
国 ワイナリー名 コード 商品名 現価格 新価格

イタリア Rivetti kii582 リヴェッティ　バルバレスコ　（赤） ¥4,527 ¥5,000

イタリア TASSAROLO kii550 タッサローロ　スピノラ　ガヴィ　（白） ¥2,280 ¥2,500

イタリア TASSAROLO kii551 タッサローロ　スピノラ　ガヴィ　ノー・ソルフィティ　（白） ¥2,638 ¥2,800

イタリア Pratello kii241 プラテッロ　ルガーナ　カトゥリアーノ　（白） ¥2,138 ¥2,400

イタリア Pratello kii240 プラテッロ　ガルダ　リースリング・イタリコ　（白） ¥2,138 ¥2,700

イタリア Pratello kii242 プラテッロ　リエティ・コンヴェルサーリ　（白） ¥2,291 ¥3,000

イタリア Loacker kii293 ロアカー　コルテ・パヴォーネ　 ロッソ・ディ・モンタルチーノ（赤） ¥3,333 ¥3,500

イタリア Loacker kii291 ロアカー　コルテ・パヴォーネ　ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ　（赤） ¥8,333 ¥9,000

イタリア Le Carline kii100 レ・カルリーネ　ヴェルドゥッツォ　（白） ¥2,222 ¥2,300

イタリア Le Carline kii102 レ・カルリーネ　ピノ・グリージョ　（白） ¥2,291 ¥2,400

イタリア Pizzolato kii673
ピッツォラート　スプマンテ　プロセッコ・ブリュット　センツァ・ソルフィ

ティ　（白・発泡）
¥1,890 ¥2,100

イタリア Pizzolato kii675 ピッツォラート　フアカイ　ピーヴィ・ビアンコ（白） ¥1,800 ¥1,900

イタリア Pizzolato kii676 ピッツォラート　コンティキ　ピーヴィ・ロッソ　（赤） ¥1,800 ¥1,900

イタリア STURM kii631 ストゥルム　リボッラ・ジャッラ　（白） ¥3,900 ¥4,000

イタリア STURM kii630 ストゥルム　フリウラーノ　（白） ¥3,900 ¥4,000

イタリア SAN VITO kii160 サン・ヴィート　キャンティ　（赤） ¥1,736 ¥1,900

イタリア SAN VITO kii162 サン・ヴィート　マディエレ　リゼルヴァ（赤） ¥3,333 ¥3,600

イタリア Casaloste kii153 カサロステ　ロッソ・マニエロ（赤） ¥2,430 ¥2,700

イタリア Casaloste kii150 カサロステ　キャンティ・クラシコ　（赤） ¥3,472 ¥3,500

イタリア Casaloste kii151 カサロステ　キャンティ・クラシコ　リゼルヴァ　（赤） ¥5,277 ¥6,000

イタリア Casaloste kii152 カサロステ　キャンティ・クラシコ　ドン・ヴィンチェンツォ　（赤） ¥9,722 ¥10,000

イタリア DiGiovanna kii237 ディ・ジョヴァンナ　ヴリア　ネレッロ・マスカレーゼ　（赤） ¥2,013 ¥2,500

スペイン Navarrasotillo kie168 ナヴァルソティーリョ　ヴァル・デ・レサ　ブランコ　（白） ¥1,380 ¥1,800

スペイン Navarrasotillo kie169 ナヴァルソティーリョ　ヴァル・デ・レサ　ティント（赤） ¥1,380 ¥1,800

スペイン Navarrasotillo kie167 ノエムス　テンプラニーリョ･ブランコ　（白） ¥1,388 ¥1,800

スペイン Navarrasotillo kie160 ノエムス　ティント　テンプラニーリョ　（赤） ¥1,388 ¥1,800

スペイン Navarrasotillo kie166 マギスター　ビベンディ　グラン・リゼルヴァ　（赤） ¥5,694 ¥6,000

ポルトガル Aphros kip307 ファウヌス　ペット・ナット　（白・発泡） ¥3,888 ¥3,900

ポルトガル Aphros kip106 アフロス　テン　ヴィーニョ・ヴェルデ（白） ¥2,083 ¥2,250

ポルトガル Aphros kip107 アフロス　ローレイロ 　ヴィーニョ・ヴェルデ（白） ¥2,222 ¥2,500

ポルトガル Aphros kip301 アフロス　ダフネ　（白） ¥2,708 ¥3,200

ポルトガル Aphros kip306 ファウヌス　アンフォラ　ローレイロ　（白） ¥3,750 ¥3,900

ポルトガル Aphros kip305 ファウヌス　アンフォラ　パァレェチ　（ロゼ） ¥3,750 ¥3,900

ポルトガル Aphros kip109 アフロス　ヴィーニャオン　ヴィーニョ・ヴェルデ（赤） ¥2,638 ¥2,800

ポルトガル Jordoes kip132 ガルディアン　ヴィーニョ　ティント　（赤） ¥1,666 ¥1,800

ポルトガル Jordoes kip127 カザル・ドス・ジョルドス　ヴィンテージ・ポート ¥7,152 ¥10,000

ポルトガル Mouraz kip110 カサ・デ・モウラス　ダン・ブランコ　（白） ¥2,152 ¥2,400

ポルトガル Mouraz kip118 カサ・デ・モウラス　エンクルザード　（白） ¥2,500 ¥3,100

ポルトガル Mouraz kip220 プラネット・モウラス　ボリーニャ　（白） ¥3,900 ¥4,200

ポルトガル Mouraz kip116 カサ・デ・モウラス　ダン　ロゼ　（ロゼ） ¥2,152 ¥2,400

ポルトガル Mouraz kip221 プラネット・モウラス　ニーナ　（赤） ¥3,300 ¥3,600

ポルトガル Mouraz kip112 カサ・デ・モウラス　ダン　プライベート・セレクション　（赤） ¥3,472 ¥4,500

ポルトガル Mouraz kip117 アントニオ・ロペス　リベイロ　ドウロ（赤） ¥3,055 ¥3,100

ポルトガル Montalto kip183 セパ・プーラ　ブランコ　フェルナンピレス　（白） ¥2,083 ¥2,200

ポルトガル Montalto kip190 フィラス　ブランコ　3000ml 箱入り　（白） ¥4,166 ¥4,500

ポルトガル Montalto kip187 ヴィーニャ・ダ・マリャーダ　ティント・レゼルヴァ　（赤） ¥2,013 ¥2,100

ポルトガル Montalto kip191 フィラス　ティント　3000ml 箱入り　（赤） ¥4,166 ¥4,500

ポルトガル
Herdade do

Rocim
kip401 ロシン　マリアナ　ヴィーニョ・ブランコ　（白） ¥1,666 ¥1,800

ポルトガル
Herdade do

Rocim
kip410

ロシン　フレッシュ･フロム･アンフォラ “ナット･クール” ブランコ　1000ml

（白）
¥2,900 ¥3,000

ポルトガル
Herdade do

Rocim
kip402 ロシン　マリアナ　ヴィーニョ・ティント　（赤） ¥1,666 ¥1,800

ポルトガル
Herdade do

Rocim
kip409

ロシン　フレッシュ・フロム・アンフォラ“ナット･クール” ティント　1000ml

（赤）
¥2,900 ¥3,000
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スイス Ruedin kis526 ヴァランタン　シャスラ　ノン・フィルトレ　（白） ¥3,263 ¥3,400

スイス Ruedin kis523 ヴァランタン　ウイユ・ド・ペルドリ　（ロゼ） ¥3,944 ¥4,200

スイス
Domain La

Colombe
kis560 ラ・コロンブ　ブレ　グラン・クリュ　（白） ¥3,541 ¥4,200

スイス
Domain La

Colombe
kis562 ラ・コロンブ　シャルドネ　（白） ¥4,861 ¥5,200

スイス
Domain La

Colombe
kis563 ラ・コロンブ　ピノ・ノワール　（赤） ¥4,361 ¥4,800

フランス
La

Tourlaudiere
kif283

トゥロディエル　プティ・オリガミ　ペティアン・ナチュール　サン・スフル

（ロゼ・微発泡）
¥3,900 ¥4,100

フランス
La

Tourlaudiere
kif280 トゥロディエル　ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ　シュール・リー（白） ¥2,220 ¥2,350

フランス
La

Tourlaudiere
kif281

トゥロディエル　ボアル　ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ　シュール・

リー（白）
¥2,640 ¥2,750

フランス Gaillard kif110 シャトー・ガイヤール　サン・テミリオン・グラン・クリュ（赤） ¥4,027 ¥5,000

フランス Peyrou kif120 シャトー･ペイルー　シュマン・ドゥ・ペイルー　（赤） ¥2,083 ¥2,200

フランス Vineam kif157 ビオ・フル　クレマン・ド・ボルドー　ブリュット　サン・スフル　（白・発 ¥2,500 ¥3,000

フランス Vineam kif155 ビオ・フル　マルベック　サン・スフル（赤） ¥2,100 ¥2,250

フランス Vineam kif154 ビオ・フル　カベルネ・ソーヴィニヨン　サン・スフル（赤） ¥2,100 ¥2,250

フランス Campaucels kif221 カンポセル　エシャス　（ロゼ・発泡） ¥2,700 ¥3,000

フランス Campaucels kif222 カンポセル　グラン・デューク　（赤） ¥3,450 ¥3,600

フランス Bassac kif103 バサック　アルモニア　ブラン　（白） ¥1,666 ¥1,800

フランス Bassac kif105 バサック　ル・マンポ　ブラン（白） ¥2,638 ¥2,800

フランス Bassac kif102 バサック　アルモニア　ルージュ　（赤） ¥1,666 ¥1,800

フランス Maison Albert kif180 M.A.シニャチュール　ヴィオニエ　（白） ¥1,666 ¥1,800

フランス Maison Albert kif182 M.A.シニャチュール　ピノ・ノワール　（赤） ¥1,666 ¥1,800

オーストリア Buchmayer kia124 ブッフマイヤー　ペット・ナット　ロゼ　（ロゼ・微発泡） ¥3,000 ¥3,200

イタリア DiGiovanna kii430 ジェルビーノ　オリオ　エキストラヴァージン　オリーブオイル（シチリア） ¥2,730 ¥3,000

イタリア Folicello kii219 フォリチェロ　スッコ・ドゥーヴァ　ロッサ　（黒ブドウジュース）750ml ¥1,388 ¥1,400

イタリア Folicello kii218 フォリチェロ　スッコ・ドゥーヴァ　ビアンカ　（白ブドウジュース）750ml ¥1,388 ¥1,400


