
赤ワインリスト 税込価格

モンジャール・ミュニュレ グラン・エシェゾー 2013 ¥99,000

シャトー・パルメ 2019 ¥88,000

ミシェル・シャプティエ シャトーヌフ・デュ・パプ・ルージュ バル・ブラック 1990 ¥52,800

シャトー・ラルフール・ペトリュス 2017 ¥41,800

ジャン・ルイ・シャーヴ エルミタージュ・ルージュ 2018 ¥35,750

シャトー・ド・ボーカステル シャトーヌフ・デュ・パプ・ルージュ 2019 ¥23,100

シャトー・デュアール・ミロン・ロートシルト 2010 ¥22,990

シャトー・クレール・ミロン 2018 ¥22,440

シャトー・レ・カルム・オー・ブリオン 2019 ¥22,000

ジャン・タルディ シャンボール・ミュジニー レ・ザテ 2020 ¥22,000

ジョルジュ・ヴェルネ コート・ロティ メゾン・ルージュ 2016 ¥22,000

ドメーヌ・ド・ベレーヌ ボーヌ レ・グレーヴ 2019 ¥22,000

ファヴリス・ヴィゴ ヴォーヌ・ロマネ レ・ダモード 2019 ¥20,900

ミシェル・グロ ヴォーヌ・ロマネ クロ・デ・レア 2017 ¥20,350

シャトー・レオヴィル・バルトン 2014 ¥20,240

シャトー・ベイシュヴェル 2019 ¥19,250

ルネ・ブーヴィエ ジュヴレ・シャンベルタン ラシーヌ・デュ・タン 2020 ¥19,140

クロード・デュガ ジュヴレ・シャンベルタン 2020 ¥18,920

シャトー・ラトゥール・ア・ポムロール 2018 ¥17,600

ドメーヌ・ペロ・ミノ モレ・サン・ドニ ラ・リュ・ド・ヴェルジィ 2016 ¥17,600

シャトー・グリュオ・ラローズ 2017 ¥17,050

クロ・マリ レ・グロリューズ・ルージュ 2019 ¥16,500

J&J アルシャンボー ヴォーヌ・ロマネ オー・レア 2017 ¥15,400

ユベール・リニエ シャンボール・ミュジニー レ・ビュシエール 2015 ¥15,400

ラペ ペルナン・ヴェルジュレス イル・デ・ヴェルジュレス 2020 ¥15,400

シャトー・タルボ 2019 ¥14,740

シャトー・ムーラン・サン・ジョルジュ 2005 ¥14,630

ジャン・リュック・エリック・ビュルゲ ジュヴレ・シャンベルタン メ・ファヴォリット 2020 ¥14,300

ドメーヌ・ド・ベレーヌ ボーヌ プルミエ・クリュ VV オマージュ・フランソワーズ・ペデル 2019 ¥14,300

ルネ・ブーヴィエ ジュヴレ・シャンベルタン ラ・ジュスティス 2020 ¥14,300

ラペ アロース・コルトン 2020 ¥13,200

ピエール・ジラルダン ポマール ヴィニョ 2020 ¥12,650

ル・プティ・リオン・デュ・マルキ・ド・ラス・カーズ 2016 ¥12,540

シャトー・オー・バージュ・リベラル 2008 ¥12,100

ポール・ピヨ シャサーニュ・モンラッシェ ルージュ VV 2020 ¥11,000

シャトー・ラヤス ラ・ピアラード コート・デュ・ローヌ・ルージュ 2015 ¥10,450

ポール・ピヨ サントネイ VV 2020 ¥9,900

ロッシュ・ヌーヴ ソミュール・シャンピニー クロ・デ・レシュリエ 2016 ¥8,470

ステファン・ティソ トゥルソー サンギュリエ 2020 ¥8,360

ジョルジュ・ヴェルネ サン・ジョセフ テール・ダンクル 2019 ¥8,250

マス・デル・ペリエ カオール レ・ザカシア 2019 ¥5,940

白ワインリスト 税込価格

シャトー・オー・ブリオン・ブラン 2017 ¥275,000

パヴィヨン・ブラン・デュ・シャトー・マルゴー 2017 ¥58,740

ブシャール・ペール・エ・フィス コルトン・シャルルマーニュ 2020 ¥55,000

※価格は輸入元が定める参考価格となっております。

※下記ワインのいずれかが入っております。

2022年11月23日発売！【ポイント5倍】

「フランスの偉大な紅白ワイン」福袋内容公開！

※赤ワインと白ワインの1本ずつの組み合わせで必ず27,500円（税込）以上入っております。



シャトー・コス・デス・トゥルネル・ブラン 2017 ¥27,500

ブシャール・ペール・エ・フィス ムルソー ジュヌヴリエール 2020 ¥22,000

ジョルジュ・ヴェルネ コンドリュー レ・シャイエ・ド・ランフェール 2020 ¥19,800

ウィリアム・フェーヴル シャブリ レ・プリューズ 2020 ¥19,250

マルセル・ダイス リースリング シュロスベルグ 2019 ¥17,820

ウィリアム・フェーヴル シャブリ ブーグロ コート・ブーグロ 2018 ¥16,720

ヴァインバック リースリング シュロスベルク・キュヴェ・サント・カトリーヌ 2020 ¥16,500

イサベル・フェランド シャトーヌフ・デュ・パプ ブラン 2021 ¥16,170

ファミーユ・ジョリー クロ・ド・ラ・クレ・ド・セラン 2019 ¥14,960

アンヌ・エ・ジャン・フランソワ・ガヌヴァ コート・デュ・ジュラ・ブラン シャルドネ モンフェラン 2015 ¥14,300

ドメーヌ・デ・ロッシュ・ヌーヴ ソミュール・ブラン クロ・ロマン 2020 ¥13,420

ラリュー ピュリニー・モンラッシェ ル・トレザン 2020 ¥13,200

クリスチャン・ベラン ムルソー レ・ティエ 2020 ¥13,200

ラリュー シャサーニュ・モンラッシェ 2020 ¥12,540

ヴァインバック リースリング シュロスベルク 2020 ¥11,220

ラリュー サン・トーバン アン・レミィ 2020 ¥11,000

アンドレ・ペレ コンドリュー シェリー 2018 ¥10,780

ローリー・ガスマン アルテンベルグ・ド・ベルグハイム ゲヴュルツトラミネール 2011 ¥9,900

ドメーヌ・デュ・ペリカン アルボワ グラン・キュルレ サヴァニャン・ウイエ 2020 ¥9,900

ソメーズ・ミシュラン プイィ・フュイッセ シュール・ラ・ロッシュ 2020 ¥8,800

トラペP&F ピノ・グリ ゾンネングランツ 2013 ¥7,150

ヴァインバック リースリング キュヴェ・テオ 2020 ¥7,040

ドメーヌ・デ・ロッシュ・ヌーヴ ソミュール・ブラン ランソリット 2020 ¥6,160

ヴァインバック RW0 ウルフレーベン リースリング・ゼロ・アントラン 2020 ¥5,115


