
１）  価格改訂実施　: ２０１４年１０月１日出荷より
２）  対象商品及び価格（税別）

【Champagne/シャンパーニュ】
旧小売価格/税別 新小売価格/税別

（9月30日出荷迄） （10月1日出荷～）

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 ¥6,500 ¥7,500

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 ¥4,000 ¥4,500

グラン・クリュ アンボネイ キュヴェ・デ・クレイエールNV 750ml ¥5,800 ¥6,300

グラン・クリュ アンボネイ キュヴェ・デ・クレイエールNV 375ml ¥3,500 ¥3,750

グラン・クリュ アンボネイ ブラン・ド・ノワールNV 750ml ¥7,000 ¥7,500

グラン・クリュ ブージー レゼルヴ・ブリュットNV 750ml ¥5,800 ¥6,000

グラン・クリュ ブージー レゼルヴ・ブリュットNV 375ml ¥3,500 ¥3,600

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 ¥5,800 ¥6,000

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 ¥5,400 ¥5,800

グラン・クリュ アイ トラディシオン・ブリュットNV 750ml ¥5,800 ¥6,300

グラン・クリュ アイ トラディシオン・ブリュットNV 375ml ¥3,500 ¥3,750

シャルリエ＆フィス プレスティージュ・ロゼNV 750ml ¥6,500 ¥6,800

グラン・クリュ クラマン ブラン・ド・ブランNV 750ml ¥6,500 ¥6,800

グラン・クリュ クラマン ブラン・ド・ブランNV 375ml ¥4,000 ¥4,150

ヴァルニエ・ 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 ¥5,800 ¥6,300

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 375ml ¥3,500 ¥3,750

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 ¥6,500 ¥6,800

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 ¥4,000 ¥4,150

ロワイエ キュヴェ・ド・レゼルヴ・ブリュット NV 750ml ¥4,800 ¥5,000

旧小売価格/税別 新小売価格/税別

（9月30日出荷迄） （10月1日出荷～）

フェット・ドール ブリュット　ブラン・ド・ブランNV 750ml

フェット・ドール ブリュット　ロゼ NV 750ml

シャブリ 750ml ¥3,000 ¥3,200

シャブリ 375ml ¥1,800 ¥1,900

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 マコン・ピエールクロ・ブラン キュヴェ・フュ・ド・シェーヌ 750ml ¥2,800 ¥3,000

ヴァントゥー・ブラン 750ml

ヴァントゥー・ルージュ 750ml

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 ¥2,000 ¥2,200

ミュスカデ・ド・セーヴル・エ・メーヌ シュール・リー・キュヴェ・ショワジ 750ml ¥2,000 ¥2,200

ミュスカデ・ド・セーヴル・エ・メーヌ シュール・リー・キュヴェ・ショワジ 375ml ¥1,300 ¥1,400

引き続きのご理解を賜れますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

小売価格改定についてのご案内

平素は格別のお引き立てを賜り、誠に有難うございます。
弊社取扱いワインにつきましては、ご理解とお取扱いを頂き厚く御礼を申し上げます。

このたび、生産者価格の上昇、為替環境（円安）、物流費の高騰など継続的なコスト上昇の要因により、
一部アイテムの小売価格改訂となりますことを、お知らせいたします。

アンリ・メール ¥1,600 ¥1,700

生産者 商品名

ヴィルマール

エリック・ロデズ

ポール・バラ

ガティノワ

ギィ・ラルマンディエ

ギィ・シャルルマーニュ

【France/その他フランス定番ワイン】

生産者 商品名

マランド

セガン・マニュエル ¥2,800 ¥3,000

トルーセル ¥1,900 ¥2,100

ドリス



旧小売価格/税別 新小売価格/税別

（9月30日出荷迄） （10月1日出荷～）

サンセール・ブラン 750ml ¥3,500 ¥3,800

サンセール・ブラン 375ml ¥2,200 ¥2,350

セルジュ・ダグノー プイィ・フュメ 750ml ¥3,800 ¥4,200

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 ¥2,400 ¥2,600

シャトー・フェトー ミネルヴォワ・ルージュ 750ml ¥2,200 ¥2,400

ヴァン・ド・ペイ・ド・レロー ルージュ 750ml ¥1,600 ¥1,800

サン・シニアン・ブラン 750ml

サン・シニアン・ルージュ 750ml

ジャンティユ・ダルザス・メティス 750ml ¥2,000 ¥2,200

アルザス・リースリング ジュール・ゲイル 750ml ¥2,400 ¥2,600

キュヴリエ・ブラン 750ml

キュヴリエ・ルージュ 750ml

キュヴリエ・ルージュ 375ml ¥1,500 ¥1,550

シャトー・マティオ・ブラン 750ml

シャトー・マティオ・ルージュ 750ml

旧小売価格/税別 新小売価格/税別

（9月30日出荷迄） （10月1日出荷～）

ブレンズ シャルドネ＆ソーヴィニヨン・ブラン 750ml

ブレンズ カベルネ・ソーヴィニヨン＆メルロー 750ml

エステート・シャルドネ 750ml

エステート・ソーヴィニヨン・ブラン 750ml

エステート・サンジョヴェーゼ 750ml

エステート・ピノ・ノワール 750ml

エステート・シラー 750ml

エステート・カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml

エステート・メルロー 750ml

エステート・カルメネール 750ml

エステート・カベルネ・ソーヴィニヨン・ロゼ 750ml

マックス・レゼルヴァ・ソーヴィニヨン・ブラン 750ml

マックス・レゼルヴァ・シャルドネ 750ml

マックス・レゼルヴァ・ピノ・ノワール 750ml

マックス・レゼルヴァ・シラー 750ml

マックス・レゼルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml

マックス・レゼルヴァ・メルロ 750ml

マックス・レゼルヴァ・カルメネール 750ml

ソーヴィニヨン・ブラン・シングル・ヴィンヤード 750ml

（カサブランカ・ヴァレイ）

ワイルド・ファーメント・シャルドネ 750ml　（カサブランカ・ヴァレイ）

カルメネール・シングル・ヴィンヤード 750ml

カベルネ・ソーヴィニヨン・シングル・ヴィンヤード 750ml

レイト・ハーヴェスト・ソーヴィニヨン・ブラン 375ml ¥1,800 ¥1,900

株式会社ヴァンパッシオン

ラ・クロワ・
サントゥーラリー ¥2,200 ¥2,400

【France/その他フランス定番ワイン】

生産者 商品名

エティエンヌ・ドールニー

ボット・ゲイル

レオヴィル・ポワフェレ
セレクション

¥2,200 ¥2,300

キュヴリエ・ファミリー
セレクション

¥1,900 ¥2,100

¥3,500 ¥3,700

【Chile/チリワイン】

生産者 商品名

ヴィーニャ・エラスリス

¥1,300 ¥1,350

¥1,600 ¥1,650

¥2,500 ¥2,600


