シャンパーニュ 白 CHAMPAGNE
N.M

DRAPPIER Brut Nature Piot Noir
ドラピエ ブリュット ナチュール ピノノワール

N.M

HENRI-BILLIOT Grand Cru Ambonnay Tradition Brut
アンリ ビリオ グランクリュ アンボネイ トラディション ブリュット

N.M

ROBERT MONCUIT Grand Cru Le Mesnil-Sur-Oger B de B Brut
ロベールモンキュイ グランクリュ ル メニルシュールオジェ ブランドゥブラン ブリュット

N.M

MOЁT & CHANDON "Brut Impérial"
モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル

N.M

HENRIOT Brut "Souverain"
アンリオ ブリュット スーヴェラン

N.M

PHILIPPONNAT "Royale Réserve" Brut
フィリポナ ロワイヤル レゼルヴ ブリュト

N.M

VARNIER FANNIÈRE Grand Cru Avize B de B Brut Zéro
ヴァルニエ ファニエール グランクリュ アヴィズ ブランドゥブラン ブリュットゼロ

N.M

JEAN-CLAUDE PERRON "Pure Elixir"
Extra Dry
ジャン クロード ペロン ピュアエリキシール エクストラドライ（ほんのり甘口 )

￥8,200 （￥9,922）
¥8,500
1/2Bottle ¥5,500
¥9,000

(¥10,285)
(¥6,655)
(¥10,890)

¥11,000 (¥13,310)
1/2Bottle ¥6,600 (¥7,986)
¥10,500 (¥12,705)
¥12,000 （¥14,520）
1/2Bottle ¥8,000 (¥9,680)
¥12,000 (¥14,520)
1/2Bottle ¥7,200 (¥8,712)
¥12,500 (¥15,125)

2013 BARFONTARC "Cuvée Sainte Germaine" Brut
バルフォンタルク キュヴェ サントゥ ジェルメイヌ ブリュット

¥15,000 (¥18,150)

2008 HENRIOT Millésime
アンリオ ミレジム

¥16,000 (¥19,360)

2006 FLEURY "Boléro" Extra Brut
フルーリー ボレロ エクストラ ブリュット ピノノワール１００％

¥16,500 (¥19,965)

N.M

JAQUESSON "Cuvée 744" Extra Brut
ジャクソン キュヴェ 744 エクストラ ブリュット

¥18,000 (¥21,780)

2006 TAITTINGER "Comtes de Champagne" Blanc de Blancs
テタンジェ " コントゥ ドゥ シャンパーニュ " ブランドゥブラン

¥40,000 (¥48,400)

1995 BOLLANGER "R.D" Extra Brut
ボランジェ " アールディー " エクストラ ブリュット

¥70,000 (¥84,700)

クレマン / スパークリングワイン CREMENT / SPARKLING WINE
＜CREMENT dʼ ALSACE
N.M

クレマン ダルザス＞

JOSEPH SCHARSCH Brut Tradition
ジョセフ シャルク
ブリュット トラディション

＜JAPANISE SPARKLING WINE

国産スパークリングワイン＞

￥5,500 （￥6,655）

2012 エーデルワイン（岩手県花巻市）ハヤチネゼーレ 瓶内二次発酵

￥8,000 （￥9,680）

N.M

￥8,000 （￥9,680）

グレイスワイン（山梨県甲州市勝沼）ロゼ トラディショナル メソッド（2015）

＊在庫数、価格、年代は日々変動しております。

税・サーヴィス料込価格

シャンパーニュ ロゼ CHAMPAGNE ROSÉ
N.M

JOSÉ MICHEL et FILS Rosé Brut
ジョゼ ミッシェル エ フィス ロゼ ブリュット

N.M

MARGUET Rosé Grand Cru Shaman 17 Extra Brut
マルゲ ロゼ グランクリュ シャーマン 17 エクストラ ブリュット

￥8,500 （￥10,285）
1/2Bottle ￥5,000 （￥6,050）

￥11,500（￥13,915）

2011 MARGUET "Ambonnay" Rosé Grand Cru Extra Brut
マルゲ アンボネイ ロゼ グランクリュ エクストラ ブリュット

￥14,500（￥17,545）

2008 VEUVE CLICQUOT Vintage Réserve Rosé
ヴーヴ クリコ ヴィンテージ レゼルヴ ロゼ

￥17,000（￥20,570）

2009 VILMARLT & CIE 1er Cru Rilly La Montagne "Grand Cellier Rubis"
ヴィルマール エ シィ プルミエクリュ リリー ラ モンターニュ " グラン セリエ ルビー

￥28,000（￥33,880）

N.M

MOËT&CHANDON "Rosé Impérial"
モエ エ シャンドン ロゼ アンぺリアル

1/2Bottle ￥7,000 （￥8,470）

日本ワイン VINS JAPONAIS
白ワイン

2018 リースリング リオン 五月長根葡萄園（エーデルワイン 岩手県花巻市大迫町）

￥4,200 （￥5,082）

2016 甲州 フォーシーズンズ（くらむぼんワイン 山梨県甲州市勝沼町）

￥4,800 （￥5,808）

2018 シャルドネ エステート（都農ワイン 宮崎県都農町）

￥6,000 （￥7,260）

赤ワイン

2018 マスカット・ベイリー A 穂坂 樽熟成（山梨県笛吹市石和町）

＊在庫数、価格、年代は日々変動しております。

￥4,000 （￥4,840）

税・サーヴィス料込価格

白ワイン 1/2 サイズ VIN BLANC（1/2）
＜ALSACE

アルザス地方＞

2020 RIESLING
リースリング

2016 GEWURZTRAMINER
ゲヴュルツトラミネール

＜VAL DE LOIRE
2017 POUILLY-FUMÉ
プイィフュメ

ロワール地方＞

2015 SANCERRE Les Calcaires
サンセール レ カルケール

＜BOURGOGNE
CHABLISIEN

￥3,000（￥3,630）

（F.E.TRIMBACH）
（トリンバック）

￥3,500
（￥4,235）

（J-C CHATELAIN）
（ジャンクロード シャトラン）

￥3,500（￥4,235）

（LUCIEN CROCHET）
（リュシアン クロッシェ）

￥3,200（￥3,872）

（WILLIAM FÈVRE）
（ウィリアム フェーヴル）

￥4,500（￥5,445）

（BOUCHARD PÈRE et FILS）
（ブシャ−ル ペール エ フィス）

￥4,500（￥5,445）

（OLIVIER LEFLAIVE）
（オリヴィエ ルフレーヴ）

￥7,000（￥8,470）

（FONTAINE GAGNARD）
（フォンテーヌ ガニャール）

￥6,500（￥7,865）

（CHATEAU de BEAUREGARD）
（シャトー ドゥ ボールガール）

￥3,000（￥3,630）

ブルゴーニュ地方＞

シャブリ地区

2017 CHABLIS 1er Cru Vaillons
シャブリ プルミエクリュ ヴァイヨン

CÔTE DE BEAUNE

コートドゥ ボーヌ地区

2015 BEAUNE DU CHÂTEAU 1er Cru
ボーヌ デュ シャトー プルミエクリュ
2017 MEURSAULT
ムルソー
2014 CHASSAGNE-MONTRACHET
シャサーニュ モンラッシェ

MÂCONNAIS

（F.E.TRIMBACH）
（トリンバック）

マコネー地区

2013 POUILLY-FUISSÉ
プイィ フュイッセ

＊在庫数、価格、年代は日々変動しております。

税・サーヴィス料込価格

赤ワイン 1/2 サイズ VIN ROUGE（1/2）
＜BOURGOGNE
CÔTE DE NUIT

ブルゴーニュ地方＞

コート ドゥ ニュイ地区

2015 FIXIN
フィサン

（MONGEARD MUGNERET）
（モンジャール ミュニュレ）

￥5,000 （￥6,050）

2014 GEVREY-CHAMBERTIN
ジュブレ シャンベルタン

(LUCIEN BOILLOT et FILS)
（ルシアン ボワイヨ エ フィス）

¥7,000

(¥8,470)

2013 VOSNE-ROMANÉE V.V
ヴォーヌ ロマネ

(BRUNO DESAUNAY-BISSEY)
（ブリュノ デゾネ ビセイ）

¥9,000

(¥10,890)

(BOUCHARD PÈRE et FILS)
（ブシャール ペール エ フィス）

¥4,600

(¥5,566)

CÔTE DE BEAUNE コート ドゥ ボーヌ地区
2015 BEAUNE DU CHÂTEAU 1er Cru
ボーヌ デュ シャトー プルミエクリュ
2011 VOLNAY
ヴォルネイ

(MARQUIS DʼANGERVILLE)
（マルキ ダンジェルヴィーユ）

¥12,000 (¥14,520)

CHALONAISE コート シャロネーズ
2012 MÉRCUREY
メルキュレイ

＜BORDEAUX

(BOUCHARD PÈRE et FILS)
（ブシャール ペール エ フィス）

￥3,100 (¥3,751)

ボルドー地方＞

＜HAUT-MÉDOC オー メドック＞

2010 LES ALLÉES DE CANTEMERLES

レ ザレ ドゥ カントメルル

¥3,000

(¥3,630)

＜ST-ESTÈPHE サンテステフ＞
2008 CH.CALON SEGUR

シャトー カロン セギュール

¥12,000 (¥14,520)

＜ST-JULIEN サンジュリアン＞
2014 AMIRAL DE BEYCHEVELLE

アミラル ドゥ ベイシュヴェル

¥5,000

(¥6,050)

＜PAUILLAC ポイヤック＞
2015 LES TOURELLES DE LONGUEVILLE
2011 CH.LYNCHE-BAGE

レ トゥーレル ドゥ ロングヴィル
シャトー ランシュ バージュ

¥6,500 (¥7,865)
¥12,000 (¥14,520)

＜MARGAUX マルゴー＞
2013 CH.DU TERTRE

＜CÔTES DU RHÔNE コートデュローヌ地＞
2009 HERMITAGE Monier de la Sizeranne
エルミタージュ モニエ ドゥ ラ シズランヌ

＊在庫数、価格、年代は日々変動しております。

シャトー デュ テルトル

(M.CHAPOUTIER)
( シャプティエ )

¥6,700

(¥8,107)

¥10,000 (¥12,100)

税・サーヴィス料込価格

白ワイン VIN BLANC
＜ALSACE

アルザス地方＞

2015 PINOT BLANC Zellenberg
ピノブラン ツェレンベルグ
2020 MUSCAT
ミュスカ
2020 PINOT GRIS Tradition
ピノグリ トラディション

2019 RIESLING Le Dandy
リースリング ル ダンディー

（MARC TEMPÉ）
（マルク テンペ）

￥5,500 （￥6,655）

（JOSEPH SCHARSCH）
（ジョセフ シャルク）

￥5,500 （￥7,502）

（RIEFLÉ）
（リーフレ）

￥6,000 （￥7,260）

（JEAN HUTTARD）
（ジャン ユタール）

￥6,000 （￥7,260）

2013 RIESLING Grand Cru Altenberg de Bergbieten
（Cave de Roi DAGOBERT）
リースリング グランクリュ アルテンベルグ ドゥ ベルグビテン（カーヴ デュ ロワ ダゴベール） ￥8,000 （￥9,680）
2013 GEWURZTRAMINER Zellenberg
ゲヴュルツトラミネール ツェレンベルグ（やや甘口）

＜VAL DE LOIRE

ロワール地方＞

2018 SAUVIGNON BLANC Petit Bourgeois
ソーヴィニヨンブラン プティブルジョワ
2018 SANCERRE Le Manoir
サンセール ル マノワール
2020 POUILLY FUMÉ
プイィ フュメ
2017 SAVENNIÈRES Roche au Moinne
サヴニエール ロシュオーモワンヌ
2011 CÔTEAUX DU LAYON CHAUME 1er Cru
コトー デュ レイヨン ショーム プルミエクリュ（甘口）
2012 VOUVRAY Sec Silex dʼOrfeuilles
ヴーヴレイ セック シレックス ドルフイユ
2011 VOUVRAY Le Haut Lieu Sec
ヴーヴレイ ル オー リュー セック（やや甘口）

＜BOURGOGNE
シャブリ地区

（MARC TEMPÉ）
（マルク テンペ）

￥8,000 （￥9,680）

（HENRI BOURGEOIS）
（アンリ ブルジョワ）

￥4,800 （￥5,808）

（ALPHONSE MELLOT）
（アルフォンス メロ）

￥7,000 （￥8,470）

（CH de TRACY）
（シャトー ドゥ トラシー）

￥6,000 （￥7,260）

（D.Aux MOINNES）
（オー モワンヌ）

￥10,000（￥12,100）

（D.DU PETIT MÉTRIS）
（デュ プティ メトリ）

￥7,000 （￥8,470）

（ORFEUILLES）
（オルフイユ）

￥8,000 （￥9,680）

（D.HUET）
（ユエ）

￥10,000（￥12,100）

ブルゴーニュ地方＞

2020 CHABLIS
シャブリ
2012 CHABLIS 1er Cru Voulorent
シャブリ プルミエクリュ ヴォロラン
2015 CHABLIS Grand Cru Vaudesir
シャブリ グランクリュ ヴォーデジール
＊在庫数、価格、年代は日々変動しております。

（D.MALANDES）
（マランドゥ）

￥6,000 （￥7,260）

（NATHALIE et GILLE FÈVRE）
（ナタリー エ ジル フェーヴル）

￥10,000（￥12,100）

（JEAN-MARC BROCARD）
（ジャン マルク ブロカール）

￥15,000（￥18,150）
税・サーヴィス料込価格

白ワイン VIN BLANC
CÔTE DE NUIT

コート ド ニュイ地区

2013 HAUTES-CÔTES DE NUITS Cuvée Marine
オート コート ドゥ ニュイ キュヴェ マリーヌ

（ANNE GROS）
（アンヌ グロ）

￥9,000 （￥10,890）

（BONNEAU du MARTRAY）
（ボノー デュ マルトレイ）

￥31,000（￥37,510）

2014 SAVIGNY-LES-BEAUNE
サヴィニーレボーヌ ブラン

（SIMON BIZE）
（シモン ビーズ）

￥9,000 （￥10,890）

2017 SAVIGNY-LES-BEAUNE 1er Cru Aux Vergelesses
サヴィニーレボーヌ プルミエクリュ オー ヴェルジュレス

（SIMON BIZE）
（シモン ビーズ）

￥14,000（￥16,940）

CÔTE DE BEAUNE

コート ドゥ ボーヌ地区

1997 CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru
コルトンシャルルマーニュ グランクリュ

2013 BEAUNE DU CHÂTEAU 1er Cru
ボーヌ デュ シャトー プルミエクリュ

（BOUCHARD PÈRE&FILS）
（ブシャール ペール エ フィス）

￥7,000 （￥8,470）

2015 ST-AUBIN 1er Cru En Remilly
サントーバン プルミエクリュ オン レミニー

（DOMINIQUE DERAIN）
（ドミニク ドゥラン）

￥9,000 （￥10,890）

2017 MEURSAULT 1er Cru Poruzot
ムルソー プルミエクリュ ポリュゾ

（J-M BOUZEREAU）
（ジャンマリー ブズロー）

￥18,000（￥21,780）

2018 PULIGNY-MONTRACHET
ピュリニーモンラシェ

（SYLVAIN BZIKOT）
（シルヴァン ビジコット）

￥13,000（￥15,730）

（ETIENNE SAUZET)）
（エチエンヌ ソゼ）

￥33,000（￥39,930）

（AU PIED DU MONT CHAUVE）
（オー ピエ デュ モン ショーヴ）

￥12,000（￥14,520）

（FONTAINE GAGNARD）
（フォンテーヌ ガニャール）

￥18,000（￥21,780）

2013 PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Les Combettes
ピュリニーモンラシェ プルミエクリュ レ コンベット
2015 CHASSAGNE-MONTRACHET
シャサーニュモンラシェ
2017 CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Les Vergers
シャサーニュモンラシェ プルミエクリュ レ ヴェルジェ

CÔTE CHALONNAISE

コート シャロネーズ地区

2016 BOURGOGNE CÔTE CHALONNAISE Les Clous Aimé
ブルゴーニュ コート シャロネーズ レ クル ゼメ

＜CÔTES DU RHÔNE

コートデュローヌ地方＞

2018 SAINT-PÉRAY Les Tanneurs
サンペレイ レ タヌール

（D.de VILLAINE）
（ヴィレーヌ）

￥6,000 （￥7,260）

(M.CHAPOUTIER)
( シャプティエ ) ¥6,000

(¥7,260)

2015 CONDRIEU Chéry
コンドリュー
シェリー

(ANDRÉ PERRET)
（アンドレ ペレ）¥15,000 (¥18,150)

2018 HERMITAGE BLANC Chante-Alouette
エルミタージュ ブラン シャンタルエット

(M.CHAPOUTIER)
( シャプティエ ) ¥20,000 (¥24,200)

2017 CHATEAU NEUF DU PAPE BLANC
シャトー ヌフ デュ パプ ブラン
2014 CHATEAU NEUF DU PAPE BLANC
シャトー ヌフ デュ パプ ブラン

＊在庫数、価格、年代は日々変動しております。

(RAYMOND USSEGLIO)
（レイモン ユッセグリオ）¥9,000

(¥10,890)

(CHÂTEAU DE BEAUCASTEL)
（シャトー ドゥ ボーカステル）￥28,000 (¥33,880)

税・サーヴィス料込価格

赤ワイン VIN ROUGE
＜BOURGOGNE
CÔTE DE NUIT

ブルゴーニュ地方＞

コート ドゥ ニュイ地区

2014 HAUTES-CÔTES DE NUITS
オート コート ドゥ ニュイ

（ANNE GROS）
（アンヌ グロ）

2012 CÔTES DE NUITS-VILLAGES
コート ドゥ ニュイ ヴィラージュ
2018 FIXIN
フィサン
2015 MARSANNAY Cuvée Saint-Urbain
マルサネ キュヴェ サンチュルバン
2014 GEVREY-CHAMBERTIN
ジュヴレ シャンベルタン

￥9,000（￥10,890）

（DAVID DUBAND）
（ダヴィド デュバン）

￥7,500（￥9,075）

（HERVÉ CHARLOPIN）
（エルヴェ シャルロパン）

￥6,000（￥7,260）

（JEAN FOURNIER）
（ジャン フルニエ）

￥8,000（￥9,680）

（CAMUS）
（カミュ）

￥9,000（￥10,890）

（J-LUC et ERIC BURGUET）
（ジャンリュック エ エリック ビュルゲ）

￥13,000
（￥15,730）

（PIERRE DAMOY）
（ピエール ダモワ）

￥34,000
（￥41,140）

（DUJAC）
（デュジャック）

￥14,000（￥16,940）

（D.ARLAUD）
（アルロー）

￥16,000
（￥19,360）

（GEORGES LIGNIER）
（ジョルジュ リニエ）

￥35,000
（￥42,350）

（ANNE et HERVÉ SIGAUT）
（アンヌ エ エルヴェ シゴー）

￥15,000
（￥18,150）

（GEORGES LIGNIER）
（ジョルジュ リニエ）

￥38,000（￥45,980）

（ANNE GROS）
（アンヌ グロ）

￥40,000
（￥48,400）

（BRUNO DESAUNAY-BISSEY）
（ブリュノ デゾネビセイ）

￥14,000
（￥16,940）

2014 VOSNE-ROMANÉE 1er Cru Les Chaumes
ヴォーヌ ロマネ プルミエクリュ レショーム

（FRANÇOIS LAMARCHE）
（フランソワ ラマルシュ）

￥18,500
（￥22,385）

2009 ECHÉZEAUX Grand Cru
エシェゾー グランクリュ

（FRANÇOIS LAMARCHE）
（フランソワ ラマルシュ）

￥27,000
（￥32,670）

（ROBERT CHEVILLON）
（ロベール シュヴィヨン）

￥11,000
（￥13,310）

（D.DE LʼARLOT）
（ド ラルロ）

￥15,000（￥18,150）

（ROBERT CHEVILLON）
（ロベール シュヴィヨン）

￥23,000（￥27,830）

2014 GEVREY-CHAMBERTIN Mes Favorites V.V
ジュヴレ シャンベルタン メ ファヴォリト
2011 CHAPELLE CHAMBERTIN Grand Cru
シャペル シャンベルタン グラン クリュ
2014 MOREY-SAINT-DENIS
モレ サン ドニ
2013 MOREY-SAINT-DENIS 1er Cru Aux Chezeaux
モレ サン ドニ プルミエクリュ オー シェゾー
2014 CLOS DE LA ROCHE Grand Cru
クロ ドゥ ラ ロシュ グランクリュ

2009 CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er Cru Les Sentiers
シャンボルミュジニー プルミエクリュ レ センティエ
2007 BONNES MARES Grand Cru
ボンヌ マール
2011 CLOS-VOUGEOT Grand Cru Le Grand Maupertui
クロ ヴージョ グランクリュ ル グランモーペルテュイ
2013 VOSNE-ROMANÉE Vieilles vignes
ヴォーヌ ロマネ ヴィエイ ヴィーニュ

2015 NUITS-ST-GEORGES Vieilles vignes
ニュイ サン ジョルジュ ヴィエイユ ヴィーニュ
2012 NUITS-ST-GEORGES 1er Cru Les Petits Plets
ニュイ サン ジョルジュ プルミエクリュ レ プティプレ
2011 NUITS-ST-GEORGES 1er Cru Les Vaucrain
ニュイ サン ジョルジュ プルミエクリュ レ ヴォークラン
＊在庫数、価格、年代は日々変動しております。

税・サーヴィス料込価格

赤ワイン VIN ROUGE
＜BOURGOGNE
CÔTE DE BEAUNE

ブルゴーニュ地方＞

コート ドゥ ボーヌ地区

2016 ALOXE-CORTON
アロース コルトン

（FRANÇOISE JEANNIARD）
（フランソワズ ジャニアール）

￥10,000（￥12,100）

（FRANÇOIS GAY）
（フランソワ ゲ）

￥19,000（￥22,990）

2014 SAVIGNY-LES-BEAUNE Aux Grands Liards
サヴィニー レ ボーヌ オー グラン リアール

（SIMON BIZE）
（シモン ビーズ）

￥9,000 （￥10,890）

2007 SAVIGNY-LES-BEAUNE 1er Cru Les Fournaux
サヴィニー レ ボーヌ プルミエクリュ レ フルノー

（SIMON BIZE）
（シモン ビーズ）

￥13,500（￥16,335）

2013 CORTON-RENARDES Grand Cru
コルトン ルナルド グランクリュ

2013 BEAUNE DU CHÂTEAU 1er Cru
ボーヌ デュ シャトー プルミエクリュ

（BOUCHARD PÈRE & FILS）
（ブシャール ペール エ フィス）

2014 BEAUNE 1er Cru Les Bressandes
ボーヌ プルミエクリュ レ ブレッサンド
2007 POMMARD 1er Cru
ポマール プルミエクリュ
2007 VOLNAY 1er Cru Fremiet
ヴォルネイ プルミエクリュ フルミエ

＜CÔTES DU RHÔNE
2008 CORNAS Reynard
コルナス レイナール

コート デュ ローヌ地方＞

2016 ST-JOSEPH
サンジョセフ
2012 HERMITAGE Farconnet
エルミタージュ ファルコネ
2014 VACQUEYRAS Les Genestes
ヴァケィラス レ ジュヌスト
2014 CHÂTEAU NEUF DU PAPE Signature
シャトー ヌフ デュ パプ シニャチュール

＊在庫数、価格、年代は日々変動しております。

￥7,500 （￥9,075）

（DES CROIX）
（デ クロワ）

￥11,500（￥13,915）

（PHILIPPE PACALET）
（フィリップ パカレ）

￥16,000（￥19,360）

（MARQUIS dʼANGERVILLE)）
（マルキ ダンジェルヴィル）

￥18,000（￥19,360）

（THIERRY ALLEMAND）
（ティエリー アルマン）

￥15,000（￥18,150）

（E.GUIGAL）
（ギガル）
（J.L CHAVE Sélection）
（ジャン ルイ シャーヴ セレクション）
（D.DES AMOURIERS）
（デ ザムリエ）
（D.LA BARROCHE）
（ラ バロッシュ）

￥6,000 （￥7,260）
￥15,000（￥18,150）
￥6,900 （￥8,349）
￥10,000（￥12,100）

税・サーヴィス料込価格

赤ワイン VIN ROUGE
＜BORDEAUX
ST-ESTÈPHE

ボルドー地方＞

サンテステフ

2012 CH.MEYNEY

シャトー メイネイ

2014 LES PAGODES DE COS
2007 CH.MONTROSE

PAUILLAC

￥8,000 （￥9,680）

レ パゴドゥ ドゥ コス

シャトー モンローズ

￥12,000（￥14,520）
￥34,000（￥41,140）

ポイヤック

2007 CH.LYNCHE-MOUSSAS

シャトー ランシュムーサ

￥11,500（￥13,915）

2019 CH.PEDESCLAUX

シャトー ぺデスクロー

￥12,500（￥15,125）

2007 CH.PONTET-CANET

シャトー ポンテカネ

￥25,000（￥30,250）

ST-JULIEN

サンジュリアン

2009 SEGNEUR DE TALBOT
2013 CH.LAGRANGE

シャトー ラグランジュ

2005 CH.LÉOVILLE BARTON
2004 CH.GRUAUD LAROSE

HAUT-MÉDOC

セニョール ドゥ タルボ

￥12,000（￥14,520）

シャトー レオヴィル バルトン
シャトー グリュオーラローズ

￥25,000（￥30,250）
￥24,000（￥29,040）

オー メドック

2012 LA DEMOISELLE DE SOCIANDO-MALLET
2012 CH.SOCIANDE-MALLET

MARGAUX

￥8,000 （￥9,680）

ラ ドモワゼル ドゥ ソシアンドマレ

シャトー ソシアンドゥマレ

￥6,500 （￥7,865）
￥11,000（￥13,310）

マルゴー

2014 BARON DE BRANE
2015 CH.FERRIERE

バロンドブラーヌ

シャトー フェリエール

2013 CH.BOYD-CANTENAC

シャトー ボイド カントナック

＊在庫数、価格、年代は日々変動しております。

￥8,500 （￥10,285）
￥10,000（￥12,100）
￥12,000（￥14,520）

税・サーヴィス料込価格

赤ワイン VIN ROUGE
＜BORDEAUX ボルドー地方＞
POMEROL

ポムロール

1997 CH.LE GAY

シャトー ル ゲイ

2013 CH.BEAUREGARD

SAINT ÉMILION

￥10,500（￥12,705）

シャトー ボールガール

￥10,500（￥12,705）

サンテミリオン

2009 CH.MATRAS

シャトー マトラス

1997 CH.CANON-LA-GAFFELIÈRE

￥13,000（￥15,730）

シャトー カノン ラ ガフリエール

￥16,000（￥19,360）

甘口白ワイン / 貴腐ワイン VIN BLANC DOUX
SAUTERNE

ソーテルヌ

1989 CH.SUDUIRAUT（1/2 bottle） シャトー スデュイロー（1/2 ボトル）

￥10,000（￥12,100）

2013 PETIT GUIRAUD（1/2 bottle） プティ ギロー（1/2 ボトル）

￥4,500 （￥5,445）

VAL DE LOIRE ロワール地方
2011 CÔTEAUX DU LAYON CHAUME 1er Cru
コトー デュ レイヨン ショーム プルミエクリュ

＊在庫数、価格、年代は日々変動しております。

（D.DU PETIT MÉTRIS）
（デュ プティ メトリ）

￥7,000 （￥8,470）

税・サーヴィス料込価格

