
アイテム
No

ブランド名称 ワイン名称 タイプ 特徴 産地 グラス価格
（杯）

ボトルサイズ
(ml）

参考小売価格
（ボトル）

1 クロス・モガドール クロス・モガドール�マグナム�2009 赤 スペインワインの歴史に残る1本！ プリオラート ¥800 1500 ¥20,000

2 クロス・モガドール マニェテス�2010 赤 伝説の醸造家の手掛ける最上級のセカンド！ プリオラート ¥800 750 ¥9,500

3 クロス・モガドール ネリン�2010 白 伝説の醸造家の手掛ける最上級の白！ プリオラート ¥600 750 ¥7,000

4 ボデガス�エステファニア クラン�キンセメセス�2008 赤 激レア品種「プリエト・ピクード」から造られる至極のワイ
ン

カスティーリャ・イ・レオン ¥600 750 ¥4,000

5 ラモン�ビルバオ トゥルサバーリャ�グラン・レセルバ�1973 赤 熟成44年！普段飲むことのない古酒の味わいを リオハ ¥1,000 750 ¥13,000

6 ラモン�ビルバオ ファウスティーノ�5世�レセルバ�1995 赤 有名銘柄の限定倉出しビンテージ！ リオハ ¥800 750 ¥9,500

7 ティエラ�エルモサ べインテ�グラドス�2010 赤 清涼感さえ感じられる珍しいテンプラニーリョ グラナダ ¥400 750 ¥3,000

8 ビンタエ ラ・ガルナッチャ・デ・ジェロ 赤 限定本数輸入！非常に珍しいスペイン産のアイスワイン リオハ ¥1,600 375 ¥10,000

9 ボデガス�テレサリベロ サントグリアル�パロ・コルタード シェリー 限定本数輸入！これを逃したらもう飲めない至極のシェ
リー酒

アンダルシア ¥1,200 500 ¥10,000

10 ゴンザレス�ビアス クアトロ・パルマス シェリー 熟成48年！至極のアモンティリャード アンダルシア ¥1,600 500 ¥12,000
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1 アラヤン アラヤン�プチベルド 赤 プチベルド100%堪能！スパイシーな香りと長い余韻。
お肉と相性抜群。

ラ・マンチャ ¥800 750 ¥5,800

2 エストリアクス ノステル・イニシアル 赤 果実味、酸味、タンニンのバランスが取れた優等生 プリオラート ¥400 750 ¥3,000

3 エストリアクス ノステル・クリアンサ 赤 優等生ワインをさらに熟成。よりしっかりとしたコクとタン
ニン。

プリオラート ¥600 750 ¥5,000

4 クロ・モンブラン ウニック�シャルドネ 白 新樽で熟成されたボリューミーな白。スモーキー、とろ
りとした質感が心地良い。

カタルーニャ ¥600 750 ¥4,500

5 アラヤン アラヤン�アルビージョ・レアル 白 柔らかく滑らかな舌触り。心地良い甘み。エレガント！ ラ・マンチャ ¥600 750 ¥4,800

6 アラヤン ラ・スエルテ・デ・アラヤン 赤 綺麗で上品、優しいガルナッチャ。ピノ・ノワール好きに
も◎

ラ・マンチャ ¥600 750 ¥4,800

7 アラヤン アラヤン�プレミアム 赤 繊細なタンニン。複雑味のあるフルボディ。エステラア
ラヤンと同じタンクで発酵した姉妹ワイン。

ラ・マンチャ ¥1,000 750 ¥6,800

8 アラヤン エステラ・デ・アラヤン 赤 熟したフルーツ、酸味のあるチェリー、花のようなスパ
イス。

ラ・マンチャ ¥1,000 750 ¥7,800

9 デーサ・デ・ルナ デーサ・デ・ルナ�ガルナッチャ・ブランカ 白 シトラスとジャスミン、ナツメグの香り。ほのかな苦みと
ヴィオニエ由来の甘み、コクが余韻に残る。

ラ・マンチャ ¥600 750 ¥4,500

10 デーサ・デ・ルナ グラン・ルナ 赤 胡椒やハーブの香り。濃厚でシルキーかつフレッシュ。 ラ・マンチャ ¥1,200 750 ¥15,000

　出品ワインリスト
※下記のワイン銘柄は、2017/11/19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。�
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1 パオロ・マンツォーネ メリアーメ�バローロ  マグナム 2012 赤 遅摘みブドウの凝縮感あるバローロ ピエモンテ ¥800 1500 ¥13,000

2 コッポ モンテリオーロ�シャルドネ・ピエモンテ 2014 白 柔らかく樽熟成したシャルドネ イタリア・ピエモンテ ¥800 750 ¥6,200

3 ラ・フィオリータ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 2009 赤 華やかでエレガントなブルネロ イタリア・トスカーナ ¥1,000 750 ¥9,000

4 イ�カンピ
カンピ・ルンギ�アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ
2012

赤 陰干しブドウの芳醇なアマローネ イタリア・ヴェネト ¥1,000 750 ¥10,000

5 テラクルーダ ルバコ�ペルゴラ・アレアティコ・スペリオーレ�2012 赤 超マニアック！バラの香りが広がる赤 イタリア・マルケ ¥600 750 ¥5,800

6 テラクルーダ ヴィショラ デザート サクランボを赤ワインに漬けたドルチェワイン イタリア・マルケ ¥600 500 ¥3,000

7 アルヒベス セレクトゥス 2008 赤 12本限定のモダンスパニッシュ！ スペイン・ラマンチャ ¥1,000 750 ¥9,500

8 ブルディガラ カンポ・エリセオ 2003 赤 官能的な熟成フルボディー スペイン・トロ ¥1,600 750 ¥14,000

9 プラダ･ア・トペ ビエルム�ブランコ ベルモット スペイン現地のトレンド！ スペイン・ビエルソ ¥400 1000 ¥2,800

10 プラダ･ア・トペ ビエルム�ロホ ベルモット スペイン現地のトレンド！ スペイン・ビエルソ ¥400 1000 ¥2,800
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1 パルマッツ セダールクノール 赤重口 伝統と最新鋭が織りなす新世代ナパの傑作 カリフォルニア/ナパ ¥1,400 750 ¥12,000

2 ドネラン ドネラン�キュヴェ クリスティーヌ�シラー 赤重口 カリフォルニアシラー初めての100点生産者 カリフォルニア/ソノマ ¥1,400 750 ¥12,000

3 リッジ ヴィンヤーズ プティ�シラー 赤重口 リッジヴィンヤーズ�幻の1本 カリフォルニア/ソノマ ¥1,000 750 ¥8,000

4 ロイドセラーズ カーネロス�シャルドネ 白辛口 樽香豊かなフルボディ白 カリフォルニア/カーネロス ¥600 750 ¥5,000

5 バロン・フィリップ ラ キャピテール デュ ドメーヌ ド バロナーク 赤重口 1級ムートンロートシルトが出がける南仏の赤
フランス/ラングドック・ルー
ション

¥400 750 ¥3,480

6 アレクサンドル ボネ トレゾール カシェ 泡 醸造所天井から1億円の古い金貨が見つかった記念に
造られた限定品

フランス/シャンパーニュ ¥1,200 750 ¥9,800

7 アレクサンドル ボネ エクスプレッション オーガニック 泡 ピノノワール100%のオーガニックシャンパーニュ フランス/シャンパーニュ ¥800 750 ¥7,800

8 ヴァザール コカール スペシャル フォアグラ ブラン ド ブラン セック 泡 フォアグラの為に造られた限定シャンパーニュ フランス/シャンパーニュ ¥1,400 750 ¥11,000

9 フィリップ ガメ ロゼ ド セニエ 泡 希少！お肉にあ合う真っ赤なシャンパーニュ フランス/シャンパーニュ ¥1,000 750 ¥8,800

10 ドヤール�マエ コトー シャンプノワ ルージュ 赤軽口 エレガントなシャンパーニュの赤 フランス/シャンパーニュ ¥800 750 ¥7,000

都光酒販

仙石
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1 ニコラ・フィアット ブリュット・レゼルヴ 辛口 シャンハ゜ンの本場フランスにて12年連続販売量No.1
シャンパーニュ!!!本日超特価!!

フランス/シャンパーニュ ¥600 750 ¥5,750

2 ジャン・クロード・ボワセ プイィ・フュイッセ�2015 辛口 シトラスや白い花束を感じるエレガントなシャルドネ フランス/ブルゴーニュ ¥600 750 ¥4,930

3 ジャン・クロード・ボワセ ジュヴレィ・シャンベルタン�2013 フルボディ ナポレオンが愛したと言われるグラン・クリュの赤ワイン フランス/ブルゴーニュ ¥800 750 ¥8,290

4 パルムドール パルム・ドール�ブリュット�2006 辛口 出来の良い年にしか造られない最高傑作。8年熟成。 フランス/シャンパーニュ ¥1,800 750 ¥20,000

5 ジャコモ・フェノッキオ バローロ・ブッシア フルボディ ワインの王と言われるバローロ。5台続く老舗メーカー
のワイン

イタリア/ピエモンテ ¥700 750 ¥6,500

6 ジャコモ・フェノッキオ バローロ フルボディ エレガントでふくよか。バラのような華やかなアロマが
特徴。

イタリア/ピエモンテ ¥600 750 ¥4,800

7 シャトーラグレゼット ル・ピジョニエ�1997 フルボディ 1本のブドウ樹から3房しか収穫をしない超希少ワイン。
今回は20年ものを限定で。

フランス/カオール ¥1,800 750 ¥26,500

8 トマス・クシネ ジェオル�2015 フルボディ ペニンガイド91点獲得の実績を持ち三ツ星レストラン
に軒並みオンリストされたワイン。

スペイン/コステルデルセグ
レ

¥600 750 ¥4,000

9 ドメーヌ・グレッセール クリット�リースリング 辛口 星付きレストランにオンリスト！自然派ワイン フランス/アルザス ¥400 750 ¥2,540

10 チリアーノ キャンティクラシコ ミディアム 5年連続でイタリアワイン専門誌にて三ツ星を獲得した
ハイコスパワイン

イタリア/トスカーナ ¥400 750 ¥2,580
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1 Artéis & Co アーティーズ・ブリュット2004 泡（白） 10年熟成のエレガンスな味わい シャンパーニュ ¥1,200 750 ¥10,260

2 Champagne Jean-Diot シャンパーニュ・ジャン・ディオ・ブリュット 泡（白） 黒ブドウ主体の深いコク シャンパーニュ ¥800 750 ¥6,480

3 Champagne Jean-Diot シャンパーニュ・ジャン・ディオ・ブリュット・ロゼ 泡（ロゼ） 輝くロゼ色と長い余韻 シャンパーニュ ¥1,000 750 ¥7,020

4
Champagne Jean-Diot

シャンパーニュ・ジャン・ディオ・ブリュット・ブラン・ド・ブ
ラン

泡（白） 繊細な泡と旨味のバランス シャンパーニュ ¥1,000 750 ¥7,344

5 Château Haut Bertinerie シャトー・オー・ベルティヌリー・グランヴァン・ルージュ 赤 新樽熟成のエレガンスな味わい ブライ・コート・ド・ボルドー ¥600 750 ¥4,104

6 Château Haut Bertinerie シャトー・オー・ベルティヌリー・グランヴァン・ブラン 白 ｼｬﾄｰ随一の自信作 ブライ・コート・ド・ボルドー ¥600 750 ¥4,104

7 Château Haut Bertinerie シャトー・オー・ベルティヌリー・デ・リール・ルージュ 赤 口当たりよく果実味が広がる ブライ・コート・ド・ボルドー ¥400 750 ¥2,916

8 Château Haut Bertinerie シャトー・オー・ベルティヌリー・デ・リール・ブラン 白 1杯目に最適のすっきり爽やか系 ブライ・コート・ド・ボルドー ¥400 750 ¥2,916

9 オリジナルブランド スパークリング梅ワイン�和（YAMATO） 泡（白）
やや甘口

奈良県産の梅のスパークリング 奈良県 ¥200 500 ¥1,512

10 Champagne Jean-Diot ラタフィア・ド・シャンパーニュ�ジャン・ディオ 白（甘口）
酒精強化

甘美さとエレガンスの共演 シャンパーニュ ¥1,000 750 ¥8,640

日本酒類販売

ワインの王子様


