
 

 

 
 

2013 年 7 月吉日 

 

取引先 各位 

 

小売価格改定についてのご案内  

 

 

拝啓  

 

平素は、格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 

弊社取り扱いワインにつきましては、非常に多くのお引き合いを頂きありがとうございます。 

 

このたび、生産者蔵出し価格の上昇、並びに、円安に伴い、現在お取引を願っております一部アイテムにつき

まして、下記の内容にて小売価格の改訂をさせていただきたく、お知らせいたします。 

 

急激なコスト上昇が続いている中、企業努力では吸収し得ない範囲のものとなり、誠に不本意ではございます

が、小売価格改訂にご理解を賜りたくお願い申し上げます。 

 
敬具 

 

記 

 
 
１） 価格改訂 施行日 :  ２０１３年９月１日 

２） 対象商品、及び価格 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIN PASSION 



【Champagne/シャンパーニュ】 

生産者 商品名 
旧小売価格/税別 

（8 月 31 日出荷迄） 

新小売価格/税別

（9 月 1 日出荷～）

ヴィルマール 
プルミエ・クリュ リリー・ラ・モンターニュ グランド・レゼルヴ NV 750ml ¥ 6,000 ¥ 6,500 

プルミエ・クリュ リリー・ラ・モンターニュ グランド・レゼルヴ NV 375ml ¥ 3,500 ¥ 4,000 

エリック・ロデズ 
グラン・クリュ アンボネイ キュヴェ・デ・クレイエール NV 750ml ¥ 5,400 ¥ 5,800 
グラン・クリュ アンボネイ キュヴェ・デ・クレイエール NV 375ml ¥ 3,300 ¥ 3,500 

ポール・バラ 
グラン・クリュ ブージー レゼルヴ・ブリュット NV 750ml ¥ 5,400 ¥ 5,800 
グラン・クリュ ブージー レゼルヴ・ブリュット NV 375ml ¥ 3,300 ¥ 3,500 

ミッシェル・ 

アルノー 
グラン・クリュ ヴェルズネイ ブリュット・トラディシオン NV 750ml ¥ 5,400 ¥ 5,800 

ルネ・ジョフロワ プルミエ・クリュ キュミエール エクスプレッシオン・ブリュット NV 750ml ¥ 5,000 ¥ 5,400 

ガティノワ 
グラン・クリュ アイ トラディシオン・ブリュット NV 750ml ¥ 5,400 ¥ 5,800 

グラン・クリュ アイ トラディシオン・ブリュット NV 375ml ¥ 3,300 ¥ 3,500 

シャルリエ＆フィス プレスティージュ・ロゼ NV 750ml ¥ 6,000 ¥ 6,500 

ギィ・ 

ラルマンディエ 

グラン・クリュ クラマン ブラン・ド・ブラン NV 750ml ¥ 6,000 ¥ 6,500 

グラン・クリュ クラマン ブラン・ド・ブラン NV 375ml ¥ 3,500 ¥ 4,000 

ヴァルニエ・ 

ファニエール 

グラン・クリュ アヴィズ ブラン・ド・ブラン ブリュット・ゼロ NV 750ml ¥ 5,400 ¥ 5,800 

グラン・クリュ アヴィズ ブラン・ド・ブラン ブリュット・ゼロ NV 375ml ¥ 3,300 ¥ 3,500 

ギィ・ 

シャルルマーニュ 

グラン・クリュ ル・メニル・シュール・オジェ レゼルヴ  

ブラン・ド・ブラン NV 750ml 
¥6,000 ¥6,500 

グラン・クリュ ル・メニル・シュール・オジェ レゼルヴ  

ブラン・ド・ブラン NV 375ml 
¥ 3,800 ¥ 4,000 

ジャクソン キュヴェ 736  750ml ¥ 7,500 ¥ 8,000 

株式会社ヴァンパッシオン 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-1-1 美濃富ビル 6 階 TEL 03-6402-5505  FAX 03-6402-5509 

 



          【Champagne/シャンパーニュ】 

 

＊ヴィンテージにつきましては、担当営業までお問い合わせください。 

 

 

生産者 商品名 
ＪＡＮコード 旧小売価格/税別 

（8 月 31 日出荷迄） 

新小売価格/税別

（9 月 1 日出荷～）

ロワイエ＆フ

ィス 
キュヴェ・ド・レゼルヴ NV 750ml 

3458912403988 
¥ 4,400 ¥ 4,800 

  
【France/その他フランスワイン】 

アンリ・メール 
フェット・ドール ブリュット ブラン・ド・ブラン NV 

750ml 
3250250020960 ¥ 1,500 ¥ 1,600 

レヴィニュロン・ド・ 

オート・ブルゴー

ニュ 

クレマン・ド・ブルゴーニュ キュヴェ・シャルドネ NV 

750ml 
3589450001005 

¥ 2,800 ¥ 3,000 
クレマン・ド・ブルゴーニュ キュヴェ・ピノ・ノワール

＆シャルドネ 
3589450000015 

マランド シャブリ 750ml 3451492750954 ¥ 2,800 ¥ 3,000 

セガン・ 

マニュエル 

ブルゴーニュ・シャルドネ 750ml 3770000419405 

¥ 2,500 ¥ 2,800 
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール 750ml 3770000419337 

シュヴロ 
ブルゴーニュ・シャルドネ 750ml - 

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール 750ml - 

マルク・ジャンボ

ン＆フィス 

マコン・ピエールクロ・ブラン キュヴェ・フュ・ド・シ

ェーヌ 750ml 
3760202540007 ¥2,700 ¥2,800 

トルーセル 
ヴァントゥー・ブラン 750ml 3480633010008 

¥1,700 ¥1,900 
ヴァントゥー・ルージュ 750ml 3480631010000 

ジャン・マリー・

ペネ 
トゥーレーヌ・ソーヴィニヨン・ブラン 750ml 3571680000019 ¥1,800 ¥2,000 

エティエンヌ・ 

ドールニー 

サンセール・ブラン 750ml 3506181100029 ¥3,300 ¥3,500 
サンセール・ブラン 375ml - ¥2,000 ¥2,200 

セルジュ・ダグノ

ー＆フィーユ 
プイィ・フュメ 750ml 3760048780117 ¥3,500 ¥3,800 

グラン・クレス コルビエール・キュヴェ・クラシック・ルージュ 750ml 3760234230006 ¥2,200 ¥2,400 
シャトー・フェト

ー 
ミネルヴォワ・ルージュ 750ml 3760226070023 ¥2,000 ¥2,200 

ラ・クロワ・ 

サントゥーラリ

ー 

ヴァン・ド・ペイ・ド・レロー ルージュ 750ml 3760035191025 ¥1,500 ¥1,600 
サン・シニアン・ブラン 750ml 3760035191032 

¥2,000 ¥2,200 
サン・シニアン・ルージュ 750ml 3760035191049 

ボット・ゲイル 
ジャンティユ・ダルザス・メティス 750ml 3546098201112 ¥1,800 ¥2,000 

アルザス・リースリング ジュール・ゲイル 750ml 3546093101110 ¥2,200 ¥2,400 

株式会社ヴァンパッシオン 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-1-1 美濃富ビル 6 階 TEL 03-6402-5505  FAX 03-6402-5509 



 

生産者 商品名 
ＪＡＮコード 旧小売価格/税別 

（8 月 31 日出荷迄） 

新小売価格/税別

（9 月 1 日出荷～）

レオヴィル 

ポワフェレ 

セレクション 

キュヴリエ・ブラン 750ml 3700091812960 
¥2,000 ¥2,200 

ギュリヴェール・ルージュ 750ml 3700091807560 

ギュリヴェール・ルージュ 375ml 3700091809892 ¥1,300 ¥1,500 
キュヴリエ 

ファミリー 

セレクション 

シャトー・マティオ・ブラン 750ml 3700091807829 
¥1,800 ¥1,900 

シャトー・マティオ・ルージュ 750ml 3700091807812 

  
【Chile/チリワイン】  

ヴィーニャ 

エラスリス 

ブレンズ シャルドネ＆ソーヴィニヨン・ブラン 750ml 7804304000284 

¥1,200 ¥1,300 ブレンズ カベルネ・ソーヴィニヨン＆メルロー

750ml 

7804304105682 

エステート・シャルドネ 750ml 7804304104722 

¥1,500 ¥1,600 

エステート・ソーヴィニヨン・ブラン 750ml 7804304104715 

エステート・サンジョヴェーゼ 750ml 7804304000529 

エステート・ピノ・ノワール 750ml 7804304105651 

エステート・シラー 750ml 7804304105675 

エステート・カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml 7804304104708 

エステート・メルロー 750ml 5010203004267 

エステート・カルメネール 750ml 7804304000093 

エステート・カベルネ・ソーヴィニヨン・ロゼ 750ml 7804304000765 

 


