
VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

1 352263 NV 白泡 750ml ¥3,500 ¥2,450 ｼｬﾙﾄﾞﾈ
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

ｾﾝﾄﾗﾙｺｰｽﾄ

2 352264 2019 白 750ml ¥4,400 ¥3,080 ﾙｰｻﾝﾇ70％　ｼｬﾙﾄﾞﾈ30％
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

ﾊﾟﾗｰﾄﾞｷｬﾆ
ｵﾝ

3 351126 2020
ｵﾚﾝ
ｼﾞ

750ml ¥2,900 ¥2,030
ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ41％　ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ37％
ｱﾙﾊﾞﾘｰﾆｮ9％　ｳﾞｪﾙﾃﾞｰﾘ8％
ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ5％

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ
ｱﾖﾛｸﾞﾗﾝﾃﾞ

4 352265 2021 赤 750ml ¥3,980 ¥2,786 ｻﾝｼﾞｭｳﾞｪｰｾﾞ
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

ｻﾝﾀﾊﾞｰﾊﾞﾗ

5 348581 2020 赤 750ml ¥3,300 ¥2,310
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ91％ﾌﾟﾃｨｳﾞｪﾙﾄﾞ
6％
ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ3％

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ
ﾓﾝﾄﾚｰ

6 344109 2019 赤 750ml ¥3,900 ¥2,730

ｳ ｧﾙﾃ ｨｷ ｴ53％ｶﾘﾆｬﾝ14％
赤ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾞﾚﾝﾄﾞ13％ﾌﾟﾃｨｯﾄｼﾗｰ
8％
ﾀﾅ8％ｻﾝﾛｰﾗﾝ3％ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ1％

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ
ﾉｰｽｺｰｽﾄ

7 352268 2020 白 750ml ¥3,250 ¥2,275 ｼｬﾙﾄﾞﾈ
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ
ﾛｰﾀﾞｲ

8 352266 2018 赤 750ml ¥3,050 ¥2,135
ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ
ﾌﾟﾃｨｼﾗｰ

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ
ﾛｰﾀﾞｲ

9 352269 2019 赤 750ml ¥3,300 ¥2,310 ﾌﾟﾃｨｼﾗｰ　ﾌﾟﾃｨｳﾞｪﾙﾄﾞ
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ
ﾛｰﾀﾞｲ

10 351077 2019 赤 750ml ¥3,450 ¥2,415
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ
ﾌﾟﾃｨｼﾗｰ

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ
ﾛｰﾀﾞｲ

11 2020 白 750ml ¥3,800 ¥2,660 ｼｬﾙﾄﾞﾈ
ｿﾉﾏ･ｶｳﾝﾃｨ
ｶｰﾈﾛｽﾓﾝﾄﾚｰ

ｱﾛﾖｾｺ

フリークショー　プティット・プティ

試飲会リスト

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

フィールドレコーディングズ
ドライホップペットナット

ストルプマン　ヴィンヤード　ウニ

フィールドレコーディングズ　スキンズ

ストルプマン　ヴィンヤード
ラブ　ユー　バンチ

アイ　ブランド＆ファミリー
ル･プティ・ペイザン　オールド・ヴァインCS
サン・ベニート

クルーズワインカンパニー
モンキー･ジャケット　レッド･ブレンド　ノー
スコースト

フリークショー　シャルドネ

セブン　デッドリー　ジンズ

フリークショー　カベルネソーヴィニヨン

ブレッド＆バター　シャルドネ



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

試飲会リスト

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

12 2020 赤 750ml ¥3,800 ¥2,660 ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ
ｿﾉﾏ･ｶｳﾝﾃｨ
ｶｰﾈﾛｽﾓﾝﾄﾚｰ

ｱﾛﾖｾｺ

13 2019 赤 750ml ¥3,800 ¥2,660 ﾒﾙﾛｰ

ｾﾝﾄﾗﾙｺｰｽ
ﾄ

ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾞ
ﾚｰ

14 2020 赤 750ml ¥3,800 ¥2,660 ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ
ﾉｰｽｺｰｽﾄ
ﾛｰﾀﾞｲ

15

16

17

18

19

20

21

ブレッド＆バター　ピノノワール

ブレッド＆バター　メルロー

ブレッド＆バター　カベルネソーヴィニヨ
ン



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種

1 350433 2020 シードル 750ml ¥2,400 ¥1,680 トッパス/ ゴルドラッシュ

2 352251 2021 シードル 750ml ¥2,500 ¥1,750
トッパス 40％  ゴルドラッシュ

40％西洋カリン 20％

3 350628 2021 シードル 750ml ¥2,500 ¥1,750 トッパス/サンブーカの花1％

4 350627 2021 シードル 750ml ¥2,500 ¥1,750
ゴルドラッシュ99％

ショウガ 1％。

5 350496 2021 シードル 750ml ¥2,500 ¥1,750
ゴルドラッシュ 80％

トッパス 20％ミントの葉1％

6 350495 2021 シードル 750ml ¥2,500 ¥1,750
トッパス 90％ レッドラヴ

10％

7 352219 2020 シードル 750ml ¥2,400 ¥1,680 トッパス/ ゴルドラッシュ

8 352218 2021 シードル 750ml ¥2,500 ¥1,750
ゴルドラッシュ 80％

トッパス 20％

9 352257 21 橙微泡 750ml ¥2,800 ASK
デラウェア主体

ケルナー/ソーヴィニョンブラン

10 21
ロゼ
微泡

750ml ¥2,700 ASK
デラウェア　53％

スチューベン　47%

11 20 白微泡 750ml ¥2,700 ASK
デラウェア50%

ナイアガラ　37%
ネオマスカット13%

カーヴ　ドッチ/ファンピー　オレンジ泡

試飲会リスト

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

フロリバンダ/スィドロ アッラ メーラ

フロリバンダ/スィドロ アッラ コトーニャ

フロリバンダ/スィドロ アル サンブーコ

フロリバンダ/スィドロ アッロ ゼンゼロ

フロリバンダ/スィドロ アッラ メンタ

フロリバンダ/スイドロ ロザート

フロリバンダ/スィドロ アッラ メーラ
 バッリカート

フロリバンダ/スィドロ アル ペペロンチー
ノ

GR/ローザ

GR/アロマティコ

。デラウェアとスチューベンを様々な方法で醸造し、
ブレンドしました。瓶詰前にデラウェアのジュースを

戻し入れ糖度を調整、瓶内にて再発酵

SO2、酵母完全無添加

コメント

SO2、酵母完全無添加

SO2、酵母完全無添加

SO2、酵母完全無添加

SO2、酵母完全無添加

SO2、酵母完全無添加

SO2、酵母完全無添加

SO2、酵母完全無添加

山形県南陽市産のぶどうを同時に収穫しすぐに破砕 12時間のスキンコ
ンタクトの後、優しく圧搾。約2-3週間のアルコール発酵後、房ごとそ
のまま圧搾したデラウェアをブレンド。瓶詰前にデラウェアのジュース

を戻し入れ糖度を調整、瓶内にて再発酵



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種

試飲会リスト

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名 コメント

12 20 橙微泡 750ml ¥2,700 ASK
デラウェア　87%
 スチューベン8%
 ナイアガラ　5%

13 19 白微泡 750ml ¥2,700 ASK

デラウェア46% ナイアガラ40%
ロザリオビアンコ10%

ネオマスカット3%
 シャインマスカット1%

14 20 白 750ml ¥2,700 ASK
デラウェア 87%

 スチューベン13%

15 20 白 750ml ¥3,700 ASK

シャインマスカット 50%
 デラウェア 33%

 ネオマスカット9%
ナイアガラ 8%

16

17

18

19

20

21

GR/アンブラ フリッツァンテ

GR/アロマティコ フリッツァンテ

GR/ビアンコ

GR/ヌメロ　デュエ

山形県南陽市新田産のデラウェア、スチューベン、ナイアガラ
を12時間スキンコンタクトし優しく圧搾。そのままステンレ
スタンクで混醸したものに新田産の5日間皮と共に醸したデラ

ウェアを
ブレンド

山形県南陽市新田産のぶどう12時間のスキンコンタクトの
後、優しく圧搾約2-3週間のアルコール発酵後、房ごとそのま

ま圧搾したデラウェアをブレンドしました。 瓶詰前にデラ
ウェアのジュースを戻し入れ糖度を調整、瓶内にて再発酵

山形県産のぶどう
デラウェアは12時間のスキンコンタクトのものと

房ごと直接圧搾したもの
スチューベンは12時間のスキンコンタクトをしたもの

自社農園の有機ぶどうを100％使用ボルドー液以外の農薬散
布せず、無肥料無たい肥での有機栽培全て手作業で除梗しまし
た。アンフォラにて11～13日間のスキンファーメントの後、
圧搾。再度アンフォラに戻し入れ8か月間の熟成期間を経て瓶

詰め



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

1 339960 2020 橙 750ml ¥3,600 ¥2,520 ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ　ｵﾙﾄｩｰｺﾞ ｴﾐﾘｱ　ﾛﾏｰﾆｬ

2 342228 2021 橙 750ml ¥2,600 ¥1,820 ｱﾙﾈｲｽ、ｺﾙﾃｰｾﾞ ﾋﾟｴﾓﾝﾃ

3 351892 2017 橙 750ml ¥3,200 ¥2,240 ｳﾞｪﾙﾒﾝﾃｨｰﾉ ﾘｸﾞｰﾘｱ

4 350891 2020 橙 750ml ¥2,900 ¥2,030 ｸﾞﾙﾅｯｼｭｸﾞﾘ、ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝ　他 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ

5 352193 2020 橙 750ml ¥2,800 ¥1,960 ｳﾞｪﾙﾒﾝﾃｨｰﾉ ｺﾙｼｶ島

6 352309 2021 橙 750ml ¥3,600 ¥2,560 ｻﾝｿｰ　ｼｭﾅﾝﾌﾞﾗﾝ　ﾕﾆﾌﾞﾗﾝ ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ

7 352262 2020 橙 750ml ¥4,000 ¥2,800 ｼﾙｳﾞｧﾈｰﾙ ｱﾙｻﾞｽ

8 352261 2021 橙 750ml ¥3,660 ¥2,196 ｹﾞｳﾞｪﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ90％　ﾐｭｽｶ10％ ｱﾙｻﾞｽ

9 352063 2021 橙 750ml ¥3,200 ¥2,240 ｳﾞｪﾙﾃﾞｰﾘｮ
南ｵｰｽﾄﾗﾘ

ｱ

10 352212 NV 橙泡 750ml ¥3,000 ¥2,100 ﾏﾘｱｺﾞﾒｽ
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ
ﾊﾞｲﾗｰﾀﾞ

11 352211 NV
ロゼ
泡

750ml ¥2,500 ¥1,750 ﾏﾘｱｺﾞﾒｽ95％　ﾊﾞｶﾞ5％
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ
ﾊﾞｲﾗｰﾀﾞ

ソモス　ナランヒート

試飲会リスト

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

デナーヴォロ　デナヴォリーノ

カッシーナ　ロエラ　ヴィノ　ビアンコ
チャピン

ステファーノ　レニャーニ　ポンテ　ディ　ト
イ

ルーデュモン&スタジオジブリ　フレンズ

レ　ヴィニュロン　ダギオーヌ　オランジュ

オリヴィエ　コエン　デフェルラント　ブ
ラン

ドメーヌ　グロス　レヴガルデン

ドメーヌ　シャルル　フレイ　マセラシオン

ジョアン　パト　マリア　ダック　ペットナッ
ト

ジョアン　パト　ローザ　ダック　ペットナッ
ト



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

試飲会リスト

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

12

13

14

15
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17

18
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21



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

1 332882 2019 赤 750ml ¥1,970 ¥1,379 ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ・ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ ｽﾍﾟｲﾝ･ﾘｵﾊ

2 339667 2020 赤 750ml ¥3,400 ¥2,380
ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ・ｼﾗｰ･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｵﾝ・
ﾒﾙﾛｰ・ｶﾘﾆｬﾝ

ｽﾍﾟｲﾝ･ﾌﾟﾘｵﾗｰﾄ

3 347876 2018 泡 750ml ¥2,900 ¥2,380 ﾁｬﾚｯﾛ・ﾏｶﾍﾞｵ・ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ ｽﾍﾟｲﾝ･ﾍﾟﾈﾃﾞｽ

4 349157 2020 白 750ml ¥2,290 ¥1,603 ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾌﾗﾝｽ･ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ

5 349706 2020 白 750ml ¥2,900 ¥2,030 ｸﾞﾘｭｰﾅｰﾌｪﾙﾄﾘｰﾅｰ
ｵｰｽﾄﾘｱ･ﾆｰ
ﾄﾞｰｴｽﾀﾗｲﾋ

6 349294 2020 赤 750ml ¥1,900 ¥1,330 ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ･ｶﾞﾒｲ ﾌﾗﾝｽ･ﾛﾜｰﾙ

7 349311 2020 白 750ml ¥1,800 ¥1,260 ﾑﾛﾝﾄﾞﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ･ｿｰｳﾞｨﾆｵﾝﾌﾞﾗﾝ
ﾌﾗﾝｽ･ﾛﾜｰ

ﾙ

8 351866 2020 白 750ml ¥2,200 ¥1,540
ｸﾞﾙﾅｯｼｭﾌﾞﾗﾝ・ﾙｰｻﾝﾇ・ｳﾞｪﾙﾒﾝ
ﾃｨｰﾉ・ｳﾞｨｵﾆｴ

ﾌﾗﾝｽ･ﾛｰﾇ

9

10

11

試飲会リスト

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

ﾗ ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾐｱ ﾊﾟﾗｼｵｽ ﾚﾓﾝﾄﾞ

ｶﾐﾝｽ ﾃﾞﾙ ﾌﾟﾘｵﾗｰﾄ

ﾘｮﾊﾟｰﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾚｾﾙﾊﾞ 18

ｼﾞｪﾗｰﾙ ﾍﾞﾙﾄﾗﾝ ﾌﾟﾘﾏ ﾅﾁｭｰﾙ ｼｬﾙﾄﾞﾈ

ﾌﾘｯﾂ ｻﾛﾓﾝ ｸﾞﾘｭｰﾅｰ ﾌｪﾙﾄﾘｰﾅｰ ｳﾞｧｯﾊﾗｲﾝ

ｼﾞｪﾚﾐｰ ﾕｼｪ ｼｬﾎﾟｰ ﾑﾛﾝ ﾙｰｼﾞｭ VdF

ｼﾞｪﾚﾐｰ･ﾕｼｪ ｼｬﾎﾟｰ･ﾑﾛﾝ ﾌﾞﾗﾝ VdF

ｼｬﾄｰ ﾗ ﾄｩｰﾙ ﾄﾞ ﾍﾞﾛｰ ｺｽﾃｨｴｰﾙ ﾄﾞ ﾆｰﾑ ﾌﾞﾗﾝ



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

試飲会リスト

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名
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VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

1 351245 NV 泡 750ml ¥2,300 ¥1,470 ﾁｬﾚｯﾛ・ﾏｶﾍﾞｵ・ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ ｽﾍﾟｲﾝ

2 352270 2018 白 750 ¥2,000 ¥1,400 ｹﾞｳﾞｪﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ
ﾌﾗﾝｽ

南ﾌﾗﾝｽ

3 352271 2020 白 750 ¥2,500 ¥1,750 ｼｬﾙﾄﾞﾈ　ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ
ﾌﾗﾝｽ
ｻｳﾞｫﾜ

4 352272 2020 白 750 ¥2,400 ¥1,680 ｸﾞﾘｭｰﾅｰ･ｳﾞｪﾙﾄﾘｰﾅｰ ｵｰｽﾄﾘｱ

5 352273 2020 白 750 ¥2,800 ¥1,960 ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄ ｵｰｽﾄﾘｱ

6 352274 2020 白 750 ¥2,800 ¥1,960 ﾏﾙｻﾝﾇ50% ﾙｰｻﾝﾇ50%
ﾌﾗﾝｽ
ﾛｰﾇ

7 350922 2021 白 1000ml ¥2,800 ¥1,960
ｼﾙｳﾞｧｰﾈｰﾙ・ﾐｭｽｶ・ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ・ﾋﾟ
ﾉｸﾞﾘ・ﾋﾟﾉﾌﾞﾗﾝ

ﾌﾗﾝｽ
ｱﾙｻﾞｽ

8 352275 2019 白 750 ¥3,600 ¥2,520 ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ﾌﾞﾗﾝ
ﾌﾗﾝｽ
ﾛﾜｰﾙ

9 352276 2020 白 750 ¥3,800 ¥2,660 ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ
ﾌﾗﾝｽ
ﾛﾜｰﾙ

10 352277 2021
ｵﾚﾝ
ｼﾞ

750 ¥3,600 ¥2,520
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ･ﾌﾞﾗﾝ50%､ｸﾞﾙﾅｯｼｭ･ﾉ
ﾜｰﾙ50%

ﾌﾗﾝｽ
ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ

11 352278 2020 赤 750 ¥2,000 ¥1,400 ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ
ﾌﾗﾝｽ

ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ

ベルトラン&ヴァンサン・マルシュソー
シノン・ブラン

試飲会リスト

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

フェレ イ カタスス
マス スアウ ブリュット ナトゥーレ

ラ・マルエット
ゲヴェルツトラミネール

ドメーヌ　ヴァンダンジュ
メリ　メロ

ワビ・サビ
GV　ナンバー1

ハギャル･マティアス
ツヴァイゲルド　ブラン・ド・ノワール

ドメーヌ　ロンバール
ボタン

ローラン・シュミット
エデルツヴィッカー

ロジェ・シャンポー
サンセール ブラン レ・ピエリ

アン・コワン・シュル・テール
グルルルルル

ロルジュリル
ベエベエ！！　ピノノワール



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

試飲会リスト

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

12 352279 2020 赤 750 ¥2,400 ¥1,680 ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄ ｵｰｽﾄﾘｱ

13 352280 2020 赤 750 ¥2,800 ¥1,960 ｼﾗｰ90％　ｳﾞｨｵﾆｴ10％
ﾌﾗﾝｽ
ﾛｰﾇ

14 352281 2018 赤 750 ¥2,900 ¥2,030
ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄ60％　ﾌﾞﾗｳﾌﾞﾙｶﾞｰ
40％

ｵｰｽﾄﾘｱ

15 352282 2020 赤 750 ¥2,900 ¥2,030 ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ
ﾌﾗﾝｽ
ﾛﾜｰﾙ

16

17

18

19

20

21

ワビ・サビ
ZW　ナンバー1

ドメーヌ　ロンバール
アザレ

ハギャル･マティアス
ツヴァイゲルド　ブラウブルガー

ベルトラン&ヴァンサン・マルシュソー
ブルグイユ　ボワ･プリュム



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

1 奥野田ワイ 2021 白 750ml ¥2,300 ¥2,070

山梨県収穫
甲州種
100％

2 2018 赤 750ｍl ¥2,700 ¥2,430

奥野田地区
収穫メルロ
100％

3 2021 ロゼ 750ml ¥2,700 ¥2,430

自社農園神
田圃場メル
ロ100％

4 2020 オレンジ 750ml ¥3,000 ¥2,700

自社農園収
穫シャルド
ネ100％

5 ダイヤモン
ド酒造

2021 白 750ml ¥1,800 ¥1,620
シュール
リー　甲州

6 2021 赤 750ml ¥1,800 ¥1,620
タンク熟成
のMBA

7 鳥居平今村 2020 白 750ml ¥2,200 ¥1,870 甲州

8 2019 赤 750ml ¥2,200 ¥1,870
ブラックク
イーン

シャンテY,A アマリージョ2021

シャンテY,A Tintoティント2021

勝沼　ブラン

勝沼　ルージュ

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

ラ・フロレット　ハナミズキ・ブラン

ラ・フロレット　スミレ・ルージュ キュベ エル
ヴァージュ

クレプスキュール メルロ

セレンディピティ～シャルドネオランジェ



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

1 ｲﾅｼｵｳﾙｿﾗ 2019 白 750ml ¥2,800 ¥1,725
オンダラビ・スリ75% 、
オンダラビ・スリ・ゼラ
ティア25%。

スペイン

2
アシベリッ
ク

2019 白 750ml ¥2,800 ¥1,725
オンダラビ・スリ80%
シャルドネ15% プチ・ク
ルビュ5%。

スペイン

3
ヴィーノ
アンビズ

2020 白 750ml ¥4,000 ¥2,800 アイレン

スペイン

4 2017 赤 750ml ¥4,000 ¥2,800 ガルナチャ

スペイン

5
アモス・バ
ネレス

2018 白 750ml ¥2,500 ¥1,750 チャレッロ

スペイン

6 2017 赤 750ml ¥2,500 ¥1,750
テンプラニーリョ
　　　ガルナッチャ

スペイン

7 エスコーダ 2018 オレンジ 750ml ¥3,400 ¥2,380
シュナン・ブラン20%、
グルナッシュ・ブラン
20%、マカブー40%

スペイン

8 ベティック 2021 白 750ml ¥2,700 ¥2,025 シャルドネ
チリ

9 2021 赤 750ml ¥2,700 ¥2,025 ピノノワール
チリ

10 2021 赤 750ml ¥2,700 ¥2,025
カベルネソー
ヴィニヨン

チリ

11 エラスリス 2019 赤 750ml ¥1,800 ¥1,260 ピノノワール
チリ

12 2020 赤 750ml ¥1,800 ¥1,260
カベルネソー
ヴィニヨン

チリ

アイリーン

ヴィーノ　デ　プエブロ　ピノノワール

ヴィーノ　デ　プエブロ　カベルネソーヴィニヨン

エステート・ピノ・ノワール

エステート・カベルネ・ソーヴィニヨン

ヴィーノ　デ　プエブロ　シャルドネ

エルス・リュエルナ

エルス・サルタマルティ

エルス・バソテッツ

ラ・リンコナーダ

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

ビスカイコ・チャコリーナ＜メンぺ＞

チャコリ・ブランコ



VIN 色 容量 小売価格 納品価格 品種 コメント

1 リル・ルー 2021 赤 750ml op ¥2,530 メルロー
ボルドー

2 2020 赤 750ml op ¥2,530
カステット
メルロー

ボルドー

3 ﾐｯｼｪﾙﾃｨｿ 泡 750ml ¥2,500 ¥1,750

ピノ・ノ
ワール、
シャルド
ネ、トゥル
ソー、プル
サール

ジュラ

※価格は全て税別となっております｡ご注文の際、お取り寄せになる場合がございます。
商　　　品　　　名

マスクラレ

コンフルアンス

クレマンドジュラ　ブリュット
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