
商品名 セール価格 限定数

クロ レオ ガン ヴァン 2018 2,618円 12本
シャトー クラリス 2017 4,378円 12本
シャトー ソシアンド マレ キュヴェ ジャン ゴートロー 2013 8,778円 6本
ラ ドモワゼル ド ソシアンド マレ 2017 2,838円 36本
シャトー ラグランジュ 2010 9,878円 12本
シャトー ラグランジュ マグナム 2009 23,980円 4本
シャトー クロワゼ バージュ 2007 5,258円 24本
シャトー プージョー 2010 6,358円 24本
シャトー ポタンサック 2013 3,278円 36本
シャトー カマンサック 2006 4,488円 24本
ラ シャペル ド ラフォン ロシェ 2013 2,948円 36本
シャトー マレスコ サン テグジュペリ 2018 8,778円 12本
シャトー レオヴィル バルトン 2005 22,880円 3本
シャトー ムートン ロートシルト 2017 76,780円 1本
レ フォール ド ラトゥール 2014 30,800円 2本
シャトー ベイシュヴェル 2008 15,180円 2本
シャトー ピュイグロー ブラン 2014 2,398円 36本
ルー デュモン クレマン ド ブルゴーニュ ブラン ド ブラン NV 2,948円 24本
ルー デュモン クレマン ド ブルゴーニュ ロゼ ブラン ド ノワール NV 2,948円 12本
ヴーヴ アンバル クレマン ド ブルゴーニュ NV 2,618円 18本
ドメーヌ デ ニュグ ガメイスコ NV 2,178円 20本
ヴァンサン ドーヴィサ シャブリ ラ フォレ 2019 10,428円 6本
ヴァンサン ドーヴィサ シャブリ 2019 6,908円 12本
クリストフ ブリチェック モレ サン ドニ クロ ソロン 2018 6,578円 12本
ジョセフ ロティ マルサネ ルージュ 2018 6,028円 12本
ディコンヌ ムルソー クロ デ ルシェ 2018 6,578円 10本
フレデリック フェリ モレ サン ドニ 2018 6,028円 10本
アルヌー ラショー ニュイ サン ジョルジュ 2017 7,238円 12本
ジャン フルニエ マルサネ ルージュ レ ロンジュロワ 2017 4,378円 18本
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シャンドン ド　ブリアイユ サヴィニー レ ボーヌ オー フルノー 2018 6,578円 12本
シャンドン ド　ブリアイユ サヴィニー レ ボーヌ  2017 4,378円 12本
ロッシュ ド ベレーヌ ブルゴーニュ シャルドネ キュヴェ レゼルヴ 2018 2,178円 36本
ミシェル グロ モレ サン ドニ ラ リュ ド ヴェルジィ 2018 8,228円 12本
コカール ロワゾン フルーロ エシェゾー 2018 31,680円 2本
ドメーヌ ルイ ジャド シャンボール ミュジニー レ フュエ 2018 16,280円 6本
ドメーヌ ルイ ジャド ジュヴレ シャンベルタン エストゥルネル サン ジャック 2015 14,080円 6本
ドメーヌ ルイ ジャド ムルソー シャルム 2017 10,978円 12本
ルイ ジャド シャサーニュ モンラッシェ ブラン 2018 7,128円 12本
ルイ ジャド ブルゴーニュ コート ドール ルージュ 2017 2,728円 20本
ボワジェ フレール ブルゴーニュ ルージュ 2019 4,158円 12本
ボワジェ フレール ヴォーヌ ロマネ オー ジャシェ 2019 11,880円 3本
ドメーヌ ペロ ミノ ブルゴーニュ ルージュ グラヴィエール デ シャポニエール 2018 5,918円 12本
ドメーヌ ペロ ミノ ヴォーヌ ロマネ レ ボーモン 2018 27,280円 6本
ドメーヌ ペロ ミノ モレ サン ドニ ラ リュ ド ヴェルジィ 2016 14,080円 12本
ミシェル ノエラ ブルゴーニュ シャルドネ 2017 3,058円 24本
ベルサン ブルゴーニュ コート ドーセール ルージュ キュヴェ ルイ ベルサン 2016 2,838円 36本
フランソワ ミクルスキ ブルゴーニュ コート ドールブラン 2019 4,488円 24本
ロベール グロフィエ ブルゴーニュ ピノ ノワール 2018 6,578円 6本
カミュ ペール エ フィス ジュヴレ シャンベルタン 2014 4,598円 12本
ジャック フレデリック ミュニエ ニュイ サン ジョルジュ クロ ド ラ マレシャル
2010

23,980円 6本

フェヴレ ラドワ ブラン 2018 3,278円 18本
フェヴレ ラドワ ルージュ 2018 3,058円 9本
フェヴレ メルキュレ クロ デ ミグラン モノポール 2019 4,048円 18本
ブリュノ コラン サントネイ ルージュ VV 2013 3,828円 12本
モンジャール ミュニュレ コトー ブルギニョン ラ シュペルブ ルージュ 2018 1,958円 36本
アミオ ギィ エ フィス ブルゴーニュ ピノ ノワール キュヴェ シモーヌ 2017 2,178円 48本
ドメーヌ ドレ マルサネ レ シャン ペルドリ 2013 3,938円 24本
ドメーヌ ジャヴェ ブルゴーニュ ルージュ 2017 2,728円 24本
ミシェル チュルジー ブリュット レゼルヴ セレション ブラン ド ブラン NV 5,148円 8本
フレデリック サヴァール ルーヴェルチュール NV 7,678円 4本
スゴンデ シモン イマジン NV 12,980円 5本
ドメーヌ マルク テンペ クレマン ダルザス ブリュット ナチュール セレクショネ パー マルク テンペ NV 2,508円 24本
ドメーヌ マルク テンペ ピノ グリ ツェレンベルグ 2017 3,278円 24本
マルセル ダイス サン イポリット ルージュ 2019 5,038円 12本
マルセル ダイス マンブール グラン クリュ 2016 15,180円 3本
セバスチャン リフォー サンセール サウレタス 2012 4,708円 6本
セバスチャン リフォー サンセール  オクシニス 2012 4,708円 6本
セバスチャン リフォー サンセール  レ カルトロン 2018 3,058円 12本
ディディエ ダグノー シレックス 2018 21,780円 2本
ディディエ ダグノー ピュール サン 2018 16,478円 2本
ディディエ ダグノー レ ジャルダン ド バビロン セック 2016 11,308円 4本
ディディエ ダグノー ブラン エトセトラ 2018 13,178円 6本
ドメーヌ ロスタン コート ロティ キュヴェ アンポジウム 2016 9,878円 5本
ドメーヌ ロスタン コート ロティ コート ブリュンヌ 2018 38,390円 1本



ドメーヌ ド ヴェディラン セリカ ヴィオニエ 2019 1,518円 24本
ドメーヌ ド ヴェディラン シラー リミテッド リリース 2019 1,518円 24本
ブティノ マルベック ロゼ 2020 1,518円 24本
マス デル ペリエ スキン コンタクト 2019 2,948円 24本

トンマージ ヴァルポリチェッラ 2018 2,178円 10本
ベルターニ アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ ヴァルパンテーナ 2017 5,918円 10本
ラルコ ロッソ デル ヴェロネーゼ ルベオ 2015 5,148円 10本
ダニエーレ ピッチニン モンテマーグロ 2018 2,728円 10本
ラ カップチーナ ソアヴェ 2019 1,848円 10本
ベルターニ ヴァルポリチェッラ クラッシチボトル 2019 1,408円 10本
ラ ビアンカーラ ビアンコ マシエリ 2019 2,035円 24本
ジャンニ テッサーリ ソアーヴェ 2019 1,628円 12本
マッツェイ ヴィッラ マルチェッロ ヴィッラ マルチェッロ プロセッコ ブリュット ミレジマート  2018 1,628円 24本
サン パトリニャーノ アヴィ 2017 2,838円 10本
フランチェスコ ヴェルジオ ドリアーニ 2019 3,278円 6本
イジンバルダ  ピノ ネロ ヴィーニャ デイ ジガンティ  2016 3,608円 12本
カサノヴァ ディ ネリ ブルネッロ ディ モンタルチーノ 2015 7,238円 6本
ファットリア ディ ペトロイオ ポッジョ アル マンドルロ  2016 2,508円 12本
マストロベラルディーノ レディモーレ イルピニア アリアニコ 2018 2,618円 10本
サンルッジェーロ アヴェルディウム 2018 2,398円 10本
ヴェノーザ ヴェルボ アリアニコ  2017 2,002円 10本
ムルゴ ブリュット ロゼ メトド クラシコ 2017 2,728円 12本

ボデガス ピケラス ピケラス ブランコ 2018 1,078円 24本
デスセンディエンテス デ ホセ パラシオス ペタロス 2017 2,508円 12本
ボデガス プロトス プロトス２７ 2016 3,608円 12本
ボデガス ベガ シシリア ウニコ レゼルバ エスペシアル NV 75,350円 2本

リンクリン ミュラー トゥルガウ トロッケン 2019 1,738円 12本
フリードリッヒ ベッカー ジルヴァーナー 2019 2,398円 12本
ベッカー ピュアナチュール シャルドネ 2018 3,938円 10本

ツァーヘル  オレンジ ティー  NV 2,838円 10本
マルクス フーバー グリューナー ヴェルトリーナー アルトセッツェン 2010 6,248円 2本
ヘーグル リースリング ブリュック フェーダーシュピール 2017 3,938円 10本

メシムネオス メシムネオス ドライ レッド 2016 2,838円 10本

トカイ オレムス アスー エッセンシア 2008 59,180円 1本

イントゥ シャルドネ 2019 1,848円 12本
イントゥ カベルネソーヴィニヨン 2017 1,848円 12本
イントゥ ジンファンデル 2017 1,848円 12本
ライダーエステート カベルネソーヴィニヨン 2018 2,068円 12本
ライダーエステート ピノノワール 2018 2,068円 12本
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マイケル ポザーン ロシアン リヴァー ヴァレー シャルドネ 2018 2,728円 12本
マイケル ポザーン ナパ ヴァレー メルロ 2018 3,168円 12本
スタッグス リープ ワイン セラーズ アルテミス カベルネ ソーヴィニヨン 2018 8,778円 6本

ブランクキャンバス リースリング 2013 2,178円 10本

アースワークス バロッサ シラーズ （スクリュー） 2018 1,738円 18本
ロックフォードワインズ ホワイト フロンティニャック 2018 2,178円 8本
カレスキー プレナリウス ヴィオニエ 2019 3,828円 6本
ジャイアントステップス ヤラ ヴァレー　シャルドネ 2019 3,278円 10本

サルトン パラドクソ シャルドネ 2019 3,828円 6本
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