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1111 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

2222 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

3333 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

4444 ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾐﾚｼﾞﾒ ｱﾝﾘｵ 2006 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ 白

5555 ｷｭﾍﾞ ｱﾝｼｬﾝﾃﾙ-ﾙ ｱﾝﾘｵ 2000 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ 白 ✤お一人様1回の試飲となります

1111 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

2222 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) 2013 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 白

3333 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) 2013 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 白

4444 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) 2013 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ 白

5555 ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ﾌﾞ-ｸﾞﾛ  ｺ-ﾄ ﾌﾞ-ｸﾞﾛ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2013 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ 白

6666 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) 2013 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ 白

1111 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

2222 ﾋﾟｭﾘﾆ- ﾓﾝﾗｯｼｪ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾋﾟｭﾘﾆ-・ﾓﾝﾗｯｼｪ 白

3333 ﾑﾙｿｰ ｼﾞｭﾇｳﾞﾘｴｰﾙ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 2012 ﾌﾗﾝｽ ﾑﾙｿｰ 白

4444 ﾓﾝﾃﾘ- ﾚ ﾃﾞｭﾚｽ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 2011 ﾌﾗﾝｽ ﾓﾝﾃﾘ- ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 赤

5555 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

6666 ｼﾞｭｳﾞﾚ ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 2013 ﾌﾗﾝｽ ｼﾞｭｳﾞﾚ・ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ 赤

7777 ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ ﾐｭｼﾞﾆ- ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 2012 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ・ﾐｭｼﾞﾆ- 赤

8888 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

1111 ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ﾙ-ｼﾞｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 赤

2222 ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ﾙ-ｼﾞｭ VV ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 赤

3333 ｼﾞｭｳﾞﾚ ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ 2013 ﾌﾗﾝｽ ｼﾞｭｳﾞﾚ・ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ 赤

4444 ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾚ ﾐｭﾙｼﾞｪ ﾃﾞ ｸﾗ VV ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾆｭｲ・ｻﾝ・ｼﾞｮﾙｼﾞｭ 赤

5555 ﾓﾚ ｻﾝ ﾄﾞﾆ ﾗ ﾘｭ ﾄﾞ ｳﾞｪﾙｼﾞｨ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾓﾚ・ｻﾝ・ﾄﾞﾆ 赤

6666 ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ ﾐｭｼﾞﾆ- VV ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ 2013 ﾌﾗﾝｽ ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ・ﾐｭｼﾞﾆ- 赤

7777 ﾓﾚ ｻﾝ ﾄﾞﾆ ﾗ ﾘｵｯﾄ VV ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾓﾚ・ｻﾝ・ﾄﾞﾆ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 赤 ✤お一人様1回の試飲となります

8888 ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾗ ﾘｼｭﾓ-ﾇ VV ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ 2013 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 ✤お一人様1回の試飲となります

9999 ﾏｿﾞﾜｲｴ-ﾙ ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ VV ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ 2013 ﾌﾗﾝｽ ﾏｿﾞﾜｲｴ-ﾙ・ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ 赤 ✤お一人様1回の試飲となります

1111 ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ ﾚ ｳﾞｭ- ｸﾛ ﾆｺﾗ ｼﾞｮﾘ- 2011 ﾌﾗﾝｽ ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ 白

2222 ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ ﾚ ｳﾞｭ- ｸﾛ ﾆｺﾗ ｼﾞｮﾘ- 2012 ﾌﾗﾝｽ ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ 白

3333 ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ ﾚ ｳﾞｭ- ｸﾛ ﾆｺﾗ ｼﾞｮﾘ- 2013 ﾌﾗﾝｽ ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ 白

4444 ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ ﾚ ｳﾞｭ- ｸﾛ ﾆｺﾗ ｼﾞｮﾘ- 2014 ﾌﾗﾝｽ ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ 白

5555 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

6666 ｸﾛ ﾄﾞ ﾗ ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝ ﾆｺﾗ ｼﾞｮﾘ- 2013 ﾌﾗﾝｽ ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝ 白

7777 ｸﾛ ﾄﾞ ﾗ ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝ ﾆｺﾗ ｼﾞｮﾘ- 2014 ﾌﾗﾝｽ ｻｳﾞﾆｴ-ﾙ ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝ 白

1111 ｱﾙﾈｲｽ ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ ﾁｪﾚｯﾄ 2014 ｲﾀﾘｱ ﾗﾝｹﾞｱﾙﾈｲｽDOC 白

2222 ﾓﾝｿﾙﾄﾞ ﾁｪﾚｯﾄ 2012 ｲﾀﾘｱ ﾗﾝｹﾞﾛｯｿDOC 赤

3333 ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ ﾁｪﾚｯﾄ 2013 ｲﾀﾘｱ ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺDOCG 赤

4444 ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ ﾍﾞﾙﾅﾙﾄﾞｯﾄ ﾁｪﾚｯﾄ 2012 ｲﾀﾘｱ ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺDOCG 赤

5555 ﾊﾞﾛ-ﾛ ﾁｪﾚｯﾄ 2011 ｲﾀﾘｱ ﾊﾞﾛ-ﾛDOCG 赤

6666 ﾊﾞﾛ-ﾛ ﾌﾞﾙﾅ-ﾃ ﾁｪﾚｯﾄ 2011 ｲﾀﾘｱ ﾊﾞﾛ-ﾛDOCG 赤 ✤お一人様1回の試飲となります

7777 ﾊﾞﾛ-ﾛ ﾌﾟﾗﾎﾟ ﾁｪﾚｯﾄ 2011 ｲﾀﾘｱ ﾊﾞﾛ-ﾛDOCG 赤 ✤お一人様1回の試飲となります

8888 ﾊﾞﾛ-ﾛ ﾌﾞﾘｯｺ ﾛｯｹ ﾁｪﾚｯﾄ 2011 ｲﾀﾘｱ ﾊﾞﾛ-ﾛDOCG 赤 ✤お一人様1回の試飲となります
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FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----6732673267326732----8606860686068606

第6回 ファインズ チャリティ試飲会 ワインリスト
世界遺産 ＆ 自然との共存 〜サステイナブルなワイン造り〜

【ご注意ください】 ※※※※出品出品出品出品アイテムアイテムアイテムアイテム、、、、ヴィンテージはヴィンテージはヴィンテージはヴィンテージは変更変更変更変更になるになるになるになる可能性可能性可能性可能性がございますがございますがございますがございます。。。。予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。

※出品アイテムの順番は、試飲順番とは異なります。

※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。

【【【【✤✤✤✤】】】】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。。。。
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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：：：：03030303----6732673267326732----8600860086008600

FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----6732673267326732----8606860686068606

第6回 ファインズ チャリティ試飲会 ワインリスト
世界遺産 ＆ 自然との共存 〜サステイナブルなワイン造り〜

【ご注意ください】 ※※※※出品出品出品出品アイテムアイテムアイテムアイテム、、、、ヴィンテージはヴィンテージはヴィンテージはヴィンテージは変更変更変更変更になるになるになるになる可能性可能性可能性可能性がございますがございますがございますがございます。。。。予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。

※出品アイテムの順番は、試飲順番とは異なります。

※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。

【【【【✤✤✤✤】】】】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。。。。

1111
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

2222 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-ｽﾏﾗｸﾄ ﾆｺﾗｲﾎ-ﾌ 2010 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｳﾞｧｯﾊｳ 白

3333 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

4444 ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾆｺﾗｲﾎ-ﾌ 2011 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｳﾞｧｯﾊｳ 白

5555 ﾌｫﾝ ｼｭﾀｲﾝ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾌｪﾀﾞ-ｼｭﾋﾟ-ﾙ ﾆｺﾗｲﾎ-ﾌ 2006 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｳﾞｧｯﾊｳ 白

6666 ｼｭﾀｲﾅ- ﾌﾝﾄ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾚｾﾞﾙﾌﾞ ﾆｺﾗｲﾎ-ﾌ 2010 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｸﾚﾑｽﾀ-ﾙ 白

1111 ﾐｯｼｪﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ NV ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 白

2222 ﾐｯｼｪﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾛｾﾞ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ NV ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- ロゼ

3333 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 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- 赤

4444 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 2014 ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 白

5555 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ  ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2014 ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 白

6666 ｺ-ﾙﾄﾞ ｸﾘ-ｸ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ 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

7777 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

8888 ｴﾛｲｶ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｴﾛｲｶ 2012 ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 白

9999 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- ｼﾗ- ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2011 ｱﾒﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 赤

10101010 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ 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- 赤

11111111 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

12121212 ｺﾙ ｿﾗ-ﾚ ｺﾙ ｿﾗ-ﾚ 2012 ｱﾒﾘｶ ﾚｯﾄﾞ ﾏｳﾝﾃﾝ 赤

13131313 ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘ  ｲ-ﾗｽ 2014 ｱﾒﾘｶ ｵﾚｺﾞﾝ 白

14141414 ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ  ｲ-ﾗｽ 2013 ｱﾒﾘｶ ｵﾚｺﾞﾝ 赤

15151515 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

16161616 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 2014 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 白

17171717 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

18181818 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

19191919 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 2012 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 赤

20202020 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 2012 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 赤 ✤お一人様1回の試飲となります

21212121 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 2012 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 赤 ✤お一人様1回の試飲となります

22222222 ｶｽｸ23 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 2012 ｱﾒﾘｶ ﾅﾊﾟ 赤 ✤お一人様1回の試飲となります

1111 ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ  ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ 2014 ﾁﾘ ﾗﾍﾟﾙｳﾞｧﾚ- 白

2222 ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ ｼｬﾙﾄﾞﾈ  ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ 2013 ﾁﾘ ｶｻﾌﾞﾗﾝｶｳﾞｧﾚ- 白

3333 ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ ｶﾙﾒﾈ-ﾙ  ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ 2013 ﾁﾘ ﾗﾍﾟﾙｳﾞｧﾚ- 赤

4444 ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ  ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ 2013 ﾁﾘ ﾗﾍﾟﾙｳﾞｧﾚ- 赤

5555 ｷｭｳﾞｪ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ 2013 ﾁﾘ ｶｻﾌﾞﾗﾝｶｳﾞｧﾚ- 白

6666 ｷｭｳﾞｪ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ﾒﾙﾛ ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ 2013 ﾁﾘ ｺﾙﾁｬｸﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 赤

7777 ｷｭｳﾞｪ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ 2013 ﾁﾘ ｺﾙﾁｬｸﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 赤

8888 ｷｭｳﾞｪ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ 2007 ﾁﾘ ｺﾙﾁｬｸﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 赤 参考出品

9999 ｸﾛ ｱﾊﾟﾙﾀ ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ 2012 ﾁﾘ ｺﾙﾁｬｸﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 赤

1111 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 2013 ﾌﾗﾝｽ ｻﾝｾ-ﾙ 白

2222 ｻﾝｾ-ﾙ ﾛｾﾞ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾃﾞｭ ﾉｾﾞ 2014 ﾌﾗﾝｽ ｻﾝｾ-ﾙ ロゼ

3333 ｼﾙｳﾞｧﾈ-ﾙ ｶﾐ-ﾕ ﾌﾞﾗｳﾝ 2014 ﾌﾗﾝｽ ｱﾙｻﾞｽ 白

4444 ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｶﾐ-ﾕ ﾌﾞﾗｳﾝ 2014 ﾌﾗﾝｽ ｱﾙｻﾞｽ 白

5555 ｹﾞｳﾞｭﾙﾂﾄﾗﾐﾈ-ﾙ ﾕﾌｫﾙﾂ ｶﾐ-ﾕ ﾌﾞﾗｳﾝ 2012 ﾌﾗﾝｽ ｱﾙｻﾞｽ 白

6666 ﾋﾟﾉ ﾌﾞﾗﾝ ﾚｾﾞﾙｳﾞ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｳﾞｧｲﾝﾊﾞｯｸ 2014 ﾌﾗﾝｽ ｱﾙｻﾞｽ 白

カミーユカミーユカミーユカミーユ　　　　ブラウンブラウンブラウンブラウン

ドメーヌドメーヌドメーヌドメーヌ　　　　ヴァインバックヴァインバックヴァインバックヴァインバック

ニコライホーフニコライホーフニコライホーフニコライホーフ

サンサンサンサン　　　　ミッシェルミッシェルミッシェルミッシェル　　　　ワインワインワインワイン　　　　エステーツエステーツエステーツエステーツ

ラポストールラポストールラポストールラポストール

ドメーヌドメーヌドメーヌドメーヌ　　　　デュデュデュデュ　　　　ノゼノゼノゼノゼ

2



製品名製品名製品名製品名 ドメーヌドメーヌドメーヌドメーヌ名名名名 VINVINVINVIN 国国国国 アペラシオンアペラシオンアペラシオンアペラシオン 色色色色 備考備考備考備考

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：：：：03030303----6732673267326732----8600860086008600

FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----6732673267326732----8606860686068606

第6回 ファインズ チャリティ試飲会 ワインリスト
世界遺産 ＆ 自然との共存 〜サステイナブルなワイン造り〜

【ご注意ください】 ※※※※出品出品出品出品アイテムアイテムアイテムアイテム、、、、ヴィンテージはヴィンテージはヴィンテージはヴィンテージは変更変更変更変更になるになるになるになる可能性可能性可能性可能性がございますがございますがございますがございます。。。。予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。

※出品アイテムの順番は、試飲順番とは異なります。

※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。

【【【【✤✤✤✤】】】】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。。。。

7777 ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘ ﾚｾﾞﾙｳﾞ ﾊﾟﾙﾃｨｷｭﾘｴ-ﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｳﾞｧｲﾝﾊﾞｯｸ 2013 ﾌﾗﾝｽ ｱﾙｻﾞｽ 白

8888 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 2014 ﾌﾗﾝｽ ｱﾙｻﾞｽ 白

9999 ﾏｺﾝ ｳﾞｨﾗ-ｼﾞｭ ﾃｳﾞﾈ ｴ ﾌｨｽ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾄﾞ ﾗ ﾎﾞﾝｸﾞﾗﾝ 2010 ﾌﾗﾝｽ ﾏｺﾝ ｳﾞｨﾗ-ｼﾞｭ 白

10101010 ｳﾞｨﾚ ｸﾚｯｾ ｷｭｳﾞｪ EJﾃｳﾞﾈ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾄﾞ ﾗ ﾎﾞﾝｸﾞﾗﾝ 2008 ﾌﾗﾝｽ ｳﾞｨﾚ ｸﾚｯｾ 白

11111111 ｼﾉﾝ ｿﾚｲﾕ ﾄﾞ ｸ-ﾚ-ﾇ ｼｬﾄ- ﾄﾞ ｸ-ﾚ-ﾇ 2013 ﾌﾗﾝｽ ｼﾉﾝ 赤

12121212 ｼﾉﾝ ﾗ ﾃﾞｨｱﾌﾞﾚｽ ｼｬﾄ- ﾄﾞ ｸ-ﾚ-ﾇ 2010 ﾌﾗﾝｽ ｼﾉﾝ 赤

13131313 ｸﾞﾘｭ-ﾅ- ﾌｪﾙﾄﾘ-ﾅ- ﾏｰﾙﾍﾞｱﾊﾟｰｸ ﾌﾘｯﾂ ｻﾛﾓﾝ 2013 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｳﾞｧ-ｸﾞﾗﾑ 白

14141414 ﾂｳﾞｧｲｹﾞﾙﾄ   ﾌﾘｯﾂ ｻﾛﾓﾝ 2011 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｳﾞｧ-ｸﾞﾗﾑ 赤

15151515 ﾌﾞﾗｳｱ- ﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞ-   ﾌﾘｯﾂ ｻﾛﾓﾝ 2014 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｳﾞｧ-ｸﾞﾗﾑ 赤

16161616 ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾄﾛｯｹﾝ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ 2014 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 白

17171717 ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｶﾋﾞﾈｯﾄ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ 2013 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 白

18181818
ｷ-ﾄﾘｯﾋｬ- ｸﾞﾚ-ﾌｪﾝﾍﾞﾙｸ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｼｭﾍﾟ-ﾄﾚ-ｾﾞ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ 2011 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 白

19191919 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

20202020 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

21212121 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

22222222 ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ ﾎﾞﾝﾃｯﾗ 2012 ｱﾒﾘｶ ﾒﾝﾄﾞｼ-ﾉ 赤

23232323 ｳﾞｨｵﾆｴ  ﾎﾞﾝﾃｯﾗ 2013 ｱﾒﾘｶ ﾒﾝﾄﾞｼ-ﾉ 白

24242424 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

25252525 ﾋﾞｱﾝｺ ｾｯｺ ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ ｸｲﾝﾀﾚｯﾘ 2014 ｲﾀﾘｱ ﾗﾝｹﾞｱﾙﾈｲｽDOC 白

26262626 ﾌﾟﾘﾓﾌｨｵ-ﾚ ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ ｸｲﾝﾀﾚｯﾘ 2011 ｲﾀﾘｱ ｳﾞｪﾈﾄ 赤

27272727 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 2007 ｲﾀﾘｱ ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗDOC 赤

28282828 ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺ ﾗﾝﾎﾟｯﾗ 2013 ｲﾀﾘｱ ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺDOCG 赤

29292929 ﾀﾞﾙﾁｪｵ ﾗﾝﾎﾟｯﾗ 2008 ｲﾀﾘｱ ﾄｽｶ-ﾅIGT 赤 ✤お一人様1回の試飲となります

30303030 ﾌﾟﾗｲﾍﾞ-ﾄ ﾘｻﾞ-ｳﾞ ﾌﾟﾛｳﾞｨﾀﾞﾝｽ 2013 ﾆｭ-ｼﾞ-ﾗﾝﾄﾞ ﾆｭ-ｼﾞ-ﾗﾝﾄﾞ 赤 ✤お一人様1回の試飲となります

31313131 ｼﾗ- ﾌﾟﾛｳﾞｨﾀﾞﾝｽ 2013 ﾆｭ-ｼﾞ-ﾗﾝﾄﾞ ﾆｭ-ｼﾞ-ﾗﾝﾄﾞ 赤 ✤お一人様1回の試飲となります

ジョゼッペジョゼッペジョゼッペジョゼッペ　　　　クインタレッリクインタレッリクインタレッリクインタレッリ

ランポッラランポッラランポッラランポッラ

プロヴィダンスプロヴィダンスプロヴィダンスプロヴィダンス

ドメーヌドメーヌドメーヌドメーヌ　　　　ドドドド　　　　ララララ　　　　ボングランボングランボングランボングラン

シャトーシャトーシャトーシャトー　　　　ドドドド　　　　クーレーヌクーレーヌクーレーヌクーレーヌ

フリッツフリッツフリッツフリッツ　　　　サロモンサロモンサロモンサロモン

ロバートロバートロバートロバート　　　　ヴァイルヴァイルヴァイルヴァイル

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

3


