
ワイン名 生産者名 VIN 色 国 産地 参考上代 備考

アンリオ ファミリー　【生産者来日】

ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｽ-ｳﾞｪﾗﾝ ｱﾝﾘｵ NV 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾝﾊﾟ-ﾆｭ 6,900

ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞ ﾌﾞﾗﾝ ｱﾝﾘｵ NV 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾝﾊﾟ-ﾆｭ 8,500

ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾛｾﾞ ｱﾝﾘｵ NV ロゼ ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾝﾊﾟ-ﾆｭ 9,500

ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾐﾚｼﾞﾒ ｱﾝﾘｵ 2008 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾝﾊﾟ-ﾆｭ 11,800

ｷｭｳﾞｪ ｴﾒﾗ ｱﾝﾘｵ 2005 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾝﾊﾟ-ﾆｭ 25,400 お一人様1杯限り

ｼｬﾌﾞﾘ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ 2017 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾌﾞﾘ 3,930

ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ｳﾞｧｲﾖﾝ ﾒｿﾞﾝ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ 2016 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 5,400

ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ﾚ ｸﾛ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ 2016 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ 17,000

ﾌﾙ-ﾘ- ﾗ ﾚｾﾞﾙｳﾞ ｳﾞｨﾗ ﾎﾟﾝｼｱｺﾞ 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾌﾙ-ﾘ- 2,680

ﾌﾙ-ﾘ- ﾗ ﾛｯｼｭ ﾑﾘｴ-ﾙ ｳﾞｨﾗ ﾎﾟﾝｼｱｺﾞ 2015 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾌﾙ-ﾘ- 6,500

ドメーヌ アンヌ・フランソワーズ グロ　【生産者来日】

ﾎﾞ-ﾇ ﾚ ﾓﾝﾄﾙｳﾞﾉ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｱﾝﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ-ｽﾞ ｸﾞﾛ 2017 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 12,500

ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｱﾝﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ-ｽﾞ ｸﾞﾛ 2014 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 4,790

ｻｳﾞｨﾆ- ﾚ ﾎﾞ-ﾇ ｸﾛ ﾃﾞ ｹﾞｯﾄ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｱﾝﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ-ｽﾞ ｸﾞﾛ 2014 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻｳﾞｨﾆ-・ﾚ・ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 9,400

ｳﾞｫ-ﾇ ﾛﾏﾈ ｸﾛ ﾄﾞ ﾗ ﾌｫﾝﾃ-ﾇ ﾓﾉﾎﾟ-ﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｱﾝﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ-ｽﾞ ｸﾞﾛ 2014 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｳﾞｫ-ﾇ・ﾛﾏﾈ 11,500

ｳﾞｫ-ﾇ ﾛﾏﾈ ｵ- ﾚｱ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｱﾝﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ-ｽﾞ ｸﾞﾛ 2015 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｳﾞｫ-ﾇ・ﾛﾏﾈ 11,600

ﾘｼｭﾌﾞ-ﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｱﾝﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ-ｽﾞ ｸﾞﾛ 2013 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾘｼｭﾌﾞ-ﾙ 89,200 お一人様1杯限り

ソル ベニ　【生産者来日】

ｿﾙ ﾍﾞﾆ 3-4-3 ｿﾙ ﾍﾞﾆ 3-4-3 2014 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝ・ﾃﾐﾘｵﾝ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ 10,000

ｿﾙ ﾍﾞﾆ 3-4-3 ｿﾙ ﾍﾞﾆ 3-4-3 2015 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝ・ﾃﾐﾘｵﾝ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ 11,000

ｿﾙ ﾍﾞﾆ 3-4-3 ｿﾙ ﾍﾞﾆ 3-4-3 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝ・ﾃﾐﾘｵﾝ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ 11,500

ジッラルディ　【生産者来日】

ﾏｴｽﾄﾗ ﾄﾞﾙﾁｪｯﾄ ﾄﾞﾘｱ-ﾆ ｼﾞｯﾗﾙﾃﾞｨ 2016 赤 ｲﾀﾘｱ DOCG ﾄﾞﾘｱ-ﾆ 2,650

ﾊﾘｽ ﾗﾝｹﾞ ﾛｯｿ ｼﾞｯﾗﾙﾃﾞｨ 2015 赤 ｲﾀﾘｱ DOC ﾗﾝｹﾞﾛｯｿ 9,900

ﾊﾞﾛ-ﾛ ｼﾞｯﾗﾙﾃﾞｨ 2013 赤 ｲﾀﾘｱ DOCG ﾊﾞﾛ-ﾛ 9,900

ｱﾙﾈｲｽ ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ ﾁｪﾚｯﾄ 2017 白 ｲﾀﾘｱ DOC ﾗﾝｹﾞｱﾙﾈｲｽ 3,380

ﾓﾝｿﾙﾄﾞ ﾗﾝｹﾞ ﾛｯｿ ﾁｪﾚｯﾄ 2016 赤 ｲﾀﾘｱ DOC ﾗﾝｹﾞﾛｯｿ 3,560

ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ ﾁｪﾚｯﾄ 2015 赤 ｲﾀﾘｱ DOCG ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ 6,500

ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ ｱｼﾞﾘ ﾁｪﾚｯﾄ 2013 赤 ｲﾀﾘｱ DOCG ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ 17,900
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ワイン名 生産者名 VIN 色 国 産地 参考上代 備考

ボデガス プロトス　【生産者来日】

ﾌﾟﾛﾄｽ ﾍﾞﾙﾃﾞﾎ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾌﾟﾛﾄｽ 2017 白 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾙｴﾀﾞ 1,770

ﾌﾟﾛﾄｽ ﾍﾞﾙﾃﾞﾎ ﾊﾞﾘｶ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾌﾟﾛﾄｽ 2016 白 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾙｴﾀﾞ 3,400

ﾌﾟﾛﾄｽ ﾛｻ-ﾄﾞ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾌﾟﾛﾄｽ 2017 ロゼ ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾘﾍﾞﾗ ﾃﾞﾙ ﾄﾞｩｴﾛ 1,990

ﾌﾟﾛﾄｽ ﾛﾌﾞﾚ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾌﾟﾛﾄｽ 2016 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾘﾍﾞﾗ ﾃﾞﾙ ﾄﾞｩｴﾛ 2,150

ﾌﾟﾛﾄｽ ｸﾘｱﾝｻ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾌﾟﾛﾄｽ 2014 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾘﾍﾞﾗ ﾃﾞﾙ ﾄﾞｩｴﾛ 3,840

ﾌﾟﾛﾄｽ27 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾌﾟﾛﾄｽ 2015 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾘﾍﾞﾗ ﾃﾞﾙ ﾄﾞｩｴﾛ 4,200

ﾌﾟﾛﾄｽ ｸﾞﾗﾝ ﾚｾﾙﾊﾞ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾌﾟﾛﾄｽ 2012 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾘﾍﾞﾗ ﾃﾞﾙ ﾄﾞｩｴﾛ 9,000

ｾﾚｸｼｵﾝ ﾌｨﾝｶ ｴﾙ ｸﾞﾗﾎ ﾋﾞｴﾎ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾌﾟﾛﾄｽ 2015 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾘﾍﾞﾗ ﾃﾞﾙ ﾄﾞｩｴﾛ 11,500

ハイド ド ヴィレーヌ　【生産者来日】

ｶ-ﾈﾛｽ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾊｲﾄﾞ ﾄﾞ ｳﾞｨﾚ-ﾇ 2014 白 ｱﾒﾘｶ AVA ﾛｽ ｶ-ﾈﾛｽ 12,200

ｶ-ﾈﾛｽ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾊｲﾄﾞ ﾄﾞ ｳﾞｨﾚ-ﾇ 2016 白 ｱﾒﾘｶ AVA ﾛｽ ｶ-ﾈﾛｽ 12,200

ｲｸﾞﾅｼｱ ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ ﾊｲﾄﾞ ﾄﾞ ｳﾞｨﾚ-ﾇ 2016 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ﾛｽ ｶ-ﾈﾛｽ 21,500

ﾍﾞﾙ ｸｼﾞ-ﾇ ﾊｲﾄﾞ ﾄﾞ ｳﾞｨﾚ-ﾇ 2014 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ﾛｽ ｶ-ﾈﾛｽ 13,400

ｶﾘﾌｫﾙﾆｵ ｼﾗ- ﾊｲﾄﾞ ﾄﾞ ｳﾞｨﾚ-ﾇ 2015 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ﾛｽ ｶ-ﾈﾛｽ 14,900

ブルゴーニュ アペラシオン比較

ｼﾞｭｳﾞﾚ ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼﾞｭｳﾞﾚ・ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ 7,100

ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ ﾐｭｼﾞﾆ- ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ・ﾐｭｼﾞﾆ- 8,300

ｳﾞｫ-ﾇ ﾛﾏﾈ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｳﾞｫ-ﾇ・ﾛﾏﾈ 9,700

ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾚ ｶｲﾕ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾆｭｲ・ｻﾝ・ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 15,200

ﾙ ｺﾙﾄﾝ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｺﾙﾄﾝ 17,400

ｻｳﾞｨﾆ- ﾚ ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻｳﾞｨﾆ-・ﾚ・ﾎﾞ-ﾇ 4,470

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 ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 15,100

ﾎﾞ-ﾇ ﾃﾞｭ ｼｬﾄ- ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 5,900

ｳﾞｫﾙﾈ- ｶｲﾕﾚ ｱﾝｼｪﾝﾇ ｷｭｳﾞｪ ｶﾙﾉ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｳﾞｫﾙﾈ- ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 11,800

ﾑﾙｿ- ﾚ ｸﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾑﾙｿ- 7,900

ﾋﾟｭﾘﾆ- ﾓﾝﾗｯｼｪ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾋﾟｭﾘﾆ-・ﾓﾝﾗｯｼｪ 8,900

ｼｬｻ-ﾆｭ ﾓﾝﾗｯｼｪ ﾌﾞﾗﾝ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬｻ-ﾆｭ・ﾓﾝﾗｯｼｪ 8,600

春を楽しむ ロゼ

ﾃｯﾚ ｶｻ-ﾘ ﾁｪﾗｽｵﾛ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ ｷｭ-ｻﾞ ｸﾞﾗﾝﾃﾞ 2017 ロゼ ｲﾀﾘｱ DOC ﾁｪﾗｽｵｰﾛ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｵ 1,290

ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- ﾛｾﾞ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2017 ロゼ ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 2,150

ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ ﾙ ﾛｾﾞ ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ 2016 ロゼ ﾁﾘ DO ﾗﾍﾟﾙｳﾞｧﾚ- 2,150

ｴﾄﾞﾆｽﾞﾑ ﾛｾﾞ ｼﾞｪﾗ-ﾙ ﾍﾞﾙﾄﾗﾝ 2016 ロゼ ﾌﾗﾝｽ IGP ﾍﾟｲﾄﾞｯｸ 2,360

ﾍﾞﾙｸﾞｧﾙﾄﾞ ﾛｾﾞ ﾏｯﾂｪｲ ﾍﾞﾙｸﾞｧﾙﾄﾞ 2017 ロゼ ｲﾀﾘｱ IGP ﾄｽｶ-ﾅ 2,670

ｻﾝｾ-ﾙ ﾛｾﾞ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾃﾞｭ ﾉｾﾞ 2017 ロゼ ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝｾ-ﾙ 3,200

ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ ﾛｾﾞ ｲ-ﾗｽ 2017 ロゼ ｱﾒﾘｶ ｵﾚｺﾞﾝ 3,360

ｸﾞﾗﾝ ｳﾞｧﾝ ﾛｾﾞ ｼｬﾄ- ﾄﾞ ﾗ ｽｼﾞｮ-ﾙ 2017 ロゼ ﾌﾗﾝｽ AOP ﾏﾙﾍﾟｰﾙ 5,900
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世界各国のスパークリング

ﾌﾟﾛｾｯｺ ｽﾌﾟﾏﾝﾃ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾗ ｼﾞｬﾗ NV 白 ｲﾀﾘｱ DOC ﾌﾟﾛｾｯｺ 1,950

ｳﾞｨｯﾗ ﾏﾙﾁｪｯﾛ ﾌﾟﾛｾｯｺ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾐﾚｼﾞﾏ-ﾄ ﾏｯﾂｪｲ ｳﾞｨｯﾗ ﾏﾙﾁｪｯﾛ 2017 白 ｲﾀﾘｱ DOC ﾌﾟﾛｾｯｺ 1,970

ﾐｯｼｪﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ NV 白 ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 2,490

ｸﾚﾏﾝ ﾄﾞ ﾛﾜ-ﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾐｼｮ- NV 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｸﾚﾏﾝ ﾄﾞ ﾛﾜ-ﾙ 2,490

DV ｶﾃﾅ ﾅﾁｭ-ﾙ ｶﾃﾅ NV 白 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 3,180

ｸﾚﾏﾝ ﾄﾞ ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ ﾐｸﾙｽｷ NV 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｸﾚﾏﾝ ﾄﾞ ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 4,040

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｷｭｳﾞｪ ｼﾞｬﾝﾂ NV 白 ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ GI ﾀｽﾏﾆｱ 4,610

ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｾﾞｸﾄ ｴｸｽﾄﾗﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ 2015 白 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 4,720

高評価ワイン

ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺ ﾘｾﾞﾙｳﾞｧ ｾﾙ ﾗﾎﾟ ﾏｯﾂｪｲ ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ 2015 赤 ｲﾀﾘｱ DOCG ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺ ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ 3,360

ｲ-ﾃﾞﾝ ｳﾞｧﾚ- ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾋﾟｭ-ｼﾞ- ｳﾞｪｲﾙ 2015 白 ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ GI ｲ-ﾃﾞﾝ ｳﾞｧﾚ- 3,580

ｶﾃﾅ ｱﾙﾀ ﾏﾙﾍﾞｯｸ ｶﾃﾅ 2014 赤 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 6,300

ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ ｶｽﾃｯﾛ ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺ ｸﾞﾗﾝ ｾﾚﾂｨｵ-ﾈ ﾏｯﾂｪｲ ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ 2015 赤 ｲﾀﾘｱ DOCG ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺ ｸﾞﾗﾝ ｾﾚﾂｨｵ-ﾈ 6,700

ﾌｨﾝｶ ﾄﾞﾌｨ ｱﾙﾊﾞﾛ ﾊﾟﾗｼｵｽ 2016 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾌﾟﾘｵﾗ-ﾄ 9,900

ｷ-ﾄﾘｯﾋｬ- ｸﾞﾚ-ﾌｪﾝﾍﾞﾙｸ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾄﾛｯｹﾝ GG ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ 2016 白 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 10,000

ドメーヌ プリューレ・ロック

ﾗﾄﾞﾜ ﾙ ｸﾙ ﾙ-ｼﾞｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾟﾘｭ-ﾚ ﾛｯｸ 2015 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾗﾄﾞﾜ・ｾﾘﾆｨ 11,500 お一人様1杯限り

ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾟﾘｭ-ﾚ ﾛｯｸ 2014 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾆｭｲ・ｻﾝ・ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 18,800 お一人様1杯限り

ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨ-ﾆｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾟﾘｭ-ﾚ ﾛｯｸ 2012 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾆｭｲ・ｻﾝ・ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 22,400 お一人様1杯限り

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 2011 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾆｭｲ・ｻﾝ・ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 56,700 お一人様1杯限り

ボルドーグランヴァン　垂直・水平体験　※別途500円いただきます

ｼｬﾄ- ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ ｼｬﾄ- ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ 1996 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝｼﾞｭﾘｱﾝ 28,400

ｼｬﾄ- ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ ｼｬﾄ- ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ 2002 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝｼﾞｭﾘｱﾝ 9,700

ｼｬﾄ- ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ ｼｬﾄ- ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ 2008 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝｼﾞｭﾘｱﾝ 11,000

ｼｬﾄ- ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ ｼｬﾄ- ﾗｸﾞﾗﾝｼﾞｭ 2014 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝｼﾞｭﾘｱﾝ 7,400

ｼｬﾄ- ﾗﾝｼｭ ﾊﾞ-ｼﾞｭ ｼｬﾄ- ﾗﾝｼｭ ﾊﾞ-ｼﾞｭ 2014 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾎﾟ-ｲﾔｯｸ 18,400

ｼｬﾄ- ﾌﾞﾗﾈ-ﾙ ﾃﾞｭｸﾘｭ ｼｬﾄ- ﾌﾞﾗﾈ-ﾙ ﾃﾞｭｸﾘｭ 2014 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝｼﾞｭﾘｱﾝ 9,100

ｼｬﾄ- ﾃﾞｭ ﾃﾙﾄﾙ ｼｬﾄ- ﾃﾞｭ ﾃﾙﾄﾙ 2014 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾏﾙｺﾞ- 6,300

ファインズスタッフが選ぶ「毎日でも飲みたい1本」と「知られざるおすすめワイン」

アイテムは後日発表。お楽しみに！

ブラインドテイスティング体験

？？？

第9回ファインズチャリティ試飲会
出品ワインリスト

※出品ワイン、ヴィンテージは予告なく変更となる場合がございます。
※本リストの掲載順は、当日の試飲順とは異なります。
※全てのワインはなくなり次第終了となります。
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※掲載の参考上代は2019年2月1日時点の税抜価格です。



２０１９年３月２日(土)

有料試飲メニュー

３０ｍｌ 3,0００円

シャトー ラフィット ロートシルト 1998
Château Lafite Rothschild  750ml

３０ｍｌ 1,5００円

ドメーヌ ブシャール ペール エ フィス

ボ－ヌ グレ－ヴ ヴィ－ニュ ド ランファン ジェズュ 2003
Domaine Bouchard Père et Fils Beaune Grèves Vigne de l'Enfant Jésus 1,500ml

３０ｍｌ 3,０００円

ドメーヌ ド ラ ロマネ・コンティ エシェゾー 2003
Domaine de la Romanée-Conti Échézeaux  1,500ml

３０ｍｌ 8,０００円

ドメーヌ ド ラ ロマネ・コンティ モンラッシェ 2003
Domaine de la Romanée-Conti Montrachet  750ml

３０ｍｌ 1,０００円

アス－ 6プットニョシュ トカイ オレムス 2006
Tokaj-Oremus Tokaji Aszú 6 Puttonyos 500ml

事前販売対象

事前販売対象


