～ シャンパーニュ Champagne ～

（税込）

アンリオ ブリュット スーヴェラン
Henriot Ｂｒｕｔ Souverain

¥7,500

アンリオ ロゼ ブリュット
Henrit Rose Brut

¥10,000
¥10,000

アンリオ ブラン ド ブラン ブリュット
Henriot Blanc ｄｅ Ｂｌａｎｃs Brut
【1500ml】

¥20,000
¥9,000

ルイ ロデレール ブリュット プルミエ
Louis Roderer Brut Premier
ギィ シャルルマーニュ ドゥミ セック
Guy Charlemagne Demi Sec

【やや甘口】

¥9,500

ギィ シャルルマーニュ ブリュット ナチュール
Guy Charlemagne Brut Nature

【極辛口】

¥10,000
¥12,000

ガティノワ グランクリュ アイ ロゼ ブリュット
Ｇａｔｉｎｏｉｓ Ａÿ Ｇｒａｎｄ Ｃｒｕ Rose Ｂｒｕｔ
【極辛口】

¥10,000

ヴァルニエ ファニエール グランクリュ ブラン ド ブラン ドュミ セック
Ｖａｒｎｉｅｒ Ｆａｎｎｉéｒ Ｇｒａｎｄ ｃｒｕ blanc de blancs Ｄｅｍｉ Ｓｅｃ

【やや甘口】

¥10,000

ヴァルニエ ファニエール グランクリュ ロゼ ブリュット ゼロ
Ｖａｒｎｉｅｒ Ｆａｎｎｉéｒ Ｇｒａｎｄ ｃｒｕ Rosé Ｂｒｕｔ Ｚéｒｏ

【極辛口】

¥12,500

ヴァルニエ ファニエール グランクリュ ブラン ド ブラン ブリュット ゼロ
Ｖａｒｎｉｅｒ Ｆａｎｎｉéｒ Ｇｒａｎｄ ｃｒｕ blanc de blancs Ｂｒｕｔ Ｚéｒｏ

¥12,000

ゴッセ グラン レゼルヴ
Gosset Grand Reserve
ボランジェ スペシャル キュヴェ ブリュット
Bolinger Special Cuvée Brut

¥12,500

ボランジェ ロゼ ブリュット
Bolinger Rose Brut

¥14,500

ジャクソン キュヴェ ＃７３７（2009年ベース）
Jacquesson Cuvée # 737

¥12,500

ジャクソン キュヴェ ＃７３８（2010年ベース）
Jacquesson Cuvée # 738

¥12,500

ガティノワ グランクリュ アイ ブリュット ’09
Ｇａｔｉｎｏｉｓ Ａÿ Ｇｒａｎｄ Ｃｒｕ Ｂｒｕｔ 2009

2009

¥14,000

ギィ シャルルマーニュ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞ ﾌﾞﾗﾝ ｷｭｳﾞｪ ｼｬﾙﾙﾏｰﾆｭ ’１２
Guy Charlemagne Grand cru blanc de blancs Cuvé Charlemagne 2012

2012

¥14,000

2006

¥14,500

2005

¥15,000

2003

¥13,500

アンリオ ブリュット ミレジメ
Henriot Brut Millesime

アンリオ ロゼ ブリュット ミレジメ '08
Henroit Rose Brut Millesime 2008
エグリ ウーリエ レ ヴィーニュ ド ヴリニー ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ブリュット
Ｅｇｌｙ Ｏｕｒｉｅｔ Le Vigne de Verigny 1er cru Brut

¥17,500
¥12,000

¥15,000

エグリ ウーリエ ブリュット トラディション グランクリュ
Ｅｇｌｙ Ｏｕｒｉｅｔ Ｂｒｕｔ Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ Ｇｒａｎｄ Ｃｒｕ
ギィ シャルルマーニュ ｸﾞﾗﾝ クリュ メニレジメ ブラン ド ブラン
Guy Charlemagne Grand Cru Mesnillesime Blanc de Blancs

2008

¥18,000

2005

¥20,000

2004

¥16,500

ヴィルマール リリー ラ モンターニュ グラン セリエ ドール ’１１
Vilmart Rilly la Montagne Grand Cellier D'Or 2011

¥18,000

ピエール カロ ”クロ ジャッカン” ブラン ド ブラン
Pierre Callot "Clos Jacqin" Blanc de Blancs

¥22,000

ジャクソン キュヴェ ＃７３３ デゴルジュマン タルディフ(2005年ベース）
Jacquesson Cuvée # 733 Ｄéｇｏｒｇｅｍｅｎｔ Ｔａｒｄｉｆ

¥24,000

ジャクソン キュヴェ ＃７３4 デゴルジュマン タルディフ（2006年ベース）
Jacquesson Cuvée # 733 Ｄéｇｏｒｇｅｍｅｎｔ Ｔａｒｄｉｆ

¥26,000

アルフレッド グラシアン ブリュット ミレジメ ’００
Alfred Gratien Cuvee Brut Millésime 2000

¥18,000

アルフレッド グラシアン キュヴェ パラディー ブリュット ’０６
Alfred Gratien Cuvee Paradis Brut 2006

¥25,000
¥25,000

ボランジェ ラ グラン ダネ ’０４
Ｂｏｌｉｎｇｅｒ ｌａ Ｇｒａｎｄ Ａｎnée 2004

¥36,000

クリュッグ グラン キュヴェ
Ｋｒｕｇ Ｇｒａｎｄｅ Ｃｕｖéｅ
モエ ＆ シャンドン ”キュヴェ ドン ペリニヨン”
Moet et Chandon "Cｕｖéｅ Ｄｏｍ Ｐéｒｉｇｎｏｎ"

¥28,000

’０６
2006

¥28,000

エグリ ウーリエ ブリュット ミレジメ ’０２ グランクリュ
Ｅｇｌｙ Ｏｕｒｉｅｔ Ｂｒｕｔ Millesime 2002 Ｇｒａｎｄ Ｃｒｕ

¥32,000

エグリ ウーリエ ブラン ド ノアール ブリュト ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ グランクリュ
Ｅｇｌｙ Ｏｕｒｉｅｔ Ｂｌａｎｃ ｄｅ Ｎｏｉｒs Ｂｒｕｔ Ｖｉｅｉｌｌｅ Ｖｉgｎｅｓ Ｇｒａｎｄ Ｃｒｕ
アンリオ キュヴェ デ アンシャンテルール
Henriot Cuvee des Enchanteleurs

1998

¥24,000

1996

¥30,000

¥60,000

ルイ ロデレール クリスタル ブリュット ’95
Louis Roederer Cristal Brut 1995
ペリエ ジュエ キュヴェ ベル エポック ブリュット
Pérriere Jouĕt Cuvé Belle Ēpoque Brut

2008

¥30,000

1996

¥45,000

1995

¥42,000
¥60,000

ペリエ ジュエ キュヴェ ベル エポック ブリュット ロゼ ’89
Pérrier Jouĕt Cuvé Belle Ēpoque Brut Rose 1989
ジャック セロス キュヴェ エクスキューズ セック
Jacques Selosse Cuvée Exquise Sec

【やや甘口】

ジャック セロス ヴェルシオン オリジネール ノン ﾄﾞｾﾞ
Jacques Selosse Version Originail Non Desé
アンリオ ”キュヴェ ３８” ラ レゼルヴ ペルペチュール ブラン ド ブラン 【１５００ｍｌ】
Ｈｅｎｒｉｏｔ ”Ｃｕｖé ３８” Ｌａ Ｒéｓｅｒｖｅ Ｐｅｒｐétｕｌｌｅ Bｌａｎｃ ｄｅ Bｌａｎｃs

¥36,000
¥40,000
¥180,000

ヴァン ムスー（発泡） Vin Mousseux
ブルエット プレステージ ブラン ド ブラン ブリュット 【やや辛口】
Ｂｒｏｕｅｔｔｅ Ｐｒｅｓｔｉｇｅ ｂｌａｎｃ ｄｅ ｂｌａｎｃ Ｂｒｕｔ
コート デュ ローヌ地方、シャルドネ種１００％

¥4,000

クレマン ド ボルドー ブリュット （ラトュイヨン）
【辛口】
Crémant de Bordeaux Brut (Lateyron)
ボルドー地方、セミヨン種８５％・カベルネ フラン８％・カベルネ ソーヴィニヨン種７％

¥5,000

クレマン ダルザス エクストラ ブリュット ＮＶ （Ｄ．ボット ゲイル）
Ｃｌｅｍａｎｔ ｄ’Ａｌｓａｃｅ Ｅｘｔｒａ Ｂｒｕｔ ＮＶ （Ｄ．Ｂｏｔｔ Ｇｅｙｌ）
（アルザス地方、ﾋﾟﾉ ﾌﾞﾗﾝ種40％､ﾋﾟﾉ ﾉｱｰﾙ種20％、ｼｬﾙﾄﾞﾈ種20％）

【辛口】

¥5,000

【極辛口】

¥7,000

クレマン ダルザス ブリュット ゼロ ’０６ （Ｄ．ジュリアン メイエ）
Ｃｒéｍａｎｔ ｄ’Ａｌｓａｃｅ Ｂｒｕｔ ”Ｏ” ２００６ （Ｄ．Ｊｕｌｉｅｎ Ｍｅｙｅｒ）
アルザス地方、ピノ ブラン種１００％

ヴーヴレイ ブリュット (マルク ブレディフ）
Vouvray Brut (Marc Bredif)

【辛口】
Ｄｅｍｉ

¥5,000
¥2,700

ロワール地方、トゥーレーヌ地区、シュナン ブラン種１００％

クレマン ド ブルゴーニュ エキストラ ブリュット （D.アンリ ボワイヨ）
【極辛口】
Ｃｒéｍａｎｔ ｄｅ Ｂｏｕｒｇｏｇｎｅ Blanc de Blancs Extra Brut （Ｄ．Ｈｅｎｒｉ Ｂｏｉｌｌｏｔ）

¥7,000

ブルゴーニュ地方、シャルドネ種１００％

クレマン ド ブルゴーニュ ブリュット （Ｄ．フランソワ ミクルスキ）
Ｃｒéｍａｎｔ ｄｅ Ｂｏｕｒｇｏｇｎｅ Brut （Ｄ．Ｆｒａｎç０ｉｓｅ Ｍｉｋｕｒｓｋｉ）

【やや辛口】

¥5,500

ブルゴーニュ地方、ピノ ノアール種６０％・シャルドネ種２０％・アリゴテ種２０％

ペティヤン（微発泡） Ｐｅｔｉｌｌａｎｔ
ヴーヴレイ ペティヤン (Ｄ．ユエ）
Ｖｏｕｖｒａｙ Ｐｅｔｉｌｌａｎｔ （Ｄ．Ｈｕｅｔ）

【やや辛口】

¥5,000

ロワール地方、トゥーレーヌ地区、シュナン ブラン種１００％

カッツァン ビュル ミュスカ ＮＶ （Ｄ．クリスチャン ビネール）
Ｋａｔｚ’ ｅｎ Ｂｕｌｌｅｓ Ｍｕｓｃａｔ ＮＶ． （Ｄ．Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｂｉｎｎｅｒ）

【やや甘口】

¥5,000

アルザス地方、ミュスカ種１００％

カッツァン ビュル オーセロワ ’０９ （Ｄ．クリスチャン ビネール）
Ｋａｔｚ’ ｅｎ Ｂｕｌｌｅｓ Ａｕｘｅｒｒｏｉｓ ２００９ （Ｄ．Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｂｉｎｎｅｒ）

【やや辛口】

¥5,000

アルザス地方、オーセロワ種１００％

カッツァン ビュル ピノ ｸﾞﾘ ’１０ （Ｄ．クリスチャン ビネール）
【ロゼ・やや辛口】
Ｋａｔｚ’ ｅｎ Ｂｕｌｌｅｓ Ｐｉｎｏｔ Ｇｒｉｓ ２０１０ （Ｄ．Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｂｉｎｎｅｒ）

¥5,000

アルザス地方、ピノ グリ種１００％

モスカート ダスティー ’１０ （チェレット）
Ｍｏａｃａｔｏ ｄ’Ａｓｔｉ ２０１０ （Ｃｅｒｅｔｔｏ）
イタリア ピエモンテ州、マスカット種１００％

【甘口】
Ｄｅｍｉ

¥4,500
¥2,500

ブルゴーニュ 白ワイン Bourgogne Blanc

（税込）

【シャブリ Chablis】
シャブリ ’１５ （Ｄ.ウィリアム フェーブル）
Chablis 2015 (D. William Fervre)

¥6,000

シャブリ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ モンマン’ 94 （レニャー）
Chablis 1er cru Montmaines 1994 (Regnard)

¥9,000

シャブリ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ モン ド ミリュー ’08 （レニャー）
Chablis 1er cru Mｏｎｔ ｄｅ Ｍｉｌｉｅｕ 2008 (D Regnard)

¥8,000

シャブリ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ モン ド ミリュー ’09 （Ｄ.ウィリアム フェーブル）
Chablis １ｅｒ cru Ｍｏｎｔ ｄｅ Ｍｏｌｉｅｕ 2009 (D. William Fervre)

¥10,000

シャブリ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ モンテ ド トネール ’14 （Ｄ.ウィリアム フェーブル）
Chablis １ｅｒ cru Ｍｏｎｔee ｄｅ Tonnerre 2014 (D. William Fervre)

¥11,000

シャブリ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ フルショーム ’14 （Ｄ.ウィリアム フェーブル）
Chablis １ｅｒ cru Fourchaume 2014 (D. William Fervre)

¥10,000

シャブリ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ フルショーム
Ｃｈａｂｌｉｓ １ｅｒ ｃｒｕ Ｆｏｕｒｃｈａｕｍｅ

¥10,000

’１５ （Ｄ．ダンリ）
2015 （Ｄ．Ｄ’Ｈｅｎｒｉ）

シャブリ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ フルショーム ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ ’１２ （Ｄ．ダンリ）
Ｃｈａｂｌｉｓ １ｅｒ ｃｒｕ Ｆｏｕｒｃｈａｕｍｅ Ｖｉｅｉｌｌｅ Ｖｉｇｎｅｓ 2012 （Ｄ．Ｄ’Ｈｅｎｒｉ）

¥12,000

シャブリ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ フルショーム ”エリタージュ” ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ トリ ’１２ （Ｄ．ダンリ）
Ｃｈａｂｌｉｓ １ｅｒ ｃｒｕ Ｆｏｕｒｃｈａｕｍｅ "Héritage" Premiére Trie 2012 （Ｄ．Ｄ’Ｈｅｎｒｉ）

¥15,000

シャブリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ レ クロ ’12 （Ｄ．クリスチャン モロー）
Ｃｈａｂｌｉｓ Ｇｒａｎｄ ｃｒｕ Ｌｅｓ Ｃｌｏｓ 2012 （Ｄ．Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｍｏｒeau）

¥12,000

シャブリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ レ クロ （Ｄ.ウィリアム フェーブル）
Chablis Grand cru les Clos (D. William Fervre)

2010

¥18,000

2007

¥14,000

2005

¥18,000

2003

¥15,000

1999

¥20,000
¥13,500

シャブリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ グルヌイユ ’09 （レニャー）
Chablis Grand cru Ｇｒｅｎｏｕｉｌｌｅ 09 (Regnard)
シャブリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ レ プリューズ
Chablis Grand cru Ｌｅｓ Ｐｒｅｕｓｅｓ

（レニャー）
(Regnard)

シャブリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ レ プルーズ （Ｄ.ウィリアム フェーブル）
Chablis Grand cru les Preuses (D. William Fervre)

2003

¥13,500

1985

¥15,000

2008

¥12,000

2006

¥15,000

シャブリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ブーグロ “コート ブーグロ” ’02 （Ｄ.ウィリアム フェーブル）
Chablis Grand cru Bougros “Cotes Bougros” 2002 (D. William Fervre)

¥15,000

シャブリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ブーグロ ’15 （Ｄ.ウィリアム フェーブル）
Chablis Grand cru Bougros 2015 (D. William Fervre)

¥12,500

シャブリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ブーグロ ’86 （レニャー）
Chablis Grand cru Bougros 1986 (Regnard)

¥13,500

【コート ドール

Ｃｏｔｅｓ D'or】

マルサネ ブラン ル クロ モノポール ’１２ （Ｄ．ルネ ブーヴィエ）
Marsannay blanc Le Clos Monopole 2012 (D.René Bouvier)

¥7,000

ペルナン ヴェルジュレス レ コンボット ’１１ （D.ラペ）
Pernand Vergelesses Les Combottes 2011 (D. Rapé)

¥6,500

ペルナン ヴェルジュレス ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ スー フレティーユ ’04 （D. ﾄﾞｩｰ ﾓﾝﾃｨｰﾕ）
Pernand Vergelesses 1er cru Sous Fretille 04 (D. Deux Montille)

¥8,000

ペルナン ヴェルジュレス ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ スー フレティーユ’11 （D. シャルロパン パリゾ）
Pernand Vergelesses 1er cru Sous Fretille 2011 (D.Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｃｈａｒｌｏｐｅｎ Ｐａｒｉｚｏｔ )

¥9,000

ラドワ ”ル クル ドルジュ” ’１３ （Ｄ．ルイ ジャド）
Ladoix "Le Clou d'Orge" 2013 (D.Louis Jadot)

¥8,000

コルトン シャルルマーニュ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ （D. ブシャール）
Corton Charlemagne Grand cru (D.Bouchard)

2014

¥25,000

2005

¥30,000

¥18,500

コルトン シャルルマーニュ ’0６ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ （Ｄ.ラペ）
Corton Charlemagne 2006 Grand cru (D. Rapet)
サヴィニー レ ボーヌ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ オー ジャロン ’１３ （Ｄ．ルイ ジャド）
Savigny-Lés Beaune 1er cru Les Hauts Jarrons 2013 (D.Louis Jadot)

¥8,000

ボーヌ デュ シャトー プルミエ クリュ ’１１ （Ｄ．ブシャール）
Beaune de Chateau 1er cru 2011 (D.Bouchard)

¥8,000

シャサーニュ モンラッシェ シャン デリエール ’１４ （D. ジャン ノエル ガニャール）
Chassagne Montrachet Champ D'érriére 2014 (D.Jean Noel Gagnard)

¥10,000

シャサーニュ モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ モルジョ ’１０ （Ｄ．ｸﾘｽﾄﾌ ﾋﾞｭｲｯｿﾝ）
Chassagne Montraches １ｅｒ ｃｒｕ Ｍｏｒｇｅｏｔ 2010 (Ｄ．Christophe Buisson)

¥12,000

シャサーニュ モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ クロ サンジャン ’１２ （D.ポール ピヨ）
Chassagne Montraches １ｅｒ ｃｒｕ Clos St-Jean 2012 (D.Paur Pillot)

¥14,000

シャサーニュ モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ﾓﾙｼﾞｮ ”クロ ド ラ シャペル”
Chassagne Montraches Morgeot Clos de la Chapelle (Ｄ．Louis Ｊadot )

2015

¥18,000

2013

¥16,000

シャサーニュ モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ "ブードリオット” ’１３ （D. ラモネ）
Chassagne Montrachet １er cru ”Boudriotte" 2013 (D.Ramonet)

¥16,500

シャサーニュ モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ”レ リュショット” ’１３ （D. ラモネ）
Chassagne Montrachet １er cru ”Les Euchottes" 2013 (D.Ramonet)

¥20,000

シャサーニュ モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ﾌﾞﾗﾝｼｮ ﾄﾞｼｭ ’１４ （D. ｼﾞｬﾝ ﾉｴﾙ ｶﾞﾆｬｰﾙ）
Chassagne Montrachet 1er cru "Blancho Dessus 2014 (D.Jean Noel Gagnard)

¥24,000

ピュリニー モンラッシェ （Ｄ.ジャン シャルトロン）
Puligny Montrachet （Ｄ.Ｊｅａｎ Ｃｈａｒｔｒｏｎ）

2013

¥11,000

2011

¥10,000

2010

¥12,000

ピュリニー モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ スー ル ピュイ ’11 （D.ラリュー）
Puiligny Montrachet 1er cru Sous le Puits 2011 (D.Larue)

¥13,000

ピュリニー モンラッシェ レ トレンブロ ｳﾞｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ ’12 （D．ユベール ラミー）
Puiligny Montrachet Ｌｅｓ Ｔｒｅｍｂｌｏｔｓ Ｖｉｅｉｌｌｅ Ｖｉｇｎｅｓ 2012 （Ｄ．Ｈｕｂｅｒｔ Ｌａｍｙ)

¥15,000

ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ レ ピュセル ’10 （D.アンリ ボワイヨ）
Puiligny Montrachet 1er cru Ｌｅｓ Ｐｕｃｅｌｌｅｓ 2010 (D. Ｈｅｎｒｉ Boillot)

¥18,000

シュヴァリエ モンラッシェ ’91 ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ （ルイ ジャド）
Chevalier Montrachet 1991 Grand cru (Louis Jadot)

¥30,000

ビアンヴニュ バタール モンラッシェ’ 98 ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ （レニャー）
Bienvenues Batard Montrachet 1998 Grand cru (Regnard)

¥27,000
¥100,000

ル モンラッシェ ’１３ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ （Ｄ．ブシャール）
Le Montrachet 2013 Grand cru (D.Bouchard)
サントーバン ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ﾚ コンブ ’1５ （D. ラリュー）
Saint-Aubin 1er cru Les Combes 2015 (D. Ｌａｒｕｅ)

¥9,000

サントーバン ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ﾚ ピタングル ’11 （D. ポール ピロ）
Saint-Aubin 1er cru Les Ｐｉｔａｎｇｅｒｅｔｓ 2011 (D. Ｐａｕｒ Ｐｉｌｌｏｔ)

¥7,500

サントーバン ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ﾚ ﾀﾞﾝﾄﾞ ｼｱﾝ ’04 （ﾄﾞｩｰ ﾓﾝﾃｨｰﾕ）
Saint-Aubin 1er cru Les Dents de Chien 2004 (Deux Montille)

¥8,000

サントーバン ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ アン レミー ’12 （D. ラリュー）
Saint-Aubin 1er cru En Remilly 2012 (D. Ｌａｒｕｅ)

¥11,000

サントーバン ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ル シャルモワ ’11 （Ｄ.ラモネ）
Saint-Aubin 1er cru Le Charmois 2011 (D. Ramonet)

¥13,000

ムルソー （D.コシュ ビズアール）
Meursault (D. Coche Bizouard)

2010

¥11,000

ムルソー
Meursault

2014

¥12,000

2011

¥11,000

2003

¥10,000

2005

¥12,500

（Ｄ．アンリ ボワイヨ）
(Ｄ．Ｈｅｎｒｉ Ｂｏｉｌｌｏｔ)

ムルソー （D.ポティネ アンポー）
Meursault (D.Potinet Ampeau)

ムルソー ’１４ （Ｄ．フランソワ ミクルスキ）
Meursault 2014 (D.FranÇois Mikulski)

¥15,000

ムルソー レ リッシュ ヴィエイユ ヴィーニュ ’１１ （Ｄ．ド テール ド ベル）
Meursault Ｌｅｓ Ｌｕｃｈｅｔｓ 20１１ (D．ｄｅ Ｔｅｒｒｅｓ ｄｅ Ｖｅｌｌｅ)

¥10,000

ムルソー レ シュヴァリエール ’10 (D．コシュ ビズアール)
Meursault Ｌｅｓ Ｃｈｅｖａｌｉéｒｅｓ 2010 (D．Coche Bizouard)

¥12,000

ムルソー レ ルージョ ’10 （D.ポティネ アンポー）
Meursault Les Rougeots 2010 (D.Potinet Ampeau)

¥11,000

ムルソー ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ グット ドール ’05 （Ｄ．コシュ ビズアール）
Meursault １ｅｒ ｃｒｕ Goutte D'or 2005 (D．Coche Bizouard)

¥18,500

ムルソー プルミエ クリュ シャルム ’05 （D．コシュ ビズアール）
Meursault 1er cru Charmes 2005 (D．Coche Bizouard)

¥18,500

ムルソー ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ シャルム ’10 （D.ポティネ アンポー）
Meursault 1er cru Les Ｃｈａｒｍｅｓ 2010 (D.Potinet Ampeau)

¥17,000

ムルソー ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ジュヌグリエール ’01 （ミッシェル クトー）
Meursault 1er cru Genevrieres 2001 (Michel Coutoux)

¥16,500

ムルソー ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ジュヌグリエール （D.ブシャール）
Meursault 1er cru Genevrieres (Ｄ．Ｂｏｕｃｈａｒｄ)

ムルソー ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ペリエール
Meursault 1er cru Les Perrieres

（D.ポティネ アンポー）
(D.Potinet Ampeau)

2010

¥14,500

2007

¥12,500

2001

¥19,000

2010

¥17,500

サン ロマン ’１５ （ルイ ジャド）
Saint Romain 2015 (Louis Jadot)

¥7,000

サントネー クロ ド マルト ’１３ （D．ルイ ジャド）
Santeney Clos de Malte 2013 (D．Louis Jadot)

¥7,000

ブルゴーニュ オート コート ド ボーヌ ’１５ （Ｄ．ジャン シャルトロン）
Bourgogne Haut Cote de Beaune 2015 (D.Jean Chartron)

¥5,000

【コート シャロネーズ ＆ マコネー 他 Ｃote Chalonaise & Maconnaise】
ブーズロン ’１５ （Ｄ．ド ヴィレーヌ）
Bouzeron 2015 (D.de Villaine)

¥6,000

モンタニー プルミエ クリュ レ コエル ’０６ （ドュー モンティーユ）
Montagny 1er cru les Coéres 2006 (Deox Montille)

¥6,000

プイィ フュイッセ クロ スール ラ ロッシュ ’１１ （Ｄ．ソメイズ ミュシュラン）
Pouilly Fuissé Clos sur la Roche 2011 （D．Saumaize Michelin）

¥7,000

プイィ フュイッセ ヴィエイユ ヴィーニュ ’02 （シャトー フュイッセ）
Pouilly Fuissé Vieille Vignes 2002 (CH．Fuissé)

¥12,000

プイィ フュイッセ テロワール ド ヴェルジソン '04 （D．メールラン）
Pouilly Fuissé Terroir de Vergisson 2004 (D. Merllin)

¥10,000

プイィ フュイッセ キュヴェ アンペロプシス （Ｄ．ソメイズ ミュシュラン）
Pouilly Fuissé Cuvee Ampelopsis （D．Saumaize Michelin）

サンヴェラン グラン ブジエール （D．メールラン）
Saint-Veran Grand Bussiere (D. Merllin)

マコン ヴィラージュ キュヴェ ボトリシス ’00 （Ｄ．ド ラ ボングラン）
Macon Villages Cuvee Botrytis 2000 (D．de la Bongran)

ジュラ

白ワイン

2010

¥9,000

2006

¥12,000

2004

¥10,000

2010

¥8,000

2009

¥9,000

2005

¥10,000

【極甘口】

Jura Blanc

¥12,000
(375ml)

（税込）

コート ド ジュラ シャルドネ レ シャラス ヴィエイユ ヴィーニュ '11（Ｄ．ガヌヴァ）
Cotes du Jura Chardonnay Les Chalasses Vieille Vigne 2011 (D.Ganevat)

¥10,000

コート ド ジュラ サヴァニャン レ シャラス マルヌ ブルー '11（Ｄ．ガヌヴァ）
Cotes du Jura Savagnin Les Chalasses Marnes Bleue 2011 (D.Ganevat)

¥11,000

ヴァン ジョーヌ '05 （Ｄ．ガヌヴァ）
Ｖｉｎ Ｊａｕｎｅ 2005 （Ｄ．Ｇａｎｅｖａｔ）

620ｍｌ

¥20,000

シャトー シャロン ’１０ （Ｄ．ベルテ ボンデ）
Chateau Chalon 2010 (D.Berthet Bondet)

620ｍｌ

¥16,000

コート ド ジュラ ヴァン ド パイユ ’１１ （Ｄ．ベルテ ボンデ）
Cotes du Jura "Vin de Paille" 2011 (D.Berthet Bondet)

375ｍｌ
【甘口】

¥12,000

マクヴァン ド ジュラ （Ｄ．ラベ）
Macvin du Jura (D. Labet)

【甘口】

¥12,000

アルザス 白ワイン Alsace Blanc

（税込）

リースリング ’１3 （Ｆ．Ｍ．トリンバック）
Riesling 2013 (F.M.Trimbach)

¥5,000

リースリング キュベ テオ ’15 （D．ヴァイン バック）
Ｒｉｅｓｌｉｎｇ Cuvee Theo 2015 （Ｄ．Weinbach)

¥7,500

リースリング セレクション ド ヴィエイユ ヴィーニュ ’１２ （Ｆ．Ｍ．トリンバック）
Riesling Sélection de Vieilles Vignes 2012 (F.M.Trimbach)

¥7,000

リースリング ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ クローネンブルグ （D.ボット ゲイル）
Riesling Grand cru Kronenbourg (D.Bott Geyl)

リースリング ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ シュロスベルグ (D． ｳﾞｧｲﾝ ﾊﾞｯｸ）
Riesling Ｇｒａｎｄ Ｃｒｕ Schlossberg Grand Cru (D． Weinbach)

2011

¥8,000

2013

¥9,000

2015

¥10,000

2010

¥12,000

2009

¥10,000

リースリング ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ シュロスベルグ ”ｷｭｳﾞｪ ｶﾄﾘｰﾇ ﾘﾈﾃﾞｨ" ’01 (D．ｳﾞｧｲﾝ ﾊﾞｯｸ） 【甘口】
\15,000
Riesling Ｇｒａｎｄ Ｃｒｕ Schlossberg Cuvée St-Catherine Linédit! 2001 Grand Cru (D．Weinbach)
リースリング ”キュヴェ フレデリック エミール” ’０６ （Ｆ．Ｍ．トリンバック）
Ｒｉｅｓｌｉｎｇ ”Ｃｕｖｅｅ Ｆｒéｄéｒｉｃ Ｅｍｉｌｅ” 2006 （Ｆ．Ｍ．Ｔｒｉｍｂａｃｈ）

¥11,000

リースリング ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ カステルベルグ ’０４ （マルク クライデンヴァイス）
Riesling Kastelberg Grand cru 2004 (Marc Kreydenweiss)

¥13,000

リースリング クロ サン テューヌ ’99 （トリンバック）
Riesling Clos Ste-Hune 1999 (Trimbach)

¥24,000

ゲウェルツトラミネール ’１４ （Ｆ．Ｍ．トリンバック）
Ｇｅｗｅｒｚｔｒａｍｉｎｅｒ 2014 （Ｆ．Ｍ．Ｔｒｉｍｂａｃｈ）

¥5,000

ゲウェルツトラミネール ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ フルシュテンタム ’０９ （Ｄ．ボット ゲイル）【やや甘口】
Ｇｅｗｅｒｚｔｒａｍｉｎｅｒ Grand cru Furstentum 2009 (D.Bott Geyl）

¥9,000

ゲウェルツトラミネール ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ｿﾞﾝﾈﾝｸﾞﾗﾝﾂ ’05 ＳＧＮ（Ｄ．ﾎﾞｯﾄ ｹﾞｲﾙ） 【極甘口】
Ｇｅｗｅｒｚｔｒａｍｉｎｅｒ Ｇｒａｎｄ ｃｒｕ Ｓｏｎｎｅｎｇｌａｎｚ 2005 ＳＧＮ （Ｄ．Ｂｏｔｔ Ｇｅｙｌ）

¥12,000
（375ｍｌ）

ピノ グリ キュベ テオ ’15 （D．ヴァイン バック）
Pinot Gris Cuvee Theo 2015 （Ｄ．Weinbach)

¥6,000

ピノ グリ ﾚｾﾞﾙｳﾞ ﾊﾟﾙﾃｨｷｭﾘｴｰﾙ ’０９（Ｄ．ヴァインバック）
Pinot Gris Réserve Particuliére 2009 (D.Weinbach)

¥7,000

ピノ グリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ゾンネングランツ ’00 ﾞ（D.ボット ゲイル）
Pinot Gris Grand cru Sonnenglanz 2000 (D.Bott Geyl)

【やや甘口】

¥8,500

ピノ グリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ゾンネングランツ ｳﾞｧﾝﾀﾞﾝｼﾞｭ ﾀﾙﾃｨｸﾞ（D.ﾎﾞｯﾄ ｹﾞｲﾙ） 【甘口】
Pinot Gris Grand cru Sonnenglanz Vandange Tartige 2006 (D.Bott Geyl)

¥11,000

ピノ グリ アルテンブルグ ｳﾞｧﾝﾀﾞﾝｼﾞｭ ﾀﾙﾃｨｸﾞ’０４ （Ｄ．ヴァインバック）
Ｐｉｎｏｔ Ｇｒｉｓ Ａlｔｅｍｂｅｒｇ Ｖａｎｄａｎｇｅ Ｔａｒｔｉｇｅ 2004 （D.Wｅｉｎｂａｃｈ）

¥8,000
（375ｍｌ）

【甘口】

ピノ グリ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ゾンネングランツ ’０８ SGN （D.ﾎﾞｯﾄ ｹﾞｲﾙ）
【極甘口】
Pinot Gris Grand cru Sonnenglanz Selection Grains Noble 2008 (D.Bott Geyl)
ピノ オークセロワ ”H” ヴィエイユ ヴィーニュ '１１ （D.ジョスメイヤー）
Pinot Auxerrois "H" Vieille Vignes 2011 (D.Josmeyer)
エンゲル ガルテン ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ '01 （D.マルセル ダイス）
Engelgarten 1er Cru 2001 (D.Marcel Deiss)

¥16,000
（500ｍｌ）
¥7,000
¥12,000

ロワール 白ワイン Loire Blanc
ヴーヴレイ (マルク ブレディフ）
Vouvray (Marc Bredif)

（税込）
1982

¥11,000

1983

¥11,000

1985

¥12,000

1986

¥12,000

1988

¥10,000

1989

¥10,000

1993

¥8,000

1994

¥8,000

2005

¥6,000

ヴーヴレイ デミセック "ル モン" '01 (Ｄ.ユエ）
Vouvray Demi sec "Le Mont" 2001 (D.Huet)

【やや甘口】

¥8,000

ヴーヴレイ デミセック "ル モン" '53 (Ｄ.ユエ）
Vouvray Demi sec "Le Mont" 1953 (D.Huet)

【やや甘口】

¥37,000

ヴーヴレイ ネクター ’９６ (マルク ブレディフ）
Vouvray Nectar 1996 (Marc Bredif)

¥7,500
（375ｍｌ）

【濃甘口】

モンルイ モアルー ”サフラン” ’０９ （D.ルドヴィック シャンソン）
Montlouis Moelleux "Safran" 2009 (D.Ludovic Chanson)

【甘口】

モンルイ シュール ロワール ”レ ペッシェ” '11（D.ルドヴィック シャンソン）【やや甘口】
Montlouis Sur Loier "Les Peche" 2011 (D.Ludovic Chanson)
コトー デュ レイヨン '８９ （D.ムーラン トーシェ）
Coteaux du Layon 1989 (D.Moulin Touchais)

【甘口】

¥5,000
¥12,500
¥7,000

サヴィニエール ロシュ オ－ モワンヌ '９９ （Ｄ.オー モワンヌ）
Savennieres Roche aux Moinne 1999 (D. Aux Moinne)
サヴィニエール クーレ ド セラン （Ｄ.ニコラ ジョリー）
Savennieres Coulée de Serrant (D.Nicolas Jolly)

¥7,000

2014

¥12,000

2010

¥14,000

2007

¥12,500

2005

¥16,000

サンセール ブコー ブラン ’13 （D クロード リフォー）
Sanceere Les Boucauds blanc 2013 （Ｄ Ｃｌａｕｒｄ Ｒｉｆｆａｕｌｔ)

¥6,000

サンセール ブラン ’１3 （シャトー デュ ノゼ）
Sancerre Blanc 2013 (Chateau du Nozey)

¥7,000

サンセール ”クロ ド ボージュー” '12 （Ｄ．ジェラール ブーレイ）
Ｓａｎｃｅｒｒｅ ”Ｃｌｏｓ ｄｅ Ｂｅａｕｊｅｕ 2012 （Ｄ．Ｇéｒａｒｄ Ｂｏｕｌａｙ）

¥8,000

プイィ フュメ ラ ドモワゼル ド ブルジョワ '11 （Ｄ．アンリ ブルジョワ）
Ｐｏｕｉｌｌｙ Ｆｕｍｅ ｌａ Ｄｅｍｏｉｓｅｌｌｅ ｄｅ Ｂｏｕｒｇｏｅｉｓ 2011 （Ｄ．Ｈｅｎｒｉ Ｂｏｕｒｇｅｏｉｓ）

¥8,000

プイィ フュメ ２００周年記念ボトル '02 (ド ラドセット）
Pouilly-Fume ２００ ané Vendange 2002 (ｄｅ Ladoucette)

¥9,500

バロン ド エル （ド ラドセット）
Baron de L (ｄｅ Ladoucette)

2000

¥18,000

ボルドー 白

Bordeaux Blanc

（税込）

【辛口 Sec】
パヴィヨン ブラン デュ シャトー マルゴー （Ch ﾏﾙｺﾞｰ）
Pavillon Blanc du Chateau Margaux (Ch． Margaux)

2002

¥20,000

エール ダルジャン (Ch ﾑｰﾄﾝ ロートシルト）
Aire-d'Argent (Ch． Mouton Rothschild)

1999

¥20,000

2008

¥16,000

レザルム ド ラグランジュ （Ch ラグランジュ）
Les Arums de Lagrange （Ｃｈ． Lagrange)

2012

¥7,500

レ フルール デュ ラック （シャトー ラグランジュ）
Les Fleurs du Lac (Ch.Lagrange)

2013

¥5,000

1995

¥16,000

1989

¥20,000

1976

¥30,000

エキストラ ヴァガン ド ドワジー デーヌ
L'Extravagant de Doisy Daene

2003

¥50,000
(375ml)

シャトー ディケム (格付特別1級)
Chateau d'Yquem

1997

¥40,000
(375ml)

【ソーテルヌ Sauternes】
シャトー ドワジー デーヌ (格付2級)
Chateau Doisy Daene

コート デュ ローヌ 白 Cotes du Rhone Blanc
（税込）
& コート ド プロヴァンス 白 Cotes de Provence Blanc
¥4,500

カシー ブラン ’１２ （Ｄ．ラ フェルム ブランシュ）
Cassis Blanc 2012 (D.la Ferme Blanche)
シャトーヌフ デュ パープ ブラン
Ｃｈａｔｅａｕｎｅｕｆ ｄｕ Ｐａｐｅ Ｂｌａｎｃ

（Ｄ．デ セネショー）
（Ｄ．dｅｓ Ｓｅｎｅｃｈａｕｘ）

2012

¥8,000

2008

¥10,000
¥6,000

クローズ エルミタージュ ブラン ’１６ （Ｄ．デュ コロンビエ）
Crozｅs-Hermitage Blanc 2016 （Ｄ．Ｄｕ Ｃｏｌｏｍｂｉｅｒ）
コンドリュー '05 （ピエール ガイヤール）
Condreau 2005 (Pierre Gaillare)

¥11,000

エルミタージュ ブラン シャンタルエット ’97 （Ｍ．シャプティエ）
Hermitage blanc Chante-Alouette 1997 (M.Chapoutier)

¥18,000

アルザス 赤ワイン Alsace Rouge

（税込）

アルザス ピノ ノアール レゼルヴ '09 （D.ヴァイン バック）
Alsace Pinot Noir Ｒｅｓｅｒｖｅ 2009 (D.Ｗｅｉｎｂａｃｈ)

¥7,500

アルザス ピノ ノアール ノン フィルトレ ’１３ （Ｄ．ビネール）
Alsace Pinot Noir Non Filtre 2013 (D.Binner)

¥6,000

アルザス ピノ ノアール キュヴェ カミーユ '12 （Ｄ.カミーユ ブラウン）
Alsace Pinot Noir Cuvée Camille 2012 (D.Camille Braun)

¥5,000

ロワール 赤ワイン

Loire Rouge

（税込）

サンセール '10 （Ｄ．デュ カロ）
Ｓａｎｃｅｒｒｅ 2010 （Ｄ．dｕ Ｃａｒｒｏｕ）

¥5,500

サンセール ルージュ ラ ブルジョワ '07 （D.アンリ ブルジョワ）
Sancerre Rouge ｌａ Ｂｏｕｒｇｅｏｉｓｅ 2007 (D. Ｈｅｎｒｉ Ｂｏｕｒｇｅｏｉｓｅ)

¥8,000

シノン ”レ ピカッス” ’０８ （Ch .ド クレーヌ）
Ｃｈｉｎｏｎ ”Ｌｅｓ Ｐｉｃａｓｓｅｓ” ２００８ （Ｃｈ．dｅ Coulaine）

¥6,000

シノン ラ ディアブレス （CH . ド クーレーヌ.）
Ｃｈｉｎｏｎ ”Ｌa Diablesse” （Ch.de Coulaine）

2010

¥8,000

2006

¥7,000

ブルゴーニュ 赤ワイン Bourgogne Rouge
【コート ド ニュイ

（税込）

Ｃｏｔｅｓ ｄｅ Ｎｕｉｔｓ】

コート ド ニュイ ヴィラージュ ル ヴォークラン '1２ （Ｄ.ルイ ジャド）
Ｃｏｔｅ ｄｅ Ｎｕｉｔｓ－Ｖｉｌｌａｇｅ Ｌｅ Ｖａｕｃｒａｎ 2012 （Ｄ．Louis Jadot）

¥7,000

マルサネ ’１３ （D.フィリップ シャルロパン パリゾ）
Marsannay 2013 (D.Philippe Charlopen Parizot)

¥7,500

マルサネ ロンジュロワ ’１３ （Ｄ．ルネ ブーヴィエ）
Marsannay Ｌｎｇｅｒｏｉｅｓ 2013 （René Bouvier)

¥8,500

フィクサン クレ ド シェーヌ ’１４ （Ｄ．ルネ ブーヴィエ）
Fixin Crais de Chéne 2014 (D.René Bouvier)

¥8,500

ジュヴレイ シャンベルタン
Gevrey Chambertin 2015

¥10,000

'１５ （ブシャール）
(Ｂｏｕｃｈａｒｄ)

ジュヴレイ シャンベルタン ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ '0８ （Ｄ.ジャンテ パンショ）
Gevrey Chambertin Vieille Vignes 200８ (D. Geantet-Pansiot)

¥12,000

ジュヴレイ シャンベルタン ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ '01 （Ｄ.エレスティン）
Gevrey Chambertin Vieille Vignes 200１ (D. Heresztyn)

¥11,000
2013

¥15,000

2010

¥18,000

ジュヴレイ シャンベルタン ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ”ﾗｼｰﾇ ﾃﾞｭ ﾀﾝ” '10（Ｄ.ルネ ブーヴィエ）
Gevrey Chambertin Vieille Vignes Ｒａｃｉｎｅ ｄｕ Ｔｅｍｐｓ” 2010 (D .Ｒｅｎｅ Ｂｏｕｖｉｅｒ）

¥13,000

ジュヴレイ シャンベルタン ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ レ カズティエ '１１ （D.ルイ ジャド）
Gevrey Chambertin 1re cru Ｌｅｓ Ｃａｚｅｔｉｅｒｓ 2011 (D.Louis Jadot)

¥18,000

シャンベルタン クロ ド ベーズ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ '10 （Ｄ.ピエール ダモワ）
Chambertin Clos de Beze Grand cru 2010 (D. Pierre Damoy)

¥28,000

モレ サン ドニ
Morey St-Donis

’１５ (Ｄ．マルセル ド シャンジェ ）
2015 （Ｄ．Marcelle de Changey)

¥10,000

モレ サン ドニ
Morey St-Donis

’１１ ( Ｄ． アルロー）
2011 （Ｄ． Arlaud)

¥13,000

ジュヴレ シャンベルタン ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ （D.ﾌｨﾘｯﾌﾟ ｼｬﾙﾛﾊﾟﾝ ﾊﾟﾘｿﾞ）
Gevrey Chambertin Vieille Vignes (D.Philippe Charlopen Parizot)

モレ サン ドニ ル トレ ジアール '01 （D.ミッシェル マニャン）
Morey St-Donis le Tres Girard 2001 (D.Michel Magnien)

¥11,000

モレ サン ドニ クロ ソロン ’１３ （エ アルロー）
Morey St-Donis Clos Sｏlon 2013 （& Arlaud)

¥13,000

モレ サン ドニ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ オー シェゾー '13 （Ｄ．カスタニエ）
Morey St-Donis 1er ｃｒｕ Aux Cheseaux 2013 （Ｄ．Ｃａｓｔａｇｎｉｅｒ）

¥15,000

クロ デ ランブレイ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ （Ｄ.デ ランブレイ）
Clos des Lambrays Grand cru (D.des Lambrays)

2001

¥22,000

1995

¥20,000

クロ ド ラ ロッシュ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ '12 （Ｄ．カスタニエ）
Ｃｌｏｓ ｄｅ ｌａ Ｒｏｃｈｅ Ｇｒａｎｄ ｃｒｕ 2012 （Ｄ．Ｃａｓｔａｇｎｉｅｒ）

¥24,000

シャンボール ミュジニー '13 （ブシャール）
Chambolle Musigny 2013 (Ｂｏｕｃｈａｒｄ)

¥10,000

シャンボール ミュージニー ’０７ （Ｄ.エレスティン）
Chambolle Musigny 2007 (D. Heresztyn)

¥11,000

シャンボール ミュジニー '08 （D.アミオ セルヴェル）
Chambolle Musigny 2008 (D.Amiot Servelle)

¥12,000

シャンボール ミュージニー ’１１ （Ｄ.アルロー）
Chambolle Musigny 2011 (D. Alraud)

¥14,500

ヴォーヌ ロマネ '08 （D.ジェラール ミュニュレ）
Vosne Romanee 2008 (D.Gerard Mugnuret)

¥10,000

ヴォーヌ ロマネ オー レア '１３ （Ｄ.フランソワ ジュルベ）
Ｖｏｓｎｅ Ｒｏｍａｎｅｅ Ａｕｘ Ｒｅａｓ 2013 （Ｄ. Ｆｒａｎçｏｉｓｅ Ｇerbet）

¥11,000

ヴォーヌ ロマネ オー レア '１２ （エ アルロー）
Ｖｏｓｎｅ Ｒｏｍａｎｅｅ Ａｕｘ Ｒｅａｓ 2012 （＆ Arlaud）

¥18,000

ヴォーヌ ロマネ ヴィエイユ ヴィーニュ '02 （D.クリストフ ペロミノ）
Vosne Romanee Vieille Vignes 2002 (D. Christophe Perrot-Minot)

¥13,000

ヴォーヌ ロマネ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ レ スショ '08 （D.ミッシェル ノエラ）
Vosne Romanee 1er cru les Suchot 2008 (D.Michel Noéra)

¥18,000

ニュイ サンジョルジュ ’１４ （Ｄ．アルヌー ラショー）
Nuits St-Georges 2014 (D.Arnoux Lachaux)

¥10,000

ニュイ サンジョルジュ レ ミュルジュ デ クラ ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ’12 （Ｄ．ペロ ミノ）
Nuits St-Georges Les Murgers des Cras Vieille Vignes 2012 (D.Perroy Minot)

¥12,500

ニュイ サンジョルジュ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ レ シャニョ （D. ジェラール ミュニュレ)
Nuits St-Georges 1er cru Les Chagnots (D. Gerard Mugnuret)

1999

¥14,000

1998

¥12,000

ニュイ サンジョルジュ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ "ｸﾛ ﾃﾞ ｺﾙｳﾞｪ" ’07 （D.プリューレ ロック)
Nuits St-Georges 1er cru Clos des Corve 2007 (D. Priure Roch)

¥25,000

ニュイ サンジョルジュ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ｸﾛ ﾃﾞ ｻﾞﾙｼﾞﾘｴｰﾙ '09 （D.ｸﾘｽﾄﾌ ﾋﾞｭｲｯｿﾝ）
Nuits St-Georges 1er cru Clos des Argillieres 2009 (D.Christfe Buissones)
2011

¥12,000

ニュイ サンジョルジュ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ レ レ ボークラン（ルシアン ル モアンヌ)
Nuits St-Georges 1er cru Les Ｖａｕｃｒａｉｎｓ （Ｌｕｃｉｅｎ Ｌｅ Ｍｏｉｎｎｅ）

¥20,600

2010

¥10,000

【コート ド ボーヌ

Ｃｏｔｅｓ ｄｅ Beaune】

ラドワ '１０ （ルイ ジャド）
Ｌａｄｏｉｘ 2010 （Ｌｏｕｉｓ Ｊａｄｏｔ）

¥7,000

アロース コルトン '０８ （D.ラペ）
Aloxe Corton 2008 (D. Rapé)

¥8,000

ル コルトン '03 ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ （Ｄ.ブシャール ペール エ フィス）
Le Corton 2003 Grand cru (D. Bouchard Pere et Fils)

コルトン プジェ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ （D. ルイ ジャド）
Corton Pougets Grand cru (D.Louis Jadot)

ペルナン ヴェルジュレス （D.フィリップ シャルロパン パリゾ）
Pernand Vergelles (D.Philippe Charlopen Parizot)

2012

¥18,500

2003

¥24,000

2006

¥16,000

1998

¥18,000

2009

¥8,000

ボーヌ デュ シャトー ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ '12 （D.ﾌﾞｼｬｰﾙ）
Beaune du Chateau 1er cru 2012 (D.Bouchard)

¥7,500

ボーヌ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ アヴォー '０８ （D.ﾌﾞｼｬｰﾙ）
Beaune 1er cru Avaux 2008 (D.Bouchard)

¥7,000

ボーヌ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ レ マルコネ '０５ （D.ﾌﾞｼｬｰﾙ）
Beaune 1er cru Les Marconnets 2005 (D.Bouchard)

¥9,000

ボーヌ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ サン ヴィーニュ '96 （D.ビトゥーゼ プリュール）
Beaune 1er cru Cent Vigne 1996 (D.Bitouzet Prier)

¥9,000

ボーヌ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ クロ デ ズールシェル （D.ルイ ジャド）
Beaune 1er cru Clos des Ursuirs (D.Louis Jadot)

ボーヌ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ﾚ ｸﾞﾚｰｳﾞ “ｳﾞｨｰﾆｭ ﾄﾞ ﾗﾝﾌｧﾝ ｼﾞｪｼﾞｭ”（D.ﾌﾞｼｬｰﾙ）
Beaune 1er cru Les Greves Vigne de l'Enfant Jesus (D. Bouchard)
ボーヌ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ トゥーロン '79 （D.ブシャール）
Beaune 1er cru Teurons 1979 (D.Bouchard)
サヴィニー レ ボーヌ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ レ ラヴィエール '08 （Ｄ.ブシャール）
Savigny Les Beaune １ｅｒ ｃｒｕ Ｌｅｓ Ｌａｖｉｅｒｅｓ 2008 (D. Ｂｏｕｃｈａｒｄ）)
サヴィニー レ ボーヌ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ レ フルノー '01 （D.シモン ビーズ）
Savigny Les Beaune 1er cru Ｌｅｓ Ｆｏｕｒｎａｕｘ 2001 (D. Simon Bize)

ポマール '99 （Ｄ.ミッシェル アルスラン）
Pommard 1999 (D.Ｍｉｃｈｅｌ Ａｌｃｅｌａｉｎ)

2015

¥16,000

2009

¥13,000

2008

¥10,000

2004

¥12,000

2014

¥16,000
¥16,500
¥7,000
¥12,000

¥8,500

ポマール ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ レ プテュール '00 （D.ルイ ジャド）
Pommard 1er cru Les Poutures 2000 (D.Louis Jadot)

¥12,000

ポマール ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ジャロリエール '02 （D.プスドール）
Pommard 1er cru Jarolieres 2002 (D. Ｐｏｕｓｄｏｕｒ)

¥12,500

ポマール ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ プティ ゼプノー '97 （D.ジャン ルック ジョワイヨ）
Pommard 1er cru Petits Epenots 1997 (D.Jean Luc Joillot)

¥10,000

ポマール ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ グラン ゼプノー ’９７ （D.ミッシェル ゴヌー）
Pommard 1er cru Grands Epenots 1997 (D. Michel Gaunoux)

¥18,000

ポマール ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ クロ デ ゼプノー '04 （D.コント アルマン）
Pommard 1er cru Clos des Epenots 2004 (D. Conte Armand)

¥24,000
¥9,000

ムルソー ルージュ '０４ （Ｄ.アラン コシュ ビズアール）
Meursault Rouge 2004 (D. Alain Coche Bizouard)
ヴォルネイ ’１０ （Ｄ．アンリ ボワイヨ）
Voｌｎａｙ 2010 （Ｄ．Ｈｅｎｒｉ Ｂｏｉｌｌｏｔ）

¥10,000

ヴォルネイ サン フランソワ ’１４ ノン フィルトレ （Ｄ．ロブレ モノ）
Volnay Saint François 2014 Non Filtré (D.Roblet Monnot)

¥13,000

ヴォルネイ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ シュヴレ （D.ジャン ボワイヨ）
Volnay 1er cru Chevrets (D.Jean Boillot)

1998

¥14,000

2003

¥12,500

ヴォルネイ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ”レ フルミエ” ’０６ （Ｄ．アンリ ボワイヨ）
Voｌｎａｙ １ｅｒ ｃｒｕ”Ｌｅｓ Ｆｒｅｍｉｅｔｓ” 2006 （Ｄ．Ｈｅｎｒｉ Ｂｏｉｌｌｏｔ）

¥12,000

ヴォルネイ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ カイユレ クロ デ 60 ウヴレ '02 （D.プスドール）
Volnay 1er cru Caillerets Clos de 60 Ouvrey 2002 (D.Ｐｏｕｓｄｏｕｒ)

¥20,000

ヴォルネイ プルミエ クリュ タイユピエ '06 （D.ブシャール）
Volnay 1er cru Taillepiet 2006 (D. Bouchard)

¥11,000

ヴォルネイ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ サントノ '99 （D.ティエリー マトロ）
Volnay 1er cru Santenots 1999 (D. Thierry Matrot)

¥12,000

ヴォルネイ プルミエ クリュ カイユレ アンシェンヌ キュヴェ カルノー '１０ （D.ﾌﾞｼｬｰﾙ）
Volnay 1er cru Caillerets Anciennne Cuvée Carnot 2010 (D. Bouchard)

¥15,000

シャサーニュ モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ﾓﾙｼﾞｮ ”ｸﾛ ﾄﾞﾗ ｼｬﾍﾟﾙ” '01（Ｄ．ﾙｲ ｼﾞｬﾄﾞ）
Chassagne Montraches １ｅｒ ｃｒｕ Ｍｏｒｇｅｏｔ 2001 (Ｄ．Louis Ｊadot )

¥10,000
¥9,000

シャサーニュ モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ モルジョ '07 （Ｄ．ジャン ノエラ）
Chassagne Montraches １ｅｒ ｃｒｕ Ｍｏｒｇｅｏｔ 2007 (Ｄ．Ｊｅａｎ Ｎｏéｒａ)

¥12,000

シャサーニュ モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ クロ サンジャン ’１２ （D.ポール ピヨ）
Chassagne Montraches １ｅｒ ｃｒｕ Clos St-Jean 2012 (D.Paur Pillot)
オクセ デュレス ﾌﾟﾙﾐr ｸﾘｭ レ デュレス ０９ （D.ポティネ アンポー）
Auxey Duresse 1er cru Les Duresse 2009 (D.Potinet Ampeau)

¥9,000

サントネー ’１１ （ブシャール）
Santenay 2011 (Bouchard)

¥6,000

モンテリー ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ”スー ラ ヴェル“ （シャトー ド モンテリー）
Monthelie 1er cru "Sur la Velle" (Chateau de Monthelie)

2001

¥9,000

2007

¥8,000
¥8,000

モンテリー ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ”レ デュレス“ '０９ （Ｄ．ブシャール）
Monthelie 1er cru "Les Duresses" 2009 (Ｄ．Bouchard Pere et Fils)
モンテリー （Ｄ．ブシャール）
Monthelie (Ｄ．Bouchard Pere et Fils)

2009

¥6,500

1999

¥7,500

1975

¥18,500

【ボジョレー ＆ AC.ブルゴーニュ Ｂeaujolais

＆ AC.Ｂｏｕｒｇｏｇｎｅ】

メルキュレー ルージュ ヴィエイユ ヴィーニュ '１２ （Ｄ．フランソワ ラキエ）
Ｍｅｒｃｕｒｅｙ ｒｏｕｇｅ Ｖｉｅｉｌｌｅ Ｖｉｇｎｅｓ 2012 （Ｄ．Ｆｒａｎçｏｉｓ Ｒａｑｕｉｌｌｅｔ）

¥6,500

ムーラ ナ ヴァン ”クロ デ ロッシュグレ”’１３ （シャトー デ ジャック）
Moulin-A-Vent "Clos de Rochegrés" 2013 (Chateau des Jacques)

¥8,000

ブルーイィー '１０ （D．デコンブ）
Ｂｒｏｕｉｌｌｙ 2010 （Ｄ．Ｄｅｓｃｏｍｂｅｓ）

¥6,000

フルーリー ラ レゼルヴ ’１６ （ヴィラ ポンシアゴ）
Fleurie la Réserve 2016 (Villa Ponciago)

¥5,000

ブルゴーニュ ルージュ ヴィエイユ ヴィーニュ '０９ （Ｄ．ペロミノ）
Ｂｏｕｒｇｏｇｎｅ Ｒｏｕｇｅ Vieille Vignes 2009 （Ｄ．Ｐｅｒｒｏｔ－ｍｉｎｏｔ）

¥8,000

ブルゴーニュ ルージュ ’１5 （D.モンジャール ミュニュレ）
Ｂｏｕｒｇｏｇｎｅ Ｒｏｕｇｅ 2015 （Ｄ．Ｍｏｎgearｄ－Ｍｕｇｎｅｒｅｔ）

¥6,000

コトー シャンプノワ Coteaux Champenois （税込）
ラタフィア ド シャンパーニュ Ratafia de Champagne （税込）
コトー シャンプノア アイ グランクリュ ルージュ ’０４ （ガティノワ）
Coteaux Champenois AŸ Grand Cru Rouge 2004 (Gatinois)

¥8,000

ジャック セロス ラタフィア ド シャンパーニュ
Jacques Selosse Ratafia de Champagne

¥25,000

エグリ ウーリエ アンボネイ ラタフィア ド シャンパーニュ
Egly-Ouriet Ambonnay Ratafia de Champagne

¥16,000

ヴィルマール 100％ ピノ ノアール ラタフィア ド シャンパーニュ
Vilmart 100% Pinot Noir Ratafia de Champagne

¥14,000

コート デュ ローヌ 赤 Cotes du Rhone Rouge

（税込）

コート ロティ シャトー ダンピュイ '98 （ギガル）
Cote-Rotie Chateau d'Ampuis 1998 (Guigal)

¥24,000

エルミタージュ ルージュ '０９ （D．ｼﾞﾙ ﾛﾊﾞﾝ）
Hermitage Ｒｏｕｇｅ 2009 (D.Gilles Robin)

¥14,500

エルミタージュ ルージュ ラ シャペル ’９６ （ポール ジャブレ）
Hermitage Ｒｏｕｇｅ La Chapele 1996 (Paul Jaboulet)

¥28,000

エルミタージュ ルージュ レルミット '99 （M. シャプティエ）
Hermitage Rouge l'Elmit 1999 (M. Chapoutier)

¥39,000

クローズ エルミタージュ ルージュ ’12 （レ ヴァン ド ヴィエンヌ）
Crozes-Hermitage rouge 2012 (Les Vin de Vienne)

¥6,000

クローズ エルミタージュ ルージュ "キュヴェ ガビー” ’１４ （Ｄ．デュ コロンビエ）
Crozｅs-Hermitage Ｒｏｕｇｅ ”Ｃｕｖéｅ Ｇａｂｙ” 2014 （Ｄ．Ｄｕ Ｃｏｌｏｍｂｉｅｒ）

¥7,500

¥9,000

クローズ エルミタージュ ルージュ ラ ギロード' 10 （D.アラン グライヨ）
Crozｅs-Hermitage Ｒｏｕｇｅ Ｌａ Ｇｕｉｒａｕｄｅ 2010 (D.Alain Graillot)
ソタナム Ｖｄｐ コリンヌ ローダニエンヌ セイシェル (ﾚ ヴァンド ヴｨｴﾝﾇ）
Sotanum Vdp Colinne Rhodaniene Seyssuel (Les Vin de Vienne)

2007

¥10,000

2001

¥12,500
¥9,000

シャトー ヌフ デュ パープ '10 （Ｄ.ド ラ シャルボニエール）
Chateauneuf du Pape 2010 (D. de la Charbonniere)
シャトー ヌフ デュ パープ ｳﾞｨｴｲﾕ ｳﾞｨｰﾆｭ （Ｄ．ﾄﾞ ﾗ ｼｬﾙﾎﾞﾆｴｰﾙ）
Chateauneuf du Pape Vieille Vigne (D．de la Charbonniere)

2010

¥11,000

2003

¥12,500
¥18,000

シャトー ヌフ デュ パープ キュヴェ デ カデット ’95 （CH．ラ ネルト）
Chateauneuf du Pape Cuvee de Cadettes 1995 (Ch． La Nerte)
ジゴンダス ’11 （Ｄ.ラスパイユ アイ）
Gigondas 2011 (D.Raspail Ay)

¥7,000

ヴァケラス ’１２ （Ｄ．ラ ガリーヴ）
Vacqueyras 2011 (D.la Garrigue)

¥5,500

ラ ルーシエール ルージュ VdF ’１２ （D．イヴ キュイユロン）
La Roussillére Rouge Vin de France 2012 (D．Yves Cuilleron)

【赤・甘口】

¥4,500

コート デュ ローヌ ルージュ ’13 （レ ヴァン ド ヴィエンヌ）
Cotes du Rhone rouge 2013 (Les Vin de Vienne)

ボルドー 赤 Bordeaux Rouge
【ぺサック ＆ レオンニャン村

¥7,000
(500ml)

（税込）

Pessac & Leognon】

ドメーヌ ド シュヴァリエ （格付銘柄）
Donaine de Chevalier

1995

¥20,000

シャトー オーブリオン （格付１級）
Ｃｈａｔｅａｕ Ｈａｕｔ－Ｂｒｉｏｎ

2012

¥100,000

2001

¥28,000

1999

¥24,000

1998

¥26,000

2002

¥11,000

2009

¥9,000

シャトー ド コム
Chateau du Côme

2009

¥7,000

フランク フェラン （Ｃｈ．フェラン セギュールのセカンド）
Frank Phélin

2011

¥6,000

【サンテステーフ村

St-Estephe】

シャトー コス デス トゥーネル （格付２級）
Chateau Cos des Tounelle

シャトー ル クロック (ブルジョワ級）
Ｃｈａｔｅａｕ Ｌｅ Ｃｒｏｃｋ

【ポーイヤック村

Ｐａｕｉｌｌａｃ】
2014

¥9,000

2010

¥11,000

2004

¥10,000

シャトー ダルマイヤック （格付５級）
Chateau d'Armaihac

1995

¥18,000

シャトー ランシュ ムーサ （格付5級）
Chateau Lynch Moussas

1998

¥15,000

1995

¥18,000

1990

¥70,000

1975

¥90,000

2012

¥120,000

シャトー マルゴー （格付１級）
Ｃｈａｔｅａｕ Ｍａｒｇａｕｘ

2012

¥100,000

シャトー デュフォー ヴィヴァン （格付２級）
Ｃｈａｔｅａｕ Ｄｕｆｏｒｔ Ｖｉｖａｎ

2012

¥12,000

シャトー フェリエール （格付3級）
Chateau Ferriere

2003

¥15,000

シャトー ブラーヌ カントナック （格付２級）
Chateau Brane Cantenac

1993

¥13,000

マルゴー ド シャトー マルゴー (Ch.マルゴーのサードラベル）
Margaoux du Chateau Margaux

2010

¥15,000

2012

¥13,000

シャトー モーカイユ （ブルジョワ級）
Ｃｈａｔｅａｕ Ｍａｕｃａｉｌｌou

2009

¥8,000

シャトー プージョー （ブルジョア級）
Chateau Poujeaux

2009

¥11,000

シャトー シャス スプリーン （ブルジョア級）
Chateau Chasse Spleen

2007

¥8,500

1994

¥12,500

1988

¥18,000

シャトー ペデスクロー （格付５級）
Chateau Pedesclaux

シャトー オー バージュ リベラル
Chateau Haut-Bages Liberal

（格付5級）

シャトー ムートン ロートシルト （格付１級）
Chateau Mouton Rothschild

シャトー ラフィット ロートシルト （格付１級）
Ｃｈａｔｅａｕ Ｌａｆｉｔｅ Ｒｏｔｈｓｃｈｉｌｄ

【マルゴー村

【ムーリス村

Margaux】

Moulis】

【サンジュリアン村

St-Julien】
2015

¥8,000

2010

¥9,000

2009

¥10,000

2010

¥12,000

2011

¥10,000

2015

¥15,000

2014

¥11,000

2013

¥11,000

2012

¥12,000

2011

¥13,000

2010

¥16,000

2009

¥18,000

2008

¥12,000

2001

¥15,000

1998

¥18,000

1997

¥15,000

1996

¥18,000

1998

¥20,000

1996

¥26,000

1995

¥24,000

1999

¥32,000

1988

¥48,000

シャトー ボーモン （オーメドックＡＣ）
Chateau Beaumont （ＡＣ．Ｈａｕｔ－Ｍｅｄｏｃ）

2015

¥5,000

グレ メドック バイ コス デス トゥーネル
Goulée Medoc by Cos des Tounelle

2008

¥8,500

シャトー ラ トゥール ド ビー （ブルジョア級）
Chateau La Tour de By

1990

¥12,000

レ フィエフ ド ラグランジュ （Ｃｈ ラグランジュのセカンド）
Les Fiefes de Lagrange

シャト ムーラン リッシュ
Ｃｈａｔｅａｕ Ｍｏｕｌｉｎ Ｒｉｃｈｅ

シャトー ラグランジュ （格付３級）
Chateau Lagrange

シャトー ブラネール デュクリュ （格付４級）
Chateau Braner Ducru

シャトー レオヴィル ポワフェレ （格付２級）
Chateau Leoville Poyferre

シャトー レオヴィル ラス カーズ （格付２級）
Chateau Leoville Las Case

【オー・メドック地区 ＆ メドック地区

Haut-Medoc & Medoc】

2010

¥6,000

2003

¥6,000

1998

¥6,000

1995

¥9,000

シャトー シサック （ブルジョア級）
Chateau Chissac

1996

¥8,000

シャトー カントメルル （格付5級）
Chateau Cantemerle

2012

¥8,000

2010

¥11,000

2001

¥12,000

シャトー フラン マイエ
Chateau Franc Maillet

2000

¥8,000

シャトード サル
Ｃｈａｔｅａｕ ｄｅ Ｓａｒｅ

1998

¥10,000

シャトー フェテ クリネ
Chateau Feytit Clinet

2001

¥15,000

1995

¥20,000

シャトー ラ グラーヴ ア ポムロール トリガン ド ボワゼ
Chateau La Grave a Pomerol Trigant de Boisset

1989

¥12,500

シャトー ラ カバンヌ （ポムロール）
Chateau La Cabanne

1988

¥15,000

シャトー ラ フルール プーレ
Chateau La Fruer Pouřret

2007

¥6,000

シャトー トロロンモンド (ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ｸﾗｯｾ B)
Chateau Toroplong Mondot

2007

¥20,000

シャトー シュヴァル ブラン （ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ｸﾗｯｾ A）
Chateau Cheval Blanc

1999

¥60,000

シャトー シマール
Chateau Simard

2003

¥7,000

1996

¥9,000

シャトー アンジェルス （ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ｸﾗｯｾ B）
Chateau Angelse

1999

¥25,000

シャトー カノン ラ ガフリエール （ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ ｸﾗｯｾ）
Chateau Canon La Gaffeliere

1995

¥25,000

1994

¥18,000

シャトー ラネッサン （ブルジョア級）
Chateau Lanessan

【ポムロール地区

【サンテミリオン地区

Pomerol】

St-Ｅｍilion】

Languedoc Roussillon & Sud-Wuest Rouge ＆ Ｒｏｓｅ （税込）
ラングドック ルーション & 南西地方 赤ワイン & ロゼ
コルビエール キュヴェ クラシック ’１２ （Ｄ．デュ グラン クレス）
Corbieres Cuvée Classic 2012 (D.du Grand Crés)

¥4,500

コルビエール キュヴェ マジュール ’１２ （Ｄ．デュ グラン クレス）
Corbieres Cuvée Majeure 2012 (D.du Grand Crés)

¥6,000
¥10,000

ミネルボア ルージュ キュムロナンビュス ’99 （アボット）
Minervois Rouge Cumulo Nimbus 1999 (Abbotts)
バロナーク （バロン フィリップ）
Baron Arques (Baron Philipe)

2003

¥8,000

1998

¥10,000

シャトー オーシエール ’10 （Ｄ．バロン ド ロートシルト）
Ｃｈａｔｅａｕ ｄ’Ａｕｓｓｉéｒｅｓ 2010 （Ｄ．Ｂａｒｏｎｓ ｄｅ Ｒｏｔｈｓｃｈｉｌｄ）

¥5,000

コトー デュ ラングドック “シモン” ’04 （Ｄ．クロ マリ）
Coteau du Languedoc “Simon” 2004 (D． Clos Maris)

¥8,000
2005

¥8,000

2009

¥7,000

コート ド ルーション ヴィラージュ ”ｷｭｳﾞｪ ﾌﾟｰﾙ モン ﾍﾟｰﾙ” ’12 （CH.ド ゴール）
Cote de Russion Villages "Cuvee Pour Mon Pere" 2012 (Chateau de Gaure)

¥6,000

ＶＤＦ シエル リキッド ’１０ （Ｄ．ジャン フィリップ パディエ）
Ｖin de France Ciel Liquide 2010 (D.Jean Philippe Padie)

¥7,000

シャトー ド ラ スジョール グランヴァン ロゼ ’１６ （ＡＣ．マルペール）
Chateau de la Soijeole Grand Vin Rose 2016 (AC.Marperre)

¥8,000

ピク サン ルー ル ロック ド マット （シャトー ド カズヌーヴ）
Ｐｉｃ Ｓａｉｎｔ－Ｌｏｕｐ Ｌｅ Ｒｏｃ ｄｅｓ Ｍａｔｅｓ （Ｃｈａｔｅａｕ ｄｅ Ｃａｚｅｎｅｕｖｅ）

プロヴァンス 赤ワイン Provence Rouge

（税込）
¥12,500

バンドール ルージュ ロング ガルド ’98 （D． オット）
Bandol Rouge Longue Garde 1998 (Ｄ．Ott)
D トレヴァロン Ｖｄｐ ブーシュ デュ ローヌ （Ｄ．トレヴァロン）
D Trevallon Vdp Bouche du Rhone (D． Trevallon)

スキャマンドル ’04 （Ｄ．ルヌアール）
Scamandre AOC. Costieres de Nimes 2004 (D． Renourd)
スキャマンドル グラン レゼルヴ ’04 （Ｄ．ルヌアール）
Scamandre Grand Reserve AOC. Costieres de Nimes 2004 (D． Renourd)

2000

¥12,000

2003

¥11,500
¥7,000
¥12,500

フランス以外のワイン

（税込）

【日本 Japon】

¥16,000

シャトー メルシャン 桔梗が原 メルロ ’１２
Chateau Merchan "Kikyougahara" Melro 2012

¥6,000

シャトー メルシャン 椀子（マリコ） ヴィンヤード メルロ ’１３
Chateau Merchan "Mariko Vinyard" Melro 2013
シャトー メルシャン 北信 シャルドネ 千曲川右岸収穫 ’１５
Chateau Merchan "Hokushinn" Chardonnay Rive Gauche 2015

¥12,000

シャトー メルシャン 北信 シャルドネ 千曲川左岸収穫 ’１５
Chateau Merchan "Hokushinn" Chardonnay Rive Droite 2015

¥12,000

シャトー メルシャン 椀子（マリコ） ヴィンヤード シャルドネ ’１５
Chateau Merchan" Mariko Vinyard" Chardonnay 2015

¥5,000

菊鹿 シャルドネ ”せせらぎ” ’１１ (熊本ワイン）
ｋｉｋｕｋａ Ｃｈａｒｕｄｏｎｎａｙ ”Ｓｅｓｅｒｇｉ” 2011 （Ｋｕｍａｍｏｔｏ Ｗｉｎｅ）

¥3,600

菊鹿 シャルドネ 2011年・2013年収穫 (熊本ワイン）
ｋｉｋｕｋａ Ｃｈａｒｕｄｏｎｎａｙ Ｖｅｎｄａｎｇｅ 2011＆ 2013

¥5,000
（Ｋｕｍａｍｏｔｏ Ｗｉｎｅ）

丹波ワイン ”てぐみ” マスカット ベリーＡ ’１６ （ロゼ・微発泡）
Tanba Wine "TEGUMI" Mascat Bailey A 2016

¥4,500

丹波ワイン ”てぐみ” デラウェア ’１７ （白・微発泡）
Tanba Wine "TEGUMI" Delaware 2017

¥4,500

【ドイツ German】
ヴュルツブルガー シルヴァーナー トロッケン ’15 （ブルガースピタル ）
Wǘrzburger Silvaner Trocken 2015 (Bǘrgerspital)

【辛口】

キードリッヒ グラーフェンベルグ リースリング シュペートレーゼ '11 （ロバート ヴァイル）
Kiedrich Grӓfenberg Riesling Spӓtlese 2011 (Robert Weil)
【甘口】

¥5,000
¥9,000

キードリッヒ グラーフェンベルグ リースリング アウスレーゼ ’09 （ロバート ヴァイル）
Kiedrich Grӓfenberg Riesling Auslese 2009 (Robert Weil)
【濃甘口】

¥18,000

グラッヒャー ヒンメルライヒ リースリング シュペートレーゼ ’04 （Ｊ．Ｊ．プリュム）
Ｇｒａａｃｈｅｒ Ｈｉｍｍｅｌｒｅｉｃｈ Riesling Spatlese 2004 (Ｊ．Ｊ．Ｐｒｕｍ)
【甘口】

¥10,000

ベルンカステラー ドクター リースリング アウスレーゼ ’97 （ドクター ターニッシュ）
Berncasteler Doctor Riesling Auslese 1997 (Wwe.Thanisch)
【濃甘口】

¥10,000
(375ml)

【カリフォルニア州 ＆ ワシントン州 California & Washinton】
ハイド ド ヴィレーヌ シャルドネ
Hyde de Villaine Chardonnay

ニールソン ヴィンヤード シャルドネ ’12 （サンタ マリア ヴァレー）
Nielson Vineyard Chardonnay 2012 (Santa Maria Valley)

2013

¥16,000

2010

¥20,000

2002

¥25,000
¥8,000

ウィリアム セリエム ソノマ コースト ピノ ノアール ’02
Williams Selyem Sonoma Coast Pinot Noir 2002

¥15,000

ボンテッラ マクナブランチ ’０６ （メンドシーノ）
Ｂｏｎｔｅｒｒａ Ｍａｃｎａｂｌａｎｃｈ 2006 （Ｍｅｎｄｏｃｉｎｏ）

¥10,000

クィンテッサ ’１０ （ラザフォード）
Ｑｕｉｎｔｅｓｓａ 2010 （Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ ）

¥28,000

ヘッジ レッド マウンテン メルロ ’99
Heges Red Mountain Merlot 1999

¥25,000

【イタリア Italy】
モスカート ダスティー ’16 （チェレット）
Moscato D'Asti 2016 (Chereto)

【微発砲・甘口】
Ｄｅｍｉ

¥5,000
¥3,000
¥6,000

フォンテルトリ キャンティー クラシコ ’11 （マッツェイ）
Ｆｏｎｔｅｒｕｔｏｒｉ Ｃｈｉａｎｔｉ Ｃｌａｓｓｉｃｏ 2011 （Ｍａｚｚｅｉ））
カステッロ フォンテルトリ キャンティ クラシコ ’10 (マッツェイ）
Ｃａｓｔｅｌｌｏ Ｆｏｎｔｅｒｕｔｏｒｉ Ｃｈｉａｎｔｉ Ｃｌａｓｓｉｃｏ 2010 （Ｍａｚｚｅｉ）

¥10,000

ブラン カイア イル ブル ’99 （マッツェイ）
Brancaia Ile Blu 1999 (Mazzei)

¥15,000

バローロ ”ファレット” ’99 （ブルーノ ジャコーザ）
Barolo ”Ｆａｌｌｅｔｔｏ” 1999 (Bruno Giacosa)

¥18,000

アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ ’06 （Ｄ．コンテ アダミ）
Ａｍａｒｏｎｅ ｄｅｌｌａ Ｖａｌｐｏｌｉｃｅｌｌａ 2006 （Ｄ．Ｃｏｎｔｅ Ａｄａｍｉ）

¥15,000
¥8,000

コッリオ ビアンコ ”ブロイ” ’03 （コラヴィーニ）
Ｃｏｌｌｉｏ ｂｉａｎｃｏ ”Ｂｒｏｙ” 2003 （Ｃｏｌｌａｖｉｎｉ）

【その他 フランス以外のワイン】
トカイ アスー 6プットニョシュ ’96 （セプシ イシュトヴァン）《ハンガリー》
Tokaji Aszu 6Puttonyos 1996 (Szepsy Istvan)

【極甘口】

¥24,000
(500ml)

ヴィエニド チャドウィック ’０９ （ヴィーニャ エラスリス）《チリ》
Ｖｉｎｅｄｏ Ｃｈａｄｗｉｃｋ ２００９ （Ｖｉｎａ Ｅｒｒａｚｕｒｉｚ）

¥50,000

ドン マキシミアーノ ファウンダーズ リザーブ ’０８ （ヴィーニャ エラスリス）《チリ》
Ｄｏｎ Ｍａｘｉｍｉａｎｏ Ｆｏｕｎｄｅｒｓ Ｒｅｓｅｒｖｅ ２００８ （Ｖｉｎａ Ｅｒｒａｚｕｒｉｚ）

¥15,000

カイ （ヴィーニャ エラスリス）《チリ》
Ｋａｉ
（Ｖｉｎａ Ｅｒｒａｚｕｒｉｚ）

2010

¥30,000

2015

¥25,000

シラーズ ラ クンブレ ’０８ （ヴィーニャ エラスリス）《チリ》
Ｓｈｉｒａｚ Ｌａ Ｃｕｍｂｒｅ ２００８ （Ｖｉｎａ Ｅｒｒａｚｕｒｉｚ）
ラム グリューナー フェルトリナー ’02 （ヒルシュ） 《オーストリア》
Lamm Gruner Veltliner (Hirsch) 2002 《Austria》

¥15,000
¥6,000

プロディジー シラーズ ’02 （カトヌーク エステート） 《オーストラリア》
Prodigy Shiraz (Katnook Estate)

¥12,000

カロ ’１３ （Ｄ．バロン ド ロートシルト ＆ ニコラス カテナ） 《アルゼンチン》
"CARO" 2013 (D.Baron de Rothschild & Ｎｉｃｏｌａｓ Ｃａｔｅｎａ)

¥10,000

《ハーフボトル Demi Bouteille》
《白ワイン Vin Blanc》

（税込）

【ブルゴーニュ Bourgogne】
シャブリ ’１５ （M.ウィリアム フェーブル）
Chablis 2015 (M.William Fevre)

¥2,600

シャブリ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ヴァイヨン ’１４ （M.ウィリアム フェーブル）
Chablis １ｅｒ ｃｒｕ Ｖａｉｌｌｏｎ ２０１４ (M.William Fevre)

¥4,200
¥15,000

コルトン シャルルマーニュ ’０６ （ブシャール）
Cｏｒｔｏｎ Ｃｈａｒｌｅｍａｇｎｅ ２００６ （Ｂｏｕｃｈａｒｄ）
ボーヌ デュ シャトー プルミｒ クリュ ’０８ （Ｄ．ブシャール）
Ｂｅａｕｎｎｅ ｄｕ Ｃｈａｔｅａｕ １ｅｒ ｃｒｕ ２００８（Ｄ．Ｂｏｕｃｈａｒｄ）

¥3,600

ムルソー ’１２ （D ブシャール）
Meursault 2012 （Ｄ Ｂｏｕｃｈａｒｄ）

¥5,000

ムルソー ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ジュヌグリエール （D ブシャール）
Meursault 1er cru Ｇｒｎｅｖｒｉｅｒｅｓ （Ｄ Ｂｏｕｃｈａｒｄ）

2010

¥7,000

2005

¥8,500
¥6,000

サントーバン ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ アン レミー ’01 （オリヴィ ルフレイヴ）
Saint-Aubin 1er cru En Remilly 2001 (Olivier Leflaive)

¥16,000

ピュリニー モンラッシェ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ ラ ガレンヌ ’05 （Ｄ．エティエンヌ ソゼ）
Puligny Montrachet 1er cru la Garenne 2005 (Ｄ．Etienne Sauzet)
プイィ フュイッセ （Ｄ．オリヴィエ メールラン）
Pouilly Fuissé (Ｄ．Olivier Merllin)

2010

¥4,000

2012

¥3,600
¥2,700

ヴィレ クレッセ テロワール ド クレッセ ’10 （Ｄ．オリヴィエ メールラン）
Ｖｉｒé Ｃｌｅｓｓé Ｔｅｒｒｏｉｒ ｄｅ Ｃｌｅｓｓé 2010 （Ｄ．Ｏｌｉｖｉｅｒ Ｍｅｒｌｉｎ）

【アルザス Alsace】
アルザス リースリング （トリンバック）
Alsace Riesling (Trimback)

¥2,500

リースリング ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ シュロスベルグ ’07 (D． ｳﾞｧｲﾝ ﾊﾞｯｸ）
Riesling Ｇｒａｎｄ Ｃｒｕ Schlossberg Grand Cru 2007 (D． Weinbach)

¥5,500

アルザス ゲヴェルツトラミネール （トリンバック）
Alsace Gewerztraminer (Trimbach)

¥2,700

ピノ グリ アルテンブルグ ｳﾞｧﾝﾀﾞﾝｼﾞｭ ﾀﾙﾃｨｸﾞ ’０４ （Ｄ．ヴァインバック）
Ｐｉｎｏｔ Ｇｒｉｓ Ａｒｔｅｍｂｅｒｇ Ｖａｎｄａｎｇｅ Ｔａｒｔｉｇｅ 2004 （Ｄ．Ｗｅｉｎｂａｃｈ）

【甘口】

¥8,000

【ロワール Loire】
サンセール
Ｓａｎｃｅｅｒｅ

¥2,500

（Ｄ．デュ ノゼ）
（Ｄ．Ｄｕ Ｎｏｚｅ）

ヴーヴレイ リッチ ’０４ （マルク ブレディフ）
Ｖｏｕｖｒｅｙ Ｒｉｃｈ 2004 （Ｍａｒｃ Ｂｒｅｉｄｉｆ）

【甘口】

¥2,500

ヴーヴレイ ブリュット ＮＶ （マルク ブレディフ）
Ｖｏｕｖｒｅｙ Brut NV （Ｍａｒｃ Ｂｒｅｉｄｉｆ）

【発泡】

¥2,700

ヴーヴレイ ネクター ’９６ （マルク ブレディフ）
Ｖｏｕｖｒｅｙ Nectar 1996 （Ｍａｒｃ Ｂｒｅｉｄｉｆ）

【極甘口】

¥7,500

《ハーフボトル Demi Bouteille》
《赤ワイン Vin Rouge》

（税込）

【ブルゴーニュ Bourgogne】
ジュヴレイ シャンベルタン （ブシャール）
Gevrey Chambertin
(Bouchard)

2012

¥5,000

2005

¥6,000
¥5,000

シャンボール ミュージニー ’１1 （ブシャール）
Ｃｈａｍｂｏｌｌｅ Ｍｕｓｉｇｎｙ 2011 (Bouchard)

¥12,000

クロ デ ランブレイ ’00 ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ （D．デ ランブレイ）
Clos des Lambrays 2000 Grand cru (D des Lambrays)

¥6,000

ヴォーヌ ロマネ ’1２ （D． ジェラール ミュニュレ）
Vosne Romanee 2012 (D． Gerard Mugnuret)

¥12,000

ル コルトン ’03 ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ （ブシャール ペール エ フィス）
Le Corton 2003 Grand cru (Bouchard Pere & Fils)
ボーヌ レ グレーヴ ヴィーニュ ド ランファン ジェズュ ’02 （D．ブシャール）
Beaune 1er cru Les Greves Vigne de l'Enfant Jesus 2002 (D． Bouchard)

¥9,000

ヴォルネイ ’０９ （Ｄ．アンリ ボワイヨ）
Ｖｏｌｎａｙ ２００９ （Ｄ．Ｈｅｎｒｉ Ｂｏｉｌｌｏｔ）

¥6,000

【ボルドー Bordeaux】
シャトー ボーモン （オーメドックＡＣ）
Chateau Beaumont （ＡＣ．Ｈａｕｔ－Ｍｅｄｏｃ）

2015

¥2,500

レ フィエフ ド ラグランジュ （サンジュリアンAC）
Les Fiefs de Lagrange (AC.St-Julien)

2012

¥4,000

シャトー ラグランジュ （サンジュリアンAC）
chateau Lagrange (AC.St-Julien)

2004

¥8,000

2005

¥9,000

2008

¥6,000

2014

¥6,000

パヴィオン ド レオヴィル ポワフェレ （サンジュリアンＡＣ）
Ｐａｖｉｌｌｏｎ ｄｅ Ｌｅｏｖｉｌｌｅ Ｐｏｉｆｅｒｒｅ （ＡＣ．Ｓｔ－Ｊｕｌｉｅｎ）

2009

¥5,500

シャトー プージョー （ムーリス アン メドックＡＣ）
Chateau Poujeaux
（ＡＣ．Ｍｕｌｉｓ ｅｎ Ｍｅｄｏｃ）

2009

¥6,000

シャトー フェテ クリネ (ポムロールＡＣ）
Chateau Feytit Clinet （ＡＣ．Ｐｏｍｅｒｏｌ）

2001

¥7,000

