
NVNVNVNV Henri GiraudHenri GiraudHenri GiraudHenri Giraud 　　　　Esprit NatureEsprit NatureEsprit NatureEsprit Nature フルボトルフルボトルフルボトルフルボトル 11,00011,00011,00011,000

アンリ ジローアンリ ジローアンリ ジローアンリ ジロー　　　　エスプリ ナチュールエスプリ ナチュールエスプリ ナチュールエスプリ ナチュール ハーフハーフハーフハーフ 6,0006,0006,0006,000

NVNVNVNV TaittingerTaittingerTaittingerTaittinger　　　　Brut Brut Brut Brut 　　　　ReserveReserveReserveReserve 10,25010,25010,25010,250
テタンジェテタンジェテタンジェテタンジェ　　　　ブリュットブリュットブリュットブリュット　　　　レゼルヴレゼルヴレゼルヴレゼルヴ

2010201020102010 Bolle & CampaniBolle & CampaniBolle & CampaniBolle & Campani 　　　　Extra BrutExtra BrutExtra BrutExtra Brut 16,50016,50016,50016,500

ボールボールボールボール＆＆＆＆カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー　　　　エクストラ ブリュットエクストラ ブリュットエクストラ ブリュットエクストラ ブリュット

NVNVNVNV RuinartRuinartRuinartRuinart 　　　　Blanc de BlancsBlanc de BlancsBlanc de BlancsBlanc de Blancs 18,50018,50018,50018,500
ルイナールルイナールルイナールルイナール　　　　ブラン ド ブランブラン ド ブランブラン ド ブランブラン ド ブラン

2007200720072007 Laurent-PerrierLaurent-PerrierLaurent-PerrierLaurent-Perrier 　　　　Brut MillésimeBrut MillésimeBrut MillésimeBrut Millésime 19,00019,00019,00019,000

ローラン ペリエローラン ペリエローラン ペリエローラン ペリエ　　　　ブリュット  ミレジメブリュット  ミレジメブリュット  ミレジメブリュット  ミレジメ

NVNVNVNV Henri GiraudHenri GiraudHenri GiraudHenri Giraud 　　　　Code NoirCode NoirCode NoirCode Noir 　　　　BrutBrutBrutBrut 26,50026,50026,50026,500
アンリ ジローアンリ ジローアンリ ジローアンリ ジロー　　　　コード ノワールコード ノワールコード ノワールコード ノワール　　　　ブリュットブリュットブリュットブリュット

2007200720072007 BollingerBollingerBollingerBollinger 　　　　 La Grande AnnLa Grande AnnLa Grande AnnLa Grande Ann ééééeeee 28,00028,00028,00028,000
ボランジェボランジェボランジェボランジェ　　　　ラ グランダネラ グランダネラ グランダネラ グランダネ　　　　

2008200820082008 Pol RogerPol RogerPol RogerPol Roger 　　　　CuvéeCuvéeCuvéeCuvée 　　　　 Sir Winston ChurchillSir Winston ChurchillSir Winston ChurchillSir Winston Churchill 37,50037,50037,50037,500
ポル ロジェポル ロジェポル ロジェポル ロジェ　　　　キュヴェキュヴェキュヴェキュヴェ　　　　サー ウィンストン チャーチルサー ウィンストン チャーチルサー ウィンストン チャーチルサー ウィンストン チャーチル

NVNVNVNV KrugKrugKrugKrug 　　　　Grande Cuvee 167Grande Cuvee 167Grande Cuvee 167Grande Cuvee 167 45,00045,00045,00045,000
クリュグクリュグクリュグクリュグ　　　　グランド キュヴェ 167グランド キュヴェ 167グランド キュヴェ 167グランド キュヴェ 167

2008200820082008 Loiuis RoedererLoiuis RoedererLoiuis RoedererLoiuis Roederer 　　　　CristalCristalCristalCristal 48,00048,00048,00048,000
ルイ ロデレールルイ ロデレールルイ ロデレールルイ ロデレール　　　　クリスタルクリスタルクリスタルクリスタル

表示価格表示価格表示価格表示価格にににに別途別途別途別途サービスサービスサービスサービス料10料10料10料10％、％、％、％、消費税8%消費税8%消費税8%消費税8%をををを加算加算加算加算させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。 。 。 。 

All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

在庫数在庫数在庫数在庫数のののの少少少少ないものもございますないものもございますないものもございますないものもございます。。。。売売売売りりりり切切切切れのれのれのれの際際際際はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください。。。。

Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.

シャンパンシャンパンシャンパンシャンパン
ChampagneChampagneChampagneChampagne



＜＜＜＜BourgogneBourgogneBourgogneBourgogne　　　　　　　　ブルゴーニュブルゴーニュブルゴーニュブルゴーニュ ＞＞＞＞

2016201620162016 BourgogneBourgogneBourgogneBourgogne　　　　BlancBlancBlancBlanc　　　　Ballot MillotBallot MillotBallot MillotBallot Millot 9,0009,0009,0009,000

ブルゴーニュ ブランブルゴーニュ ブランブルゴーニュ ブランブルゴーニュ ブラン　　　　バロ ミロバロ ミロバロ ミロバロ ミロ　　　                                         　    　　　                                         　    　　　                                         　    　　　                                         　    

2017201720172017 Chablis 1er Cru Vaillon Cuvée Guy MoreauChablis 1er Cru Vaillon Cuvée Guy MoreauChablis 1er Cru Vaillon Cuvée Guy MoreauChablis 1er Cru Vaillon Cuvée Guy Moreau 　　　　Domaine Christian MoreauDomaine Christian MoreauDomaine Christian MoreauDomaine Christian Moreau 14,50014,50014,50014,500

シャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン キュヴェ ギィー モローシャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン キュヴェ ギィー モローシャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン キュヴェ ギィー モローシャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン キュヴェ ギィー モロー　　　　ドメーヌ クリスチャン モロードメーヌ クリスチャン モロードメーヌ クリスチャン モロードメーヌ クリスチャン モロー　　　　             　　　　             　　　　             　　　　             

2016201620162016 MeursaultMeursaultMeursaultMeursault　　　　 Louis JadotLouis JadotLouis JadotLouis Jadot 15,00015,00015,00015,000

ムルソームルソームルソームルソー　　　　ルイ ジャドールイ ジャドールイ ジャドールイ ジャドー　　　 　　　　　　　　　     　　        　       　　　 　　　　　　　　　     　　        　       　　　 　　　　　　　　　     　　        　       　　　 　　　　　　　　　     　　        　       

2014201420142014 Meursault 1er Cru PerrieresMeursault 1er Cru PerrieresMeursault 1er Cru PerrieresMeursault 1er Cru Perrieres　　　　 Pierre MoreyPierre MoreyPierre MoreyPierre Morey 28,00028,00028,00028,000

ムルソー プルミエ クリュ ペリエールムルソー プルミエ クリュ ペリエールムルソー プルミエ クリュ ペリエールムルソー プルミエ クリュ ペリエール　　　　ピエール モレピエール モレピエール モレピエール モレ　　　　           　　　　           　　　　           　　　　           

2012201220122012 Hospisces de BeauneHospisces de BeauneHospisces de BeauneHospisces de Beaune 　　　　Meursault-CharmesMeursault-CharmesMeursault-CharmesMeursault-Charmes 　　　　Albert GrivaultAlbert GrivaultAlbert GrivaultAlbert Grivault 32,00032,00032,00032,000

オスピス ド ボーヌオスピス ド ボーヌオスピス ド ボーヌオスピス ド ボーヌ　　　　ムルソー シャルムムルソー シャルムムルソー シャルムムルソー シャルム　　　　アルベール グリヴォーアルベール グリヴォーアルベール グリヴォーアルベール グリヴォー　　                  　　                  　　                  　　                  

2013201320132013 Puligny Montrachet 1er CruPuligny Montrachet 1er CruPuligny Montrachet 1er CruPuligny Montrachet 1er Cru 　　　　 Les FolatieresLes FolatieresLes FolatieresLes Folatieres 　　　　Domaine de Puligny MontrachetDomaine de Puligny MontrachetDomaine de Puligny MontrachetDomaine de Puligny Montrachet 25,00025,00025,00025,000

ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ　　　　レ フォラティエールレ フォラティエールレ フォラティエールレ フォラティエール　　　　ドメーヌ ド ピュリニー モンラッシェドメーヌ ド ピュリニー モンラッシェドメーヌ ド ピュリニー モンラッシェドメーヌ ド ピュリニー モンラッシェ

2015201520152015 Chassagne MontrachetChassagne MontrachetChassagne MontrachetChassagne Montrachet　　　　Michel CoutouxMichel CoutouxMichel CoutouxMichel Coutoux 17,50017,50017,50017,500

シャサーニュ モンラッシュシャサーニュ モンラッシュシャサーニュ モンラッシュシャサーニュ モンラッシュ　　　　ミッシェル クトー           　　　　　　　　　　ミッシェル クトー           　　　　　　　　　　ミッシェル クトー           　　　　　　　　　　ミッシェル クトー           　　　　　　　　　　

2015201520152015 Pouilly FuissePouilly FuissePouilly FuissePouilly Fuisse　　　　 PastralPastralPastralPastral　　　　 Frantz ChagnoleauFrantz ChagnoleauFrantz ChagnoleauFrantz Chagnoleau 12,00012,00012,00012,000

プイィ フュッセプイィ フュッセプイィ フュッセプイィ フュッセ　　　　パストラルパストラルパストラルパストラル　　　　フランツ シャノローフランツ シャノローフランツ シャノローフランツ シャノロー　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　　　　　                             　

表示価格表示価格表示価格表示価格にににに別途別途別途別途サービスサービスサービスサービス料10料10料10料10％、％、％、％、消費税8%消費税8%消費税8%消費税8%をををを加算加算加算加算させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。 。 。 。 

All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

在庫数在庫数在庫数在庫数のののの少少少少ないものもございますないものもございますないものもございますないものもございます。。。。売売売売りりりり切切切切れのれのれのれの際際際際はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください。。。。

Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.

白白白白ワインワインワインワイン
White WineWhite WineWhite WineWhite Wine

FranceFranceFranceFrance



2015201520152015 CircadiaCircadiaCircadiaCircadia　　　　ChardonnayChardonnayChardonnayChardonnay　　　　Art-Farm WineArt-Farm WineArt-Farm WineArt-Farm Wine 8,7508,7508,7508,750
サーカディアサーカディアサーカディアサーカディア　　　　シャルドネシャルドネシャルドネシャルドネ　　　　アート ファーム ワインアート ファーム ワインアート ファーム ワインアート ファーム ワイン　　　　　               　    　　　　　               　    　　　　　               　    　　　　　               　    

2016201620162016 Joseph PhelpsJoseph PhelpsJoseph PhelpsJoseph Phelps 　　　　 Freestone VineyardsFreestone VineyardsFreestone VineyardsFreestone Vineyards 　　　　 Sauvignon BlancSauvignon BlancSauvignon BlancSauvignon Blanc 15,00015,00015,00015,000
ジョセフ フェルプス フリーストーン ヴィンヤードジョセフ フェルプス フリーストーン ヴィンヤードジョセフ フェルプス フリーストーン ヴィンヤードジョセフ フェルプス フリーストーン ヴィンヤード　　　　ソーヴィニヨン ブランソーヴィニヨン ブランソーヴィニヨン ブランソーヴィニヨン ブラン

2015201520152015 Dog Point VineyardDog Point VineyardDog Point VineyardDog Point Vineyard 　　　　 Sauvignon BlancSauvignon BlancSauvignon BlancSauvignon Blanc 10,50010,50010,50010,500

ドッグ ポイント ヴィンヤードドッグ ポイント ヴィンヤードドッグ ポイント ヴィンヤードドッグ ポイント ヴィンヤード　　　　ソーヴィニヨン ブランソーヴィニヨン ブランソーヴィニヨン ブランソーヴィニヨン ブラン

2017201720172017 SolarisSolarisSolarisSolaris　　　　 Shinshu ChardonnayShinshu ChardonnayShinshu ChardonnayShinshu Chardonnay　　　　　　　　　　　　Manns WinesManns WinesManns WinesManns Wines 12,00012,00012,00012,000
ソラリスソラリスソラリスソラリス　　　　信州信州信州信州シャルドネシャルドネシャルドネシャルドネ　　　　樽仕込樽仕込樽仕込樽仕込みみみみ　　　　マンズ  ワイン                   マンズ  ワイン                   マンズ  ワイン                   マンズ  ワイン                   

2017201720172017 Œil-de-PerdrixŒil-de-PerdrixŒil-de-PerdrixŒil-de-Perdrix　　　　Domaine Croix-DuplexDomaine Croix-DuplexDomaine Croix-DuplexDomaine Croix-Duplex 8,5008,5008,5008,500
ウイユ ド ペルドリウイユ ド ペルドリウイユ ド ペルドリウイユ ド ペルドリ　　　　ドメーヌ クロワ デュプレドメーヌ クロワ デュプレドメーヌ クロワ デュプレドメーヌ クロワ デュプレ　　　　　         　                       　　　　　　         　                       　　　　　　         　                       　　　　　　         　                       　

表示価格表示価格表示価格表示価格にににに別途別途別途別途サービスサービスサービスサービス料10料10料10料10％、％、％、％、消費税8%消費税8%消費税8%消費税8%をををを加算加算加算加算させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。 。 。 。 

All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

在庫数在庫数在庫数在庫数のののの少少少少ないものもございますないものもございますないものもございますないものもございます。。。。売売売売りりりり切切切切れのれのれのれの際際際際はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください。。。。

Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.

AmericaAmericaAmericaAmerica

ロゼワインロゼワインロゼワインロゼワイン
Rosé  WineRosé  WineRosé  WineRosé  Wine

New ZealandNew ZealandNew ZealandNew Zealand

JapanJapanJapanJapan



＜＜＜＜BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux　　　　　　　　ボルドーボルドーボルドーボルドー ＞＞＞＞

2010201020102010 Château MalescotChâteau MalescotChâteau MalescotChâteau Malescot　　　　 St. ExuperySt. ExuperySt. ExuperySt. Exupery　　　　MargauxMargauxMargauxMargaux 22,00022,00022,00022,000

シャトー マレスコシャトー マレスコシャトー マレスコシャトー マレスコ　　　　サン テグジュペリサン テグジュペリサン テグジュペリサン テグジュペリ　　　　マルゴーマルゴーマルゴーマルゴー

2007200720072007  Château Pontet Canet Château Pontet Canet Château Pontet Canet Château Pontet Canet 　　　　 PauillacPauillacPauillacPauillac 24,00024,00024,00024,000

シャトー ポンテ カネシャトー ポンテ カネシャトー ポンテ カネシャトー ポンテ カネ　　　　ポイヤックポイヤックポイヤックポイヤック

2002200220022002 Château Lafite RothschildChâteau Lafite RothschildChâteau Lafite RothschildChâteau Lafite Rothschild 　　　　 PauillacPauillacPauillacPauillac 156,000156,000156,000156,000

シャトー ラフィット ロートシルトシャトー ラフィット ロートシルトシャトー ラフィット ロートシルトシャトー ラフィット ロートシルト　　　　ポイヤックポイヤックポイヤックポイヤック

2003200320032003 Château Mouton RothschildChâteau Mouton RothschildChâteau Mouton RothschildChâteau Mouton Rothschild 　　　　 PauillacPauillacPauillacPauillac 160,000160,000160,000160,000
シャトー ムートン ロートシルトシャトー ムートン ロートシルトシャトー ムートン ロートシルトシャトー ムートン ロートシルト　　　　ポイヤックポイヤックポイヤックポイヤック

＜＜＜＜RhôneRhôneRhôneRhône　　　　　　　　ローヌローヌローヌローヌ＞＞＞＞

1998199819981998 Côte RôtieCôte RôtieCôte RôtieCôte Rôtie　　　　Domaine JametDomaine JametDomaine JametDomaine Jamet 35,00035,00035,00035,000
コート ロティコート ロティコート ロティコート ロティ　　　　ドメーヌ ジャメドメーヌ ジャメドメーヌ ジャメドメーヌ ジャメ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2014201420142014 Châteauneuf  du PapeChâteauneuf  du PapeChâteauneuf  du PapeChâteauneuf  du Pape 　　　　Château de BeaucastelChâteau de BeaucastelChâteau de BeaucastelChâteau de Beaucastel 21,25021,25021,25021,250
シャトーヌフ デュ パプシャトーヌフ デュ パプシャトーヌフ デュ パプシャトーヌフ デュ パプ　　　　シャトー ド ボーカステルシャトー ド ボーカステルシャトー ド ボーカステルシャトー ド ボーカステル　     　　      　     　　      　     　　      　     　　      

1995199519951995 Châteauneuf du PapeChâteauneuf du PapeChâteauneuf du PapeChâteauneuf du Pape　　　　Château de BeaucastelChâteau de BeaucastelChâteau de BeaucastelChâteau de Beaucastel 32,50032,50032,50032,500
シャトーヌフ デュ パプシャトーヌフ デュ パプシャトーヌフ デュ パプシャトーヌフ デュ パプ　　　　シャトー ド ボーカステルシャトー ド ボーカステルシャトー ド ボーカステルシャトー ド ボーカステル　     　　      　     　　      　     　　      　     　　      

＜＜＜＜LoireLoireLoireLoire　　　　　　　　ロワールロワールロワールロワール＞＞＞＞

2015201520152015 Marc BredifMarc BredifMarc BredifMarc Bredif　　　　ChinonChinonChinonChinon　　　　Marc BredifMarc BredifMarc BredifMarc Bredif 10,50010,50010,50010,500
マルク ブレディフマルク ブレディフマルク ブレディフマルク ブレディフ　　　　シノンシノンシノンシノン　　　　マルク ブレディフマルク ブレディフマルク ブレディフマルク ブレディフ

表示価格表示価格表示価格表示価格にににに別途別途別途別途サービスサービスサービスサービス料10料10料10料10％、％、％、％、消費税8%消費税8%消費税8%消費税8%をををを加算加算加算加算させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。 。 。 。 

All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

在庫数在庫数在庫数在庫数のののの少少少少ないものもございますないものもございますないものもございますないものもございます。。。。売売売売りりりり切切切切れのれのれのれの際際際際はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください。。。。

Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.



2016201620162016 GirardGirardGirardGirard　　　　Old VineOld VineOld VineOld Vine　　　　 ZinfandelZinfandelZinfandelZinfandel　　　　Napa ValeyNapa ValeyNapa ValeyNapa Valey 10,00010,00010,00010,000
ジラードジラードジラードジラード　　　　オールド ヴァインオールド ヴァインオールド ヴァインオールド ヴァイン　　　　ジンファンデルジンファンデルジンファンデルジンファンデル　　　　ナパ ヴァレーナパ ヴァレーナパ ヴァレーナパ ヴァレー

2014201420142014 Gamble FamilyGamble FamilyGamble FamilyGamble Family　　　　Cabernet SauvignonCabernet SauvignonCabernet SauvignonCabernet Sauvignon　　　　Gamble Family VineyardsGamble Family VineyardsGamble Family VineyardsGamble Family Vineyards 12,00012,00012,00012,000
ギャンブル ファミリーギャンブル ファミリーギャンブル ファミリーギャンブル ファミリー　　　　カベルネ ソーヴィニヨンカベルネ ソーヴィニヨンカベルネ ソーヴィニヨンカベルネ ソーヴィニヨン　　　　ギャンブル ファミリー ヴィンヤードギャンブル ファミリー ヴィンヤードギャンブル ファミリー ヴィンヤードギャンブル ファミリー ヴィンヤード

2016201620162016 Pinot NoirPinot NoirPinot NoirPinot Noir　　　　Russian River ValleyRussian River ValleyRussian River ValleyRussian River Valley　　　　 Freeman VineyardFreeman VineyardFreeman VineyardFreeman Vineyard 15,00015,00015,00015,000

ピノ ノワールピノ ノワールピノ ノワールピノ ノワール　　　　ロシアン リヴァー ヴァレーロシアン リヴァー ヴァレーロシアン リヴァー ヴァレーロシアン リヴァー ヴァレー　　　　フリーマン ヴィンヤードフリーマン ヴィンヤードフリーマン ヴィンヤードフリーマン ヴィンヤード　　　　　　　　

2015201520152015 DuckhornDuckhornDuckhornDuckhorn　　　　MerrlotMerrlotMerrlotMerrlot　　　　Duckhorn VineyardsDuckhorn VineyardsDuckhorn VineyardsDuckhorn Vineyards 17,50017,50017,50017,500

ダックホーンダックホーンダックホーンダックホーン　　　　メルローメルローメルローメルロー　　　　ダックホーン ヴィンヤードダックホーン ヴィンヤードダックホーン ヴィンヤードダックホーン ヴィンヤード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2014201420142014 BeringerBeringerBeringerBeringer 　　　　 Private ReservePrivate ReservePrivate ReservePrivate Reserve 　　　　Cabernet SauvignonCabernet SauvignonCabernet SauvignonCabernet Sauvignon 29,00029,00029,00029,000

ベリンジャー 　プライベート リザーブベリンジャー 　プライベート リザーブベリンジャー 　プライベート リザーブベリンジャー 　プライベート リザーブ　　　　カベルネ ソーヴィニョンカベルネ ソーヴィニョンカベルネ ソーヴィニョンカベルネ ソーヴィニョン

2006200620062006 RidgeRidgeRidgeRidge 　　　　Monte BelloMonte BelloMonte BelloMonte Bello 42,50042,50042,50042,500

リッジリッジリッジリッジ　　　　モンテ ベロモンテ ベロモンテ ベロモンテ ベロ

2015201520152015 AiAiAiAi　　　　Kenzo EstateKenzo EstateKenzo EstateKenzo Estate 50,00050,00050,00050,000

藍藍藍藍　　　　ケンゾーエステイトケンゾーエステイトケンゾーエステイトケンゾーエステイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2014201420142014 Opus OneOpus OneOpus OneOpus One　　　　Opus OneOpus OneOpus OneOpus One 80,00080,00080,00080,000

オーパス ワンオーパス ワンオーパス ワンオーパス ワン　　　　オーパス ワンオーパス ワンオーパス ワンオーパス ワン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2014201420142014 BondBondBondBond 　　　　 PluribusPluribusPluribusPluribus 120,000120,000120,000120,000

ボンドボンドボンドボンド　　　　プルリバスプルリバスプルリバスプルリバス

表示価格表示価格表示価格表示価格にににに別途別途別途別途サービスサービスサービスサービス料10料10料10料10％、％、％、％、消費税8%消費税8%消費税8%消費税8%をををを加算加算加算加算させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。 。 。 。 

All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

在庫数在庫数在庫数在庫数のののの少少少少ないものもございますないものもございますないものもございますないものもございます。。。。売売売売りりりり切切切切れのれのれのれの際際際際はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください。。。。

Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.

AmericaAmericaAmericaAmerica



NvNvNvNv GatinoisGatinoisGatinoisGatinois　　　　RoséRoséRoséRosé　　　　Grand CruGrand CruGrand CruGrand Cru　　　　AÿAÿAÿAÿ　　　　BrutBrutBrutBrut 14,25014,25014,25014,250
ガティノワ ロゼガティノワ ロゼガティノワ ロゼガティノワ ロゼ　　　　グラン クリュグラン クリュグラン クリュグラン クリュ　　　　アイアイアイアイ　　　　ブリュットブリュットブリュットブリュット

2007200720072007 BollingerBollingerBollingerBollinger　　　　 La Grande AnnéeLa Grande AnnéeLa Grande AnnéeLa Grande Année　　　　RoséRoséRoséRosé　　　　BrutBrutBrutBrut 32,50032,50032,50032,500

ボランジェボランジェボランジェボランジェ　　　　ラ グランダネラ グランダネラ グランダネラ グランダネ　　　　ロゼロゼロゼロゼ　　　　ブリュットブリュットブリュットブリュット

2014201420142014 FranciacortaFranciacortaFranciacortaFranciacorta　　　　Vintage CollectionVintage CollectionVintage CollectionVintage Collection　　　　BrutBrutBrutBrut　　　　Ca'del  BoscoCa'del  BoscoCa'del  BoscoCa'del  Bosco 13,50013,50013,50013,500
フランチャコルタフランチャコルタフランチャコルタフランチャコルタ　　　　 ヴィンテージ コレクションヴィンテージ コレクションヴィンテージ コレクションヴィンテージ コレクション　　　　ブリュットブリュットブリュットブリュット　　　　カ デル ボスコカ デル ボスコカ デル ボスコカ デル ボスコ

表示価格表示価格表示価格表示価格にににに別途別途別途別途サービスサービスサービスサービス料10料10料10料10％、％、％、％、消費税8%消費税8%消費税8%消費税8%をををを加算加算加算加算させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。 。 。 。 

All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

在庫数在庫数在庫数在庫数のののの少少少少ないものもございますないものもございますないものもございますないものもございます。。。。売売売売りりりり切切切切れのれのれのれの際際際際はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください。。。。

Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.

＜＜＜＜RoséRoséRoséRosé　　　　　　　　ロゼロゼロゼロゼ ＞＞＞＞

SpumanteSpumanteSpumanteSpumante

スプマンテスプマンテスプマンテスプマンテ



＜＜＜＜LoireLoireLoireLoire　　　　　　　　ロワールロワールロワールロワール ＞＞＞＞

2017201720172017 Pouilly FuméPouilly FuméPouilly FuméPouilly Fumé　　　　Domaine Serge DagueneauDomaine Serge DagueneauDomaine Serge DagueneauDomaine Serge Dagueneau 10,75010,75010,75010,750

プイィ フュメプイィ フュメプイィ フュメプイィ フュメ　　　　ドメーヌ セルジュ ダグノー                                      　   　　        　ドメーヌ セルジュ ダグノー                                      　   　　        　ドメーヌ セルジュ ダグノー                                      　   　　        　ドメーヌ セルジュ ダグノー                                      　   　　        　

2015201520152015 Pouilly FuméPouilly FuméPouilly FuméPouilly Fumé　　　　Baron de L de LadoucetteBaron de L de LadoucetteBaron de L de LadoucetteBaron de L de Ladoucette 26,75026,75026,75026,750

　　　　             　　　　             　　　　             　　　　             プイィ フュメプイィ フュメプイィ フュメプイィ フュメ　　　　バロン ドゥ エル ドゥ ラドゥセット  　　         　　                   バロン ドゥ エル ドゥ ラドゥセット  　　         　　                   バロン ドゥ エル ドゥ ラドゥセット  　　         　　                   バロン ドゥ エル ドゥ ラドゥセット  　　         　　                   

＜＜＜＜BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux　　　　　　　　ボルドーボルドーボルドーボルドー ＞＞＞＞

2016201620162016 Les Arums de LagrangeLes Arums de LagrangeLes Arums de LagrangeLes Arums de Lagrange 12,00012,00012,00012,000

レレレレ     ザムルザムルザムルザムル     ドドドド     ラグランジェラグランジェラグランジェラグランジェ

2016201620162016 CondrieuCondrieuCondrieuCondrieu　　　　 Les Terrasses du PalatLes Terrasses du PalatLes Terrasses du PalatLes Terrasses du Palat　　　　 Francois VilladFrancois VilladFrancois VilladFrancois Villad 15,00015,00015,00015,000

コンドリューコンドリューコンドリューコンドリュー　　　　レ テラス デュ パラレ テラス デュ パラレ テラス デュ パラレ テラス デュ パラ　　　　フランソワ ヴィラールフランソワ ヴィラールフランソワ ヴィラールフランソワ ヴィラール　　　　　                  　 　　　　　　　　　                  　 　　　　　　　　　                  　 　　　　　　　　　                  　 　　　　

2015201520152015 Châteauneuf du Pape BlancChâteauneuf du Pape BlancChâteauneuf du Pape BlancChâteauneuf du Pape Blanc 　　　　Vieilles VignesVieilles VignesVieilles VignesVieilles Vignes 　　　　Château de BeaucastelChâteau de BeaucastelChâteau de BeaucastelChâteau de Beaucastel 25,00025,00025,00025,000
シャトーヌフ デュ パプ ブランシャトーヌフ デュ パプ ブランシャトーヌフ デュ パプ ブランシャトーヌフ デュ パプ ブラン　　　　ヴィエイユ ヴィーニュヴィエイユ ヴィーニュヴィエイユ ヴィーニュヴィエイユ ヴィーニュ　　　　シャトー ド ボーカステルシャトー ド ボーカステルシャトー ド ボーカステルシャトー ド ボーカステル　        　        　        　        

2015201520152015 Gruner Veltliner TerroirGruner Veltliner TerroirGruner Veltliner TerroirGruner Veltliner Terroir　　　　 Leo HillingerLeo HillingerLeo HillingerLeo Hillinger 10,75010,75010,75010,750

グリューナー ヴェルトリーナ テロワールグリューナー ヴェルトリーナ テロワールグリューナー ヴェルトリーナ テロワールグリューナー ヴェルトリーナ テロワール　　　　レオ ヒリンガーレオ ヒリンガーレオ ヒリンガーレオ ヒリンガー　     　　　　　　　　　     　　　　　　　　　     　　　　　　　　　     　　　　　　　　

表示価格表示価格表示価格表示価格にににに別途別途別途別途サービスサービスサービスサービス料10料10料10料10％、％、％、％、消費税8%消費税8%消費税8%消費税8%をををを加算加算加算加算させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。 。 。 。 

All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

在庫数在庫数在庫数在庫数のののの少少少少ないものもございますないものもございますないものもございますないものもございます。。。。売売売売りりりり切切切切れのれのれのれの際際際際はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください。。。。

Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.

 Austria Austria Austria Austria

＜＜＜＜RhôneRhôneRhôneRhône　　　　　　　　ローヌローヌローヌローヌ ＞＞＞＞



＜＜＜＜BourgogneBourgogneBourgogneBourgogne　　　　　　　　ブルゴーニュブルゴーニュブルゴーニュブルゴーニュ ＞＞＞＞
2016201620162016 BourgogneBourgogneBourgogneBourgogne　　　　 Pinot NoirPinot NoirPinot NoirPinot Noir　　　　Ballot MillotBallot MillotBallot MillotBallot Millot 9,0009,0009,0009,000

ブルゴーニュブルゴーニュブルゴーニュブルゴーニュ　　　　ピノ ノワールピノ ノワールピノ ノワールピノ ノワール　　　　バロ ミロ 　　　　　　　　         　　　　　バロ ミロ 　　　　　　　　         　　　　　バロ ミロ 　　　　　　　　         　　　　　バロ ミロ 　　　　　　　　         　　　　　

2013201320132013 Gevrey ChambertinGevrey ChambertinGevrey ChambertinGevrey Chambertin　　　　Domaine Claude DugatDomaine Claude DugatDomaine Claude DugatDomaine Claude Dugat 20,00020,00020,00020,000
ジュヴレ シャンベルタンジュヴレ シャンベルタンジュヴレ シャンベルタンジュヴレ シャンベルタン　　　　ドメーヌ クロード デュガドメーヌ クロード デュガドメーヌ クロード デュガドメーヌ クロード デュガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2012201220122012 Clos de VougeotClos de VougeotClos de VougeotClos de Vougeot　　　　Grand CruGrand CruGrand CruGrand Cru　　　　Domaine Jean GrivotDomaine Jean GrivotDomaine Jean GrivotDomaine Jean Grivot 40,00040,00040,00040,000
クロ ド ヴージョクロ ド ヴージョクロ ド ヴージョクロ ド ヴージョ　　　　グラン クリュグラン クリュグラン クリュグラン クリュ　　　　ドメーヌ ジャン グリヴォドメーヌ ジャン グリヴォドメーヌ ジャン グリヴォドメーヌ ジャン グリヴォ　　　       　　　　　       　　　　　       　　　　　       　　

2014201420142014 Chambolle MusignyChambolle MusignyChambolle MusignyChambolle Musigny 　　　　VVVVVVVV 　　　　Domaine Francois BertheauDomaine Francois BertheauDomaine Francois BertheauDomaine Francois Bertheau 17,50017,50017,50017,500

シャンボール ミュジニーシャンボール ミュジニーシャンボール ミュジニーシャンボール ミュジニー　　　　ドメーヌ フランソワ ベルトードメーヌ フランソワ ベルトードメーヌ フランソワ ベルトードメーヌ フランソワ ベルトー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2010201020102010 Vosne Romanee 1er CruVosne Romanee 1er CruVosne Romanee 1er CruVosne Romanee 1er Cru　　　　 La Croix RameauLa Croix RameauLa Croix RameauLa Croix Rameau　　　　 J.Coudray BizotJ.Coudray BizotJ.Coudray BizotJ.Coudray Bizot 25,00025,00025,00025,000
ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ　　　　ラ クロワ ラモーラ クロワ ラモーラ クロワ ラモーラ クロワ ラモー　　　　ジェイ クドレィ ビゾジェイ クドレィ ビゾジェイ クドレィ ビゾジェイ クドレィ ビゾ　　 　　 　　 　　 

2014201420142014 Grands EchezeauxGrands EchezeauxGrands EchezeauxGrands Echezeaux　　　　Domaine de la RomanDomaine de la RomanDomaine de la RomanDomaine de la Roman éééée-Contie-Contie-Contie-Conti 275,000275,000275,000275,000
グラン エシェゾーグラン エシェゾーグラン エシェゾーグラン エシェゾー　　　　ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティドメーヌ ド ラ ロマネ コンティドメーヌ ド ラ ロマネ コンティドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2013201320132013 Nuits Saint GeorgesNuits Saint GeorgesNuits Saint GeorgesNuits Saint Georges　　　　Domaine Arnoux-LachauxDomaine Arnoux-LachauxDomaine Arnoux-LachauxDomaine Arnoux-Lachaux 14,50014,50014,50014,500

ニュイ サン ジョルジュニュイ サン ジョルジュニュイ サン ジョルジュニュイ サン ジョルジュ　　　　ドメーヌ アルヌー ラショードメーヌ アルヌー ラショードメーヌ アルヌー ラショードメーヌ アルヌー ラショー

2012201220122012 Pommard Clos du ColombierPommard Clos du ColombierPommard Clos du ColombierPommard Clos du Colombier　　　　Domaine Huber VerdereauDomaine Huber VerdereauDomaine Huber VerdereauDomaine Huber Verdereau 23,00023,00023,00023,000
ポマール ポマール ポマール ポマール クロ デュ コロンビエクロ デュ コロンビエクロ デュ コロンビエクロ デュ コロンビエ　　　　ドメーヌ ユベール ヴェルドロードメーヌ ユベール ヴェルドロードメーヌ ユベール ヴェルドロードメーヌ ユベール ヴェルドロー

表示価格表示価格表示価格表示価格にににに別途別途別途別途サービスサービスサービスサービス料10料10料10料10％、％、％、％、消費税8%消費税8%消費税8%消費税8%をををを加算加算加算加算させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。 。 。 。 

All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

在庫数在庫数在庫数在庫数のののの少少少少ないものもございますないものもございますないものもございますないものもございます。。。。売売売売りりりり切切切切れのれのれのれの際際際際はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください。。。。

Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.

Red WineRed WineRed WineRed Wine

FranceFranceFranceFrance

赤赤赤赤ワインワインワインワイン



＜＜＜＜PiemontePiemontePiemontePiemonte　　　　　　　　ピエモンテピエモンテピエモンテピエモンテ＞＞＞＞

2013201320132013 Barolo La RosaBarolo La RosaBarolo La RosaBarolo La Rosa　　　　 FontanafreddaFontanafreddaFontanafreddaFontanafredda 24,00024,00024,00024,000
バローロ ラ ローサバローロ ラ ローサバローロ ラ ローサバローロ ラ ローサ　　　　フォンタナフレッダフォンタナフレッダフォンタナフレッダフォンタナフレッダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2015201520152015 Bordini BarbarescoBordini BarbarescoBordini BarbarescoBordini Barbaresco　　　　 La SpinettaLa SpinettaLa SpinettaLa Spinetta 18,00018,00018,00018,000
ボルディーニ バルバレスコボルディーニ バルバレスコボルディーニ バルバレスコボルディーニ バルバレスコ　　　　ラ スピネッタラ スピネッタラ スピネッタラ スピネッタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜＜＜＜VenetoVenetoVenetoVeneto　　　　　　　　ヴェネトヴェネトヴェネトヴェネト＞＞＞＞

2009200920092009 Amarone della Valpolicella Classico    BertaniAmarone della Valpolicella Classico    BertaniAmarone della Valpolicella Classico    BertaniAmarone della Valpolicella Classico    Bertani 28,00028,00028,00028,000
アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコアマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコアマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコアマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ　　　　ベルターニベルターニベルターニベルターニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2005200520052005 Rosso del BepiRosso del BepiRosso del BepiRosso del Bepi　　　　Giuseppe  QuintarelliGiuseppe  QuintarelliGiuseppe  QuintarelliGiuseppe  Quintarelli 29,00029,00029,00029,000
ロッソ デル ベピロッソ デル ベピロッソ デル ベピロッソ デル ベピ　　　　ジュゼッペ クインタレッリジュゼッペ クインタレッリジュゼッペ クインタレッリジュゼッペ クインタレッリ　  　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　

＜＜＜＜ToscanaToscanaToscanaToscana　　　　　　　　トスカーナトスカーナトスカーナトスカーナ    ＞＞＞＞

2012201220122012 Poggio alle MuraPoggio alle MuraPoggio alle MuraPoggio alle Mura　　　　Brunello di MontalcinoBrunello di MontalcinoBrunello di MontalcinoBrunello di Montalcino　　　　BanfiBanfiBanfiBanfi 22,00022,00022,00022,000
ポッジョ アッレ ムーラポッジョ アッレ ムーラポッジョ アッレ ムーラポッジョ アッレ ムーラ　　　　ブルネッロ ディ モンタルチーノブルネッロ ディ モンタルチーノブルネッロ ディ モンタルチーノブルネッロ ディ モンタルチーノ　　　　バンフィバンフィバンフィバンフィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表示価格表示価格表示価格表示価格にににに別途別途別途別途サービスサービスサービスサービス料10料10料10料10％、％、％、％、消費税8%消費税8%消費税8%消費税8%をををを加算加算加算加算させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。 。 。 。 

All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

在庫数在庫数在庫数在庫数のののの少少少少ないものもございますないものもございますないものもございますないものもございます。。。。売売売売りりりり切切切切れのれのれのれの際際際際はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください。。。。

Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.

ItalyItalyItalyItaly



2014201420142014 RaissenazRaissenazRaissenazRaissenaz　　　　Domaine Henri CruchonDomaine Henri CruchonDomaine Henri CruchonDomaine Henri Cruchon 14,50014,50014,50014,500
レスナレスナレスナレスナ　　　　ドメーヌ アンリ クルション 　　　　　　　　　　ドメーヌ アンリ クルション 　　　　　　　　　　ドメーヌ アンリ クルション 　　　　　　　　　　ドメーヌ アンリ クルション 　　　　　　　　　　

2012201220122012 The ArmaghThe ArmaghThe ArmaghThe Armagh　　　　 Jim BarryJim BarryJim BarryJim Barry 44,50044,50044,50044,500
ジ アーマージ アーマージ アーマージ アーマー　　　　ジム バリージム バリージム バリージム バリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2014201420142014 SolarisSolarisSolarisSolaris　　　　 ShinshuShinshuShinshuShinshu　　　　Cabernet SauvignonCabernet SauvignonCabernet SauvignonCabernet Sauvignon　　　　Manns WineManns WineManns WineManns Wine 12,00012,00012,00012,000
ソラリスソラリスソラリスソラリス　　　　信州信州信州信州　　　　カベルネ ソーヴィニヨンカベルネ ソーヴィニヨンカベルネ ソーヴィニヨンカベルネ ソーヴィニヨン　　　　マンズ ワインマンズ ワインマンズ ワインマンズ ワイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表示価格表示価格表示価格表示価格にににに別途別途別途別途サービスサービスサービスサービス料10料10料10料10％、％、％、％、消費税8%消費税8%消費税8%消費税8%をををを加算加算加算加算させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。 。 。 。 

All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. All prices are in Japanese Yen and subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

在庫数在庫数在庫数在庫数のののの少少少少ないものもございますないものもございますないものもございますないものもございます。。。。売売売売りりりり切切切切れのれのれのれの際際際際はごはごはごはご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください。。。。

Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.Some items may be subject to availability.
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