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※掲載の参考上代は2020年１月1日時点の税抜価格です。

※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。

ワイン名 生産者名 VIN 色 国 産地 参考上代 備考

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 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

ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｽ-ｳﾞｪﾗﾝ ﾏｸﾞﾅﾑ ｱﾝﾘｵ NV 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾝﾊﾟ-ﾆｭ 14,300

ﾛｾﾞ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾐﾚｼﾞﾒ ｱﾝﾘｵ 2012 ロゼ ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾝﾊﾟ-ﾆｭ 14,500

ﾎﾞ- ﾌﾚ-ﾙ ｳﾞｨﾝﾔ-ﾄﾞ ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ ﾎﾞ- ﾌﾚ-ﾙ 2017 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ﾘﾎﾞﾝ ﾘｯｼﾞ 24,200 お一人様1杯限り

ｺﾙﾄﾝ ｼｬﾙﾙﾏ-ﾆｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2016 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｺﾙﾄﾝ・ｼｬﾙﾙﾏ-ﾆｭ 27,900 お一人様1杯限り

ﾎﾞ-ﾇ ﾃﾞｭ ｼｬﾄ- ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾙ-ｼﾞｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 2017 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 5,900

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 2017 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 15,100

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 2017 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 2015 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾑﾙｿ- 7,500

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 2017 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ 17,500 お一人様1杯限り

ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾓﾝﾏﾝ 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 ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 6,800

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

ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ｺ-ﾄ ﾄﾞ-ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ ﾐｸﾙｽｷ 2017 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ　ｺ-ﾄ　ﾄﾞ-ﾙ 4,990

ﾑﾙｿ- ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ ﾐｸﾙｽｷ 2017 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾑﾙｿ- 11,300

ﾑﾙｿ- ｼｬﾙﾑ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ ﾐｸﾙｽｷ 2017 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾑﾙｿ- ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ 21,500 お一人様1杯限り

ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ｺ-ﾄ ﾄﾞ-ﾙ ﾙ-ｼﾞｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ ﾐｸﾙｽｷ 2017 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ　ｺ-ﾄ　ﾄﾞ-ﾙ 4,700

ﾎﾟﾏ-ﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ ﾐｸﾙｽｷ 2017 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾎﾟﾏ-ﾙ 9,800

ｳﾆｺ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾍﾞｶﾞ ｼｼﾘｱ 2009 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾘﾍﾞﾗ ﾃﾞﾙ ﾄﾞｩｴﾛ 67,500 お一人様1杯限り

ﾊﾞﾙﾌﾞｴﾅ5 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾍﾞｶﾞ ｼｼﾘｱ 2014 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾘﾍﾞﾗ ﾃﾞﾙ ﾄﾞｩｴﾛ 22,500

ｱﾘｵﾝ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｲ ﾋﾞﾆｪ-ﾄﾞｽ ｱﾘｵﾝ 2015 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾘﾍﾞﾗ ﾃﾞﾙ ﾄﾞｩｴﾛ 13,300

ﾋﾟﾝﾃｨｱ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｲ ﾋﾞﾆｪ-ﾄﾞｽ ﾋﾟﾝﾃｨｱ 2014 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DO ﾄﾛ 9,000

ﾏｶﾝ ｸﾗｼｺ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾄﾞ ﾛ-ﾄｼﾙﾄ & ﾍﾞｶﾞ ｼｼﾘｱ 2015 赤 ｽﾍﾟｲﾝ DOCa ﾘｵﾊ 7,400

ﾏﾝﾄﾞﾗｽ ﾄｶｲ ｵﾚﾑｽ 2017 白 ﾊﾝｶﾞﾘ- PDO ﾄｶｲ 3,180

ｱｽ-3ﾌﾟｯﾄﾆｮｼｭ ﾄｶｲ ｵﾚﾑｽ 2013 白 ﾊﾝｶﾞﾘ- PDO ﾄｶｲ 6,500

アンリオ ファミリー　【生産者来日】

ドメーヌ　フランソワ　ミクルスキ　【生産者来日】

ベガ　シシリア　【生産者来日】



※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。

- 2 -

第10回ファインズチャリティ試飲会
出品ワインリスト

※掲載の参考上代は2020年１月1日時点の税抜価格です。

ワイン名 生産者名 VIN 色 国 産地 参考上代 備考

ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｴﾛｲｶ 2017 白 ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 4,080

ｴﾛｲｶ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｴﾛｲｶ 2013 白 ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 4,790

ﾐﾐ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2017 白 ｱﾒﾘｶ AVA ﾎ-ｽ ﾍｳﾞﾝ ﾋﾙｽﾞ 3,330

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 2017 白 ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 3,330

ｶﾇ- ﾘｯｼﾞ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2015 白 ｱﾒﾘｶ AVA ﾎ-ｽ ﾍｳﾞﾝ ﾋﾙｽﾞ 4,290

ﾐﾐ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2017 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ﾎ-ｽ ﾍｳﾞﾝ ﾋﾙｽﾞ 3,330

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 2016 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 3,330

ｶﾇ- ﾘｯｼﾞ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2015 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ﾎ-ｽ ﾍｳﾞﾝ ﾋﾙｽﾞ 5,000

ｺ-ﾙﾄﾞ ｸﾘ-ｸ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2015 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 5,000

ｲﾝﾋﾟﾀｽ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2015 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 26,800 お一人様1杯限り

ｻﾞ ﾊﾟﾝﾃﾞｨｯﾄ ｼﾗ- ﾃﾈｯﾄ 2016 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 5,000

ﾃﾈｯﾄ ｸﾞﾙﾅｯｼｭ ｼﾗ- ﾑ-ﾙｳﾞｪ-ﾄﾞﾙ ﾃﾈｯﾄ 2013 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 12,200

ｼｬｲﾆﾝｸﾞ ﾋﾙ ｺﾙ ｿﾗ-ﾚ 2013 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 8,600

ｺﾙ ｿﾗ-ﾚ ｺﾙ ｿﾗ-ﾚ 2013 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ﾚｯﾄﾞ ﾏｳﾝﾃﾝ 15,900

ﾌｫ- ｱﾎﾟｯｽﾙｽﾞ ﾌﾟﾛｳﾞｨﾀﾞﾝｽ 2014 赤 ﾆｭ-ｼﾞ-ﾗﾝﾄﾞ GI ﾏﾀｶﾅ 21,500 お一人様1杯限り

ｼﾗ- ﾌﾟﾛｳﾞｨﾀﾞﾝｽ 2014 赤 ﾆｭ-ｼﾞ-ﾗﾝﾄﾞ GI ﾏﾀｶﾅ 21,500 お一人様1杯限り

ﾌﾟﾗｲﾍﾞ-ﾄ ﾘｻﾞ-ｳﾞ ﾌﾟﾛｳﾞｨﾀﾞﾝｽ 2013 赤 ﾆｭ-ｼﾞ-ﾗﾝﾄﾞ GI ﾏﾀｶﾅ 21,500 お一人様1杯限り

ﾛｾﾞ ﾌﾟﾛｳﾞｨﾀﾞﾝｽ 2017 ロゼ ﾆｭ-ｼﾞ-ﾗﾝﾄﾞ GI ﾏﾀｶﾅ 12,500 お一人様1杯限り

ｸﾚﾏﾝ ﾀﾞﾙｻﾞｽ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｷｭｳﾞｪ ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾄﾞｯﾌﾟ ｵ ﾑ-ﾗﾝ NV 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｱﾙｻﾞｽ 2,670

ｸﾚﾏﾝ ﾀﾞﾙｻﾞｽ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞ ﾉﾜ-ﾙ ﾄﾞｯﾌﾟ ｵ ﾑ-ﾗﾝ 2016 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｱﾙｻﾞｽ 3,130

ｹﾞｳﾞｭﾙﾂﾄﾗﾐﾈ-ﾙ ﾄﾞｯﾌﾟ ｵ ﾑ-ﾗﾝ 2018 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｱﾙｻﾞｽ 2,790

ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾄﾞｯﾌﾟ ｵ ﾑ-ﾗﾝ 2018 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｱﾙｻﾞｽ 2,420

ｳﾞｨﾉﾌｫﾘｱ ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘ-ｼﾞｮ ｷｭ-ｻﾞ ｸﾞﾗﾝﾃﾞ 2018 白 ｲﾀﾘｱ IGP ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ 2,000

ｳﾞｨﾉｿﾌｨｱ ﾊﾟｯｾﾘ-ﾅ ｷｭ-ｻﾞ ｸﾞﾗﾝﾃﾞ 2018 白 ｲﾀﾘｱ IGP ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ 2,000

ｳﾞｨﾉｿﾌｨｱ ﾍﾟｺﾘ-ﾉ ｷｭ-ｻﾞ ｸﾞﾗﾝﾃﾞ 2018 白 ｲﾀﾘｱ IGP ｱﾌﾞﾙｯﾂｫ 2,000

ﾃｯﾚ ｶｻ-ﾘ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱ-ﾉ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ ｷｭ-ｻﾞ ｸﾞﾗﾝﾃﾞ 2018 赤 ｲﾀﾘｱ DOC ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱ-ﾉ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ 1,290

ドップ　オ　ムーラン　【来日生産者】

サンミッシェル　【来日生産者】

プロヴィダンス　【来日生産者】

キューザ　グランデ　【来日生産者】
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ワイン名 生産者名 VIN 色 国 産地 参考上代 備考

ｸﾞﾘｯﾛ ｶｾﾞﾏｯﾃ 2018 白 ｲﾀﾘｱ IGP ｼﾁﾘｱ 1,770

ﾍﾟﾛ-ﾛ ﾋﾞｱﾝｺ ｶｾﾞﾏｯﾃ 2017 白 ｲﾀﾘｱ IGP ｼﾁﾘｱ 2,790

ﾈﾛ ﾀﾞｳﾞｫﾗ ｶｾﾞﾏｯﾃ 2018 赤 ｲﾀﾘｱ IGP ｼﾁﾘｱ 1,770

ﾍﾟﾛ-ﾛ ﾛｯｿ ｶｾﾞﾏｯﾃ 2015 赤 ｲﾀﾘｱ IGP ｼﾁﾘｱ 2,790

ﾌｧﾛ ｶｾﾞﾏｯﾃ 2015 赤 ｲﾀﾘｱ DOC ﾌｧﾛ 4,500

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

ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾄﾛｯｹﾝ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ 2017 白 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 3,740

ｷ-ﾄﾘｯﾋｬ- ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾄﾛｯｹﾝ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ 2017 白 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 5,000

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 2018 白 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 10,000

ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ 2018 白 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 3,740

ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｶﾋﾞﾈｯﾄ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ 2018 白 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 4,290

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 2018 白 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾝｶﾞｳ 9,700

ﾄﾞﾘ- ﾃｨﾝﾄ ｱﾃﾞｶﾞﾏｲﾝ 2017 赤 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ IGP ﾘｽﾎﾞﾝ 1,500

ﾄﾞﾘ- ﾌﾞﾗﾝｺ ｱﾃﾞｶﾞﾏｲﾝ 2017 白 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ IGP ﾘｽﾎﾞﾝ 1,500

ｳﾞｨｵｼﾞ-ﾆｮ ｱﾃﾞｶﾞﾏｲﾝ 2016 白 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ IGP ﾘｽﾎﾞﾝ 2,500

ﾄｳﾘｶﾞ ﾅｼｮﾅﾙ ｱﾃﾞｶﾞﾏｲﾝ 2017 赤 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ IGP ﾘｽﾎﾞﾝ 2,500

ﾄﾞﾘ- ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ ﾃｨﾝﾄ ｱﾃﾞｶﾞﾏｲﾝ 2014 赤 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ IGP ﾘｽﾎﾞﾝ 2,990

ﾄﾞﾘ- ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ ﾌﾞﾗﾝｺ ｱﾃﾞｶﾞﾏｲﾝ 2016 白 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ IGP ﾘｽﾎﾞﾝ 2,990

ﾑﾛｽ ｱﾝﾃｨｺﾞｽ ｴｽｺﾘｬ ｱﾝｾﾙﾓ ﾒﾝﾃﾞｽ 2018 白 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ DOC ｳﾞｨ-ﾆｮ ｳﾞｪﾙﾃﾞ 1,500

ﾑﾛｽ ｱﾝﾃｨｺﾞｽ ﾛｳﾚｲﾛ ｱﾝｾﾙﾓ ﾒﾝﾃﾞｽ 2018 白 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ DOC ｳﾞｨ-ﾆｮ ｳﾞｪﾙﾃﾞ 1,770

ﾑﾛｽ ｱﾝﾃｨｺﾞｽ ｱﾙｳﾞｧﾘ-ﾆｮ ｱﾝｾﾙﾓ ﾒﾝﾃﾞｽ 2018 白 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ DOC ｳﾞｨ-ﾆｮ ｳﾞｪﾙﾃﾞ 2,360

ｸﾙﾁﾒﾝﾀ ｱﾙｳﾞｧﾘ-ﾆｮ ｱﾝｾﾙﾓ ﾒﾝﾃﾞｽ 2015 白 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ DOC ｳﾞｨ-ﾆｮ ｳﾞｪﾙﾃﾞ 5,400

ﾊﾟ-ｾﾗ ｳﾆｶ ｱﾙｳﾞｧﾘ-ﾆｮ ｱﾝｾﾙﾓ ﾒﾝﾃﾞｽ 2017 ke ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ DOC ｳﾞｨ-ﾆｮ ｳﾞｪﾙﾃﾞ 6,000

ﾊﾟﾙﾄﾞｩｽｺ ｱﾝｾﾙﾓ ﾒﾝﾃﾞｽ 2015 赤 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ DOC ｳﾞｨ-ﾆｮ ｳﾞｪﾙﾃﾞ 1,770

カゼマッテ　【来日生産者】

ロバート　ヴァイル 【来日生産者】

アデガマイン 【来日生産者】

アンセルモ　メンデス　【来日生産者】
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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2020年１月1日時点の税抜価格です。

ワイン名 生産者名 VIN 色 国 産地 参考上代 備考

ｸﾛ ﾄﾞ ﾗ ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝ　 ﾆｺﾗ ｼﾞｮﾘ- 2017 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝ 12,300 1週間前抜栓

ｸﾛ ﾄﾞ ﾗ ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝ　 ﾆｺﾗ ｼﾞｮﾘ- 2017 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｸﾚ ﾄﾞ ｾﾗﾝ 12,300 当日抜栓

ｺ-ﾄ ﾃﾞｭ ｼﾞｭﾗ ﾊﾞﾗﾉｽﾞ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾞﾙﾃ ﾎﾞﾝﾃﾞ 2015 白 ﾌﾗﾝｽ AOP ｺ-ﾄ ﾃﾞｭ ｼﾞｭﾗ 4,830

ｶｵ-ﾙ ﾚ ｾﾞｽｷｭ-ﾙ ﾏｽ ﾃﾞﾙ ﾍﾟﾘｴ 2018 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｶｵ-ﾙ 2,840

ｿﾐｭ-ﾙ ｼｬﾝﾋﾟﾆ- ｸﾛ ﾄﾞ ﾚｼｭﾘｴ ﾙ-ｼﾞｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾃﾞ ﾛｯｼｭ ﾇ-ｳﾞ 2017 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｿﾐｭ-ﾙ ｼｬﾝﾋﾟﾆ- 7,700

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 2012 赤 ｲﾀﾘｱ DOC ｳﾞｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ 11,800

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

ｱｽｺｽ ｳﾞｪﾙﾃﾞｶ ｳﾞｧｯﾚ ﾃﾞｨﾀﾘｱ ﾏｯｾﾘｱ ﾘ ｳﾞｪﾘ 2018 白 ｲﾀﾘｱ IGP ﾌﾟ-ﾘｱ 2,670

ｼﾞｭｳﾞﾚ ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ ﾗ ｼﾞｭｽﾃｨｽ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾙﾈ ﾌﾞ-ｳﾞｨｴ 2017 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｼﾞｭｳﾞﾚ・ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ 8,400

ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ﾙ-ｼﾞｭ ｸﾞﾗｳﾞｨｴ-ﾙ ﾃﾞ ｼｬﾎﾟﾆｴ-ﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ 2017 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 7,200

ﾌﾞﾗｳｱ- ﾌﾞﾙｸﾞﾝﾀﾞ- ﾌﾘｯﾂ ｻﾛﾓﾝ 2011 赤 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｳﾞｧ-ｸﾞﾗﾑ 4,700

ｴﾘｻﾞﾍﾞ-ﾄ ﾆｺﾗｲﾎ-ﾌ 2016 白 ｵ-ｽﾄﾘｱ ｳﾞｧｯﾊｳ 6,300

ｸﾞﾗﾝ ｳﾞｧﾝ ﾙ-ｼﾞｭ ｼｬﾄ- ﾛｽﾋﾟﾀﾚ 2016 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾗ ｸﾗﾌﾟ 4,430

ｶﾃﾅ ｻﾊﾟ-ﾀ ｱﾄﾞﾘｱﾝﾅ ｳﾞｨﾝﾔ-ﾄﾞ ﾎﾜｲﾄｽﾄ-ﾝｽﾞ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｶﾃﾅ 2017 白 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 11,600

ｸﾛ ｱﾊﾟﾙﾀ ｸﾛ ｱﾊﾟﾙﾀ 2015 赤 ﾁﾘ DO ｺﾙﾁｬｸﾞｱ ｳﾞｧﾚ- 18,500

ｶﾇ- ﾘｯｼﾞ ﾒﾙﾛ ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ 2014 赤 ｱﾒﾘｶ AVA ﾎ-ｽ ﾍｳﾞﾝ ﾋﾙｽﾞ 4,290

ｼｬﾄ- ｶﾝﾄﾒﾙﾙ ｼｬﾄ- ｶﾝﾄﾒﾙﾙ 2005 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｵ- ﾒﾄﾞｯｸ 11,000

ｼｬﾄ- ｶﾝﾄﾒﾙﾙ ｼｬﾄ- ｶﾝﾄﾒﾙﾙ 2013 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｵ- ﾒﾄﾞｯｸ 4,990

ｼｬﾄ- ﾌﾞﾗﾇ ｶﾝﾄﾅｯｸ ｼｬﾄ- ﾌﾞﾗﾇ ｶﾝﾄﾅｯｸ 2005 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾏﾙｺﾞ- 24,600

ｼｬﾄ- ﾌﾞﾗﾇ ｶﾝﾄﾅｯｸ ｼｬﾄ- ﾌﾞﾗﾇ ｶﾝﾄﾅｯｸ 2013 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ﾏﾙｺﾞ- 8,900

ｼｬﾄ- ﾗﾌｫﾝ ﾛｼｪ ｼｬﾄ- ﾗﾌｫﾝ ﾛｼｪ 2005 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝ・ﾃｽﾃ-ﾌ 16,200

ｼｬﾄ- ﾗﾌｫﾝ ﾛｼｪ ｼｬﾄ- ﾗﾌｫﾝ ﾛｼｪ 2013 赤 ﾌﾗﾝｽ AOP ｻﾝ・ﾃｽﾃ-ﾌ 6,700

赤ワイン　6品種

スタッフオススメワイン

VR体験　～世界のブドウ畑を訪ねて～

ボルドー グランヴァン 垂直・水平体験　※別途500円頂きます

ブラインドテイスティング　～赤ワイン品種当て～

自然派ワイン　


