
2015 Sancerre Les Baronnes

サンセール  レ  バロンヌ

Henri Bourgeois

アンリ  ブルジョワ
¥3,800 ( ¥4,180 )

118 2015 Pouilly Fumé

プイィ  フュメ

Ladoucette

ラドゥセット
¥5,000 ( ¥5,500 )

2015 Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie Sélection Vieilles Vignes

ミュスカデ セーヴル エ メーヌ シュル リー

Château de la Ragotière

シャトー  ド  ラ  ラゴティエール
¥3,800 ( ¥4,180 )

229 2010 Vouvrey

ヴーヴレイ

Marc Brédif

マルク  ブレディフ
¥5,000 ( ¥5,500 )

141 2017 Chablis
シャブリ

William Fevre

ウイリアム  フェーブル
¥3,800 ( ¥4,180 )

217 2015 Saint Véran  Les Deux Moulins

サン  ヴェラン  レ ドゥー ムーラン

Louis Latour

ルイ  ラトゥール
¥4,500 ( ¥4,950 )

113 2017 Chablis 1er Cru Vaillons
シャブリ  プルミエ  クリュ  ヴァイヨン

Servin

セルヴァン
¥6,000 ( ¥6,600 )

214 2017 Meursault

ムルソー

Louis Latour

ルイ  ラトゥール
¥8,000 ( ¥8,800 )

114 2015 Puligny Montrachet

ピュリニー  モンラッシェ

Louis Latour

ルイ  ラトゥール
¥11,000 ( ¥12,100 )

120 2014 Riesling

リースリング

Trimbach

トリンバック
¥4,500 ( ¥4,950 )

2014 Gewurztraminer

ゲヴルツトラミネール

Trimbach

トリンバック
¥4,500 ( ¥4,950 )

121 2005 ¥15,000 ( ¥16,500 )

125 2010 Muscat de Beaumes de Venise

ミュスカ  ド  ボーム  ド  ヴニーズ

Perrin et Fils

ペラン  エ  フィス
¥6,500 ( ¥7,150 )

359 2007 Château Raymond Lafon

シャトー  レイモン  ラフォン
¥7,000 ( ¥7,700 )

1989 Château Suduiraut

シャトー  スデュイロー
¥10,000 ( ¥11,000 )

1999 Château d'Yquem

シャトー  ディケム
¥55,000 ( ¥60,500 )

Côte du Rhône

コート  デュ  ローヌ

Bordeaux

ボルドー

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.

 Vins Blancs

白ワイン

 Demi Bouteille (375ml)

ハーフボトル
Val de Loire

ロワール

Bourgogne

ブルゴーニュ

Alsace

アルザス

Gewurztraminer Sonnenglanz Selection Grains Nobles                                      Bott Geyl

ゲヴルツトラミネール  ゾンネングランツ  セレクション  グランノーブル              ボット  ゲイル



211 2015 Mercurey Clos des Myglands

メルキュレ　クロ  デ  ミグラン

Faiveley

フェヴレイ
¥6,000 ( ¥6,600 )

177 2014 Beaune du Château 1er Cru

ボーヌ  デュ  シャトー  プルミエ  クリュ

Bouchard Pere & Fils

ブシャール  ペール  エ  フィス
¥7,500 ( ¥8,250 )

181 2011 Gevrey Chambertin

ジュヴレイ  シャンベルタン

Camus

カミュ
¥9,000 ( ¥9,900 )

177 2007 Nuits Saint Georges Vieilles Vignes

ニュイ  サン  ジョルジュ  ヴィエイユ  ヴィーニュ

Frederic Magnien

フレデリック  マニャン
¥11,000 ( ¥12,100 )

171 2004 Le Corton

ル  コルトン

Bouchard Père et Fils

ブシャール  ペール  エ  フィス
¥13,000 ( ¥14,300 )

166 2006 Gevrey Chambertin Combe aux moines

ジュヴレイ シャンベルタン コンブ オ モワンヌ

Fhilippe Leclerc

フィリップ  ルクレール
¥15,000 ( ¥16,500 )

147 2004 Mazis Chambertin

マジ  シャンベルタン

Faiveley

フェヴレイ
¥18,000 ( ¥19,800 )

104 2012 Château Tayac Cuvée Rubis

シャトー  タヤック  キュヴェ  ルビー
¥3,800 ( ¥4,180 )

104 2008 Château La Cardonne

シャトー  ラ  カルドンヌ
¥4,500 ( ¥4,950 )

104 2013 Amiral de Beychevelle

アミラル  ド  ベイシュヴェル
¥7,000 ( ¥7,700 )

104 2013 Château Lagrange

シャトー  ラグランジュ
¥8,500 ( ¥9,350 )

104 2006 Château Cantenac Brown

シャトー  カントナック  ブラウン
¥15,000 ( ¥16,500 )

2005 Château Calon Ségur

シャトー  カロン  セギュール
¥20,000 ( ¥22,000 )

104

2012 Gigondas

ジゴンダス
E.Guigal

ギガル
¥5,000 ( ¥5,500 )

249 2003 Côte Rôtie Brune et Blonde

コート  ロティ  ブリュヌ  エ  ブロンド
E.Guigal

ギガル
¥9,000 ( ¥9,900 )

Bourgogne

ブルゴーニュ

Bordeaux

ボルドー

Côte du Rhône

コート  デュ  ローヌ

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.

 Vins Rouges

赤ワイン

 Demi Bouteille (375ml)

ハーフボトル



101 2014 Bourgogne Chardonnay

ブルゴーニュ　シャルドネ

Saint Abel

セサンタベル
¥6,000 ( ¥6,600 )

141 2017 Chablis

シャブリ

Alain Pautré

アラン  ポートレ
¥6,500 ( ¥7,150 )

142 2016 Bourgogne Aligoté

ブルゴーニュ　アリゴテ

Domaine Ramonet

ドメーヌ  ラモネ
¥11,000 ( ¥12,100 )

2017 Chablis Vaillons
シャブリ  ヴァイヨン

Servin

セルヴァン
¥10,000 ( ¥11,000 )

143 2016 Chablis Grand Cru Valmur

シャブリ  グランクリュ  ヴァルミュール

Jean Colet

ジャン  コレ
¥16,000 ( ¥17,600 )

214 2007 Viré Clessé Cuvée E.Jean Thévenet

ヴィレ  クレッセ  キュヴェ  E. ジャン  テヴネ

Domaine de la Bongran

ドメーヌ  ド  ラ  ボングラン
¥12,000 ( ¥13,200 )

101 2016 Pouilly Fuiss é Les Perrières Tête de Cru

プイィ  フュイッセ  レ  ペリエール  テット  ド  クリュ

J. A. Ferret

フェレ
¥17,000 ( ¥18,700 )

101 2015 Pouilly Vinzelles Climat Les Quarts

プイィ  ヴァンゼル  クリマ  レ  キャール

La Soufrandière

ラ  スフランディエール
¥18,000 ( ¥19,800 )

174 2006 Beaune Clos des Monsnières

ボーヌ  クロ  デ  モンスニエール

Château de la Velle

シャトー  ド  ラ  ヴェル
¥12,000 ( ¥13,200 )

189 2015 Savigny Lès Beaune

サヴィニー  レ  ボーヌ

Simon Bize & Fils

シモン  ビーズ  エ  フィス
¥14,000 ( ¥15,400 )

189 2008 Pernand Vergelesses

ペルナン  ヴェルジュレス

Philipe Charlopin Parizot

フィリップ  シャルロパン  パリゾ
¥12,000 ( ¥13,200 )

2007 Chorey Lès Beaune

ショレイ  レ  ボーヌ

Sylvain Loichet

シルヴァン  ロワシェ
¥13,000 ( ¥14,300 )

189 2013 Saint Aubin 1er Cru La Chatenière

サントーバン  プルミエ  クリュ  ラ  シャトニエール

Marc Colin

マルク  コラン
¥13,000 ( ¥14,300 )

189 2015 Saint Aubin 1er Cru La Chatenière

サントーバン  プルミエ  クリュ  ラ  シャトニエール

Pierre Yves Colin Morey

ピエール  イヴ  コラン  モレイ
¥20,000 ( ¥22,000 )

189 2014 Meursault Peutes Vignes

ムルソー  プート  ヴィーニュ

Frédéric Magnien

フレデリック  マニャン
¥15,000 ( ¥16,500 )

2012 Meursault Clos Saint Felix  Monopole

ムルソー   クロ  サン  フェリックス

Michelot
ミシュロ

¥16,000 ( ¥17,600 )

2012 Meursault 1er Cru Perrières

ムルソー   プルミエ  クリュ  ペリエール

Michelot
ミシュロ

¥32,000 ( ¥35,200 )

2012 Meursault 1er Cru Goutte d'Or

ムルソー   プルミエ  クリュ  グット  ドール

Fabien Coche
ﾌｧﾋﾞｱﾝ ｺｼｭ

¥32,000 ( ¥35,200 )

Bourgogne

ブルゴーニュ

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.

 Vins Blancs

白ワイン



205 2012 Chassagne Montrachet en Pimon

シャサーニュ  モンラッシェ  アン  ピモン

Famille Picard

ファミーユ  ピカール
¥13,000 ( ¥14,300 )

205 2013 Chassagne Montrachet

シャサーニュ  モンラッシェ

Blain Gagnard

ブラン  ガニャール
¥17,000 ( ¥18,700 )

2015 Chassagne Montrachet

シャサーニュ  モンラッシェ

Domaine Ramonet

ドメーヌ  ラモネ
¥22,000 ( ¥24,200 )

198 2008 Chassagne Montrachet Les Caillerets

シャサーニュ  モンラッシェ　レ  カイユレ

Jean Noel Gagnard

ジャン  ノエル  ガニャール
¥22,000 ( ¥24,200 )

198 2014 Chassagne Montrachet Les Macherelles

シャサーニュ  モンラッシェ　レ  マシュレル

François Carion

フランソワ カリヨン
¥25,000 ( ¥27,500 )

2015 Chassagne Montrachet Les Caillerets

シャサーニュ  モンラッシェ　レ  カイユレ

Domaine Ramonet

ドメーヌ  ラモネ
¥30,000 ( ¥33,000 )

2006 Chassagne Montrachet Les Ruchottes

シャサーニュ  モンラッシェ　レ  リュショット

Domaine Ramonet

ドメーヌ  ラモネ
¥28,000 ( ¥30,800 )

2006 Puligny Montrachet

ピュリニー  モンラッシェ

Potinet Ampeau

ポチネ  アンポー
¥15,000 ( ¥16,500 )

198 2008 Puligny Montrachet

ピュリニー  モンラッシェ

Henri Boillot

アンリ　ボワイヨ
¥17,000 ( ¥18,700 )

2015 Puligny Montrachet Clos du Vieux Château

ピュリニー  モンラッシェ  クロ  デュ  ヴュー  シャトー

François Carion

フランソワ カリヨン
¥20,000 ( ¥22,000 )

203 2003 Puligny Montrachet Les Pucelles

ピュリニー  モンラッシェ  ピュセル

Domaine Leflaive

ドメーヌ  ルフレーブ
¥55,000 ( ¥60,500 )

208 2011 Corton Charlemagne

コルトン  シャルルマーニュ

Nicolas Potel

ニコラ  ポテル
¥30,000 ( ¥33,000 )

208 2012 Corton Charlemagne

コルトン  シャルルマーニュ

Lapet

ラペ
¥34,000 ( ¥37,400 )

2011 Corton Charlemagne Vieilles Vignes

コルトン  シャルルマーニュ  ヴィエイユ  ヴィーニュ

Dominique Laurent

ドミニク  ローラン
¥32,000 ( ¥35,200 )

2004 Montrachet

モンラッシェ

Lucien Le Moine

ルシアン ル モワンヌ
¥120,000 ( ¥132,000 )

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.

 Vins Blancs

白ワイン

Bourgogne

ブルゴーニュ

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。



103 2015 Les Arums de Lagrange

レ  ザルム  ド  ラグランジュ
¥10,000 ( ¥11,000 )

2015 Château Bouscaut

シャトーブスコー
¥12,000 ( ¥13,200 )

2000 Château La Louviere

シャトー  ラ  ルーヴィエール
¥14,000 ( ¥15,400 )

103 2008 Les Plantiers du Haut Brion

レ  プランティエール  デュ  オー  ブリオン
¥20,000 ( ¥22,000 )

103 2009 Castelnau de Suduiraut

カステルノー  ド  スデュイロー
¥13,000 ( ¥14,300 )

1995 Château d'Yquem

シャトー  ディケム
¥100,000 ( ¥110,000 )

359 1982 Château d'Yquem

シャトー  ディケム
¥120,000 ( ¥132,000 )

240 2013 Riesling Grafenreben

リースリング  グラフェンレーベン

Bott Gayl

ボット  ゲイル
¥9,000 ( ¥9,900 )

243 2013 Gewurztraminer Riquewihr

ゲヴルツトラミネール  リクヴィール

Trapet

トラペ
¥9,000 ( ¥9,900 )

245 2006 Mœnchberg Pinot Gris Grand Cru

モンシュベルグ  ピノ  グリ

Marc Kreydenweiss

マルク  クレイデンヴァイス
¥12,000 ( ¥13,200 )

242 2009 Riesling Cuvée Frederic Emile

リースリング   キュヴェ フレデリック エミール

Trimbach

トリンバック
¥15,000 ( ¥16,500 )

242 1997 Riesling Clos Sainte Hune

リースリング   クロ  サン  テューヌ

Trimbach

トリンバック
¥35,000 ( ¥38,500 )

225 2016 Sancerre Le Monts Damné de Bourgeois

サンセール  ル  モンダネ  ド  ブルジョワ

Henri Bourgeois

アンリ  ブルジョワ
¥10,000 ( ¥11,000 )

222 2016 Sancerre d'Antan

サンセール  ダンタン

Henri Bourgeois

アンリ  ブルジョワ
¥13,000 ( ¥14,300 )

222 2005 Pouilly Fumé Pur Sang

プイィ  フュメ   ピュル  サン

Didier Dagueneau

ディディエ  ダグノー
¥30,000 ( ¥33,000 )

222 2014 Savennieres Les Genets

サヴニエール  レ  ジェネ

Damien Laureau

ダミアン  ロロー
¥10,000 ( ¥11,000 )

2013 Vouvray Clos du Bourg Sec

ヴーヴレイ  クロ  デュ  ブール  セック
Huet

ユエ

¥13,000 ( ¥14,300 )

107 2012 Condrieu

コンドリュー

Les vins de Vienne

レ  ヴァン  ド  ヴィエンヌ
¥17,000 ( ¥18,700 )

2015 Condrieu La Petite Côte

コンドリュー  ラ  プティ  コート

Yves Cuilleron

イヴ  キュイロン
¥18,000 ( ¥19,800 )

2013 Palette Blanc

パレット

Ch.Simone

シャトー  シモーヌ
¥16,000 ( ¥17,600 )

Provence

プロヴァンス

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.

 Vins Blancs

白ワイン

Bordeaux

ボルドー

Alsace

アルザス

Val de Loire

 ロワール

Côte du Rhône

コート  デュ  ローヌ



147 2015 Bourgogne Les Pince Vin

ブルゴーニュ  レ  パンス  ヴァン

Alain Burguet

アラン  ビュルゲ
¥13,000 ( ¥14,300 )

144 2015 Marsannay Les Favières

マルサネ  レ  ファヴィエール

Olivier Guyot

オリヴィエ  ギュイヨ
¥10,000 ( ¥11,000 )

2014 Fixin Crais de Chêne

フィサン  クレ  ド  シェーヌ

Frédéric Magnien

フレデリック  マニャン
¥10,000 ( ¥11,000 )

152 2013 Gevrey Chambertin

ジュヴレイ  シャンベルタン

Harmand Geoffoy

アルマン  ジョフロワ
¥13,000 ( ¥14,300 )

152 2010 Gevrey Chambertin Vieilles Vignes

ジュヴレイ  シャンベルタン  ヴィエイユ  ヴィーニュ

Harmand Geoffoy

アルマン  ジョフロワ
¥16,000 ( ¥17,600 )

2013 Gevrey Chambertin En Champs

ジュヴレイ  シャンベルタン  アン  シャン

Olivier Guyot

オリヴィエ  ギュイヨ
¥17,000 ( ¥18,700 )

147 2000 Gevrey Chambertin

ジュヴレイ  シャンベルタン

Henri Rebourseau

アンリ  ルブルソー
¥16,000 ( ¥17,600 )

147 2011 Gevrey Chambertin

ジュヴレイ  シャンベルタン

Pierre Damoy

ピエール  ダモワ
¥17,000 ( ¥18,700 )

147 2013 Gevrey Chambertin Vieilles Vignes

ジュヴレイ  シャンベルタン  ヴィエイユ  ヴィーニュ

Geantet Pansiot

ジャンテ  パンシオ
¥20,000 ( ¥22,000 )

150 2013 Gevrey Chambertin Symponie

ジュヴレイ  シャンベルタン  サンフォニー

Alain Burguet

アラン  ビュルゲ
¥22,000 ( ¥24,200 )

151 2007 Gevrey Chambertin  Les Cazetiers

ジュヴレイ  シャンベルタン  ﾚ  カズティエ

Michel Magnien

ミッシェル  マニャン
¥28,000 ( ¥30,800 )

148 2013 Gevrey Chambertin Les Champeaux

ジュヴレイ  シャンベルタン  レ  シャンポー

Alain Burguet

アラン  ビュルゲ
¥34,000 ( ¥37,400 )

148 2014 Gevrey Chambertin  Lavaux St-Jacques

ジュヴレイ  シャンベルタン  ラヴォー  サンジャック

Denis Mortet

ドニ  モルテ
¥51,000 ( ¥56,100 )

151 2015 Mazis Chambertin

マジ  シャンベルタン

Philippe Naddef

フィリップ  ナデフ
¥60,000 ( ¥66,000 )

148 2004 Chambertin

シャンベルタン

Trapet

トラペ
¥60,000 ( ¥66,000 )

148 2012 Morey Saint Denis

モレイ サン ドニ

Georges Lignier

ジョルジュ  リニエ
¥12,000 ( ¥13,200 )

148 2003 Morey Saint Denis  En la rue de Vergy

モレイ サン ドニ  アン ラ リュ ド ヴェルジィ

Bruno Clair

ブリュノ  クレール
¥14,000 ( ¥15,400 )

148 2013 Clos Saint Denis

クロ サン ドニ

Georges Lignier

ジョルジュ  リニエ
¥34,000 ( ¥37,400 )

2010 Clos de la Roche

クロ  ド  ラ  ロッシュ

Olivier Guyot

オリヴィエ  ギュイヨ
¥45,000 ( ¥49,500 )

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.

 Vins Rouges

赤ワイン

Bourgogne

ブルゴーニュ

Côte de Nuits

コート  ド  ニュイ



154 2014 Chambolle Musigny

シャンボール ミュジニー

Gerard Segunin

ジェラール  セガン
¥18,000 ( ¥19,800 )

154 2009 Chambolle Musigny

シャンボール ミュジニー

Arnoux Lachaux

アルノー　ラショー
¥18,000 ( ¥19,800 )

156 2010 Chambolle Musigny Les Amoureuses

シャンボール ミュジニー レ ザムルーズ

Amiot Servelle

アミオ  セルヴェル
¥42,000 ( ¥46,200 )

2013 Bonnes Mares

ボンヌ  マール

Georges Lignier

ジョルジュ  リニエ
¥50,000 ( ¥55,000 )

156 2012 Nuits Saint Georges La Charmotte

ニュイ  サン  ジョルジュ  ラ  シャルモット

Laroze de Drouhin

ラローズ  ド  ドルーアン
¥12,000 ( ¥13,200 )

155 2011 Nuits Saint Georges

ニュイ  サン  ジョルジュ

Jacques Cacheux

ジャック  カシュー
¥15,000 ( ¥16,500 )

166 2012 Nuits Saint Georges Les Quatre Vignes

ニュイ  サン  ジョルジュ  レ  カルト  ヴィーニュ

Laurent Père et Fils

ローラン  ペール  エ  フィス
¥16,000 ( ¥17,600 )

166 2012 Nuits Saint Georges Vieilles Vignes

ニュイ  サン  ジョルジュ  ヴィエイユ  ヴィーニュ

Patrice Rion

パトリス  リオン
¥17,000 ( ¥18,700 )

2014 Nuits Saint Georges

ニュイ  サン  ジョルジュ

Julien Gérard

ジュリアン ジェラール
¥20,000 ( ¥22,000 )

166 2014 Nuits Saint Georges  Clos de la Marechale

ニュイ  サン  ジョルジュ   クロ  ド  ラ  マレシャル

Jacque Frederic Mugnier

ジャック  フレデリック  ミュニエ
¥26,000 ( ¥28,600 )

166 1990 Nuits Saint Georges  Les Bousselots

ニュイ  サン  ジョルジュ  レ  ブースロ

Henri et Gilles Remoriquet

アンリ   エ  ジル  ルモリケ
¥30,000 ( ¥33,000 )

166 2011 Nuits Saint Georges  Aux Boudots

ニュイ  サン  ジョルジュ  オー  ブド

Méo Camuzet

メオ  カミュゼ
¥40,000 ( ¥44,000 )

160 2012 Vosne Romanée

ヴォーヌ  ロマネ

D'Eugénie

ドゥージェニー
¥20,000 ( ¥22,000 )

160 2012 Vosne Romanée Aux Réas

ヴォーヌ  ロマネ  オー  レア

François Gerbet

フランソワ ジェルベ
¥18,000 ( ¥19,800 )

160 2015 Vosne Romanée

ヴォーヌ  ロマネ

Georges Noëlla

ジョルジュ  ノエラ
¥30,000 ( ¥33,000 )

160 2014 Echezeaux

エシェゾー

Georges MUGNERET GIBOURG

ジョルジュ  ミュニュレ  ジブール
¥60,000 ( ¥66,000 )

2001 Richebourg

リシュブール

Jean Grivot

ジャン  グリヴォ
¥110,000 ( ¥121,000 )

163

163

163

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.

 Vins Rouges

赤ワイン

Bourgogne

ブルゴーニュ

Côte de Nuits

コート  ド  ニュイ

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。



196 2016 Bourgogne Hautes Cotes de Beaune

ブルゴーニュ オー コート ド ボーヌ

Marcelle de Changey

マルセル  ド  シャンジェ
¥9,000 ( ¥9,900 )

196 2012 Aloxe Corton

アロース コルトン

Philipe Charlopin Parizot

フィリップ  シャルロパン  パリゾ
¥18,000 ( ¥19,800 )

187 2008 Aloxe Corton Clos du Chapitre

アロース コルトン クロ デュ シャピトル

Morey Blanc

モレ  ブラン
¥18,000 ( ¥19,800 )

175 2008 Corton Renardes

コルトン  ルナルド

Michel Gaunoux

ミシェル　ゴヌー
¥24,000 ( ¥26,400 )

174 2010 Le Corton

ル  コルトン

Bouchard Père et Fils

ブシャール  ペール  エ  フィス
¥33,000 ( ¥36,300 )

174 2012 Savigny les Beaune Aux Grands Liards

サヴィニー  レ  ボーヌ  オー  グラン  リアール

Simon Bize & Fils

シモン  ビーズ  エ  フィス
¥14,000 ( ¥15,400 )

174 2014 Beaune Clos de la Féguine

ボーヌ  クロ  ド  ラ  フェギューヌ

Domaine Jacques Prieur

ドメーヌ  ジャック  プリウール
¥24,000 ( ¥26,400 )

174 2011 Pommard La Chaniere

ポマール  ラ  シャニエール

C&Claude Marechal

クロード  マレシャル
¥15,000 ( ¥16,500 )

174 2006 Pommard Clos Blanc

ポマール  クロ  ブラン

Albert Grivault

アルベール  グリヴォ
¥13,000 ( ¥14,300 )

2007 Pommard Grands Epenots

ポマール　グランゼプノ

Michel Gaunoux

ミシェル　ゴヌー
¥22,000 ( ¥24,200 )

169 2008 Pommard Rugiens

ポマール　リュジアン

Michel Gaunoux

ミシェル　ゴヌー
¥24,000 ( ¥26,400 )

169 2006 Pommard Les Jarollieres

ポマール  レ  ジャロリエール

La Pousse D'or

プスドール
¥30,000 ( ¥33,000 )

180 2015 Volnay Vieilles Vignes

ヴォルネー  ヴィエイユ  ヴィーニュ

Joseph Voillot

ジョセフ  ヴォワイヨ
¥12,000 ( ¥13,200 )

2006 Volnay

ヴォルネー

Pierre Bure

ピエール  ブレ
¥12,000 ( ¥13,200 )

2010 Volnay Caillerets

ヴォルネー  カイユレ

Bouchard Père et Fils

ブシャール  ペール  エ  フィス
¥21,000 ( ¥23,100 )

2001  Chassagne Montrachet Morgeot

シャサーニュ モンラッシェ  モルジョ

Louis Jadot

ルイジャド
¥18,000 ( ¥19,800 )

2016 Morgon

モルゴン

Marcel Lapierre

マルセル  ラピエール
¥9,000 ( ¥9,900 )

2014 Moulin À Vent Les Vieilles Vignes

ムーラン  ナヴァン  レ  ヴィエイユ  ヴィーニュ

Thibault Liger Belair

ティボー  リジェ  ベレール
¥9,000 ( ¥9,900 )

2015 Fleurie Vieilles Vignes

フルーリー  ヴィエイユ  ヴィーニュ

Yvon Mrtras

イヴォン  メトラ
¥15,000 ( ¥16,500 )

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.

 Vins Rouges

赤ワイン

Bourgogne

ブルゴーニュ

Côte de Beaune

コート  ド  ボーヌ

Beaujolais

ボージョレ

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。



104 2011 Lacoste Borie

ラコスト  ボリー
¥12,000 ( ¥13,200 )

104 2012 Château Pedesclaux

シャトー　ペデスクロー
¥15,000 ( ¥16,500 )

104 2008 Château Croizet Bages

シャトー　クロワゼ  バージュ
¥16,000 ( ¥17,600 )

104 2007 Moulin de Duhart

ムーラン  ド  デュアール
¥17,000 ( ¥18,700 )

104 2010 Château Lynche Moussas

シャトー  ランシュ  ムーサ
¥18,000 ( ¥19,800 )

104 2002 Château Grand Puy Lacoste

シャトー  グラン  ピュイ  ラコスト
¥20,000 ( ¥22,000 )

104 2004 Château Pichon Longueville Baron

シャトー  ピション  ロングヴィル  バロン
¥24,000 ( ¥26,400 )

305 2007 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande

シャトー  ピション  ロングヴィル  コンテス  ド  ラランド
¥34,000 ( ¥37,400 )

306 2003 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande

シャトー  ピション  ロングヴィル  コンテス  ド  ラランド
¥42,000 ( ¥46,200 )

309 1996 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande

シャトー  ピション  ロングヴィル  コンテス  ド  ラランド
¥53,000 ( ¥58,300 )

309 2013 Château Mouton Rothschild

シャトー  ムートン  ロートシルト
¥130,000 ( ¥143,000 )

309 1985 Château Mouton Rothschild

シャトー  ムートン  ロートシルト
¥150,000 ( ¥165,000 )

310 2007 Château Latour

シャトー  ラトゥール
¥140,000 ( ¥154,000 )

310 1986 Château Latour

シャトー  ラトゥール
¥150,000 ( ¥165,000 )

311

312

312

312

 Vins Rouges

赤ワイン

Bordeaux

ボルドー

Pauillac

ポイヤック

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.



104 2014 Les Fiefs de Lagrange

レ  フィエフ  ド  ラグランジュ
¥10,000 ( ¥11,000 )

104 2002 Chateau Laland Borie

シャトー  ラランド  ボリー
¥12,000 ( ¥13,200 )

104 2007 La Croix de Beaucaillou

ラ  クロワ  ド  ボーカイユ
¥15,000 ( ¥16,500 )

104 2008 Château Lagrange

シャトー  ラグランジュ
¥18,000 ( ¥19,800 )

2009 Château Moulin Riche

シャトー  ムーラン  リッシュ
¥22,000 ( ¥24,200 )

104 2012 Château Beychevelle

シャトー   ベイシュヴェル
¥30,000 ( ¥33,000 )

2008 Château Ducru Beaucaillou

シャトー  デュクリュ  ボーカイユ
¥39,000 ( ¥42,900 )

2004 Château Léoville Las Cases

シャトー   レオヴィル  ラスカーズ
¥42,000 ( ¥46,200 )

318 1995 Château Léoville Las Cases

シャトー   レオヴィル  ラスカーズ
¥50,000 ( ¥55,000 )

104

104

104 2015 Brio de Cantenac Brown

ブリオ  ド  カントナック  ブラウン
¥12,000 ( ¥13,200 )

104 2011 Château Ferriere

シャトー   フェリエール
¥18,000 ( ¥19,800 )

104 2012 Margaux du Château Margaux

マルゴー  デュ  シャトー  マルゴー
¥20,000 ( ¥22,000 )

104 2008 Château Rauzan Ségla

シャトー   ローザン  セグラ
¥25,000 ( ¥27,500 )

104 2011 Château Margaux

シャトー  マルゴー
¥150,000 ( ¥165,000 )

104 2007 Château Margaux

シャトー  マルゴー
¥140,000 ( ¥154,000 )

104 2002 Château Margaux

シャトー  マルゴー
¥140,000 ( ¥154,000 )

321 1998 Château Margaux

シャトー  マルゴー
¥160,000 ( ¥176,000 )

 Vins Rouges

赤ワイン

Bordeaux

ボルドー

Saint-Julien

サンジュリアン

Margaux

マルゴー

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.



104 2013 Le Marquis de Calon Ségur

ル  マルキ  ド  カロン  セギュール
¥12,000 ( ¥13,200 )

2013 La Dame de Montrose

ラ  ダーム  ド  モンローズ
¥13,000 ( ¥14,300 )

104 2013 Les Pagodes de Cos

レ  パゴド  ド  コス
¥15,000 ( ¥16,500 )

104 2007 Château Montrose

シャトー  モンローズ
¥33,000 ( ¥36,300 )

104 2006 Château Calon Ségur

シャトー  カロン  セギュール
¥48,000 ( ¥52,800 )

301 1994 Château Cos d'Estournel

シャトー  コス  デストゥルネル
¥50,000 ( ¥55,000 )

301 1986 Château Cos d'Estournel

シャトー  コス  デストゥルネル
¥65,000 ( ¥71,500 )

104 1990 Château Cos d'Estournel

シャトー  コス  デストゥルネル
¥70,000 ( ¥77,000 )

302

302

302

104 2012 Les Hauts de Smith

レ  オー  ド  スミス
¥10,000 ( ¥11,000 )

340 2008 Château  de Fieuzal

シャトー  ド  フューザル
¥12,000 ( ¥13,200 )

104 2006 Domaine de Chevalier

ドメーヌ  ド  シュヴァリエ
¥14,000 ( ¥15,400 )

354 1996 Château La Louvière

シャトー  ラ  ルーヴィエール
¥16,000 ( ¥17,600 )

353 1994 Château Haut Brion

シャトー  オー  ブリオン
¥80,000 ( ¥88,000 )

345 1988 Château Haut Brion

シャトー  オー  ブリオン
¥100,000 ( ¥110,000 )

345 1975 Château Haut Brion

シャトー  オー  ブリオン
¥100,000 ( ¥110,000 )

345

 Vins Rouges

赤ワイン

Bordeaux

ボルドー

Saint-Estèphe

サンテステフ

Graves

グラーブ

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.



104 2010 Château de Fonbel

シャトー　ド  フォンベル
¥11,000 ( ¥12,100 )

2007 Château La Dominique

シャトー　ラ   ドミニク
¥13,000 ( ¥14,300 )

2004 Clos Badon

クロ  バドン
¥15,000 ( ¥16,500 )

104 2008 Château Dassault

シャトー　ダッソー
¥16,000 ( ¥17,600 )

104 2004 Château Figeac

シャトー　フィジャック
¥24,000 ( ¥26,400 )

104

104

330

104 2007 Clos des Litanies

クロ  デ  リタニ
¥16,000 ( ¥17,600 )

104 2004 Domaine de L'Eglise

ドメーヌ  ド  レグリズ
¥18,000 ( ¥19,800 )

104 2007 Château Gazin

シャトー  ガザン
¥22,000 ( ¥24,200 )

104 2007 Château Clinet

シャトー  クリネ
¥26,000 ( ¥28,600 )

104 2006 Château Petit Village

シャトー  プティ  ヴィラージュ
¥29,000 ( ¥31,900 )

333

333

 Vins Rouges

赤ワイン

Bordeaux

ボルドー

Saint-Emilion

サンテミリオン

Pomerol

ポムロール

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.



2016 Crozes Hermitage Les Meysonniers

クローズ　エルミタージュ  レ  メゾニエ

M.Chapoutier

シャプティエ
¥8,500 ( ¥9,350 )

2013 Crozes Hermitage

クローズ　エルミタージュ

Colombier

コロンビエ
¥9,000 ( ¥9,900 )

2016 Crozes Hermitage Domaine de Thalabert

クローズ　エルミタージュ  ドメーヌ  ド  タラベール

Paul Jaboulet Aîne

ポール  ジャブレ  エイネ
¥12,000 ( ¥13,200 )

2013 Crozes Hermitage Les Saviaux

クローズ　エルミタージュ  レ  ザヴォー

Lucie

リュシー
¥12,000 ( ¥13,200 )

2015 Saint-Joseph Deschants

サン  ジョセフ  デシャン

M.Chapoutier

シャプティエ
¥8,000 ( ¥8,800 )

2013 Saint-Joseph

サン  ジョセフ

Pierre Gonon

ピエール  ゴノン
¥17,000 ( ¥18,700 )

258 2013 Côte Rôtie Champin La Seigneur

コート  ロティ  シャンパン  ラ  セニョール

Jean Michel Gerin

ジャン  ミッシェル  ジュラン
¥17,000 ( ¥18,700 )

2004 Hermitage

エルミタージュ

Jean Louis Chave

ジャン  ルイ  シャーヴ
¥48,000 ( ¥52,800 )

1999 Hermitage La Chapelle

エルミタージュ  ラ  シャペル

Paul Jaboulet Aîne

ポール  ジャブレ  エイネ
¥48,000 ( ¥52,800 )

2006 Cornas Vieilles Vignes

コルナス  ヴィエイユ  ヴィーニュ

Alain Voge

アラン  ヴォージュ
¥20,000 ( ¥22,000 )

2012 Gigondas

ジゴンダス

Pesquier

ペスキエ
¥8,000 ( ¥8,800 )

2012 Châteauneuf du Pape

シャトーヌフ  デュ  パプ

Gigognan

ジゴニャン
¥15,000 ( ¥16,500 )

255

252

2015 Pinot Noir Clos St Landelin

ピノ  ノワール  クロ  サン  ランドラン

Rene Mure

ルネ  ミューレ
¥21,000 ( ¥23,100 )

259 2016 Petit Bourgeois Rosé de Pinot Noir IGP

プティ  ブルジョワ  ロゼ  ド  ピノ  ノワール

Henri Bourgeois

アンリ  ブルジョワ
¥5,000 ( ¥5,500 )

2017 Palette Rosé

パレット  ロゼ

Ch.Simone

シャトー  シモーヌ
¥16,000 ( ¥17,600 )

 Vins Rouges

赤ワイン

Côte du Rhône

コート  デュ  ローヌ

Alsace
アルザス

Vins Rosé

ロゼワイン

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.



270 N.V Joseph Perrier Cuvée Royale Brut

ジョセフ  ペリエ  キュヴェ  ロワイヤル  ブリュット

Joseph Perrier

ジョセフ  ペリエ
¥6,500 ( ¥7,150 )

265 N.V Louis Roederer Brut Premier

ルイ  ロデレール ブリュット プルミエ

Louise Roderer

ルイ  ロデレール
¥7,500 ( ¥8,250 )

267 N.V Veuve Clicquot Ponsardin Brut

ヴーヴ  クリコ ポンサルダン ブリュット

Veuve Clicout Ponsardin

ヴーヴ  クリコ  ポンサルダン
¥7,500 ( ¥8,250 )

N.V Krug Grande Cuvée

クリュッグ  グランド  キュヴェ

Krug

クリュッグ
¥26,000 ( ¥28,600 )

N.V Moët et Chandon Brut Impérial Rosé

モエ  エ  シャンドン  ブリュット  アンペリアル  ロゼ

Moët et Chandon

モエ  エ  シャンドン
¥9,000 ( ¥9,900 )

106 N.V Billecart-Salmon Brut Rosé

ビルカール サルモン ブリュット ロゼ

Billecart-Salmon

ビルカール  サルモン
¥12,000 ( ¥13,200 )

106

270 N.V Veuve Aufray Brut

ヴーヴ  オーフレイ  ブリュット

Poilvert Jacques

ポワルヴエール  ジャック
¥10,000 ( ¥11,000 )

N.V Leclère Pointillart Premier Cru Tradition

ルクレール  ポワンティヤール  プルミエ  クリュ  トラディション

Leclère Pointillart

ルクレール  ポワンティヤール
¥12,000 ( ¥13,200 )

N.V De Venoge Cordon Bleu Brut

ドゥ  ヴノージュ  コルドン  ブルー  ブリュット

De Venoge

ドゥ  ヴノージュ
¥12,000 ( ¥13,200 )

N.V Philipponnat Royale Reserve Brut

フィリポナ  ロワイヤル  レゼルヴ  ブリュット

Philipponnat

フィリポナ
¥13,000 ( ¥14,300 )

270 N.V Piper-Heidsieck Essentiel Cuvée Brut

パイパー  エドシック  エッセンシエル  キュヴェ  ブリュット

Piper-Heidsieck

パイパー  エドシック
¥13,000 ( ¥14,300 )

270 N.V Louis Roderer Brut Premier

ルイ  ロデレール  ブリュット  プルミエ

Louise Roderer

ルイ  ロデレール
¥13,000 ( ¥14,300 )

270 N.V Henriot Brut Souverain

アンリオ  ブリュット  スーヴェラン

Henriot

アンリオ
¥13,000 ( ¥14,300 )

273 N.V Pol Roger Brut Reserve

ポールロジェ ブリュット レゼルヴ

Pol Roger

ポル  ロジェ
¥13,000 ( ¥14,300 )

N.V Billecart-Salmon Brut Réserve

ビルカール サルモン ブリュット レゼルヴ

Billecart-Salmon

ビルカール  サルモン
¥13,000 ( ¥14,300 )

270 N.V Guy Charlmagne Grand Cru Reserve Blanc de Blancs

ギィ  シャルルマーニュ  レゼルヴ  ブラン  ド  ブラン

Guy Charlmagne

ギィ  シャルルマーニュ
¥14,000 ( ¥15,400 )

270 N.V Vilmart Rilly La Montagne Grande Reserve Brut
ヴィルマール  リリー  ラ  モンターニュ  グラン  レゼルヴ  ブリュット

Vilmart

ヴィルマール
¥15,000 ( ¥16,500 )

N.V Bollinger Spécial Cuvée Brut

ボランジェ  スペシャル  キュヴェ　ブリュット

Bollinger

ボランジェ
¥18,000 ( ¥19,800 )

N.V Egly Ouriet Grand Cru Tradition Brut

エグリ  ウーリエ  グラン  クリュ  トラディシオン  ブリュット

Egly Ouriet

エグリ  ウーリエ
¥20,000 ( ¥22,000 )

Champagne

シャンパーニュ

Demi Bouteille (375ml)

ハーフボトル

Champagne

シャンパーニュ

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.



278 2016 Roses de Jeanne Blanc de Noirs Côte de Val Vilaine

ローズ  ド  ジャンヌ  コート  ド  ヴァル  ヴィレーヌ

Roses de Jeanne

ローズ  ド  ジャンヌ
¥22,000 ( ¥24,200 )

2015 Roses de Jeanne Blanc de Noirs Côte de Val Vilaine

ローズ  ド  ジャンヌ  コート  ド  ヴァル  ヴィレーヌ

Roses de Jeanne

ローズ  ド  ジャンヌ
¥22,000 ( ¥24,200 )

2013 Roses de Jeanne Blanc de Noirs Les Ursules

ローズ  ド  ジャンヌ  レ  ウルシュル

Roses de Jeanne

ローズ  ド  ジャンヌ
¥32,000 ( ¥35,200 )

2012 Roses de Jeanne Blanc de Noirs Les Ursules

ローズ  ド  ジャンヌ  レ  ウルシュル

Roses de Jeanne

ローズ  ド  ジャンヌ
¥32,000 ( ¥35,200 )

270 2010 Roses de Jeanne Blanc de Noirs Les Ursules

ローズ  ド  ジャンヌ  レ  ウルシュル

Roses de Jeanne

ローズ  ド  ジャンヌ
¥32,000 ( ¥35,200 )

277 2012 Roses de Jeanne Blanc de Blancs La Haute Lemble

ローズ  ド  ジャンヌ  ラ  オート  ランブレ

Roses de Jeanne

ローズ  ド  ジャンヌ
¥36,000 ( ¥39,600 )

270 2012 Roses de Jeanne Blanc de Blancs La Haute Lemble

ローズ  ド  ジャンヌ  ラ  オート  ランブレ

Roses de Jeanne

ローズ  ド  ジャンヌ
¥36,000 ( ¥39,600 )

280 2010 Roses de Jeanne Blanc de Noirs Côte de Béchalin

ローズ  ド  ジャンヌ  コート  ド  ベシャラン

Roses de Jeanne

ローズ  ド  ジャンヌ
¥32,000 ( ¥35,200 )

2012 Taittinger Brut Millésimé

テタンジェ  ブリュット  ミレジメ

Taittanger

テタンジェ
¥22,000 ( ¥24,200 )

270 2008 Joseph Perrier Cuvée Blanc de Noirs Brut Nature
ジョセフ  ペリエ  キュヴェ  ブラン  ド  ノワール  ブリュット  ナチュール

Joseph Perrier

ジョセフ  ペリエ
¥22,000 ( ¥24,200 )

286 N.V Henri Giraud Code Noir

アンリ  ジロー  コード  ノワール

Henri Giraud

アンリ  ジロー
¥38,000 ( ¥41,800 )

283 1983 Louis Roederer Brut Millesime

ルイ  ロデレール  ブリュット  ミレジメ

Louise Roderer

ルイ  ロデレール
¥42,000 ( ¥46,200 )

291 N.V Moët et Chandon Brut Rosé

モエ  エ  シャンドン  ブリュット  ロゼ

Moët et Chandon

モエ  エ  シャンドン
¥15,000 ( ¥16,500 )

271 N.V Piper-Heidsieck Brut Rosé Sauvage

パイパー  エドシック  ブリュット  ロゼ  ソヴァージュ

Piper-Heidsieck

パイパー  エドシック
¥15,000 ( ¥16,500 )

292 N.V Joseph Perrier Cuvée Royale Brut Rosé

ジョセフ  ペリエ  キュヴェ  ロワイヤル  ブリュット  ロゼ

Joseph Perrier

ジョセフ  ペリエ
¥16,000 ( ¥17,600 )

N.V Billecart-Salmon Brut Rosé

ビルカール サルモン ブリュット ロゼ

Billecart-Salmon

ビルカール  サルモン
¥24,000 ( ¥26,400 )

1999 Belle Epoque Rosé

ベル  エポック  ロゼ

Perrier Jouët

ペリエ  ジュエ
¥75,000 ( ¥82,500 )

2006 Comtes de Champagne Rosé

コント   ド   シャンパーニュ  ロゼ

Taittanger

テタンジェ
¥80,000 ( ¥88,000 )

N.V Krug Rosé

クリュッグ  ロゼ

Krug

クリュッグ
¥85,000 ( ¥93,500 )

2005 Dom Pérignon Rosé

ドン  ペリニヨン  ロゼ

Moët et Chandon

モエ  エ  シャンドン
¥85,000 ( ¥93,500 )

Champagne Rosé

ロゼ  シャンパーニュ

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.

Champagne

シャンパーニュ



278 N.V Grand Siècle

グラン  シエクル

Laurent-Perrier

ローラン  ペリエ
¥35,000 ( ¥38,500 )

2008 Dom Pérignon

ドン  ペリニヨン

Moët et Chandon

モエ  エ  シャンドン
¥40,000 ( ¥44,000 )

2005 Dom Pérignon

ドン  ペリニヨン

Moët et Chandon

モエ  エ  シャンドン
¥40,000 ( ¥44,000 )

2002 Dom Pérignon

ドン  ペリニヨン

Moët et Chandon

モエ  エ  シャンドン
¥40,000 ( ¥44,000 )

270 2008 Joseph Perrier Cuvée Joséphine

ジョセフ  ペリエ  キュヴェ  ジョセフィーヌ

Joseph Perrier

ジョセフ  ペリエ
¥40,000 ( ¥44,000 )

277 2011 Belle Epoque

ベル  エポック

Perrier Jouët

ペリエ  ジュエ
¥45,000 ( ¥49,500 )

270 2006 Comtes de Champagne Blanc de Blancs

コント   ド   シャンパーニュ  ブラン  ド  ブラン

Taittanger

テタンジェ
¥43,000 ( ¥47,300 )

280 1996 Femme de Champagne

ファム　ド  シャンパーニュ

Duval Leroy

デュヴァル  ルロア
¥38,000 ( ¥41,800 )

2006 Billecart-Salmon Cuvée Nicolas François Billecart

ビルカール  サルモン  キュヴェ  ニコラ  フランソワ  ビルカール

Billecart-salmon

ビルカール  サルモン
¥40,000 ( ¥44,000 )

270 1999 Billecart-Salmon Cuvée Nicolas François Billecart

ビルカール  サルモン  キュヴェ  ニコラ  フランソワ  ビルカール

Billecart-salmon

ビルカール  サルモン
¥42,000 ( ¥46,200 )

286 2002 Piper-Heidsieck Rare Vintage

パイパー  エドシック  レア  ヴィンテージ

Piper-Heidsieck

パイパー  エドシック
¥43,000 ( ¥47,300 )

283 1999 Piper-Heidsieck Rare Vintage

パイパー  エドシック  レア  ヴィンテージ

Piper-Heidsieck

パイパー  エドシック
¥43,000 ( ¥47,300 )

1998 Henriot Cuvée des Enchanteleurs

アンリオ  キュヴェ  デ  アンシャンテルール

Henriot

アンリオ
¥42,000 ( ¥46,200 )

270 N.V Henri Giraud Fût de Chêne

アンリ  ジロー  フュ  ド  シェーヌ

Henri Giraud

アンリ  ジロー
¥45,000 ( ¥49,500 )

2007 Philipponnat Clos des Goisses Brut

フィリポナ  クロ  デ  ゴワセ  ブリュット

Philipponnat

フィリポナ
¥50,000 ( ¥55,000 )

291 2006 Philipponnat Le Leon Brut

フィリポナ  ル  レオン  ブリュット

Philipponnat

フィリポナ
¥50,000 ( ¥55,000 )

271 2009 Bollinger La Grande Annee Brut James Bond 007 Edition

ボランジェ  ラ  グランダネ   スペクター  リミテッド  エディション

Bollinger

ボランジェ
¥55,000 ( ¥60,500 )

N.V Krug Grande Cuvée ÉDITION 166 Brut

クリュッグ  グランド  キュヴェ  エディション  166 ブリュット

Krug

クリュッグ
¥55,000 ( ¥60,500 )

2008 Cristal Brut

クリスタル  ブリュット

Louise Roderer

ルイ  ロデレール
¥65,000 ( ¥71,500 )

2006 Salon Blanc de Blancs Brut

サロン   ブラン  ド  ブラン  ブリュット

Salon

サロン
¥130,000 ( ¥143,000 )

Champagne

シャンパーニュ

上記（）内の税込価格に、別途サービス料（10%）を加算させていただきます。

A separate 10% service charge will be added to the price in parentheses,which includes sales tax.


