾆｰﾙ
¥3,500 ¥2,450
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥4,000 ¥2,800
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥4,200 ¥2,365
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｻﾞｳﾞｧｲﾝ

その他：スパークリング
品番

生産地域

ワイン名

ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ ﾘｽﾍﾟｸﾄ ｸﾞﾛｰﾜｰｽﾞ ｷｭﾍﾞ ｵｵﾉ 16
342616 滋賀県
山形県産ﾃﾞﾗｳｪｱ100%。
ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ ﾍﾟﾃｨｱﾝ ﾌﾞﾗﾝ 15
342522 新潟県
山形県産ｾｲﾍﾞﾙ100%。残り数本のみ。
ﾌｼﾞﾏﾙ ｵﾌﾟﾅｰ SP 16
343248
大阪
ﾃﾞﾗｳｪｱ100%。残り数本のみ。

容量

色

720ml

白泡

750ml
750ml

参考上代

納品価格

¥2,000 ¥1,750
生産者：ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ
白微発泡 ¥2,600
¥2,275
生産者：ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ
白泡
¥2,600 ¥1,820
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

その他：スパークリング
品番

生産地域

ワイン名

容量

色

参考上代

ﾌｼﾞﾏﾙ ｵﾌﾟﾅｰ ｶﾌﾈ ﾌﾞﾗﾝ SP 16
343669
大阪
750ml
白泡
山形産ﾃﾞﾗｳｪｱ55％、長野産ﾅｲｱｶﾞﾗ45％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾌｼﾞﾏﾙ ｾｲﾍﾞﾙ SP 16
343670
大阪
750ml
白泡
能登産ｾｲﾍﾞﾙ(9111)100%。残り数本のみ。
BKﾜｲﾝｽﾞ ﾍﾟﾃｨｱﾝ ﾅﾁｭﾚﾙ 16
343601 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
750ml 白微発泡
ｼｬﾙﾄﾞﾈ主体、ｻｳﾞｧﾆｬﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。特価中。
ｴｺﾛｷﾞｯｼｪｽ ｳﾞｧｲﾝｸﾞｰﾄ ｼｭﾐｯﾄPetNatｳﾝｹﾞｿﾞｰｹﾞﾝ 750ml 白微発泡
344198
ﾄﾞｲﾂ
ｵﾙﾃｶﾞ、ﾊﾞｯｶｽのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ ﾍﾟﾃｨｱﾝ ﾛｾﾞ
343523 新潟県
750ml ﾛｾﾞ微発泡
新潟県産カベルネソーヴィニヨン主体、山形県産マスカットベーリーAのブレンド。
ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所 ｵﾌﾟﾅｰ ｶﾌﾈ ﾙｰｼﾞｭ SP 16
343251
大阪
750ml 赤微発泡
岩手県産ｷｬﾝﾍﾞﾙｽ100%。残り数本のみ。

納品価格

¥2,600 ¥1,820
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,600 ¥1,820
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥3,600 ¥2,230
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥3,700 ¥2,590
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥2,900 ¥2,538
生産者：ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ
¥2,600 ¥1,820
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所

その他：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

容量

色

ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ ｿﾜﾌ ﾌﾞﾗﾝ 16
343797
滋賀
750ml
白
ﾅｲｱｶﾞﾗ、ﾃﾞﾗｳｪｱのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾌｼﾞﾏﾙ ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾃﾞﾗｳｪｱ 16
343250
東京
750ml
白
山形県産ﾃﾞﾗｳｪｱ100%。
ｽｸﾗｳﾞｫｽ ｳﾞｧﾝ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞ ﾀｰﾌﾞﾙ ｱﾙｼﾐｽﾄ 15
338835 ｷﾞﾘｼｬ
750ml
白
ﾐｭｽｶ33%、ｳﾞｫｽﾃｨﾘﾃﾞｨ67%のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾌｼﾞﾏﾙ ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 16
343586
東京
750ml
白
山形県産ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。
ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ ｾﾊﾟｰｼﾞｭｼﾘｰｽﾞ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ16
343683
新潟
750ml
白
新潟県産ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾌｼﾞﾏﾙ ﾌｧｰﾏｰｽﾞ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｼﾃｨ ﾌｧｰﾑ 16
343587
東京
750ml
白
白州産ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。
ﾌｫﾘｱｽ ﾃﾞ ﾊﾞｺﾞ ｵﾛﾉﾍﾟ ﾓｽｶﾃﾙ ｶﾞﾚｺ ﾌﾞﾗﾝｺ15
343644 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ
750ml
白
ﾓｽｶﾃﾙ100%。
ﾌｼﾞﾏﾙ ﾃﾞﾗｳｪｱ ﾍﾟﾘｷｭﾘｴｰﾙ 2016 ﾊﾞｲ ｻﾄｳ
343907
東京
750ml
白
山形県産ﾃﾞﾗｳｪｱ100%。
343942 ｵｰｽﾄﾘｱ ﾏﾘｱ&ｾﾞｯﾌﾟﾑｽﾀｰ ｳﾞｪﾙｼｭﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ﾌｫﾑ ｵｰﾎﾟｸ14 750ml
白
ｳﾞｪﾙｼｭﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%。残り数本のみ。
ｱﾙﾍｲﾄ ﾌﾛｯﾄｻﾑ&ｼﾞｪｯﾄｻﾑ ｴｱﾙｰﾑ ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ16 750ml
343630 南ｱﾌﾘｶ
白
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ｴｺﾛｷﾞｯｼｪｽ ｳﾞｧｲﾝｸﾞｰﾄ ｼｭﾐｯﾄ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ ﾅﾁｭｰﾙ 15 750ml
344199
ﾄﾞｲﾂ
白
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%。
ｴｺﾛｷﾞｯｼｪｽ ｳﾞｧｲﾝｸﾞｰﾄ ｼｭﾐｯﾄ ﾐｭﾗｰﾄｩﾙｶﾞｳ ﾅﾁｭｰﾙ16 750ml
344200
ﾄﾞｲﾂ
白
ﾐｭﾗｰﾄｩﾙｶﾞｳ100%。
ｴｺﾛｷﾞｯｼｪｽｳﾞｧｲﾝｸﾞｰﾄｼｭﾐｯﾄ ｹﾞﾙﾊﾞｰﾑｽｶﾃﾗｰ ﾅﾁｭｰﾙ16 750ml
344201
ﾄﾞｲﾂ
白
ｹﾞﾙﾊﾞｰﾑｽｶﾃﾗｰ100%。
ｽﾓｰﾙﾌﾗｲ ﾀﾝｼﾞｪﾘﾝ ﾄﾞﾘｰﾑ 16
343749 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
750ml
白
ｾﾐﾖﾝ46％、ﾍﾟﾄﾞﾛﾋﾒﾈｽ41％、ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ10.5％、ﾙｰｻﾝﾇ2％、ﾏｽｶｯﾄ0.5％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾔｳﾏ ﾑﾘｼﾅｲﾃﾞ 16
344145 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
750ml
白
ｾﾐﾖﾝ、ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｽｨ ﾎﾜｲﾄ 15
344102 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
750ml
白
ｾﾐﾖﾝ、ｼｬﾙﾄﾞﾈのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。

参考上代

納品価格

¥1,600 ¥1,400
生産者：ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ
¥2,000 ¥1,400
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,000 ¥1,400
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,600 ¥1,820
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,700 ¥2,365
生産者：ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ
¥2,800 ¥1,960
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥2,900 ¥2,030
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥2,950 ¥2,065
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥3,400 ¥2,380
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,400 ¥2,380
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,400 ¥2,380
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,500 ¥2,365
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

その他：白ワイン
品番

生産地域

ワイン名

343944 ｵｰｽﾄﾘｱ ﾏﾘｱ&ｾﾞｯﾌﾟﾑｽﾀｰ ｿｰﾋﾞﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ ﾌｫﾑ ｵｰﾎﾟｸ 13
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。残り数本のみ。
ｴｺﾛｷﾞｯｼｪｽｳﾞｧｲﾝｸﾞｰﾄｼｭﾐｯﾄ ｼﾙｳﾞｧｰﾅｰ 16
344204
ﾄﾞｲﾂ
ｼﾙｳﾞｧｰﾅｰ100%。
ﾏﾃｨｱｽ ﾜｰﾇﾝｸﾞ ｸﾞﾘｭｰﾅｰ ﾌｪﾙﾄﾘｰﾅｰ 14
344065 ｵｰｽﾄﾘｱ
ｸﾞﾘｭｰﾅｰﾌｪﾙﾄﾘｰﾅｰ100%。残り数本のみ。
ﾐﾙ ｱﾊﾞｳﾄ ﾗ ﾊﾟｽﾄﾚｯﾗ 15
343750 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｾﾐﾖﾝ、ﾏｽｶｯﾄのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｸﾞｯﾄﾞ ｲﾝﾃﾝｼｮﾝｽﾞ ﾚﾗﾃｨｳﾞﾘｰ ﾎﾜｲﾄ 16
344030 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ、ｾﾐﾖﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾃｨｰ ｴﾑ ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ ﾏｻﾞｰｼｯﾌﾟ 15
343940 南ｱﾌﾘｶ
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ｳﾞｨｰﾆｬ ﾁｮﾀｰﾙ ｳﾞｨﾄﾌｽｶ 15
343008 ｽﾛﾍﾞﾆｱ
ｳﾞｨﾄﾌｽｶ100%。
ｳﾞｨｰﾆｬ ﾁｮﾀｰﾙ ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ 15
343009 ｽﾛﾍﾞﾆｱ
ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ100%。
ﾀﾝ ｲﾝ ｸﾞﾙｰｳﾞ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ 14
344092 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%。
ｻﾞ ﾊｰﾐｯﾄ ﾗﾑ ﾐｭﾗｰ ﾄｩﾙｶﾞｳ 16
343977 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
ﾐｭﾗｰﾄｩﾙｶﾞｳ100%。
ﾎﾞﾊﾞｰ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 15
305981 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。残り数本のみ。
ﾃｽﾀﾛﾝｶﾞ ｴﾙﾊﾞﾝﾃﾞｨｰﾄ ﾏﾝｶﾞﾘｰｻﾞ 15
343566 南ｱﾌﾘｶ
ﾊﾙｼｭﾚﾍﾞﾘｭ100%。残り数本のみ。
ﾃｽﾀﾛﾝｶﾞ ｴﾙﾊﾞﾝﾃﾞｨｰﾄ ﾏﾝｶﾞﾘｰｻﾞ P2 ｽｷﾝ 15
343567 南ｱﾌﾘｶ
ﾊﾙｼｭﾚﾍﾞﾘｭ100%。残り数本のみ。
343939 南ｱﾌﾘｶ ﾃｽﾀﾛﾝｶﾞ ｴﾙﾊﾞﾝﾃﾞｨｰﾄ ﾛｰｽﾞ ｵﾌﾞ ﾄﾞｯｸﾞﾀｳﾝEX15
ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ100%。残り数本のみ。
ｼﾞｪﾝﾄﾙ ﾌｫｰｸ ｽｹｱﾘｰ ﾎﾜｲﾄ 16
343865 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ、ｹﾞｳﾞｪﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ、ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ、ｼｬﾙﾄﾞﾈのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾏﾘｱ&ｾﾞｯﾌﾟﾑｽﾀｰ ｸﾞﾗｰﾌ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 13
343946 ｵｰｽﾄﾘｱ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。残り数本のみ。
ﾏﾘｱ&ｾﾞｯﾌﾟﾑｽﾀｰ ｸﾞﾗｰﾌ ﾓﾘﾖﾝ 12
343945 ｵｰｽﾄﾘｱ
ﾓﾘﾖﾝ100%。残り数本のみ。
ｼｮﾌﾞﾙｯｸ ﾜｲﾝｽﾞ ﾃﾞｨﾃﾞｨ ｼﾞｬｯﾛ 16
344100 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ100%。
ﾌﾗﾝﾂ ｼｭﾄﾛﾏｲﾔｰ ｹﾞﾙﾌﾟ 13
343650 ｵｰｽﾄﾘｱ
ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｽｨ ﾊﾙｼｵﾝ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 14
343856 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%。

容量

色

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

750ml

白

参考上代

納品価格

¥3,700 ¥2,590
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,400 ¥2,380
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,800 ¥2,565
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥3,800 ¥2,565
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥4,300 ¥3,010
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥4,300 ¥3,010
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥4,500 ¥3,150
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥4,500 ¥3,150
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥4,800 ¥3,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥4,800 ¥3,360
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥4,900 ¥3,430
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥5,000 ¥3,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥5,000 ¥3,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥5,500 ¥3,850
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥8,000 ¥5,600
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥8,800 ¥6,160
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ

その他：ロゼワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｴﾙﾝｽﾄ ﾄﾘｰﾊﾞｳﾏｰ ｴﾝﾄｳﾞｪｰﾀﾞｰ ﾛｾﾞ 15
343664 ｵｰｽﾄﾘｱ
ﾌﾞﾗｳﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞｰ主体、ﾌﾞﾗｳﾌﾚﾝｷｯｼｭのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾃｨﾐｵﾌﾟﾛｽ ｲﾏｽｨｱ ﾛｾﾞ ﾄﾞ ｸｼﾉﾏｳﾞﾛ 14
343665 ｷﾞﾘｼｬ
ｸｼﾉﾏｳﾞﾛ100%。
ﾌｼﾞﾏﾙ ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾛｾﾞ 16
343672
東京
山形県産ﾒﾙﾛｰ100%。

容量

色

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

参考上代

納品価格

¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,200 ¥1,540
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥2,300 ¥1,610
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

その他：ロゼワイン
品番

生産地域

ワイン名

ｽｸﾗｳﾞｫｽ ｳﾞｧﾝ ﾛｾﾞ ﾀｰﾌﾞﾙ ｱﾙｼﾐｽﾄ 13
343666 ｷﾞﾘｼｬ
ﾏｳﾞﾛﾀﾞﾌﾈ100%。
ｴｺﾛｷﾞｯｼｪｽｳﾞｧｲﾝｸﾞｰﾄｼｭﾐｯﾄ ﾛｾﾞ ﾅﾁｭｰﾙ 16
344202
ﾄﾞｲﾂ
ﾒﾙﾛｰ、ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ、ﾎﾟﾙﾄｷﾞｰｻﾞｰ、ﾄﾞﾙﾝﾌｪﾙﾀﾞｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾌﾗﾝﾂ ｼｭﾄﾛﾏｲﾔｰ ｼﾙﾋｬｰ 15
343408 ｵｰｽﾄﾘｱ
ﾌﾞﾗｳﾜｰｳﾞｨﾙﾄﾊﾞｯﾊｰ100%。特価残り数本のみ。
ｽﾓｰﾙﾌﾗｲ ｻﾝｿｰ ｸﾞﾙﾅｯｼｭ ﾛｾﾞ 15
331583 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｻﾝｿｰ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾌｧｰ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ｾﾆｴ 15
343862 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。
ｸﾘｽﾃｨｱﾝ ﾁﾀﾞ ﾋﾝﾒﾙ ｱｳﾌ ｴｰｱﾃﾞﾝ ﾛｾﾞ 15
341527 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。

容量

色

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

750ml

ロゼ

容量

色

参考上代

納品価格

¥2,500 ¥1,750
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,400 ¥2,380
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,500 ¥2,042
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,800 ¥2,565
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥4,500 ¥3,150
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥5,500 ¥3,850
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ

その他：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ ｿﾜﾌ ﾙｰｼﾞｭ 16
341920
滋賀
750ml
ﾏｽｶｯﾄﾍﾞｰﾘｰA、ｷｬﾝﾍﾞﾙｽのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾑｰﾝﾀﾞｰﾗ ﾌｨﾝ ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ 16
342387 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
750ml
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。
ｱﾙﾍｲﾄ ﾌﾛｯﾄｻﾑ&ｼﾞｪｯﾄｻﾑ ｽﾀﾙﾜｰﾄ ｻﾝｿｰ16
343563 南ｱﾌﾘｶ
750ml
ｻﾝｿｰ100%。
ﾃｽﾀﾛﾝｶﾞ ｴﾙﾊﾞﾝﾃﾞｨｰﾄ ｷｭｳﾞｪ ｸﾘﾝﾄ 16
343568 南ｱﾌﾘｶ
750ml
ﾋﾟﾉﾀｰｼﾞｭ100%。残り数本のみ。
ﾏﾃｨｱｽ ﾜｰﾇﾝｸﾞ ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄ 15
344063 ｵｰｽﾄﾘｱ
750ml
ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄ100%。残り数本のみ。
ﾏﾘｱ&ｾﾞｯﾌﾟﾑｽﾀｰ ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄ 12
343948 ｵｰｽﾄﾘｱ
750ml
ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄ100%。残り数本のみ。
ﾃｨｱｺﾞ ﾃﾚｽ ｼﾞﾙﾀﾞ 15
343645 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ
750ml
ﾒﾙﾛｰ、ﾃｨﾝﾀﾊﾞﾛｯｶ、ﾃｨﾝﾀｶｳﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾃｨｱｺﾞ ﾃﾚｽ ﾏﾘｱ ﾃﾞ ｸﾞﾗｻ 15
343646 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ
750ml
ｱﾙﾌｫｼｪｲﾛ、ｱﾘｶﾝﾃﾌﾞｰｼｪのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾌｼﾞﾏﾙ ﾌｧｰﾏｰｽﾞ ﾒﾙﾛｰ ｼﾃｨ ﾌｧｰﾑ 16
343908
東京
750ml
山梨県産ﾒﾙﾛｰ100%。
ｴｺﾛｷﾞｯｼｪｽｳﾞｧｲﾝｸﾞｰﾄｼｭﾐｯﾄ ﾛｰﾄ ﾅﾁｭｰﾙ 16
344203
ﾄﾞｲﾂ
750ml
ﾄﾞﾙﾝﾌｪﾙﾀﾞｰ100%。
ｺｰﾅｰ ﾜｲﾝ ｻﾞ ｸﾚｱ 16
343816 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
750ml
ｼﾗｰ40％、ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ35％、ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ15％、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ10％のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾏﾘｱ&ｾﾞｯﾌﾟﾑｽﾀｰ ﾛｰﾄｳﾞｧｲﾝ 11
343949 ｵｰｽﾄﾘｱ
750ml
ﾌﾞﾗｳﾌﾚﾝｷｯｼｭ、ﾌﾞﾗｳｱｰｳﾞｨﾙﾄﾞﾊﾞｯﾊｰ、ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ｼﾞｬﾑｼｰﾄﾞ ﾏ ﾍﾟﾃｨ ﾌﾗﾝｼｰﾇ 16
344093 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
750ml
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ100%。
ﾐﾙ ｱﾊﾞｳﾄ ﾃｨﾝﾄ ﾛｯｿ 15
343751 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
750ml
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。残り数本のみ。
ﾃｨｰ ｴﾑ ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ ｶｲｻﾞｰ 15
343569 南ｱﾌﾘｶ
750ml
ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ100%。
ﾃｨｰ ｴﾑ ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ ﾋｯﾁ 15
343635 南ｱﾌﾘｶ
750ml
ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ100%。

赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤
赤

参考上代

納品価格

¥1,600 ¥1,400
生産者：ﾋﾄﾐﾜｲﾅﾘｰ
¥2,400 ¥1,680
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｫﾙﾃｯｸｽ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥3,000 ¥2,100
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,200 ¥2,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：BMO
¥3,200 ¥2,240
生産者：ﾌｼﾞﾏﾙ醸造所
¥3,400 ¥2,380
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥3,500 ¥2,365
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥3,600 ¥2,520
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥3,800 ¥2,660
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥3,800 ¥2,565
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

その他：赤ワイン
品番

生産地域

ワイン名

ﾃｨｰ ｴﾑ ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ ﾍﾞｱ 15
343941 南ｱﾌﾘｶ
ﾃｨﾝﾀﾊﾞﾛｯｶ100%。
ﾎﾞﾊﾞｰ ｶﾞﾒｲ 16
341556 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｶﾞﾒｲ100%。残り数本のみ。
ｱﾝｹﾙ ﾗｽﾞ ﾜｲﾙﾄﾞ 16
343983 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｼﾗｰｽﾞ100%。
ｴﾚﾒﾝﾀﾙ ﾎﾞﾌﾞ ｺｽﾐｯｸ ﾌﾗﾜｰ ﾏｲ ﾚｯﾄﾞ 13
343565 南ｱﾌﾘｶ
ﾒﾙﾛｰ、ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ、ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ各1/3のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｳﾞｨｰﾆｬ ﾁｮﾀｰﾙ ﾒﾙﾛｰ 06
343842 ｽﾛﾍﾞﾆｱ
ﾒﾙﾛｰ100%。
ｼｮﾌﾞﾙｯｸ ﾜｲﾝｽﾞ ﾃﾞｨﾃﾞｨ ﾉｳﾞｪｯﾛ 15
344101 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ﾈｯﾋﾞｵｰﾛ主体、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｼﾗｰ、ﾏｽｶｯﾄﾌﾟﾃｨｸﾞﾗﾝのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
BKﾜｲﾝｽﾞ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾙ ﾚｯﾄﾞ 15
343753 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ、ｼﾗｰ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｼﾞｪﾝﾄﾙ ﾌｫｰｸ ﾌﾞﾛｯｻﾑ 16
343863 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ、ﾒﾙﾛｰ、ﾌﾟﾃｨｳﾞｪﾙﾄﾞ、ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ﾘｰｽﾘﾝｸﾞのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾎﾞﾊﾞｰ ｼﾗｰ16
343752 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｼﾗｰ100%。
ｵｺﾀ ﾊﾞﾚﾙ ｸﾞﾘｰﾝﾙｰﾑ ｸﾞﾙﾅｯｼｭ ｼﾗｰ 15
344099 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ｵｺﾀ ﾊﾞﾚﾙ ｸﾞﾘｰﾝﾙｰﾑ ｸﾞﾙﾅｯｼｭ ｼﾗｰ 16
344098 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ、ｼﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。
ﾏﾘｱ&ｾﾞｯﾌﾟﾑｽﾀｰ ｸﾞﾗｰﾌ ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄ 11
343950 ｵｰｽﾄﾘｱ
ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄ100%。残り数本のみ。
ﾄﾞﾒｰﾇ ｴｺﾉﾑ ｸﾘｰﾄ 06
341750 ｷﾞﾘｼｬ
ﾘｱﾃｨｺ100%。残り数本のみ。
ｺﾐｭｰﾝ ｵﾌﾞ ﾎﾞﾀﾝ ｽﾊﾟﾛｳ ｼﾗｰ 16
343861 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｼﾗｰ100%。
ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ bijou ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ 14
342543
新潟
新潟県産ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。
ﾀﾝ ｲﾝ ｸﾞﾙｰｳﾞ ｸﾚｲｳﾞｧﾝ ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ 13
343978 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。
ｽｨ ﾊﾙｼｵﾝ ﾒﾙﾛｰ 14
343954 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ﾒﾙﾛｰ100%。
ﾔｳﾏ ﾗﾙﾌ ｸﾞﾙﾅｯｼｭ 15
343910 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ100%。
ﾔｳﾏ ｼﾞｪﾉｳﾞｪｰｾﾞ ｸﾞﾙﾅｯｼｭ 15
343912 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ100%。
ﾒｲﾔｰ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 15
343981 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ100%。
ｽｨ ﾊﾙｼｵﾝ ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ 12
343951 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ100%。
ﾒｲﾔｰ ｸﾛｰｽﾞﾌﾟﾗﾝﾃｯﾄﾞ ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ 14
343859 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。
ﾒｲﾔｰ ｼﾗｰ 14
343860 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
ｼﾗｰ100%。
ﾄﾞﾗｲ ﾘｳﾞｧｰ ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ 09
343238 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ100%。

容量

色

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

750ml

赤

参考上代

納品価格

¥3,800 ¥2,660
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥3,900 ¥2,633
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥4,200 ¥2,940
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥4,200 ¥2,940
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗﾌｨﾈ
¥4,300 ¥3,010
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥4,500 ¥3,150
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥4,500 ¥3,038
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥4,600 ¥3,220
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥4,800 ¥3,240
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：kpｵｰﾁｬｰﾄﾞ
¥4,900 ¥3,430
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥4,900 ¥3,430
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥5,000 ¥3,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥5,000 ¥3,500
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾗｼｰﾇ
¥5,000 ¥3,500
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥5,600 ¥4,900
生産者：ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ
¥6,000 ¥4,200
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥6,500 ¥4,550
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥6,800 ¥4,760
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥6,800 ¥4,760
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥8,500 ¥5,950
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥9,000 ¥6,300
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥9,200 ¥6,440
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥9,200 ¥6,440
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ
¥14,000 ¥9,800
生産者：ﾜｲﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ

ナチュラルワインリスト
※入荷数の少ないワインが多くあります。欠品等ご了承下さい。
価格はすべて税抜きです。
一部自然派以外のワインも含まれております。お気軽にお問合せください。

リキュール&スピリッツ&クラフトビール
品番

生産地域

商品名

容量

色

ﾌｧﾝﾄﾑ ﾋﾟｻﾝﾘ
202590 ﾍﾞﾙｷﾞｰ
750ml
ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ。
ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ ｵｰﾄﾞｳﾞｨ ﾎﾜｲﾄ 40%
470236
新潟
350ml
透明ﾀｲﾌﾟ。残り数本のみ。
ﾗ ﾌﾞﾗｯｽﾘｰ ﾃﾞ ｳﾞｫﾜﾛﾝ ｷｭｳﾞｪ ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾛｾﾞﾗﾍﾞﾙ 750ml
202591 ｻｳﾞｫﾜ
ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ。ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ使用。
ﾗ ﾌﾞﾗｯｽﾘｰ ﾃﾞ ｳﾞｫﾜﾛﾝ ｷｭｳﾞｪ ｽﾍﾟｼｬﾙ 黒ﾗﾍﾞﾙ 750ml
202592 ｻｳﾞｫﾜ
ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ。ｹﾞﾝﾁｱﾅ使用。ｶﾞﾇｳﾞｧ樽熟成。
ﾗ ﾌﾞﾗｯｽﾘｰ ﾃﾞ ｳﾞｫﾜﾛﾝ ｷｭｳﾞｪ ｽﾍﾟｼｬﾙ 白ﾗﾍﾞﾙ 750ml
202594 ｻｳﾞｫﾜ
ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ。ｸﾛﾙｼﾞｬｰﾙ樽熟成。
ﾃｯﾗ ﾃﾞｨ ﾘﾓｰﾆ ﾘｸｵｰﾚ ﾃﾞｨ ﾘﾓｰﾈ
514916 ｶﾝﾊﾟｰﾆｬ
700ml
ﾘﾓﾝﾁｪｯﾛ。
ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾑ ﾄﾞﾗｲ ｼﾞﾝ
482269 ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
700ml
ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ産、ｼﾞﾝ。
ｴｰ ｴｰ ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾎｰｽﾄ ｶﾍﾟﾘﾃｨﾌ
514917 南ｱﾌﾘｶ
750ml
ｳﾞｪﾙﾓｯﾄ。ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝﾍﾞｰｽ。
ﾋﾟｵﾛ ｴ ﾏｯｸｽ ｱﾏｰﾛ ﾃﾞｨ ｴﾙﾌﾞ ﾄﾘｴｽﾃ
514915
ﾌﾘｳﾘ
500ml
しっかりとした苦味のｱﾏｰﾛ。
ﾗ ｼｰﾄﾞﾙﾘｰ ﾃﾞｭ ｺﾞﾙﾌ ﾗﾝﾋﾞｯｸ
470251 ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ
500ml
ｼｰﾄﾞﾙを蒸留している為、ｶﾙｳﾞｧﾄﾞｽではなくｵｰﾄﾞｳﾞｨｰ。残り数本のみ。
ｸﾘｽﾁｬﾝ ﾋﾞﾈｰﾙ ｵｰﾄﾞｳﾞｨｰ ｽﾘｰｽﾞ 04
470244 ｱﾙｻﾞｽ
750ml
2004年産ｻｸﾗﾝﾎﾞの蒸留酒。残り数本のみ。

参考上代

納品価格

¥1,854 ¥1,758
生産者：ﾌﾞﾗｯｾﾙｽﾞ
¥2,800 ¥2,450
生産者：ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ
¥2,800 ¥1,960
生産者：W
¥2,800 ¥1,960
生産者：W
¥2,800 ¥1,960
生産者：W
¥3,500 ¥2,450
生産者：W
¥4,000 ¥2,800
生産者：W
¥4,000 ¥2,800
生産者：ﾗﾌｨﾈ
¥4,800 ¥3,360
生産者：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｵ
¥7,000 ¥4,900
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY
¥8,000 ¥5,600
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：DIONY

マスタード
品番

生産地域

商品名

ﾋﾙﾌｧｰﾑ ﾀｽﾏﾆｱ ｽﾊﾟｲｼｰﾏｽﾀｰﾄﾞ
607282 ﾀｽﾏﾆｱ
白ﾜｲﾝｳﾞｨﾈｶﾞｰ、ｽﾊﾟｲｽ、ﾏｽﾀｰﾄﾞ種、ﾊﾁﾐﾂ、ﾀﾏﾘ醤油。

容量

500g

色

参考上代

納品価格

¥2,300 ¥1,610
ｲﾝﾎﾟｰﾀｰ：ｳﾞｧｲｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ

