
商品名 セール価格 限定数

ジョセフ グリュス エ フィスリースリング VV2019 2,068円 24本
ジョセフ グリュス エ フィスゲヴュルツトラミネール レ ロッシュ2019 2,178円 24本
ジョセフ グリュス エ フィスクレマン ダルザス エクストラ ブリュットNV 2,178円 24本
クロード カザルカルト オールNV 5,478円 9本
クロード カザルクロ カザル2010 16,280円 9本
パスカル マゼブリュット ユニーク プルミエクリュNV 6,028円 12本
パスカル マゼブリュット ミレジム プルミエクリュ2008 8,778円 12本
ルモワスネショレ レ ボーヌ2015 4,818円 12本
モンジャール ミュニュレフィサン VV2017 6,028円 12本
コント ラフォンムルソー シャルム2016 63,800円 3本
ダニエル リオンニュイ サン ジョルジュ レ ヴィーニュ ロンド2016 7,678円 8本
ダニエル リオンエシェゾー2018 22,880円 5本
ブレット ブラザーズマコン シャルドネ2018 2,728円 36本
ジャン マルク ボワイヨブルゴーニュ ブラン2019 3,608円 12本
ジャン マルク ボワイヨピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ2017 11,880円 6本
ジャン マルク ボワイヨピュリニー モンラッシェ レ コンベット2019 14,080円 6本
ドメーヌ ウィリアム フェーブルシャブリ プルミエクリュ ボーロワ2014 6,028円 6本
ブシャール P&Fモンタニー プルミエ クリュ2019 3,278円 12本
アンリ ボワイヨムルソー2019 9,218円 6本
アンリ ボワイヨブルゴーニュ シャルドネ2019 4,708円 12本
アンヌ フランソワーズ グロブルゴーニュ ピノ ノワール2017 4,378円 12本
シャトー ド ラ マルトロワシャサーニュ モンラッシェ ルージュ2013 4,389円 12本
フィリップ シャルロパンマルサネ2017 4,818円 12本
フィリップ シャルロパンジュヴレ シャンベルタン VV2018 9,328円 12本
ロベール グロフィエブルゴーニュ パストゥグラン2018 4,378円 20本
ロベール グロフィエブルゴーニュ パストゥグラン2019 5,478円 16本
ブシャール P&Fヴォーヌ ロマネ2014 7,678円 12本
ドメーヌ ブシャール P&Fボーヌ グレーヴ ヴィーニュ ド ランファン ジェズュ2012 14,190円 3本
ルネ ブーヴィエマルサネ ロンジュロワ VV2018 5,258円 12本
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ロベール アンポーサヴィニー レ ボーヌ ルージュ1997 6,578円 12本
アラン ヴィニョブルゴーニュ コート サンジャック ルージュ2018 2,508円 36本
ロシニョル フェヴリエ ポマール2017 5,478円 12本
ピエール アミオ エ フィスブルゴーニュ ピノ ノワール2019 3,058円 18本
マシャール ド グラモンショレ レ ボーヌ VV2019 3,278円 20本
ドメーヌ マッスジヴリ ラ ブリュレ2018 3,278円 6本
ピエール アミオ エ フィスモレ サン ドニ2018 6,578円 10本
シャトー ド フュイッセブルゴーニュ ブラン2019 2,618円 8本
シルヴァン パタイユブルゴーニュ ルージュ ル シャピートル2015 7,128円 12本
フィリップ コランブルゴーニュ ピノ ノワール2017 2,948円 36本
ショーヴネ ショパンコート ド ニュイ ヴィラージュ2018 4,158円 12本
マルク コラン エ セ フィスサントネー VV ルージュ2017 4,158円 12本
ロベール シュヴィヨンブルゴーニュ ルージュ2017 4,818円 12本
レシュノーニュイ サン ジョルジュ オー シュイエ VV2014 6,578円 12本
J.カシュー エ フィスシャンボル ミュジニー プルミエ クリュ レ プラント2015 15,180円 6本
セリニーブルゴーニュ アリゴテ2018 2,068円 24本
シャトー ド サントネイブルゴーニュ シャルドネ VV2018 2,178円 24本
ブリュノ クレールブルゴーニュ ブラン2018 3,278円 12本
ジョゼフ コランサン トーバン アン レミリィ2017 7,678円 12本
ルフレーヴピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ レ ピュセル2018 39,380円 3本
ハイツ ロシャルデコニヴァンス ブラン2018 3,388円 12本
ハイツ ロシャルデメルキュレ2018 3,938円 12本
ハイツ ロシャルデコトー ブルギニヨン ルージュ フォリ ソヴァージュ2018 3,058円 12本
シャトー シサック2016 3,278円 12本
シャトー デュ ムーラン ルージュ2015 2,178円 36本
シャトー トゥルトラン2010 2,508円 24本
シャトー ラネッサン2012 2,508円 36本
シャトー オー バタイエヴェルソ2017 3,608円 12本
ムーラン ド デュアール2018 4,708円 12本
ル マルキ ド カロン セギュール2016 4,378円 12本
シャトー グロリア2013 4,818円 12本
シャトー コス ラボリー2011 5,038円 12本
プティ フィジャック2013 5,038円 12本
シャトー マルキ ダレム2017 5,478円 12本
シャトー ブラヌ カントナック2013 6,578円 5本
シャトー レ ゾルム ド ソルベ2008 1,958円 24本
シャトー ディケム ハーフ2005 27,280円 3本
ジャン ルイ シャーヴサン ジョセフ2018 10,780円 3本
ジャン ルイ シャーヴエルミタージュ ルージュ2018 32,890円 2本
シャトー デ トゥールドメーヌ デ トゥール ヴァン ド ペイ ヴォークリューズ ブラン2017 7,150円 3本
ニコラ ジョリーロッシュ オー モワンヌ クロ ド ラ ベルジュリー2018 7,678円 6本
ドメーヌ デュ ノゼサンセール ブラン ラ プラント フロワード2019 3,608円 12本
ミショークレマン ド ロワールNV 2,178円 24本
ミショークレマン ド ロワール ロゼNV 2,178円 24本
ドメーヌ ヴィネミュスカデ セーヴル エ メーヌ シュール リー "ドメーヌ サン マルタン"2017 1,298円 24本

イタリア



マッツェイ フォンテルートリカステッロ フォンテルートリ キャンティ クラシコ グラン セレツィオーネ 2016 5,588円 12本
ジュゼッペ クインタレッリヴァルポリチェッラ クラシコ スペリオーレ 2012 9,680円 2本
チェレットアルネイス ブランジェ2019 2,783円 12本
ニーノ ネグリヴァルテッリーナ スペリオーレ リゼルヴァ2015 2,398円 12本
バンフィブルネッロ ディ モンタルチーノ2015 5,698円 12本
ベルターニカトゥッロ ヴァルポリチェッラ リパッソ2016 3,795円 12本
ブレッサンヌーメロ トレ2015 5,225円 8本
グラヴネルリボッラ ジャッラ2009 8,250円 6本
ルーチェ デッラ ヴィーテルチェンテ2017 4,378円 12本
ルーチェ デッラ ヴィーテルーチェ2017 15,180円 5本
グラン パッサイアグラン パッサイア2019 1,925円 6本
トゥアリータロッソ デイ ノートリ2018 2,178円 12本
マリア ボルトロッティラ ナトゥーラ アマ ナスコンデルシ2015 2,948円 10本
アッリロンガモンフェラート ロッソ2016 3,278円 10本
コスタリパロザマーラ2019 2,618円 10本

アイララ アイラレロアイララ トレイシャドゥーラ2018 2,178円 8本
アルバロ パラシオスカミンス デル プリオラート 2018 2,838円 12本
オシアンキンタルナ2018 2,310円 24本
エスタンシア ピエドララ ガロナ 2017 1,408円 12本

ホッホ ドイチュロ－ズ ボタニカル スパークリンク゛ワイン2020 2,695円 10本
ニコライホーフヴィノテーク リースリング 2002 14,850円 3本
ライナー ヴェスヴァッハウ グリューナー ヴェルトリーナー2019 2,838円 10本
ハインリッヒネイキッド ホワイト2017 2,695円 12本

ドメーニ レ サハティーニラ ヴィ ピノ ノワール2018 1,078円 24本
アスコニエクセプショナル メルロ2014 1,210円 12本

オーベールシャルドネ パウダーハウス2019 22,880円 2本
オーベールオーベール シャルドネ UV-SL ヴィンヤード2019 19,580円 2本
オーベールオーベール シャルドネ CIX2019 25,080円 2本
イーラスピノ ノワール ロゼ（スクリュー） 2018 2,618円 12本
フリーマーク アビーナパ ヴァレー ソーヴィニヨン ブラン2019 3,289円 6本
フランシス コッポラソフィア ブリュット ロゼ モントレー カウンティ2018 3,278円 6本
フランシスフォード コッポラディレクターズカット カベルネソーヴィニヨン2017 4,818円 12本
オー ジー ヴィー（OZV）オールド ヴァイン ジンファンデル ローダイ2018 1,958円 24本
ローファイワインズガメイ ピノノワール2015 3,718円 6本
ローファイワインズカベルネ フラン クロ ミュレ2017 3,938円 6本

ウッドストックシラーズ2017 2,948円 12本
ブラインドコーナーオレンジ2020 2,618円 10本
タルターニ ヴィンヤーズTシリーズ スパークリングNV 1,958円 24本
コーナーピガート ヴェルメンティーノ2020 3,058円 6本

フイアソーヴィニョン ブラン2019 2,695円 12本
フイアピノノワール2016 3,795円 12本

ニュージーランド

スペイン

その他ヨーロッパ

アメリカ

オーストリア

オーストラリア



カテナシャルドネ2018 2,288円 24本
カテナマルベック2017 2,288円 24本

アルゼンチン


