
生産社名 ワイン名 タイプ 価格（杯）
カーザ マルテッレッティ ブランドブラン 白・発泡 400円
カーザ マルテッレッティ アスティ 白・発泡・甘口 400円
トブラール ソーヴィニョン 白 400円
トブラール カベルネ 赤 400円

カーザ マルテッレッティ ブランドノアール 白・発泡 600円
カーザ マルテッレッティ ブラケット ダクイ 赤・発泡・甘口 600円
トブラール ピノ グリージョ 白・発泡 600円
トブラール レフォスコ ダル ペドゥンコロ 赤・発泡・甘口 600円
モンテ トンド ソアーヴェ クラッシコ 白 600円
モンテ トンド サン ピエトロ ヴァルポリチェッラ 赤 600円
ブリッコ マイオーリカ カステッラ ランゲ ソーヴィニョン 白 600円
ブリッコ マイオーリカ トリス ランゲ ロッソ 赤 600円
ブリッコ マイオーリカ ドルチェット ディアーノ 赤 600円
ステーファノ アッコルディーニ テンプス 赤 600円
ステーファノ アッコルディーニ ヴァルポリチェッラ�クラッシコ 赤 600円
ブリッコ�マイオーリカ ランゲ�ネッビオーロ 赤 600円
ブリッコ�マイオーリカ バルベーラ�ダルバ 赤 600円

デペーリ リヴィエラ リグーレ ディ ポネンテ ピガート 白 800円
ステーファノ アッコルディーニ ヴァルポリチェッラ クラッシコ スペリオーレ リパッソ 赤 800円
ステーファノ アッコルディーニ パッソ 赤 800円
モンテ トンド カゼッテ フォスカリン ソアーヴェ クラッシコ 白 800円
トブラール スキオッペッティーノ 赤 800円
ピエロ ブッソ マイアーノ バルベーラ ダルバ 赤 800円
ラ ジリバルディーナ サルマッサ バルベーラ ダスティ スペリオーレ 赤 800円
ラ ジリバルディーナ フェッロ ディ カヴァッロ モンフェッラート ソーヴィニョン 白 800円

モスネル フランチャコルタ 白・発泡 1000円
ロッケ デイ マンゾーニ ブリッコ マンゾーニ ランゲ ロッソ 赤 1000円
ラ ジリバルディーナ カーラ デッレ マンドゥリエ ニッツァ 赤 1000円
ブリッコ マイオーリカ ヴィーニャ ヴィージャ バルベーラ ダルバ スペリオーレ 赤 1000円

マッソリーノ バローロ 赤 1200円
ピエロ ブッソ ボルジェーゼ バルバレスコ 赤 1200円

サンタ リータ バローロ リゼルヴァ 1967 赤 1600円

【北イタリア】 ピエモンテ州・ヴェネト州・フリウリ州・ロンバルディア州・リグーリア州

※下記のワイン銘柄は、2017/9/21時点情報です。都合により、予告なく変更する場合があります。�



生産社名 ワイン名 タイプ 価格（杯）
カザーリ レッジャーノ ランブルスコ アマービレ 赤・発泡・中甘口 400円
ヴィッラフランカ カステッリロマーニ ビアンコ 白 400円
ヴィッラフランカ カステッリロマーニ ロッソ 赤 400円

テッレ マルガリテッリ グレーコ ディ レナビアンカ 白 600円
テッレ マルガリテッリ マロ 赤 600円
ベリサリオ チェッロ ヴェルディッキオ ディ マテリカ 白 600円
ランチョーラ レ マッセ ディ グレーヴェ キアンティ クラッシコ 赤 600円
レレッジェ トスカーナ ロッソ 赤 600円
スカッチャディアヴォリ モンテファルコ ロッソ 赤 600円
テッレ�マルガリテッリ ロッカスコッサ 赤 600円
ランチョーラ キアンティ�コッリ�フィオレンティーニ 赤 600円
ポッジョ�ブリガンテ モレッリーノ�ディ�スカンサーノ� 600円

ベリサリオ ヴィニェーティ ベリサリオ ヴェルディッキオ ディ マテリカ 白 800円
レレッジェ キアンティ クラッシコ 赤 800円
パラッツォ ヴェッキオ ヴィーノ ノービレ ディ モンテプルチャーノ 赤 800円

ポッジョ ブリガンテ アルズーラ モレッリーノ ディ スカンサーノ 赤 1000円
パラッツォ ヴェッキオ ヴィーノ ノービレ ディ モンテプルチャーノ リゼルヴァ 赤 1000円
スカッチャディアヴォリ モンテファルコ サグランティーノ 赤 1000円

生産社名 ワイン名 タイプ 価格（杯）
ダルフォンソ デル ソルド ポスタ アリニャーノ サンセヴェーロ ビアンコ 白 400円
ダルフォンソ デル ソルド ポスタ アリニャーノ サンセヴェーロ ロザート ロゼ 400円
ダルフォンソ デル ソルド ポスタ アリニャーノ サンセヴェーロ ロッソ 赤 400円

ルディニー シラー 赤 600円
ルディニー シタレー 赤 600円
カンティーネ デ ルーカ メリッセオ チロ ロッソ スペリオーレ 赤 600円
テッレ ストレガーテ アウローラ サンニオ グレーコ 白 600円
テッレ ストレガーテ スヴェラート サンニオ ファランギーナ 白 600円
レスタ サーリチェ サレンティーノ 赤 600円
ルディニー ネーロ�ダーヴォラ 赤 600円
テッレ�ストレガーテ マネント サンニオ�アリアーニコ 赤 600円
テッレ�ストレガーテ ジェニウス�ローチサンニオ�フィアーノ 白 600円

ダルフォンソ デル ソルド グアド サンレオ ネーロ ディ トロイア 赤 800円
ルディニー エスプレッシオーネ シャルドネ 白 800円
レスタ プリミティーヴォ ディ マンドゥリア 赤 800円

【中部イタリア】 トスカーナ州・ウンブリア州・ラツィオ州・エミリア＝ロマーニャ州

【南イタリア】 プーリア州・カンパーニア州・カラブリア州・シチリア州


