2021年11月発売！ブルゴーニュ紅白福袋内容公開！
※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。
※赤と白の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。
ブルゴーニュ赤ワインリスト

税込価格

ロベール・グロフィエ シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・オー・ドワ 2018

¥38,500

エマニュエル・ルジェ ヴォーヌ・ロマネ 2018

¥38,500

ドメーヌ・ジェラール・ミュニュレ ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・スショ 2019

¥33,000

ドメーヌ・ペロ・ミノ モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ ラ・リオット VV 2019

¥33,000

アミオ・セルヴェル シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ デリエール・ラ・グランジュ 2013

¥30,800

ドメーヌ・ペロ・ミノ ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ ラ・リシュモーヌ VV 2012

¥28,600

ジョルジュ・ルーミエ シャンボール・ミュジニー 2018

¥27,500

ドメーヌ・ペロ・ミノ ヴォーヌ・ロマネ シャン・ペルドリ VV 2019

¥26,400

セラファン ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ レ・コルヴォー 2013

¥25,850

ジャン・グリヴォ ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・ルージュ 2015

¥24,200

ブシャールP&F ル・コルトン 2019

¥24,200

セシル・トランブレイ ヴォーヌ・ロマネ VV 2019

¥22,000

マーク・ハイスマ モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ レ・シャフォ 2019

¥20,900

メゾン・アンリ・グージュ ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ レ・カイユ 2019

¥20,900

ペロ・ミノ モレ・サン・ドニ ラ・リュ・ド・ヴェルジィ 2015

¥19,470

ミシェル・ラファルジュ ヴォルネイ プルミエ・クリュ クロ・デ・シェーヌ 2013

¥18,700

ジェラール・ミュニュレ ヴォーヌ・ロマネ 2016

¥18,700

ペロ・ミノ ジュヴレ・シャンベルタン 2015

¥18,700

アンリ・ボワイヨ ヴォルネイ プルミエ・クリュ レ・シュヴレ 2018

¥18,700

ブシャールP&F ボーヌ プルミエ・クリュ グレーヴ ヴィーニュ・ド・ランファン・ジェズュ 2019

¥18,700

ブシャールP&F ボーヌ プルミエ・クリュ グレーヴ ヴィーニュ・ド・ランファン・ジェズュ 2015

¥18,700

ドメーヌ・ペロ・ミノ ジュヴレ・シャンベルタン ジュスティス・デ・スヴレ 2017

¥18,590

マルキ・ダンジェルヴィーユ ポマール プルミエ・クリュ コンブ・ドゥシュ 2019

¥18,480

ドメーヌ・ペロ・ミノ ニュイ・サン・ジョルジュ レ・ミュルジェ・デ・クラ VV 2018

¥17,710

アンヌ・フランソワーズ・グロ ポマール プルミエ・クリュ レ・ペズロル 2017

¥16,830

ブシャールP&F ボーヌ プルミエ・クリュ グレーヴ ヴィーニュ・ド・ランファン・ジェズュ 2018

¥16,610

アルノー・エ・ソフィー・シリュグ・ノエラ ヴォーヌ・ロマネ レ・バロー 2019

¥16,500

クリストフ・ビュイッソン シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ オー・ゼシャンジュ 2018

¥16,500

フィリップ・ナデフ ジュヴレ・シャンベルタン VV 2019

¥16,500

レシュノー ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ レ・ダモード 2015

¥15,950

マルキ・ダンジェルヴィーユ ヴォルネイ プルミエ・クリュ 2019

¥15,510

アルヌー・ラショー ニュイ・サン・ジョルジュ レ・ポワゼ 2017

¥15,400

フィリップ・シャルロパン ジュヴレ・シャンベルタン VV 2018

¥15,070

アンリ・グージュ ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ クロ・デ・ポレ・サン・ジョルジュ 2018

¥14,850

ユベール・リニエ シャンボール・ミュジニー ビュシエール 2017

¥14,300

ベルナール・デュガ・ピィ フィサン クロ・デ・フィセ 2019

¥13,750

ブリュノ・クレール シャンボール・ミュジニー レ・ヴェロワイユ 2017

¥13,200

ラモネ ペルナン・ヴェルジュレス レ・ベル・フィーユ ルージュ 2019

¥13,200

ミシェル・グロ ヴォーヌ・ロマネ 2018

¥13,200

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 2019

¥13,200

メオ・カミュゼF&S ポマール 2019

¥12,650

ユベール・リニエ ジュヴレ・シャンベルタン 2015

¥12,100

アンリ・グージュ ニュイ・サン・ジョルジュ 2017

¥11,770

アルヌー・ラショー ニュイ・サン・ジョルジュ 2017

¥11,550

アンヌ・フランソワーズ・グロ サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ・クリュ クロ・デ・ゲット 2017

¥10,890

ジャン・フルニエ マルサネ・ルージュ トロワ・テール VV 2018

¥10,450

シャンドン・ド・ブリアイユ サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ・クリュ レ・ラヴィエール 2017

¥9,900

ブルゴーニュ白ワインリスト

税込価格

ピエール・イヴ・コラン・モレ コルトン・シャルルマーニュ 2008

¥93,500

アルベール・グリヴォ ムルソー プルミエ・クリュ クロ・デ・ペリエール 2019

¥33,000

フランソワ・ミクルスキ ムルソー プルミエ・クリュ シャルム 2019

¥27,280

ルフレーヴ ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ クラヴォワヨン 2018

¥26,400

ドメーヌ・ラペ コルトン・シャルルマーニュ 2017

¥25,630

ルフレーヴ ピュリニー・モンラッシェ・ブラン 2019

¥24,200

アルベール・グリヴォ ムルソー プルミエ・クリュ クロ・デ・ペリエール 2017

¥23,100

アルヴィナ・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ カイユレ 2019

¥21,780

レミ・ジョバール ムルソー プルミエ・クリュ ル・ポリュゾー・ドゥスュー 2019

¥20,460

カロリーヌ・モレ シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・カイユレ 2019

¥19,800

ジャン・シャルトロン ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ クロ・デュ・カイユレ 2018

¥18,810

ポティネ・アンポー ムルソー プルミエ・クリュ レ・ペリエール 2003

¥18,700

レミ・ジョバール ムルソー プルミエ・クリュ レ・シャルム 2018

¥18,590

シャトー・ド・ラ・マルトロワ シャサーニュ・モンラッシェ レ・グランド・リュショット 2019

¥18,590

アンリ・ジェルマン ムルソー プルミエ・クリュ シャルム 2018

¥18,370

ドメーヌ・ウィリアム・フェーヴル シャブリ グラン・クリュ ブーグロ コート・ブーグロ 2019

¥18,150

ラモネ サン・トーバン プルミエ・クリュ レ・シャルモワ・ブラン 2019

¥17,600

ブシャールP&F ムルソー プルミエ・クリュ レ・ペリエール 2018

¥17,600

アルヴィナ・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ ガレンヌ 2019

¥17,160

ポール・カリヨン ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・シャン・ガン・ブラン 2016

¥16,500

フェヴレ ムルソー プルミエ・クリュ シャルム 2016

¥16,500

ポール・ピヨ シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・シャンガン 2019

¥15,950

モンテリー・ドゥエレ・ポルシュレ ムルソー プルミエ・クリュ サントノ 2019

¥15,950

ドメーヌ・ウィリアム・フェーヴル シャブリ グラン・クリュ ヴォデジール 2018

¥15,950

ポール・ピヨ シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ クロ・サン・ジャン 2019

¥15,620

アルヴィナ・ペルノ ムルソー プルミエ・クリュ ラ・ピエス・スー・ル・ボワ 2019

¥15,400

テール・ド・ヴェル ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・ルフェール 2018

¥15,400

マルク・モレ・エ・フィス シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ アン・ヴィロンド 2017

¥14,850

フォンテーヌ・ガニャール シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・カイユレ 2017

¥14,850

ピエール・モレ ムルソー レ・テソン 2017

¥14,300

シャトー・ド・ラ・マルトロワ シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ クロ・デュ・シャトー・ド・ラ・マルトロワ・ブラン 2019

¥13,530

ル・ドメーヌ・ダンリ シャブリ・プルミエ・クリュ フルショーム エリタージュ・プルミエール・トリ 2017

¥13,200

メオ・カミュゼ F&S サン・トーバン プルミエ・クリュ 2018

¥13,200

ルフレーヴ ブルゴーニュ・ブラン 2019

¥13,200

シャトー・ド・ラ・マルトロワ シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・シュヌヴォット 2019

¥12,210

フランソワ・カリヨン サン・トーバン プルミエ・クリュ レ・ミュルジェ・デ・ダン・ド・シアン 2018

¥12,100

レミ・ジョバール ムルソー プルミエ・クリュ スー・ラ・ヴェル 2019

¥12,100

ピエール・イヴ・コラン・モレ シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン VV 2019

¥12,100

ジャン・マリー・ブズロー ムルソー プルミエ・クリュ シャルム 2019

¥11,550

トマ・モレ シャサーニュ・モンラッシェ 2019

¥11,000

トマ・モレ シャサーニュ・モンラッシェ 2019

¥11,000

クリスチャン・ベラン ムルソー プルミエ・クリュ レ・シャルム 2018

¥10,780

ポール・ピヨ シャサーニュ・モンラッシェ 2018

¥10,340

ドメーヌ・ド・ヴィレーヌ リュリー プルミエ・クリュ グレズィニ 2016

¥10,010

カロリーヌ・モレ シャサーニュ・モンラッシェ シャンブレ・ブラン 2017

¥9,900

フォンテーヌ・ガニャール シャサーニュ・モンラッシェ 2018

¥9,350

フィリップ・コラン シャサーニュ・モンラッシェ ブラン 2019

¥9,130

