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ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｽ-ｳﾞｪﾗﾝ ｱﾝﾘｵ NV ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ 白 750ML

ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞ ﾌﾞﾗﾝ ｱﾝﾘｵ NV ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ 白 750ML

ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾛｾﾞ ｱﾝﾘｵ NV ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ロゼ 750ML

ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾐﾚｼﾞﾒ ｱﾝﾘｵ 2005 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ 白 750ML

ｷｭﾍﾞ ｱﾝｼｬﾝﾃﾙ-ﾙ ｱﾝﾘｵ 1998 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ 白 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

ｼｬﾌﾞﾘ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2013 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ 白 750ML

ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ｳﾞｧｲﾖﾝ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ(ﾒｿﾞﾝ) 2012 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 白 750ML

ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾌﾙｼｮ-ﾑ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2012 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 白 750ML

ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ﾌﾞ-ｸﾞﾛ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2012 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ 白 750ML

ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ﾚ ｸﾛ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2012 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ 白 750ML

ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ｼｬﾙﾄﾞﾈ  ﾗ ｳﾞｨﾆｪ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 白 750ML

ﾌﾟｲｨ ﾌｭｲｯｾ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾌﾟｲｨ ﾌｭｲｯｾ 白 750ML

ﾎﾞ-ﾇ ﾃﾞｭ ｼｬﾄ- ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2012 ﾌﾗﾝｽ ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 白 750ML

ﾑﾙｿ- ﾚ ｸﾙ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾑﾙｿ- 白 750ML

ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ  ﾗ ｳﾞｨﾆｪ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 赤 750ML

ﾎﾞ-ﾇ ﾃﾞｭ ｼｬﾄ- ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2012 ﾌﾗﾝｽ ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 赤 750ML

ｼﾞｭｳﾞﾚ ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 2012 ﾌﾗﾝｽ ｼﾞｭｳﾞﾚ ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ 赤 750ML

ｳﾞｫﾙﾈ- ｶｲﾕﾚ ｱﾝｼｪﾝﾇ ｷｭﾍﾞ ｶﾙﾉ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2011 ﾌﾗﾝｽ ｳﾞｫﾙﾈ- ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 赤 750ML

ﾎﾞ-ﾇ ｸﾞﾚ-ｳﾞ ｳﾞｨ-ﾆｭ ﾄﾞ ﾗﾝﾌｧﾝ ｼﾞｪｽﾞｭ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2011 ﾌﾗﾝｽ ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 赤 750ML

ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ ﾐｭｼﾞﾆ- ﾄﾞﾒ-ﾇ ｺﾝﾄ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾄﾞ ｳﾞｫｷﾞｭｴ 2012 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ ﾐｭｼﾞﾆ- 赤 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ ﾐｭｼﾞﾆ- ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｺﾝﾄ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾄﾞ ｳﾞｫｷﾞｭｴ 2012 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ ﾐｭｼﾞﾆ- ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 赤 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

ﾐｭｼﾞﾆ- VV ﾄﾞﾒ-ﾇ ｺﾝﾄ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾄﾞ ｳﾞｫｷﾞｭｴ 2012 ﾌﾗﾝｽ ﾐｭｼﾞﾆ- 赤 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

ﾎﾞﾝﾇ ﾏ-ﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｺﾝﾄ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾄﾞ ｳﾞｫｷﾞｭｴ 2012 ﾌﾗﾝｽ ﾎﾞﾝﾇ ﾏ-ﾙ 赤 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

ﾌﾟﾗｲﾍﾞ-ﾄ ﾘｻﾞ-ﾌﾞ ﾎﾞﾙﾄﾞ- ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾊﾞﾛﾝ ﾄﾞ ﾛ-ﾄｼﾙﾄ 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾎﾞﾙﾄﾞ- 白 750ML

ﾌﾟﾗｲﾍﾞ-ﾄ ﾘｻﾞ-ﾌﾞ ﾎﾞﾙﾄﾞ-  ﾙ-ｼﾞｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾊﾞﾛﾝ ﾄﾞ ﾛ-ﾄｼﾙﾄ 2012 ﾌﾗﾝｽ ﾎﾞﾙﾄﾞ- 赤 750ML

ﾌﾟﾗｲﾍﾞ-ﾄ ﾘｻﾞ-ﾌﾞ ｻﾝ ﾃﾐﾘｵﾝ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾊﾞﾛﾝ ﾄﾞ ﾛ-ﾄｼﾙﾄ 2012 ﾌﾗﾝｽ ｻﾝ ﾃﾐﾘｵﾝ 赤 750ML

ﾎﾟ-ｲﾔｯｸ ﾚｾﾞﾙﾌﾞ ｽﾍﾟｼｱﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾊﾞﾛﾝ ﾄﾞ ﾛ-ﾄｼﾙﾄ 2011 ﾌﾗﾝｽ ﾎﾟ-ｲﾔｯｸ 赤 750ML

ﾑ-ﾗﾝ ﾄﾞ ﾃﾞｭｱ-ﾙ 2010 ﾌﾗﾝｽ ﾎﾟ-ｲﾔｯｸ 赤 750ML

ｼｬﾄ- ﾃﾞｭｱ-ﾙ ﾐﾛﾝ ﾛ-ﾄｼﾙﾄ 2011 ﾌﾗﾝｽ ﾎﾟ-ｲﾔｯｸ 赤 750ML

ｼｬﾄ- ﾚｳﾞｧﾝｼﾞﾙ 2011 ﾌﾗﾝｽ ﾎﾟﾑﾛ-ﾙ 赤 750ML

ｼｬﾄ- ﾘｭ-ｾｯｸ 2007 ﾌﾗﾝｽ ｿ-ﾃﾙﾇ 白 375ML

ﾌﾞﾗｿﾞﾝ ﾄﾞ ｵ-ｼｴ-ﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾄﾞ ｵ-ｼｴ-ﾙ 2011 ﾌﾗﾝｽ ｺﾙﾋﾞｴ-ﾙ 赤 750ML

ｶﾙﾒﾈ-ﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾚｾﾞﾙﾌﾞ ﾛｽ ｳﾞｧｽｺｽ 2012 ﾁﾘ ﾁﾘ 赤 750ML

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾚｾﾞﾙﾌﾞ ﾛｽ ｳﾞｧｽｺｽ 2012 ﾁﾘ ﾁﾘ 赤 750ML

ｱﾏﾝｶﾔ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｶﾛ 2011 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 赤 750ML

ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ ﾊﾞﾃﾞｨｵﾗ ﾏｯﾂｪｲ 2012 ｲﾀﾘｱ ﾄｽｶ-ﾅIGT 赤 750ML

ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺ ﾏｯﾂｪｲ 2012 ｲﾀﾘｱ ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺDOCG 赤 750ML

ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ ｶｽﾃｯﾛ ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺ ﾏｯﾂｪｲ 2010 ｲﾀﾘｱ ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺDOCG 赤 750ML

ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ ｼｴﾋﾟ ﾏｯﾂｪｲ 2010 ｲﾀﾘｱ ﾄｽｶ-ﾅIGT 赤 750ML

ﾍﾞﾙｸﾞｧﾙﾄﾞ ﾋﾞｱﾝｺ ﾏｯﾂｪｲ 2013 ｲﾀﾘｱ ﾄｽｶ-ﾅIGT 白 750ML

ﾍﾞﾙｸﾞｧﾙﾄﾞ ｾｯﾗ-ﾀ ﾏｯﾂｪｲ 2011 ｲﾀﾘｱ ﾄｽｶ-ﾅ ﾏﾚﾝﾏIGT 赤 750ML

ﾍﾞﾙｸﾞｧﾙﾄﾞ ﾌﾞﾛﾝｿﾞ-ﾈ ﾘｾﾞﾙｳﾞｧ ﾏｯﾂｪｲ 2010 ｲﾀﾘｱ ﾓﾚｯﾘ-ﾉ ﾃﾞｨ ｽｶﾝｻ-ﾉDOCG 赤 750ML

ｼﾞｿﾞﾗ ｼﾞｿﾞﾗ ﾏｯﾂｪｲ 2011 ｲﾀﾘｱ ｼﾁﾘｱIGT 赤 750ML

ﾏﾙﾍﾞｯｸ ｶﾃﾅ 2012 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 赤 750ML

ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ｶﾃﾅ 2012 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 赤 750ML

ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｶﾃﾅ 2013 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 白 750ML

ｶﾃﾅ ｱﾙﾀ ﾏﾙﾍﾞｯｸ ｶﾃﾅ 2010 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 赤 750ML

ｶﾃﾅ ｻﾊﾟ-ﾀ ﾎﾜｲﾄｽﾄ-ﾝｽﾞ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｶﾃﾅ 2009 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 白 750ML

ｶﾃﾅ ｻﾊﾟ-ﾀ ﾏﾙﾍﾞｯｸ ｱﾙﾍﾝﾃｨ-ﾉ ｶﾃﾅ 2010 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 赤 750ML

ﾆｺﾗｽ ｶﾃﾅ ｻﾊﾟ-ﾀ ｶﾃﾅ 2010 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 赤 750ML

マッツェイマッツェイマッツェイマッツェイ

ボデガボデガボデガボデガ　　　　カテナカテナカテナカテナ　　　　サパータサパータサパータサパータ
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ウィリアムウィリアムウィリアムウィリアム　　　　フェーブルフェーブルフェーブルフェーブル

ブシャールブシャールブシャールブシャール　　　　ペールペールペールペール　　　　エエエエ　　　　フィスフィスフィスフィス

ドメーヌドメーヌドメーヌドメーヌ　　　　コントコントコントコント　　　　ジョルジュジョルジュジョルジュジョルジュ　　　　ドドドド　　　　ヴォギュエヴォギュエヴォギュエヴォギュエ

ドメーヌドメーヌドメーヌドメーヌ　　　　バロンバロンバロンバロン　　　　ドドドド　　　　ロートシルトロートシルトロートシルトロートシルト

株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 ファインズファインズファインズファインズ

TELTELTELTEL：03-6732-8600：03-6732-8600：03-6732-8600：03-6732-8600

FAXFAXFAXFAX：03-6732-8606：03-6732-8606：03-6732-8606：03-6732-8606

第第第第５５５５回回回回　　　　ファインズファインズファインズファインズ　　　　チャリティチャリティチャリティチャリティ試飲会 2015  試飲会 2015  試飲会 2015  試飲会 2015  ワインリストワインリストワインリストワインリスト

伝統伝統伝統伝統をををを綴綴綴綴るるるる　～　～　～　～巨匠巨匠巨匠巨匠たちのたちのたちのたちの共演共演共演共演～～～～
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【ご注意ください】 　　　※たくさんの方に多くのワインを味わっていただきたく、試飲マナーにご理解とご協力のほどお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　※出品アイテム、ヴィンテージは変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　※出品アイテムの順番は、試飲順番とは異なります。

　　　　　　　　　　　　　　※すべてのワインにおきまして、無くなり次第終了となります。ご理解いただきますようお願いいたします。

【【【【✤✤✤✤】】】】マークのアイテムはマークのアイテムはマークのアイテムはマークのアイテムは、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方にににに楽楽楽楽しんでいただくためしんでいただくためしんでいただくためしんでいただくため、、、、おおおお一人様一人様一人様一人様1回回回回のののの試飲試飲試飲試飲とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。当日配布当日配布当日配布当日配布するカタログにするカタログにするカタログにするカタログに「「「「おおおお一人様一人様一人様一人様1杯杯杯杯のチケットのチケットのチケットのチケット」」」」がががが

ございますございますございますございます。。。。試飲試飲試飲試飲のののの際際際際にににに必必必必ずカタログをおずカタログをおずカタログをおずカタログをお見見見見せくださいせくださいせくださいせください。。。。ごごごご協力協力協力協力のほどおのほどおのほどおのほどお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。
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ございますございますございますございます。。。。試飲試飲試飲試飲のののの際際際際にににに必必必必ずカタログをおずカタログをおずカタログをおずカタログをお見見見見せくださいせくださいせくださいせください。。。。ごごごご協力協力協力協力のほどおのほどおのほどおのほどお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

ｱｳﾞｨ-ﾀ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ ｽﾀｯｸﾞｽ ﾘ-ﾌﾟ ﾜｲﾝ ｾﾗ-ｽﾞ 2013 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 白 750ML

ｶﾘｱ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｽﾀｯｸﾞｽ ﾘ-ﾌﾟ ﾜｲﾝ ｾﾗ-ｽﾞ 2012 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 白 750ML

ﾊﾝｽﾞ ｵﾌﾞ ﾀｲﾑ ﾚｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ ｽﾀｯｸﾞｽ ﾘ-ﾌﾟ ﾜｲﾝ ｾﾗ-ｽﾞ 2012 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 赤 750ML

ｱﾙﾃﾐｽ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ｽﾀｯｸﾞｽ ﾘ-ﾌﾟ ﾜｲﾝ ｾﾗ-ｽﾞ 2011 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 赤 750ML

ﾌｪｲ ｴｽﾃ-ﾄ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ｽﾀｯｸﾞｽ ﾘ-ﾌﾟ ﾜｲﾝ ｾﾗ-ｽﾞ 2011 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 赤 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

SLVｴｽﾃ-ﾄ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ｽﾀｯｸﾞｽ ﾘ-ﾌﾟ ﾜｲﾝ ｾﾗ-ｽﾞ 2011 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 赤 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- ﾒﾙﾛ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2012 ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 赤 750ML

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ ｳｪ-ﾙｽﾞ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2012 ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 赤 750ML

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ ｳｪ-ﾙｽﾞ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2013 ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 白 750ML

ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｴﾛｲｶ 2013 ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 白 750ML

ｺﾙ ｿﾗ-ﾚ ｺﾙ ｿﾗ-ﾚ 2010 ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 赤 750ML

ｴｽﾃ-ﾄ ｾﾚｸｼｮﾝ ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ ｲ-ﾗｽ 2012 ｱﾒﾘｶ ｳｨﾗﾒｯﾄ ｳﾞｧﾚ- 赤 750ML

ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ ﾎﾞﾝﾃｯﾗ 2013 ｱﾒﾘｶ ﾒﾝﾄﾞｼ-ﾉ 白 750ML

ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾎﾞﾝﾃｯﾗ 2012 ｱﾒﾘｶ ﾒﾝﾄﾞｼ-ﾉ 白 750ML

ｳﾞｨｵﾆｴ ﾎﾞﾝﾃｯﾗ 2010 ｱﾒﾘｶ ﾒﾝﾄﾞｼ-ﾉ 白 750ML

ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾎﾞﾝﾃｯﾗ 2012 ｱﾒﾘｶ ﾒﾝﾄﾞｼ-ﾉ 赤 750ML

ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ ﾎﾞﾝﾃｯﾗ 2011 ｱﾒﾘｶ ﾒﾝﾄﾞｼ-ﾉ 赤 750ML

ﾏｸﾅﾌﾞ ﾗﾝﾁ ﾎﾞﾝﾃｯﾗ 2006 ｱﾒﾘｶ ﾒﾝﾄﾞｼ-ﾉ 赤 750ML

ﾗ ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾐｱ ﾊﾟﾗｼｵｽ ﾚﾓﾝﾄﾞ 2013 ｽﾍﾟｲﾝ ﾘｵﾊ 赤 750ML

ﾗ ﾓﾝﾃｻ ﾊﾟﾗｼｵｽ ﾚﾓﾝﾄﾞ 2011 ｽﾍﾟｲﾝ ﾘｵﾊ 赤 750ML

ｶﾐﾝｽ ﾃﾞﾙ ﾌﾟﾘｵﾗ-ﾄ ｱﾙﾊﾞﾛ ﾊﾟﾗｼｵｽ 2013 ｽﾍﾟｲﾝ ﾌﾟﾘｵﾗ-ﾄ 赤 750ML

ﾚｽ ﾃﾗｯｾｽ ｱﾙﾊﾞﾛ ﾊﾟﾗｼｵｽ 2012 ｽﾍﾟｲﾝ ﾌﾟﾘｵﾗ-ﾄ 赤 750ML

ｸﾞﾗﾀﾖｯﾌﾟｽ ﾋﾞ ﾃﾞ ﾋﾞﾗ ｱﾙﾊﾞﾛ ﾊﾟﾗｼｵｽ 2011 ｽﾍﾟｲﾝ ﾌﾟﾘｵﾗ-ﾄ 赤 750ML

ﾌｨﾝｶ  ﾄﾞﾌｨ ｱﾙﾊﾞﾛ ﾊﾟﾗｼｵｽ 2011 ｽﾍﾟｲﾝ ﾌﾟﾘｵﾗ-ﾄ 赤 750ML

ﾗﾄﾞﾜ ﾙ ｸﾙ ﾙ-ｼﾞｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾟﾘｭ-ﾚ ﾛｯｸ 2012 ﾌﾗﾝｽ ﾗﾄﾞﾜ ｾﾘﾆｨ 赤 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ VV ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾟﾘｭ-ﾚ ﾛｯｸ 2012 ﾌﾗﾝｽ ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 赤 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ VV ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾟﾘｭ-ﾚ ﾛｯｸ 2011 ﾌﾗﾝｽ ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 赤 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ｸﾛ ﾃﾞ ｺﾙｳﾞｪ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾟﾘｭ-ﾚ ﾛｯｸ 2000 ﾌﾗﾝｽ ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 赤 750ML ✤お一人様1回の試飲となります

ｱﾙﾈｲｽ ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ ﾁｪﾚｯﾄ 2013 ｲﾀﾘｱ ﾗﾝｹﾞｱﾙﾈｲｽDOC 白 750ML

ﾓﾝｿﾙﾄﾞ ﾁｪﾚｯﾄ 2011 ｲﾀﾘｱ ﾗﾝｹﾞﾛｯｿDOC 赤 750ML

ﾊﾞﾛ-ﾛ ﾁｪﾚｯﾄ 2010 ｲﾀﾘｱ ﾊﾞﾛ-ﾛDOCG 赤 750ML

ｾﾞﾛｱｯｿﾙ-ﾄ IGT ｽﾌﾟﾏﾝﾃ ｴｸｽﾄﾗ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾗ ｼﾞｬﾗ NV ｲﾀﾘｱ ｳﾞｪﾈﾄ 白 750ML

ﾌﾟﾛｾｯｺ DOC ｽﾌﾟﾏﾝﾃ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾗ ｼﾞｬﾗ NV ｲﾀﾘｱ ﾌﾟﾛｾｯｺDOC 白 750ML

ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘ-ｼﾞｮ ﾛｾﾞ VSQ ｽﾌﾟﾏﾝﾃ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾗ ｼﾞｬﾗ NV ｲﾀﾘｱ ｳﾞｪﾈﾄ ロゼ 750ML

ﾌﾟﾛｾｯｺ ｴｸｽﾄﾗ ﾄﾞﾗｲ ﾋﾞｵ ﾗﾌｧｴﾙ ﾀﾞﾙ ﾎﾞ NV ｲﾀﾘｱ ﾌﾟﾛｾｯｺDOC 白 750ML

ﾛｾﾞ ｴｸｽﾄﾗ ﾄﾞﾗｲ ﾋﾞｵ ﾗﾌｧｴﾙ ﾀﾞﾙ ﾎﾞ NV ｲﾀﾘｱ ｳﾞｪﾈﾄ ロゼ 750ML

ﾀﾌﾞﾙﾉ ﾌｧﾗﾝｷﾞ-ﾅ ﾌｧｯﾄﾘｱ ﾗ ﾘｳﾞｫﾙﾀ 2013 ｲﾀﾘｱ ｻﾝﾆｵDOC 白 750ML

ｱﾘｱﾆｺ ﾃﾞﾙ ﾀﾌﾞﾙﾉ DOC ﾌｧｯﾄﾘｱ ﾗ ﾘｳﾞｫﾙﾀ 2010 ｲﾀﾘｱ ｱﾘｱﾆｺ ﾃﾞﾙ ﾀﾌﾞﾙﾉDOC 赤 750ML

ﾋﾟｱﾝ ﾃﾞﾙ ﾁｬﾝﾎﾟﾛ ﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃｨ-ﾈ 2012 ｲﾀﾘｱ ﾄｽｶ-ﾅIGT 赤 750ML

ﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃｨ-ﾈ ﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃｨ-ﾈ 2011 ｲﾀﾘｱ ﾄｽｶ-ﾅIGT 赤 750ML

ﾚ ﾍﾟﾙｺﾞ-ﾚ ﾄﾙﾃ ﾓﾝﾃｳﾞｪﾙﾃｨ-ﾈ 2011 ｲﾀﾘｱ ﾄｽｶ-ﾅIGT 赤 750ML

ﾋﾞｱﾝｺ ｾｯｺ ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ ｸｲﾝﾀﾚｯﾘ 2012 ｲﾀﾘｱ ｳﾞｪﾈﾄ 白 750ML

ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ ｸﾗｼｺ ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ ｸｲﾝﾀﾚｯﾘ 2005 ｲﾀﾘｱ ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗDOC 赤 750ML

ﾛｯｿ ﾃﾞﾙ ﾍﾞﾋﾟ ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ ｸｲﾝﾀﾚｯﾘ 2002 ｲﾀﾘｱ ｳﾞｪﾈﾄ 赤 750ML

ｻﾝｾ-ﾙ ﾌﾞﾗﾝ ｼｬﾄ- ﾃﾞｭ ﾉｾﾞ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾃﾞｭ ﾉｾﾞ 2012 ﾌﾗﾝｽ ｻﾝｾ-ﾙ 白 750ML

ﾌﾞ-ｽﾞﾛﾝ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾄﾞ ｳﾞｨﾚ-ﾇ 2012 ﾌﾗﾝｽ ﾌﾞ-ｽﾞﾛﾝ 白 750ML

ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ﾌﾟﾌｨﾝｽﾍﾞﾙｸﾞ ｶﾐ-ﾕ ﾌﾞﾗｳﾝ 2012 ﾌﾗﾝｽ ｱﾙｻﾞｽ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ 白 750ML

ｸﾛ ﾄﾞ ﾗ ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝ ﾆｺﾗ ｼﾞｮﾘ- 2012 ﾌﾗﾝｽ ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝ 白 750ML

ｹﾞｳﾞｭﾙﾂﾄﾗﾐﾈ-ﾙ ｷｭﾍﾞ ﾃｵ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｳﾞｧｲﾝﾊﾞｯｸ 2013 ﾌﾗﾝｽ ｱﾙｻﾞｽ 白 750ML

ｲﾑｳﾞｧｲﾝｹﾞﾋﾞﾙｹﾞｸﾞﾘｭﾅ-ﾌｪﾙﾄﾘ-ﾅ- ﾌｪﾀﾞ-ｼｭﾋﾟ-ﾙ ﾆｺﾗｲﾎ-ﾌ 2013 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｳﾞｧｯﾊｳ 白 750ML

ｴﾘｻﾞﾍﾞ-ﾄ ﾆｺﾗｲﾎ-ﾌ 2012 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｳﾞｧｯﾊｳ 白 750ML

ﾌｧｳｽﾄ ｸｨﾝﾃｯｻ 2011 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 赤 750ML

ｸｨﾝﾃｯｻ ｸｨﾝﾃｯｻ 2010 ｱﾒﾘｶ ﾗｻﾞﾌｫ-ﾄﾞ 赤 750ML

チェレットチェレットチェレットチェレット

アルバロアルバロアルバロアルバロ　　　　パラシオスパラシオスパラシオスパラシオス

ボンテッラボンテッラボンテッラボンテッラ

ドメーヌドメーヌドメーヌドメーヌ　　　　プリューレプリューレプリューレプリューレ　　　　ロックロックロックロック
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