
「プレジャーワインポイント」キャンペーン　プレゼント一覧

景品№
必要

ポイント数
生産国／生産地域 生産者名 商品 ヴィンテージ 容量 種類

PIA010 550 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ ビアンコ NV 750ml ワイン(白)

PIA011 550 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ ロッソ NV 750ml ワイン(赤)

PSL007 600 スペイン/ナバラ/レリン ボデガス アルコンデ サラダソル ティント ロブレ テンプラニーリョ メルロー 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PIE003 600 イタリア/エミリア アンティコ ヴェリエロ キュヴェ ブリュット NV 750ml ワイン(泡）

PIP010 600 イタリア/ピエモンテ トーゾ グラクセー ヴィーノ スプマンテ セッコ NV 750ml ワイン(泡）

PFS033 630 フランス/南部 レ　ヴィニュロン カリニャン　シラー　2019 2019 750ml ワイン(赤)

PFS032 630 フランス/南部 レ　ヴィニュロン グルナッシュ ピノノワール 2019 2019 750ml ワイン(赤)

PFS030 630 フランス/南部 レ　ヴィニュロン マスカット ヴィオニエ 2019 2019 750ml ワイン(白)

PFS029 630 フランス/南部 レ　ヴィニュロン ヴェルメンティーノ コロンバール 2019 2019 750ml ワイン(白)

PFS003 630 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン ヴィラ シャヴァン  カベルネ ソーヴィニヨン レゼルヴァ 2019 219 750ml ワイン(赤)

PFS004 630 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン ヴィラ シャヴァン  メルロー レゼルヴァ 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PFS001 630 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン ヴィラ シャヴァン  ソーヴィニヨン ブラン レゼルヴァ 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFS002 630 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン ヴィラ シャヴァン  シャルドネ レゼルヴァ 2018 2018 750ml ワイン(白)

PIL012 650 イタリア/カンパーニア ミニーニ インドーミト アリアニコ デル　ベネヴェンターノ IGT 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PIL011 650 イタリア/カンパーニア ミニーニ インドーミト ファランギーナ ベネヴェンターノ IGT 2018 2018 750ml ワイン(白)

PIL005 650 イタリア/シチリア ミニーニ コルテ ディ モリ グレカニコ インツォリア テッレ シチリアーネ IGT 2018 2018 750ml ワイン(白)

PIL008 650 イタリア/シチリア ミニーニ コルテ ディ モリ ネロ ダーヴォラ テッレ シチリアーネ IGT ビアンカ 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PIL009 650 イタリア/シチリア ミニーニ コルテ ディ モリ ネロ ダーヴォラ テッレ シチリアーネ DOC ブルー 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PIL016 650 イタリア/ロンバルディア ミニーニ ピノ グリージオ（ピノ グリージョ） デッレ ベネツィエ DOC 2019 2019 750ml ワイン(白)

PSP017 660 スペイン/カスティーリャ・イ・レオン ボデガ クアトロ ライヤス デスコムナル ルエダ ヴェルデホ 2019 2019 750ml ワイン(白)

PFB087	 660 フランス/ボルドー べー デー イクス ボルドー クラレット 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PFB088 660 フランス/ボルドー べー デー イクス ソーヴィニヨン ブラン 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFS024 680 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン ヴァンムスー ブリュット NV 750ml ワイン(泡）

PIL015 700 イタリア/ロンバルディア ミニーニ ソアーヴェ DOC 2019 2019 750ml ワイン(白)

PIL002 720 イタリア/プーリア ミニーニ テッレ アヴァーレ ネロ ディ トロイア IGT プーリア 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PIL003 740 イタリア/プーリア ミニーニ テッレ アヴァーレ ネグロアマーロ サレントIGT  2018 2018 750ml ワイン(赤)

PIL001 750 イタリア/プーリア ミニーニ テッレ アヴァーレ プリミティーヴォ IGT プーリア 2019 2019 750ml ワイン(赤)

PIT102 750 イタリア/プーリア ミニーニ コルテ ディ モリ グリッロ シチリア DOC  ビアンカ 2019 2019 750ml ワイン(白）

PIL006 750 イタリア/シチリア ミニーニ コルテ ディ モリ ヴェルメンティーノ　 テッレ シチリアーネ IGT ブルー 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFR129 770 フランス/ロワール ソーヴィオン プレジール ド ヴィーニュ ミュスカデ 2020 2020  750ml ワイン(白）

PIA024 770 イタリア/アブルッツォ テッラダリージ トラディッション　ビアンコ　マグナム　1500ml NV 1500ml ワイン(白)

PIA025 770 イタリア/アブルッツォ テッラダリージ トラディッション　ロッソ　マグナム　1500ml NV 1500ml ワイン(赤)

PIA012 770 イタリア/アブルッツォ テッラ ダリージ ラ テッサ ビアンコ マグナム 1500ml NV 1500ml ワイン(白)

PIA013 770 イタリア/アブルッツォ テッラ ダリージ テッサ ロッソ マグナム 1500ml NV 1500ml ワイン(赤)

PIV009 800 イタリア/ヴェネト レ ルーゲ ミレッジマート スプマンテ ブリュット 2018 2018 750ml ワイン(泡）

PIT115 800 イタリア/ヴェネト レ ルーゲ プロセッコ ロゼ ミレッジマート ブリュット 2020 2020 750ml ワイン(泡・ロゼ）

PIL010 810 イタリア/シチリア ミニーニ タンク ネロ ダーヴォラ アパッシメント タンク No.26 2019 2019 750ml ワイン(赤)

PSP018 820 スペイン/カスティーリャ・イ・レオン ボデガ クアトロ ライヤス グリーン＆ソシアル ヴェルデホ オーガニック 2019 2019 750ml ワイン(白)

PSL003 850 スペイン/ナバラ/レリン ボデガス アルコンデ サラダソル クリアンサ 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PSM011 850 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス マス ドニス ブラン 2020 2020 750ml ワイン(白)

PSM012 850 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス マス ドニス ロゼ 2020 2020 750ml ワイン（ロゼ）

PIL013 850 イタリア/ロンバルディア ミニーニ ガルダ ビアンコ 2018 2018 750ml ワイン(白)

PIL014 850 イタリア/ロンバルディア ミニーニ ガルダ ロッソ 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PIA004 850 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ チェラスオーロ ダブルッツォDOC 2019 2019 750ml ワイン(ロゼ)

PIA002 850 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ ココッチオーラ テッレ ディ キエーティ IGT 2020 2020 750ml ワイン(白)

PIA005 850 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ モンテプルチアーノ ダブルッツォ D.O.C. 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PIA003 850 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ パッセリーナ  テッレ ディ キエーティ IGT 2019 2019  750ml ワイン(白)

PIA001 850 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ トレッビアーノ ダブルッツオ D.O.C. 2019 2019 750ml ワイン(白)

PFS020 850 フランス/南西部 ヴィニュロン ド ビュゼ テール ド アンシア オーガニック 2019 2019 750ml ワイン(赤)

PFS021 850 フランス/南西部 ヴィニュロン ド ビュゼ ドメーヌ ド ミシェ オーガニック 2019 2019 750ml ワイン(赤)

PSP001 850 スペイン/カタルーニャ/ペネデス アルシーナ&サルーダ カヴァ ブリュット ブラン ド ブラン NV 750ml ワイン(泡）
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PFS034 850 フランス/ローヌ・アルプ カーヴ キャロッド SAS キャロッド クレレット ド ディ アイス NV NV 750ml ワイン(泡）

PFS035 850 フランス/ローヌ・アルプ カーヴ キャロッド SAS キャロッド クレレット ド オーガニック NV NV 750ml ワイン(泡）

PIV010 850 イタリア/ヴェネト レ カセレ テッラ ヴィツィーニャ プロセッコ DOC ブリュット NV 750ml ワイン(泡）

PIV011 850 イタリア/ヴェネト レ カセレ テッラ ヴィツィーニャ プロセッコ DOC エクストラ ドライ NV 750ml ワイン(泡）

PSP009 850 スペイン/カタルーニャ/ペネデス ミケル ポンズ ブリュット NV NV 750ml ワイン(泡）

PSP010 850 スペイン/カタルーニャ/ペネデス ミケル ポンズ ブリュット ナチュレ ブラック NV NV 750ml ワイン(泡）

PIV014 880 イタリア/ヴェネト セッサンタカンピ プロセッコ DOC スプマンテ ブリュット トレヴィーゾ ミッレジマート 2019 2019 750ml ワイン(泡）

PIV013 880 イタリア/ヴェネト セッサンタカンピ プロセッコ DOC フリッツァンテ スパーゴ トレヴィーゾ NV 750ml ワイン(泡）

PSM013 880 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス マス ドニス ネグレ 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PFS006 880 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン ヴィラ ノリア グラン プレステージ カベルネ ソーヴィニヨン オーガニックワイン 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PFS038 880 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン ヴィラ ノリア グラン プレステージ ロゼ オーガニックワイン 2020 2020 750ml ワイン(ロゼ)

PFS005 880 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン ヴィラ ノリア グラン プレステージ ソーヴィニヨン ブラン オーガニックワイン 2020 2020 750ml ワイン(白)

PSP002 880 スペイン/カタルーニャ/ペネデス アルシーナ&サルーダ カヴァ ブリュット レゼルヴァ NV 750ml ワイン(泡）

PIV007 880 イタリア/ヴェネト レ ルーゲ プロセッコ DOC ブリュット NV 750ml ワイン(泡）

PIV008 880 イタリア/ヴェネト レ ルーゲ プロセッコ DOC エクストラ ドライ NV 750ml ワイン(泡）

PIV012 880 イタリア/ヴェネト レ カセレ テッラ ヴィツィーニャ プロセッコ DOC ミレッジマート ブリュット 2018 2018 750ml ワイン(泡）

PFS018 900 フランス/南西部 ヴィニュロン ド ビュゼ サンズ 亜硫酸塩無添加 ブラン 2020 セミヨン 2020 750ml ワイン(白)

PFS019 900 フランス/南西部 ヴィニュロン ド ビュゼ サンズ 亜硫酸塩無添加 ルージュ 2019 2019 750ml ワイン(赤)

PIT116 900 イタリア/ヴェネト レ カセレ テッラ ヴィツィーニャ プロセッコ ロゼ ミレッジマート ブリュット 2020 2020 750ml ワイン(泡）

PFR136 930 フランス/ロワール ソーヴィオン ラ フォルシュティエール IGP ヴァル ド ロワール シャルドネ 2020 2020 750ml ワイン(白）

PFR137 930 フランス/ロワール ソーヴィオン ラ フォルシュティエール IGP ヴァル ド ロワール ピノ ノワール 2019 2019 750ml ワイン(赤)

PFR138 930 フランス/ロワール ソーヴィオン ラ フォルシュティエール IGP ヴァル ド ロワール ソーヴィニヨン ブラン 2020 2020  750ml ワイン(白）

PIA006 930 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ ズィーテ ペコリーノ テッレ ディ キエーティ IGT 2019 2019 750ml ワイン(白)

PSB007 930 スペイン/カタルーニャ/ペネデス カヴァ ブランシェール レゼルバ ブリュット 1955 ブリュット NV NV 750ml ワイン(泡）

PIV002 930 イタリア/ヴェネト テヌータ サンタンナ プロセッコ ブリュット D.O.C. NV 750ml ワイン(泡）

PIV001 930 イタリア/ヴェネト テヌータ サンタンナ プロセッコ エクストラ ドライ D.O.C. NV 750ml ワイン(泡）

PSP003 950 スペイン/カタルーニャ/ペネデス アルシーナ&サルーダ カヴァ ブリュット ナチュレ レゼルヴァ 2015 2015 750ml ワイン(泡）

PIT008 990 イタリア/ピエモンテ バンフィ アルディ ドルチェット ダクイ DOC 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PSP016 990 スペイン/カスティーリャ・イ・レオン ボデガ クアトロ ライヤス クアレンタ ベンディミアス ルエダ ヴェルデホ 2019 2019 750ml ワイン(白)

PIA016 990 イタリア/アブルッツォ マシャレッリ リネア クラシカ トレッビアーノ ダブルッツォ 2018 2108 750ml ワイン(白)

PFR130 990 フランス/ロワール ソーヴィオン バロンヌ デュ クレレ ミュスカデ セーブル エ メーヌ シュールリー 2019 2019 750ml ワイン(白)

PFR127 990 フランス/ロワール ソーヴィオン オート キュルチュール ドメーヌ デュ クレレ シャルドネ IGP ヴァル ド ロワール 2020 2020 750ml ワイン(白）

PFR128 990 フランス/ロワール ソーヴィオン オート キュルチュール ドメーヌ デュ クレレ ソーヴィニヨン IGP ヴァル ド ロワール 2020 2020 750ml ワイン(白）

PFA012 990 フランス/アルザス ウルフベルジュ シグネチャー シルヴァネール 2019 2019 750ml ワイン(白)

PIV004 990 イタリア/ヴェネト テヌータ サンタンナ プロセッコ D.O.C. フリッツァンテ NV 750ml ワイン(泡）

PIT004 1,000 イタリア/ピエモンテ バンフィ アスティ スプマンテ NV 750ml ワイン(泡）

PIT003 1,000 イタリア/ピエモンテ バンフィ テネール ブリュット NV 750ml ワイン(泡）

PIL004 1,000 イタリア/プーリア ミニーニ アヴァーレ プリミティーヴォ ディ マンドゥーリア D.O.C. 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PSL004 1,010 スペイン/ナバラ/レリン ボデガス アルコンデ サラダソル レゼルヴァ 2014 2014 750ml ワイン(赤)

PFB053 1,040 フランス/ブルゴーニュ ラ カンパニー ド ブルゴンディ ブルゴーニュ シャルドネ ブラン 2020 2020 750ml ワイン(白)

PIV003 1,040 イタリア/ヴェネト テヌータ サンタンナ プロセッコ　ミッレジマート　ブリュット　D.O.C 　2019 2019 750ml ワイン(泡）

PIT005 1,050 イタリア/ピエモンテ バンフィ シャンドル モスカート ダスティ　 DOCG 2018 2018 750ml ワイン(泡）

PIT015 1,050 イタリア/トスカーナ バンフィ ビーポップ アスティ セッコ NV 750ml ワイン(泡）

PFB057 1,050 フランス/ブルゴーニュ ラ カンパニー ド ブルゴンディ ボジョレー ルージュ 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PSM003 1,050 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス マス　ドニス オールドヴァインズ 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PIT009 1,070 イタリア/トスカーナ バンフィ キャンティ  DOCG 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PSL005 1,100 スペイン/ナバラ/レリン ボデガス アルコンデ セレクション　テンプラニーリョ　レゼルバ　2015 2015 750ml ワイン(赤)

PSP015 1,100 スペイン/カスティーリャ・イ・レオン ボデガ クアトロ ライヤス クアレンタ ベンディミアス ルエダ ソーヴィニヨン ブラン 2019 2019 750ml ワイン(白)

PIS001 1,100 イタリア/シチリア フェウド ディシーサ チャラ カタラット インソリア 2019 2019 750ml ワイン(白)

PIS005 1,100 イタリア/シチリア フェウド ディシーサ ネロ ダーヴォラ 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PGP001 1,100 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ミュラートゥルガウ クヴァリテーツヴァイン トロッケン 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFS007 1,100 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン ヴィラ ノリア グラン プレステージ ピノ ノワール オーガニックワイン 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PIT010 1,150 イタリア/トスカーナ バンフィ キャンティ  スペリオーレ DOCG 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PFB058 1,150 フランス/ブルゴーニュ ラ カンパニー ド ブルゴンディ ボジョレー ヴィラージュ ルージュ 2017 2017 750ml ワイン(赤)
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PFB059 1,150 フランス/ブルゴーニュ ラ カンパニー ド ブルゴンディ ブルゴーニュ ピノ ノワール ルージュ 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PFB081 1,150 フランス/ボルドー アンドレ リュルトン シャトー ギボン 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PSM008 1,150 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス ペラージュ ペティタ ロサット コーシャ認証 2017 2017 750ml ワイン(ロゼ)

PIS006 1,150 イタリア/シチリア フェウド ディシーサ アダーラ シラー 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PIA017 1,150 イタリア/アブルッツォ マシャレッリ リネア クラシカ モンテプルチャーノ ダブルッツォ 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PIA007 1,150 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ タトーネ モンテプルチアーノ ダブルッツォ D.O.C. 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PFA016 1,150 フランス/アルザス ウルフベルジュ シルヴァネール ヴィエイユ ヴィーニュ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PFA013 1,150 フランス/アルザス ウルフベルジュ シグネチャー リースリング 2018 2018 750ml ワイン(白)

PGE012 1,150 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン シュペートブルグンダー ヴァイスヘルプスト カビネット ファインヘルプ 2018 2018 750ml ワイン（ロゼ）

PGE001 1,150 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン ヴァイサー ブルグンダー カビネット ファインヘルプ 2018 2018 750ml ワイン(白)

PSB001 1,150 スペイン/カタルーニャ/ペネデス ヴィン セル セップ マルケス デ ジェリーダ エクスクルーシブ ブリュット レゼルバ 2015 2015 750ml ワイン(泡）

PFS023 1,180 フランス/ラングドック ドメーヌ ドゥ ラルビュッセル オーテンティック レッド AOC フォジェール 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PFA014 1,180 フランス/アルザス ウルフベルジュ シグネチャー ピノ グリ 2018 2018 750ml ワイン(白)

PSP004 1,180 スペイン/カタルーニャ/ペネデス アルシーナ&サルーダ カヴァ グラン レゼルヴァ ブリュット 2014 2014 750ml ワイン(泡）

PIT002 1,200 イタリア/ピエモンテ バンフィ プリンチペッサ ガヴィア ペルランテ DOCG 2020 2020 750ml ワイン(泡）

PIT001 1,200 イタリア/ピエモンテ バンフィ プリンチペッサ ガヴィア ガヴィ DOCG 2020 2020 750ml ワイン(白)

PFB054 1,200 フランス/ブルゴーニュ ラ カンパニー ド ブルゴンディ ブルゴーニュ アリゴテ ブラン 2017 2017 750ml ワイン(白)

PIS002 1,200 イタリア/シチリア フェウド ディシーサ グリッロ DOC シチリア 2019 2019 750ml ワイン(白)

PGP015 1,200 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ドルンフェルダー クヴァリテーツヴァイン ハルプトロッケン 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PGP014 1,200 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ドルンフェルダー クヴァリテーツヴァイン ロートヴァイン 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PGP016 1,200 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ドルンフェルダー クヴァリテーツヴァイン トロッケン 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PGP003 1,200 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン リースリング クヴァリテーツヴァイン トロッケン 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFR125 1,200 フランス/ロワール ソーヴィオン オート キュルチュール シャトー デュ クレレ ミュスカデ セーブル エ メーヌ シュールリー 2019 2019 750ml ワイン(白）

PSP012 1,200 スペイン/カタルーニャ/ペネデス ミケル ポンズ ヌリア デ M. レゼルバ ブリュット 2014 2014 750ml ワイン(泡）

PSB003 1,200 スペイン/カタルーニャ/ペネデス ヴィン セル セップ ジェリーダ  ブリュット グランレゼルバ 2014 2014 750ml ワイン(泡）

PSB002 1,200 スペイン/カタルーニャ/ペネデス ヴィン セル セップ マルケス デ ジェリーダ 4 エレタット ブリュット ナチュール グランレゼルバ 2013 2013 750ml ワイン(泡）

PSM009 1,230 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス ペラージュ ペティタ コーシャ認証 2019 2019 750ml ワイン(赤)

PFB056 1,250 フランス/ブルゴーニュ ラ カンパニー ド ブルゴンディ ブルゴーニュ　コート　シャロネーズ　シャルドネ2020 2018 750ml ワイン(白)

PFB055 1,250 フランス/ブルゴーニュ ラ カンパニー ド ブルゴンディ マコン ヴィラージュ シャルドネ ブラン 2016 2016 750ml ワイン(白)

PGP017 1,250 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ドルンフェルダー クヴァリテーツヴァイン ファインヘルプ 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PGP005 1,250 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン リースリング カビネット 2017 2017 750ml ワイン(白)

PGP004 1,250 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン リースリング カビネット ハルプトロッケン 2017 2017 750ml ワイン(白)

PIM001 1,250 イタリア/トレンティーノ カンティーナ メーラン フェスティバル クラシック ピノ ビアンコ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PFR133 1,250 フランス/ロワール ソーヴィオン レ ゼグランティンヌ トゥーレーヌ ソーヴィニヨン 2020 2020 750ml ワイン(白)

PGE005 1,250 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン 716 シャルドネ  カビネット トロッケン 2018 2018 750ml ワイン(白)

PGE004 1,250 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン 716 グラウブルグンダー カビネット トロッケン 2019 2019  750ml ワイン(白)

PGE010 1,250 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン 716 シュペートブルグンダー ロートヴァイン カビネット トロッケン 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PGE013 1,250 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン 716 シュペートブルグンダー ロゼ カビネット トロッケン 2019 2018 750ml ワイン（ロゼ）

PGE003 1,250 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン 716 ヴァイスブルグンダー カビネット トロッケン 2019 2019 750ml ワイン(白)

PGE002 1,250 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン 716 ヴァイサー グーテデル カビネット トロッケン 2018 2018 750ml ワイン(白)

PSB004 1,250 スペイン/カタルーニャ/ペネデス ヴィン セル セップ マルケス デ ジェリーダ ピノ ノワール ブリュット レゼルバ 2016 2016 750ml ワイン(泡）

PGP008 1,300 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ゲヴュルツトラミネール カビネット 2017 2017 750ml ワイン(白)

PGP002 1,300 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン モリオ ムスカート クヴァリテーツヴァイン 2018 2018 750ml ワイン(白)

PGP007 1,300 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン オルテガ シュペートレーゼ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PIM004 1,300 イタリア/トレンティーノ カンティーナ メーラン フェスティバル クラシック ミュラー トゥルガウ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PIM003 1,300 イタリア/トレンティーノ カンティーナ メーラン フェスティバル クラシック ピノ グリージオ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PIM006 1,300 イタリア/トレンティーノ カンティーナ メーラン フェスティバル クラシック ピノ ネロ 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PIM005 1,300 イタリア/トレンティーノ カンティーナ メーラン フェスティバル クラシック ソーヴィニョン ブラン 2019 2019 750ml ワイン(白)

PFP001 1,300 フランス/プロヴァンス ドメーヌ ド サン セール キュヴェ トラディション ロゼ 2018 2018 750ml ワイン(ロゼ）

PFS036 1,300 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン コート ド ガスコーニュ キュヴェ レゼルヴ BIB 白 2020 （ボックスワイン） 3000ml 2020 3000ml ワイン(白)

PFS037 1,300 フランス/ラングドック ピエール シャヴァン ペイドック キュヴェ レゼルヴ BIB 赤 2019 （ボックスワイン） 3000ml 2019 3000ml ワイン(赤)

PFA017 1,300 フランス/アルザス ウルフベルジュ リースリング ヴィエイユ ヴィーニュ 2019 2019 750ml ワイン(白)

PFA015 1,300 フランス/アルザス ウルフベルジュ シグネチャー ゲヴェルツトラミネル 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFA024 1,300 フランス/アルザス ウルフベルジュ クレマン ダルザス ブリュット NV 750ml ワイン(泡）
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PSP005 1,300 スペイン/カタルーニャ/ペネデス アルシーナ&サルーダ カヴァ グラン レゼルヴァ ブリュット ナチュレ セーリョ 2015 2015 750ml ワイン(泡）

PFB013 1,300 フランス/ブルゴーニュ レ ヴィニュロン ド マンセ クレマン ド ブルゴーニュ ブリュット レゼルブ NV 750ml ワイン(泡）

PFB061 1,350 フランス/ブルゴーニュ ラ カンパニー ド ブルゴンディ クレマン ド ブルゴーニュ ブラン ド ノワール NV NV 750ml ワイン(泡）

PFR134 1,350 フランス/ロワール ソーヴィオン レ グラヴィエール デュ ロワ ソミュール シャンピニー 2019 2019 750ml ワイン(赤)

PGE011 1,350 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン ゲニウス シュペートブルグンダー ロートヴァイン シュペートレーゼ トロッケン 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PGE009 1,350 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン ゲヴュルツトラミナー シュペートレーゼ ファインフルフティッヒ 2018 2018  750ml ワイン(白)

PGE006 1,350 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン ゲニウス グラウアー ブルグンダー シュペートレーゼ トロッケン 2018 2018 750ml ワイン(白)

PGE008 1,350 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン ルーレンダー シュペートレーゼ ファインフルフティッヒ 2018 2018 750ml ワイン(白)

PGE014 1,350 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン シュペートブルグンダー ヴァイスヘルブスト シュペートレーゼ ファインフルフティッヒ 2018 2018 750ml ワイン（ロゼ）

PGE007 1,350 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン ゲニウス ヴァイサー ブルグンダー シュペートレーゼ トロッケン 2017 2017 750ml ワイン(白)

PSB008 1,350 スペイン/カタルーニャ/ペネデス カヴァ ブランシェール  レゼルバ エスペシャル ブリュット NV NV 750ml ワイン(泡）

PFB060 1,400 フランス/ブルゴーニュ ラ カンパニー ド ブルゴンディ ブルゴーニュ コート シャロネーズ ピノ ノワール ルージュ 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PIS003 1,400 イタリア/シチリア フェウド ディシーサ テッラ  デッレ ファーテ フィアーノ DOC シチリア 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFA025 1,400 フランス/アルザス ウルフベルジュ クレマン ダルザス シャルドネ ブリュット NV 750ml ワイン(泡）

PFA026 1,400 フランス/アルザス ウルフベルジュ クレマン ダルザス ブラン ド ノワール ブリュット NV 750ml ワイン(泡）

PFB014 1,400 フランス/ブルゴーニュ レ ヴィニュロン ド マンセ クレマン ド ブルゴーニュ ブラン ド ブラン NV 750ml ワイン(泡）

PSP013 1,400 スペイン/カタルーニャ/ペネデス ミケル ポンズ ブリュット ナチュレ グラン レゼルバ 2011 2011 750ml ワイン(泡）

PIA008 1,440 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ ズルレ アブルッツォ D.O.C. ロッソ 2015 2015 750ml ワイン(赤)

PIT011 1,450 イタリア/トスカーナ バンフィ キャンティ  クラッシコ DOCG 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PFR143 1,450 フランス/ボルドー アンドレ リュルトン バイ ジャック リュルトン カベルネ ソーヴィニヨン 2020 2020 750ml ワイン(赤)

PSM005 1,450 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス コステルス デル グラヴェト 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PSM004 1,450 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス ヴァル　デル　カラス　有機認証　2017　 2017 750ml ワイン(赤)

PIP003 1,450 イタリア/ピエモンテ テヌータ サン ピエトロ V.S.Q. サン ピエトロ ブリュット ビオ NV 750ml ワイン(泡）

PGP010 1,500 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン リースリング シュペートレーゼ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PGP009 1,500 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ジーガレーベ シュペートレーゼ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PIM008 1,500 イタリア/トレンティーノ カンティーナ メーラン グラフ　セレツィオーネ　ピノ　ビアンコ　2019 2019 750ml ワイン(白)

PFA018 1,500 フランス/アルザス ウルフベルジュ ゲヴェルツトラミネル ヴィエイユ ヴィーニュ 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFC031 1,500 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ バロン アルベール ジャン ド ラ フォンテーヌ レロカント ブリュット ハーフ 375ml NV  375ml ワイン(泡）

PIP004 1,500 イタリア/ピエモンテ テヌータ サン ピエトロ V.S.Q. ロゼ サン ピエトロ ブリュット ビオ NV 750ml ワイン(泡）

PFB015 1,500 フランス/ブルゴーニュ レ ヴィニュロン ド マンセ クレマン ド ブルゴーニュ ブラン ド ノワール NV 750ml ワイン(泡）

PIS007 1,550 イタリア/シチリア フェウド ディシーサ グランマッセンティ ペッリコーネ 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PFR126 1,550 フランス/ロワール ソーヴィオン オート キュルチュール シャトー デュ クレレ ミュスカデ セーブル エ メーヌ クリュ ヴァレット 2016 2016 750ml ワイン(白）

PGP011 1,600 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ゲヴュルツトラミネール シュペートレーゼ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PFR127 1,600 フランス/プロヴァンス ドメーヌ ド サン セール キュヴェ プレスティージュ ロゼ AOP サント ヴィクトワール 2018 2018 750ml ワイン(ロゼ）

PFB016 1,650 フランス/ボルドー アンドレ リュルトン シャトー クシュロワ ブラン 2016 2016 750ml ワイン(白)

PFB017 1,650 フランス/ボルドー アンドレ リュルトン シャトー クシュロワ ルージュ 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PIS004 1,650 イタリア/シチリア フェウド ディシーサ シャルドネ DOC シチリア 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFB001 1,650 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ　ジェシオム ブルゴーニュ シャルドネ 2016 2016 750ml ワイン(白)

PFB003 1,650 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ　ジェシオム ブルゴーニュ ピノ ノワール 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PFB037 1,700 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ジャン バティスト ルブルィユ ブルゴーニュ ピノノワール 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PIM009 1,700 イタリア/トレンティーノ カンティーナ メーラン グラフ セレツィオーネ ソーヴィニョン ブラン 2017 2017 750ml ワイン(白)

PGN001 1,700 ドイツ/ナーエ グート ヘアマンスベルグ ジャスト リースリング トロッケン 2019 2019 750ml ワイン(白)

PGM001 1,700 ドイツ/モーゼル ヴィラ ヒュースゲン シェファー リースリング 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFB050 1,700 フランス/ブルゴーニュ ピエール ローラン ヴィニュロン ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ブラン 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFB051 1,700 フランス/ブルゴーニュ ピエール ローラン ヴィニュロン ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ルージュ 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PIP009 1,700 イタリア/ピエモンテ ベニート ファヴァロ アジィエンダ アグリコーラ ネ スプマンテ ネッビオーロ NV 750ml ワイン(泡・ロゼ）

PFR132 1,750 フランス/ロワール ソーヴィオン レ ゾンベル プイィ フュメ 2020 2020  750ml ワイン(白）

PFA019 1,750 フランス/アルザス ウルフベルジュ アルザス グラン クリュ アイシュベルグ リースリング 2017 2017 750ml ワイン(白)

PFA027 1,750 フランス/アルザス ウルフベルジュ ラ ルーヴ ピノ ノワール 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PFB032 1,800 フランス/ブルゴーニュ エドモン コルヌ エ フィス ブルゴーニュ 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PGN002 1,800 ドイツ/ナーエ グート ヘアマンスベルグ リースリング カビネット 2018 2018 750ml ワイン(白)

PGR002 1,800 ドイツ/ラインガウ シュロス ヴォー リースリング ゼクト ブリュット 2018 2018 750ml ワイン(泡）

PGR001 1,800 ドイツ/ラインガウ シュロス ヴォー キュヴェ ヴォー ブリュット  2016 2016 750ml ワイン(泡）

PIP005 1,810 イタリア/ピエモンテ ベニート ファヴァロ アジィエンダ アグリコーラ エルバルーチェ ディ カルーゾ レ キウズーレ 2018 2018 750ml ワイン(白)
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PFA020 1,840 フランス/アルザス ウルフベルジュ アルザス グラン クリュ アッシュブルグ ピノ グリ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PFP003 1,850 フランス/プロヴァンス ドメーヌ ド サン セール キュヴェ ド レルミト ロゼ AOP サント ヴィクトワール 2015 2015 750ml ワイン(ロゼ）

PFA021 1,850 フランス/アルザス ウルフベルジュ アルザス グラン クリュ ハングス ゲヴェルツトラミネル 2016 2016 750ml ワイン(白)

PFA021 1,850 フランス/アルザス ウルフベルジュ アルザス　グラン　クリュ　ハングス　ゲヴェルツトラミネール　2017 2017 750ml ワイン(白)

PFC033 1,850 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ ロジャー バルニエ ブリュット キュヴェ セレクション ハーフ 375ml NV  375ml ワイン(泡）

PSL006 1,900 スペイン/ナバラ/レリン ボデガス アルコンデ アルコンデ レゼルヴァ 2013 2013 750ml ワイン(赤)

PIT012 1,900 イタリア/トスカーナ バンフィ キアンティ  クラッシコ リゼルヴァ D.O.C.G. 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PFC001 1,900 フランス/ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ レ グラン テロワール 2016 2016 750ml ワイン(白)

PFR131 1,900 フランス/ロワール ソーヴィオン ヴァレ ド ラ ロワール サンセール 2020 2020 750ml ワイン(白)

PFR135 1,900 フランス/ロワール ソーヴィオン ディレクション シノン ヴィエイユ ヴィーニュ 2019 2019  750ml ワイン(赤)

PSP006 1,900 スペイン/カタルーニャ/ペネデス アルシーナ&サルーダ カヴァ グランレゼルヴァ エスペシャル 2012 2012 750ml ワイン(泡）

PFA007 1,900 フランス/アルザス ドメーヌ ヴィレ ドゥ コルマール クレマン ダルザス シャルドネ 1895 ブリュット NV 750ml ワイン(泡）

PSB005 1,900 スペイン/カタルーニャ/ペネデス ヴィン セル セップ クロ ジェリーダ ブラン ド ノワール ブリュット ナチュール グラン レゼルバ 2014 2014 750ml ワイン(泡）

PGM002 1,950 ドイツ/モーゼル ヴィラ ヒュースゲン エンキーヒャー ステッフェンベルク リースリング カビネット ファインヘルプ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PGP018 2,000 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ドルンフェルダー クヴァリテーツヴァイン トロッケン バリック 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PGR003 2,000 ドイツ/ラインガウ シュロス ヴォー ブラン ド ノワール ゼクト ブリュット 2017 2017 750ml ワイン(泡）

PFB083 2,090 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ プリユール ブルゴーニュ ピノ ノワール 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PFB022 2,090 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ プリユール ブルゴーニュ　シャルドネ　2018 2018 750ml ワイン(白)

PSM006 2,090 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス ペラージュ ハビブ ピノ ノワール コーシャ認証 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PSM007 2,090 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス マス トルト 2015 CCPAEオーガニック認証 2015 750ml ワイン(赤)

PIP006 2,200 イタリア/ピエモンテ ベニート ファヴァロ アジィエンダ アグリコーラ エルバルーチェ ディ カルーゾ トレディチメージ 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFB007 2,200 フランス/ブルゴーニュ シャトー レスキュール サンテミリオン グラン クリュ 2015 20115 750ml ワイン(赤)

PFR144 2,200 フランス/アルザス ウルフベルジュ ラー ダン グランヴァン シャルドネ ヴァン オランジュ 2017 オレンジワイン 2017 750ml ワイン(オレンジ)

PSP008 2,200 スペイン/カタルーニャ/ペネデス アルシーナ&サルーダ カヴァ ブリュット レゼルヴァ マグナム ボトル 箱付 1500ml NV 1500ml ワイン(泡）

PFC023 2,200 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ バロン アルベール ジャン ド ラ フォンテーヌ レロカント ブリュット NV 750ml ワイン(泡）

PFB004 2,300 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ　ジェシオム サントネイ クロ ド クロ ジェネ 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PIA018 2,300 イタリア/アブルッツォ マシャレッリ カステッロ ディ セミヴィーコリ トレッビアーノ ダブルッツォ 2013 2013 750ml ワイン(白)

PIA021 2,300 イタリア/アブルッツォ マシャレッリ マリナ ツヴェティッチ モンテプルチャーノ ダブルッツォ DOC レゼルヴァ 2015 2015 750ml ワイン(赤)

PIA009 2,300 イタリア/アブルッツオ テッラダリージ トロス モンテプルチアーノ ダブルッツォ D.O.C. リゼルヴァ 2014 2014 750ml ワイン(赤)

PIT006 2,350 イタリア/ピエモンテ バンフィ キュヴェ アウローラ アルタランガ D.O.C.G. 2017 2017 750ml ワイン(泡）

PIT014 2,400 イタリア/トスカーナ バンフィ フォンテ　アッラ　セルヴァ　キアンティ　クラッシコ　グラン　セレツイオーネ　D.O.C.G.　2017 2017 750ml ワイン(赤)

PFB084 2,400 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ クリスチャン クレルジェ ブルゴーニュ ピノ ノワール 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PFB084 2,400 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ　クリスチャン　クレルジェ ブルゴーニュ　ピノ　ノワール　2018 2018 750ml ワイン(赤)

PGM003 2,400 ドイツ/モーゼル ヴィラ ヒュースゲン エンキーヒャー ステッフェンベルク クヴァリテーツヴァイン アルト レーベン リースリング トロッケン 2017 2017 750ml ワイン(白)

PFB018 2,450 フランス/ボルドー アンドレ リュルトン シャトー　ド　クリュゾー　ブラン　2017 2017 750ml ワイン(白)

PFB019 2,450 フランス/ボルドー アンドレ リュルトン シャトー ド クリュゾー ルージュ 2015 2015 750ml ワイン(赤)

PFB019 2,450 フランス/ボルドー アンドレ リュルトン シャトー　ド　クリュゾー　ルージュ　2016 2016 750ml ワイン(赤)

PSM010 2,450 スペイン/カタルーニャ/モンサン セラー カプサーネス ペラージュ ハビブ フロール デル プリマヴェーラ コーシャ認証 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PIA027 2,450 イタリア/アブルッツオ テッラ ダリージ グラッパ デル タトーネ 42度 箱付 500ml -  500ml グラッパ

PIT007 2,500 イタリア/ピエモンテ バンフィ キュヴェ　アウローラ　アルタランガ　ロゼ　D.O.C.G.　2015 2015 750ml ワイン(泡）

PFB062 2,500 フランス/ブルゴーニュ ラ カンパニー ド ブルゴンディ クレマン ド ブルゴーニュ エクセプション ブリュット 2010 2010 750ml ワイン(泡）

PFB034 2,500 フランス/ブルゴーニュ エドモン コルヌ エ フィス ショレイ レ ボーヌ レ ボン ゾール 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PIA022 2,500 イタリア/アブルッツォ マシャレッリ マリナ ツヴェティッチ イスクラ DOCG コッリーネ テラマーネ 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PSB006 2,500 スペイン/カタルーニャ/ペネデス ヴィン セル セップ マルケス デ ジェリーダ エクスクルーシブ ブリュット レゼルバ マグナム 2014 1500ml 2014 1500ml ワイン(泡）

PFB068 2,600 フランス/ブルゴーニュ エドモン コルヌ エ フィス ブルゴーニュ ブラン ラ キュヴェ デ サン グラス 2016 2016 750ml ワイン(白)

PGP019 2,600 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ドルンフェルダー シュペートレーゼ トロッケン バリック 2015 2015 750ml ワイン(赤)

PIT016 2,600 イタリア/トスカーナ ポデーレ サパイオ ヴォルポロ 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PFC030 2,600 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ バロン アルベール ジャン ド ラ フォンテーヌ ラ フラトゥーズ ブリュット ロゼ NV 750ml ワイン(泡）

PFC002 2,650 フランス/ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ プルミエ クリュ レ フルノー 2019 2019 750ml ワイン(白)

PIS009 2,750 イタリア/シチリア フェウド ディシーサ ヴアリーア D.O.C. モンレアーレ 2015 2015 750ml ワイン(赤)

PFC003 2,800 フランス/ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ プルミエ クリュ モンドミリュ 2019 2019 750ml ワイン(白)

PFB036 2,900 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ジャン バティスト ルブルィユ サヴィニィ　レ　ボーヌ　ドゥシュ　レ　ゴラルデ　2017 2017 750ml ワイン(白)

PGN003 2,900 ドイツ/ナーエ グート ヘアマンスベルグ アルテンバンベルグ ローテンベルク リースリング シュペトレーゼ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PIA019 2,900 イタリア/アブルッツォ マシャレッリ マリナ ツヴェティッチ シャルドネ レゼルヴァ 2018 2018 750ml ワイン(白)
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PIT042 2,900 イタリア/トスカーナ レヴァンテ スピリッツ ジネプライオ オーガニック トスカーナ ドライ ジン 45度 - 750ml ジン

PFB002 2,950 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ　ジェシオム サントネイ プルミエ クリュ グラヴィエール 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PFB090 3,000 フランス/ブルゴーニュ エドモン コルヌ エ フィス ショレイ レ ボーヌ ブラン 2018 2018 750ml ワイン（白）

PIS010 3,000 イタリア/シチリア フェウド ディシーサ トルナミーラ I.G.P. テッレ シチリアーネ 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PFC024 3,000 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ バロン アルベール ジャン ド ラ フォンテーヌ ラ マジェストゥーズ ブリュット ミレジメ 2010 2010 750ml ワイン(泡）

PFC013 3,000 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ ロジャー バルニエ ブリュット キュヴェ セレクション NV 750ml ワイン(泡）

PFB028 3,100 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ プリユール ドメーヌ ビトゥゼ プリユール  ヴォルネイ 2018 2018 750ml ワイン(赤)

PFB005 3,100 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ジェシオム オーセイ デュレス プルミエ クリュ レ ゼキュソー 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PGE015 3,100 ドイツ/バーデン/エブリゲン ヴィンツァーホフ エブリンゲン シュペートブルグンダー ヴァイスヘルブスト ベーレンアウスレーゼ エーデルスーズ 2018 500m 2018 500ml ワイン（ロゼ）

PFC027 3,150 フランス/ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ プルミエ クリュ モンマン 2019 2019 750ml ワイン(白)

PFC028 3,150 フランス/ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨンヴィエイユ ヴィーニュ ヴィエイユ ヴィーニュ  2018 2018 750ml ワイン(白)

PFB089 3,150 フランス/ブルゴーニュ レ ヴィニュロン ド マンセ クレマン ド ブルゴーニュ ブラン ド ブラン マグナム 1500ml NV 1500ml ワイン(泡）

PIA020 3,200 イタリア/アブルッツォ マシャレッリ マリナ ツヴェティッチ トレッビアーノ ダブルッツォ D.O.C. レゼルヴァ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PWF001 3,300 フランス/アルザス ディスティラリー メイエール ブレンド スペリユール 40度 箱なし 700ml -  700ml ブレンデッドウイスキー

PFC029 3,300 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ バロン アルベール ジャン ド ラ フォンテーヌ ランディシプリネ ブラン ド ブラン ブリュット NV 750ml ワイン(泡）

PGP012 3,400 ドイツ/ファルツ ヴァイングート アンゼルマン ソラリス トロッケンべーレンアウスレーゼ 2014 375ml 2014 375ml ワイン(白)

PFC017 3,450 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ ロジャー バルニエ ブリュット ロゼ NV 750ml ワイン(泡）

PSP007 3,500 スペイン/カタルーニャ/ペネデス アルシーナ&サルーダ カヴァ ヴェスティージス 2011 箱付 2011 750ml ワイン(泡）

PFC018 3,500 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ シャルル ミニョン ブリュット プレミアム レゼルヴァ プルミエ クリュ NV 750ml ワイン(泡）

PFA022 3,600 フランス/アルザス ウルフベルジュ アルザス グラン クリュ ランゲン リースリング 2016 2016 750ml ワイン(白)

PFC019 3,700 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ シャルル ミニョン ロゼ プレミアム レゼルヴァ プルミエ クリュ NV 750ml ワイン(泡）

PWF003 3,800 フランス/アルザス ディスティラリー メイエール ブレンド スペリユール ピノ ノワール 40度 箱なし 700ml -  700ml ブレンデッドウイスキー

PFB023 4,100 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ プリユール プリユール  ムルソー 2017 2017 750ml ワイン(白)

PFC004 4,100 フランス/ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ プルミエ クリュ モンテ ド トネール 2019 2019 750ml ワイン(白)

PFA023 4,100 フランス/アルザス ウルフベルジュ アルザス グラン クリュ ランゲン ピノ グリ 2014 2014 750ml ワイン(白)

PWF002 4,100 フランス/アルザス ディスティラリー メイエール ブレンド スペリユール ブルゴーニュ 40度 箱なし 700ml -  700ml ブレンデッドウイスキー

PFC014 4,100 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ ロジャー バルニエ ブリュット ミレジム キュヴェ ブランシェ 2012 2012 750ml ワイン(泡）

PFB040 4,200 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ フィリップ シェロン ジュヴレ シャンベルタン レ スーヴレ 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PFB024 4,400 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ プリユール ムルソー　レ　コルバン　2018 2018 750ml ワイン(白)

PFB025 4,600 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ プリユール ムルソー クロ デュ クロマン 2017 2017 750ml ワイン(白)

PIA023 4,800 イタリア/アブルッツォ マシャレッリ ヴィッラ ジェンマ モンテプルチャーノ ダブルッツォ 2013 2013 750ml ワイン(赤)

PFB069 4,950 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ フィリップ シェロン シャンボール ミュジニィ レ キャラント ウーブレ 2015 2015 750ml ワイン(赤)

PFB041 5,200 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ フィリップ シェロン ヴォーヌ ロマネ レ バロー 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PFB029 5,300 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ プリユール ヴォルネイ プルミエ クリュ クロ デ シェンヌ 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PFB082 5,300 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ プリユール ヴォルネイ プルミエ クリュ レ ゾシー 2015 2015 750ml ワイン(赤)

PFB042 5,350 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ フィリップ シェロン シャンボール ミュジニィ クロ ド ロルム 2015 2015 750ml ワイン(赤)

PFB078 5,500 フランス/ボルドー アンドレ リュルトン シャトー　クーアン　リュルトン　ブラン　2017 2017 750ml ワイン(白)

PFB043 5,700 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ フィリップ シェロン ジュヴレ シャンベルタン プルミエ クリュ シャンポネ 2015 2015 750ml ワイン(赤)

PFB070 6,000 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ　クリスチャン　クレルジェ シャンボール ミュジニィ 2015 2015 750ml ワイン(赤)

PFB026 6,300 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ プリユール ピュリニィ　モンラッシェ　レ　ルヴロン　2018 2018 750ml ワイン(白)

PIT017 6,500 イタリア/トスカーナ ポデーレ サパイオ サパイオ 2016 2016 750ml ワイン(赤)

PFC016 6,500 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ ロジャー バルニエ ラ キュヴェ ムニエ 100％ 2012 2012 750ml ワイン(泡）

PFB044 6,600 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ　クリスチャン　クレルジェ ヴォーヌ ロマネ レ ヴィオレット 2017 2017 750ml ワイン(赤)

PFB080 6,600 フランス/ボルドー アンドレ リュルトン シャトー クーアン リュルトン ルージュ 2010 2010 750ml ワイン(赤)

PFC020 6,600 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ シャルル ミニョン  ブリュット グラン クリュ NV 750ml ワイン(泡）

PFC032 6,600 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ ロジャー バルニエ キュヴェ エクスキューズ ヴィンテージ 2012 2012 750ml ワイン(泡）

PFB027 7,100 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ ビトゥゼ プリユール ムルソー プルミエ クリュ シャルム 2015 2015 750ml ワイン(白)

PFC025 7,150 フランス/ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ グラン クリュ ブーグロ 2018 2018 750ml ワイン(白)

PFC026-1 7,700 フランス/ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ グラン クリュ ブランショ 2016 2016 750ml ワイン(白)

PFC026-2 7,700 フランス/ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ グラン クリュ ブランショ 2017 2017 750ml ワイン(白)

PFC021 7,700 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ シャルル ミニョン ブリュット ロゼ グラン クリュ NV 750ml ワイン(泡）

PFC005-2 7,900 フランス/ブルゴーニュ サミュエル ビロー シャブリ　グラン　クリュ　レ　プリューズ　2017 2017 750ml ワイン(白)

PIT018 8,000 イタリア/トスカーナ パラディーゾ デル コニーリ レ セッケ ヴィーノ ビアンコ ウトーピコ 2017 オレンジワイン 2017 750ml ワイン（オレンジ）

PWF0034 8,200 フランス/アルザス ディスティラリー メイエール ピュアモルト 40度 箱付 700ml -  700ml ブレンデッドウイスキー
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PFB045 8,500 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ　クリスチャン　クレルジェ シャンボール ミュジニィ プルミエ クリュ レ シャルム 2011 2011 750ml ワイン(赤)

PFC022 11,000 フランス/シャンパーニュ シャンパーニュ シャルル ミニョン ブリュット 2012 ヴィンテージ グラン クリュ 2012 750ml ワイン(泡）

PFB046 18,500 フランス/ブルゴーニュ ドメーヌ　クリスチャン　クレルジェ エシェゾー グラン クリュ アン オルヴォー 2018 2018 750ml ワイン(赤)
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