
アンリ ジロー フュ ド シェーヌ ブリュット グラン クリュ  '99

Henri Giraud Fut de Chene Brut Grand Cru / HENRI GIRAUD '00

'MV

アンリ ジロー アルゴンヌ '02

Henri Giraud Argonne / HENRI GIRAUD

アンリ ジロー ブラン ド ブラン '02

Henri Giraud Blanc de Blanc  / HENRI GIRAUD '04

アンリオ キュヴェ デ アンシャンテルール '95

Henriot Cuvee des Enchanteleurs / HENRIOT '98

ブリュノ パイヤール N.P.U   '95

Bruno Paillard Nec Plus Ultra / BRUNO PAILLARD

ブリュノ パイヤール レ メニル ブリュット '02

Bruno Paillard Le Mesnil Brut / BRUNO PAILLARD

ピエール ペテルス キュヴェ スペシエール レ シェティヨン '07

Piere Peters Cuvée Spéciale Les Chétillons  / PIERE PETERS

シャルル エドシック ブリュット ミレジム '00

Charle Heidsieck Brut Millesime / CHARLE HEIDSIECK

ジャック ボーフォール ブリュット ミレジム '90

Jacques Beaufort　Brut Millesime / JACQUES BEAUFORT

エグリ ウリエ ブリュット グランクリュ ミレジム '00

Egly Ouriet Brut Grand Cru Millesime / EGLY OURIET

プネ シャルドネ キュヴェ ダイアン クレール '02

Penet Chardonnet Cuvee Diane Claire / PENET CHARDONNET

ロジャー ブリュン レゼルヴ ファミリア ウノテーク グラン クリュ エクストラ ブリュット

Roger Brun Reserve Familiale Oenotheque Extra Brut / ROGER BRUN '00

ジャクソン アヴィズ シャン カン '04

Jacquesson Avize Champ Cain / JACQESSON '05

ジャクソン ディジー コルヌ ボートレイ '04

Jacquesson Dizy Corne Bautray / JACQESSON '05

¥40,000 ¥30,000

¥42,000 ¥36,000

¥60,000 ¥35,000
¥64,000 ¥38,000

¥64,000 ¥38,000

¥32,000 ¥22,000

¥60,000 ¥35,000

¥15,000

¥30,000 ¥18,000

¥33,000 ¥20,000

¥25,000 ¥18,000

¥32,000 ¥20,000

¥20,000

¥55,000 ¥25,000

¥31,000 ¥24,000

¥63,000 ¥35,000

¥80,000 ¥50,000
¥120,000 ¥80,000

CHAMPAGNE
シャンパーニュ

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥41,000 ¥26,000

¥32,000 ¥24,000

¥57,000 ¥28,000



ミアーニ ソーヴィニヨン '02

Miani Sauvignon / MIANI '12

ミアーニ ソーヴィニヨン バネル '04

Miani Sauvignon Banel / MIANI '09

'10

ミアーニ ソーヴィニヨン ソーリント '05

Miani Sauvignon Saurint / MIANI '07

'09

'10

ミアーニ リボッラ ジャッラ '02

Miani Ribolla Gialla / MIANI '03

'05

ミアーニ リボッラ ジャッラ ペッタリン '11

Miani Ribolla Gialla Pettarin / MIANI '12

ミアーニ ブリ '07

Miani Buri / MIANI '08

'09

'10

'11

ミアーニ フィリップ '08

Miani Filip / MIANI '09

'10

'11

ミアーニ トカイ フリウラーノ '01

Miani Tocai Friurano  / MIANI '04

ビアンコ ミアーニ '98

Bianco Miani  / MIANI '08

¥22,000 ¥17,000

¥18,000

¥17,000
¥20,000 ¥16,000
¥23,000

¥12,000

¥16,000

¥21,000

¥23,000 ¥16,000

¥22,000 ¥16,000
¥23,000

¥23,000 ¥16,000

¥23,000 ¥16,000
¥22,000 ¥18,000

¥22,000 ¥18,000

¥22,000 ¥20,000

¥25,000 ¥18,000

¥28,000

VINI BIANCHI
イタリアの白ワイン

¥21,000 ¥16,000

¥15,000

¥24,000 ¥16,000

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥23,000 ¥15,000

¥18,000
¥17,000

¥25,000

¥22,000 ¥16,000

¥20,000

¥11,000

¥22,000 ¥15,000
¥23,000 ¥16,000

¥22,000 ¥15,000

¥22,000 ¥15,000

¥22,000

¥21,000 ¥16,000

¥24,000



コルトン　シャルルマーニュ 　　 '98

Corton Charlemagne / LOUIS LATOUR

コルトン　シャルルマーニュ 　　 '06

Corton Charlemagne / GEORGES ROUMIER '08

ムルソー　 '06

Meursault / COCHE DURY '07

'08

'09

ムルソー ペリエール '09

Meursault Perrieres / MICHELOT

モンラッシェ        '09

Montrachet / RAMONET '10

モンラッシェ        '05

Montrachet / ETIENNE SAUZET '06

'07

'08

'09

シュヴァリエ　モンラッシェ '03

Chevalier Montrachet / ETIENNE SAUZET '04

'05

'06

'08

'09

シュヴァリエ　モンラッシェ '06

Chevalier Montrachet / MICHEL NIELLON '07

FRANCIA BIANCHI
フランスの白ワイン

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥70,000 ¥47,000
¥65,000 ¥44,000

¥33,000 ¥21,000

¥48,000 ¥38,000
¥47,000 ¥38,000

¥50,000 ¥40,000

¥46,000 ¥35,000

¥28,000 ¥20,000

¥130,000 ¥80,000
¥130,000 ¥90,000

¥110,000 ¥70,000
¥100,000 ¥65,000

¥66,000 ¥42,000
¥65,000 ¥40,000

¥120,000 ¥80,000
¥110,000 ¥75,000
¥120,000 ¥80,000

¥67,000 ¥45,000
¥69,000 ¥50,000

¥68,000 ¥45,000
¥70,000 ¥50,000

¥47,000 ¥38,000
¥45,000 ¥32,000



ヴィアンヴィニュ バタール モンラッシェ     '03

Bienvennes Bâtard　Montrachet / RAMONET '04

'06

'07

ヴィアンヴィニュ バタール モンラッシェ     '02

Bienvennes Bâtard　Montrachet / ETIENNE SAUZET '03

'04

'05

'06

'07

バタール モンラッシェ　　 　 '05

Bâtard　Montrachet / ETIENNE SAUZET '07

'08

バタール モンラッシェ　　 　 '06

Bâtard　Montrachet / MICHEL NIELLON

バタール モンラッシェ　　 　 '04

Bâtard　Montrachet / RAMONET '05

'06

'07

'08

'09

'10

ピュリニー　モンラッシェ　レ　ザンセニエ '05

Puligny Montrachet Les Enseigneres / COCHE DURY '06

'07

'08

'09

'10

¥30,000
¥30,000

¥48,000 ¥25,000
¥47,000 ¥25,000

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥56,000 ¥33,000

¥59,000 ¥30,000

¥58,000 ¥30,000
¥57,000 ¥32,000

¥45,000 ¥33,000

¥54,000 ¥31,000
¥56,000 ¥32,000

¥48,000 ¥32,000

¥47,000 ¥30,000
¥48,000 ¥30,000

¥54,000 ¥40,000
¥55,000 ¥40,000

¥55,000 ¥40,000
¥60,000 ¥42,000

¥59,000 ¥42,000
¥53,000 ¥40,000

¥46,000 ¥25,000
¥45,000 ¥26,000

¥48,000

¥46,000

¥55,000 ¥33,000
¥54,000 ¥30,000

¥59,000 ¥30,000

¥49,000 ¥26,000
¥48,000 ¥30,000



シャサーニュ モンラッシェ ブードリオット    '98

Chassagne Montrachet Boudriotte / RAMONET '00

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'13

シャサーニュ モンラッシェ レ リュショット     '04

Chassagne Montrachet Les Ruchottes / RAMONET '05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'13

シャサーニュ モンラッシェ モルジュ　 '98

Chassagne Montrachet Morgeot / RAMONET '04

'06

'07

'08

'09

'10

'11

ブラン フュメ ド プイィ '05

Blanc Fume de Pouilly / DIDIER DAGUENEAU '06

'07

¥15,000
¥14,000

¥18,000¥24,000

¥22,000 ¥16,000
¥24,000 ¥17,000

¥24,000 ¥17,000

¥30,000 ¥20,000

¥25,000 ¥17,000

¥16,000
¥20,000 ¥17,000

¥29,000 ¥17,000
¥27,000 ¥17,000

¥17,000

¥21,000 ¥17,000
¥20,000

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥25,000 ¥18,000
¥24,000 ¥17,000
¥26,000 ¥18,000

¥25,000 ¥16,000
¥24,000 ¥17,000

¥22,000

¥22,000 ¥17,000

¥26,000 ¥17,000

¥24,000 ¥17,000

¥25,000 ¥18,000

¥21,000 ¥15,000
¥21,000 ¥15,000

¥24,000 ¥16,000
¥22,000 ¥15,000

¥21,000

¥20,000

¥20,000 ¥15,000

¥22,000

¥19,000 ¥14,000
¥20,000 ¥15,000

¥15,000



リースリング ウンエンドリッヒ     '05

Riesling "UNENDLICH" / F.X.PICHLER '06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

グリューナー ヴェルトリナー M スマラクト    '03

Grüner Veltliner M Smaragd / F.X.PICHLER '04

'05

'06

'08

'09

'11

'12

'13

リースリング デュルンシュタイナー ケラーベルグ '03

Riesling Dürnsteiner Kellerberg / F.X.PICHLER '04

'05

'06

'08

'09

'10

'11

'12

'13

“ジンガーリーデル” リースリング スマラクト　    '03

Riesling Spitzer Singerriedel Smaragd / HIRTZBERGER '04

'05

'07

'08

'11

'12

'13

¥12,000
¥12,000
¥12,000

¥12,000
¥12,000
¥12,000
¥13,000

¥15,000 ¥12,000
¥15,000 ¥12,000
¥16,000 ¥13,000

¥23,000 ¥15,000
¥24,000 ¥15,000

AUSTRICI BIANCHI
オーストリアの白ワイン

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥23,000 ¥15,000
¥23,000 ¥15,000
¥24,000

¥24,000 ¥15,000

¥24,000 ¥16,000

¥15,000

¥12,000
¥17,000 ¥12,000
¥15,000 ¥12,000

¥25,000 ¥18,000

¥17,000 ¥12,000
¥16,000 ¥12,000
¥15,000

¥14,000 ¥12,000

¥18,000 ¥12,000

¥14,000 ¥12,000

¥16,000 ¥12,000
¥15,000 ¥12,000

¥17,000 ¥12,000
¥16,000 ¥12,000

¥15,000

¥16,000

¥16,000

¥15,000

¥14,000

¥14,000 ¥12,000

¥15,000 ¥12,000

¥14,000

¥16,000 ¥12,000
¥16,000 ¥13,000

¥15,000 ¥12,000

¥17,000



コスタ ルッシ ランゲ　  　　   '99

Costa Russi Langhe / GAJA

ソリ サン ロレンツォ ランゲ '86

Sori San Lorenzo Langhe / GAJA '01

ソリ ティルディン ランゲ '99

Sori Tildin Langhe / GAJA

ダルマージ　ランゲ '96

Darmagi Langhe / GAJA '99

ランゲ ロッソ ラリージ '96

Langhe Rosso Larigi / ELIO ALTARE '99

'01

'05

'06

'07

'08

ランゲ ロッソ アルボリーナ '94

Langhe Rosso Arborina / ELIO ALTARE '95

'01

'05

'07

ランゲ ロッソ ラヴィッラ '92

Langhe Rosso Lavilla / ELIO ALTARE '95

'01

'05

'06

'07

'08

リンシエーメ　  　  '05

L'Insieme / ELIO ALTARE '06

'07

'08

'09

VINI ROSSI
イタリアの赤ワイン

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥80,000 ¥38,000
¥52,000 ¥26,000

¥60,000 ¥32,000

¥70,000 ¥35,000

¥30,000 ¥17,000

¥58,000 ¥26,000
¥60,000 ¥30,000

¥25,000 ¥18,000
¥24,000 ¥17,000

¥28,000 ¥16,000
¥26,000 ¥17,000
¥27,000 ¥20,000
¥26,000 ¥18,000

¥27,000 ¥19,000

¥33,000 ¥20,000
¥32,000 ¥20,000

¥33,000

¥28,000

¥29,000 ¥19,000

¥27,000 ¥19,000

¥35,000

¥27,000 ¥19,000

¥21,000
¥20,000
¥19,000

¥30,000 ¥20,000
¥22,000

¥21,000

¥28,000

¥27,000

¥26,000

¥19,000
¥19,000
¥19,000

¥16,000
¥16,000

¥21,000

¥20,000 ¥16,000
¥16,000



マウリツィオ ザネッラ '96

Maurizio Zanella  / CA' DEL BOSCO '03

'04

ミアｰニ カルヴァリ　   　　 '96

Miani Calvari / MIANI '98

'01

'02

ミアーニ メルロー フィリップ 　　 '04

Merlot Filip / MIANI '09

ミアーニ メルロー ブリ '04

Merlot Buri / MIANI

ピノ ネロ ヴィッラ バルテナウ ヴィーニャ サン ウルバーノ '04

Pinot Nero Villa Barthenau Vigna San Urbano / J.HOFSTATTER '06

モンテヴェトラーノ        '95

Montevetrano / MONTEVETRANO '98

'02

'05

アンフィテアトロ '99

Anfiteatro / VECCHIE TERRE DI MONTEFILI  '00

'03

'04

ラ コルテ '90

La Corte / CASTELLO DI QUERCETO

マッセート '92

Masseto / TENUTA DELL'ORNELLAIA

テスタマッタ '04

Testamatta / BIBI GRAETZ

ロッソ ディ トスカーナ '98

Rosso di Toscana / TENUTA DI TRINORO '99

¥28,000 ¥16,000
¥25,000 ¥15,000

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥24,000 ¥15,000

¥30,000

¥46,000 ¥31,000

¥55,000

¥54,000

¥45,000

¥45,000 ¥32,000

¥46,000 ¥30,000

¥48,000 ¥32,000

¥30,000
¥35,000

¥23,000 ¥17,000

¥29,000 ¥23,000
¥27,000 ¥18,000

¥20,000 ¥16,000

¥23,000 ¥16,000
¥24,000 ¥16,000

¥21,000 ¥16,000

¥72,000

¥42,000 ¥28,000

¥60,000

¥53,000

¥29,000 ¥16,000

¥30,000
¥50,000 ¥30,000

¥20,000 ¥17,000

¥25,000 ¥16,000
¥23,000 ¥16,000



ヴィニャ ダルチェオ '96

Vigna d'Alceo  / RAMPOLLA '98

'99

ブルーノ ディ ロッカ '96

Bruno di Rocca / V.TERRE DI MONTEFILI  '99

'00

'01

'03

'04

'05

バローロ チェレクイオ   '00

Barolo Cerequio / ROBERTO VOERZIO '03

'04

'05

'06

'09

バローロ カンペ

Barolo Campe / LA SPINETTA '03

'04

'05

“ヴァレイラーノ”　バルバレスコ '01

"Valeirano″Barbaresco / LA SPINETTA '03

'04

'05

“スタルデリ”　バルバレスコ     '03

"Starderi″Barbaresco / LA SPINETTA '05

'06

“ガッリーナ”　バルバレスコ     '04

"Gallina″Barbaresco / LA SPINETTA '05

'06

BARBARESCO
バルバレスコ

¥23,000
¥23,000
¥23,000

¥23,000
¥23,000

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥24,000 ¥20,000

¥14,000

¥29,000

¥42,000 ¥30,000
¥43,000 ¥30,000

¥28,000 ¥18,000
¥25,000 ¥20,000

¥28,000

¥26,000 ¥20,000
¥23,000 ¥15,000

¥21,000 ¥14,000
¥21,000

¥22,000 ¥15,000

¥20,000
¥20,000

¥42,000 ¥30,000

¥48,000 ¥32,000
¥45,000 ¥30,000

BAROLO
バローロ 

¥42,000 ¥27,000

¥44,000 ¥30,000

¥40,000 ¥27,000
¥41,000 ¥27,000

¥29,000

¥29,000

¥30,000 ¥25,000
¥29,000

¥28,000

¥25,000
¥25,000
¥22,000

¥28,000

¥28,000

¥28,000

¥29,000 ¥23,000
¥28,000



シャンベルタン クロ ド ベーズ　          '05

Chambertin Clos de Bèze  / PERROT MINOT

シャンベルタン クロ ド ベーズ　        '07

Chambertin Clos de Bèze / ROBERT GROFFIER '08

シャルム シャンベルタン      '01

Chambertin Clos de Bèze / CLAUDE DUGAT '02

'03

'04

'06

'07

'08

シャペル シャンベルタン  '05

Chapelle Chambertin / CLAUDE DUGAT '07

'08

グリオット シャンベルタン '02

Griotte Chambertin / CLAUDE DUGAT '03

'04

'06

'07

'08

ラトリシエール シャンベルタン '03

Latricieres Chambertin / PASCAL LACHAUX

グリオット　シャンベルタン　 '03

Griotte Chambertin / PASCAL LACHAUX

マジ シャンベルタン オスピス ド ボーヌ キュヴェ マドレーヌ コリニヨン

Mazis Chambertin Hospices de Beaune Cuvee Madeleine Collignon / LA GIBRYOTTE

'04

マジ シャンベルタン '06

Mazis Chambertin  / ARMAND ROUSSEAU '09

マジ シャンベルタン '04

Mazis Chambertin  / DOMINIQUE LAURENT '05

¥80,000

¥20,000

¥20,000

¥66,000 ¥35,000

¥93,000 ¥45,000
¥90,000 ¥45,000

¥94,000 ¥50,000

¥89,000 ¥50,000

FRANCIA ROSSI
フランスの赤ワイン：ブルゴーニュ地方

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥44,000

¥43,000

¥93,000 ¥42,000
¥92,000 ¥42,000
¥91,000

¥25,000
¥25,000

¥45,000
¥90,000 ¥45,000

¥86,000 ¥46,000

¥92,000 ¥56,000

¥134,000

¥25,000¥42,000

¥129,000 ¥82,000
¥125,000

¥133,300

¥132,000

¥130,000

¥80,000
¥82,000
¥81,000
¥85,000

¥33,000 ¥25,000

¥30,000

¥36,000 ¥20,000
¥34,000

¥38,000

¥35,000 ¥20,000
¥34,000



ジュヴレィ シャンベルタン ラヴォー サン ジャック '04

Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques  / CLAUDE DUGAT '05

'08

ジュヴレィ シャンベルタン プルミエ クリュ            '05

Gevrey Chambertin 1er Cru / CLAUDE DUGAT

ジュヴレィ シャンベルタン '00

Gevrey Chambertin / CLAUDE DUGAT '01

'02

'04

'05

'06

'07

'08

クロ サン ドゥニ　   　　 '05

Clos St Denis / LUCIEN LE MOINE '06

クロ ド ラ ロッシュ　　   '08

Clos de la Roche / OLIVIER GUYOT

クロ ド ラ ロッシュ　　   '10

Clos de la Roche / DUJAC '11

ミュジニィ            '04

Musigny / C.G.VOGUE '05

'06

'07

'08

'09

ボンヌ マール    '01

Bonnes Mares  / C.G.VOGUE '02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥48,000 ¥30,000

¥40,000 ¥23,000
¥46,000 ¥30,000

¥25,000 ¥13,000
¥24,000 ¥13,000

¥40,000 ¥23,000

¥26,000 ¥14,000
¥25,000 ¥14,000

¥23,000 ¥13,000
¥25,000 ¥13,000

¥34,000

¥22,000 ¥14,000
¥21,000 ¥14,000

¥24,000
¥36,000

¥32,000 ¥22,000

¥26,000

¥48,000 ¥28,000
¥31,000¥51,000

¥95,000 ¥53,000
¥98,000 ¥58,000

¥95,000 ¥53,000
¥100,000

¥97,000

¥96,000

¥58,000
¥53,000
¥53,000

¥84,000

¥86,000 ¥55,000
¥95,000

¥45,000

¥87,000

¥86,000 ¥42,000
¥85,000

¥40,000

¥50,000

¥62,000
¥80,000

¥80,000 ¥45,000
¥50,000

¥45,000

¥83,000



ボンヌ マール    '07

Bonnes Mares / ROBERT GROFFIER '08

シャンボール ミュジニィ 1er レザムルーズ '06

Chambolle Musigny  1er　Les Amoureuses / C.G.VOGUE '07

'08

'09

シャンボール ミュジニィ 1er レザムルーズ '07

Chambolle Musigny  1er　Les Amoureuses / ROBERT GROFFIER '08

シャンボール ミュジニィ 1er レザムルーズ '07

Chambolle Musigny  1er　Les Amoureuses / PASCAL LACHAUX

シャンボール ミュジニィ 1er レザムルーズ '06

Chambolle Musigny  1er　Les Amoureuses / LUCIEN LE MOINE

シャンボール ミュジニィ 1er レ センティエ '04

Chambolle Musigny  1er　Les Ｓentiers / ROBERT GROFFIER '06

'07

クロ ド ヴージョ     '05

Clos de Vougeot / VOUGERAIE

クロ ド ヴージョ     '08

Clos de Vougeot / MEO CAMUZET '09

リシュブール '03

Richebourg / PASCAL LACHAUX

エシェゾー レ ルージュ デュ バ '09

Échézeaux les Rouges du Bas / MEO CAMUZET

ヴォーヌ ロマネ レ スショ '06

Vosne Romanée Les Suchots / ROBERT ARNOUX

ヴォーヌ ロマネ オー マルコンソール '09

Vosne Romanée Aux Malconsorts / DUJAC '10

'11

¥28,000

¥55,000
¥50,000

¥55,000

¥28,000

¥29,000

¥22,000
¥20,000

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥82,000

¥41,000

¥80,000

¥84,000

¥80,000 ¥50,000

¥48,000 ¥32,000

¥62,000 ¥32,000
¥61,000 ¥30,000

¥42,000

¥40,000

¥37,000

¥34,000

¥28,000 ¥23,000

¥39,000 ¥23,000

¥71,000 ¥55,000

¥50,000 ¥30,000
¥56,000 ¥33,000

¥59,000 ¥45,000

¥39,000 ¥25,000

¥41,000 ¥25,000

¥40,000 ¥27,000
¥42,000 ¥28,000



ニュイ サン ジョルジュ クロ デ フォレ サン ジョルジュ '05

Nuit St George Clos Des Forets St Georges   / L'ARLOT '09

ニュイ サン ジョルジュ クロ ド ラルロ '99

Nuit St George Clos de L'Arlot / L'ARLOT

ニュイ サン ジョルジュ クロ デ ザルジリエール     '09

Nuits St Georges Clos des Argillières  / PRIEURE ROCH

ニュイ サン ジョルジュ ラ リシュモーニュ '01

Nuits St Georges La Richemone  / PERROT MINOT '05

ニュイ サン ジョルジュ クロ デ コルヴェ '99

Nuits St Georges Clos des Corvees / PRIEURE ROCH '00

コルトン クロ ロニェ '09

Corton Clos Rognet / MEO CAMUZET

ボーヌ レ グレーヴ ヴィーニュ ド ランファン ジェズ　　  　　 '06

Beaune Les Graves Vigne de l'Enfant Jesus / BOUCHARD PERE ET FILS

ポマール　　 '02

Pommard  / PHILIPPE PACALET

ポマール リュジアン '05

Pommard Rugiens / FRANCOIS PARENT

ポマール レ ヴォーミュリアン '04

Pommard Les Vaumuriens  / COCHE DURY '05

'06

¥42,000

¥58,000 ¥34,000
¥67,000 ¥40,000

¥28,000

¥28,000 ¥17,000

¥20,000 ¥14,000

¥26,000 ¥17,000

¥38,000¥56,000

¥48,000 ¥35,000
¥39,000 ¥30,000

¥55,000

¥60,000

¥30,000
¥35,000

¥31,000

¥31,000 ¥18,000

¥18,000

¥60,000 ¥30,000
¥30,000 ¥18,000

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格



シャトー ムートン '81

Château Mouton / PAUILLAC

クロデュ マルキ '89

Clos du Marquis / SAINT JULIEN

シャトー グロリア '82

Château Gloria / SAINT JULIEN

シャトー パプ クレマン　　    　 '86

Château Pape Clément  / PESSAC-LEOGNAN

シャトー プジョー '89

Château Poujeaux / MOULIS

ヴュー シャトー セルタン '90

Vieux Château Certan  / POMEROL

シャトー ガザン '89

Château Gazin / POMEROL

シャトー テルトル ロートブッフ     '01

Château Tertre Rôteboeuf  / SAINT ÉMILION

シャトー ヴァランドロー 　　 '00

Château Valandraud  / SAINT ÉMILION

シャトー ラ モンドット      '97

Château la Mondotte  / SAINT ÉMILION

シャトー クロ フルテ '96

Château Clos Fourtet  / SAINT ÉMILION

FRANCIA ROSSI
フランスの赤ワイン：ボルドー地方

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥60,000

¥30,000

¥68,000 ¥40,000

¥20,000

¥23,000

¥26,000

¥50,000

¥48,000

¥52,000

¥40,000

¥170,000 ¥90,000

¥21,000 ¥16,000

¥26,000 ¥20,000

¥29,000 ¥19,000

¥20,000

¥84,000

¥13,000



コート ロティ ロゼ プープル '01

Côte Rôtie Rose Pourpre / PIERRE GAILLARD

コート ロティ　 '96

Côte Rôtie / RENE ROSTAING

コート ロティ　 '02

Côte Rôtie / MATHILDE ET YVES GANGLOFF

エルミタージュ ル パヴィヨン        '92

Hermitage Le Pavillon  / M.CHAPOUTIER

コルナス サン スーフル '99

Cornas Saint Sufrt / TIERY ARMAND

コート デュ ローヌ ア パスカル エス '98

Côtes du Rhône A Pascal S / GRAMENON

コート デュ ローヌ ラ サジェス '10

Côtes du Rhône la Sagesse / GRAMENON

ヴァン ド フランス セップ セントネール ラ メメ '02

Vin de France Ceps Centenaires la Meme  / GRAMENON

シャトー ヌフ デュ パプ　 '00

Chateauneuf du Pape  / VILLENEUVE

シャトー ヌフ デュ パプ　 '07

Chateauneuf du Pape  / SENECHAUX

ED ALTRI
その他の地域

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥14,000 ¥9,000

¥24,000

¥17,000 ¥10,000

¥15,000

¥31,000 ¥20,000

¥15,000 ¥10,000

¥18,000 ¥11,000

¥20,000 ¥13,000

¥11,000 ¥8,000

¥17,000 ¥10,000

¥18,000 ¥11,000



アレンサ グラン レセルバ '96

Alenza Gran Reserva / ALEJANDRO FERNANDEZ

ティント ペスケラ レセルバ '02

Tinto Pesquera Reserva / ALEJANDRO FERNANDEZ

ティント ペスケラ グラン レセルバ '95

Tinto Pesquera Gran Reserva / ALEJANDRO FERNANDEZ '96

コルレーン '98

Coleraine / TE MATA ESTATE

ラローズ     '99

Larose  / STONYRIDGE

シラー '07

Syrah / KUSUDA '10

ピノ ノワール '08

Pinot Noir  / KUSUDA '10

'11

'12

ラン リグ      '99

Run Rig  / TORBRECK '02

'05

'06

ディシェンダント '05

Descendent  / TORBRECK

ザ ファクター '05

The Factor  / TORBRECK

エグザイル '02

Exile  / THE COLONIAL ESTATE

¥38,000 ¥23,000

¥59,000

¥48,000

¥28,000

¥30,000

¥43,000

¥49,000

¥26,000
¥28,000
¥30,000
¥28,000

¥20,000

¥20,000

AUSTRALRIA
オーストラリアの赤ワイン

¥20,000 ¥16,000
¥22,000 ¥16,000

¥23,000 ¥16,000
¥21,000 ¥16,000

¥23,000 ¥16,000
¥21,000 ¥16,000

¥29,000 ¥18,000

¥21,000 ¥14,000

NUOVA ZELANDA
ニュージーランドの赤ワイン

¥29,000 ¥21,000
¥28,000

¥28,000 ¥20,000

¥20,000

¥20,000

SPAGNA
スペインの赤ワイン

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥27,000



ジョン トーマス ピノ ノワール ダンディ ヒルズ '02

John Thomas Pinot Noir Dundee Hills / JOHN THOMAS '09

カベルネ ソーヴィニョン ロータス ヴィンヤード '11

Cabernet Sauvignon Lotus Vineyard / DANA ESTATES

カベルネ ソーヴィニョン ハーシー ヴィンヤード '11

Cabernet Sauvignon Harshey Vineyard / DANA ESTATES

シラー ルシアン リヴァー ヴァレー '04

Syrah Russian River Vallay  / DU MOL '05

'06

ピノ ノワール ルシアン リヴァー ヴァレー '06

Pinot Noir Russian River Vallay   / DU MOL '07

ピノ ノワール リザーヴ　 '98

Pinot Noir Reserve  / CRISTOM '00

'03

ピノ ノワール カンバーランド リザーヴ '04

Pinot Noir Cumberland Reserve / BERGSTROM

エリザベス リザーヴ ピノ ノワール　 '09

Elizabeth's Reserve Pinot Noir  / ADELSHEIM '10

ピノ ノワール リザーヴ ウィラメット ヴァレー '02

Pinot Noir Reserve Willamette Valley  / THE EYRIE VINEYARDS

¥20,000

¥17,000 ¥10,000
¥16,000 ¥10,000

¥19,000 ¥12,000

¥15,000

¥21,000

¥22,000 ¥16,000

¥20,000

¥21,000 ¥14,000

¥22,000 ¥14,000
¥14,000

¥21,000 ¥15,000
¥14,000

¥23,000

¥22,000

¥130,000 ¥50,000

¥14,000
¥14,000

¥18,000 ¥12,000

¥130,000 ¥50,000

¥28,000 ¥15,000

AMERICANA
アメリカの赤ワイン

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格



≪CHAMPAGNE≫

エグリ ウーリエ ブリュット グラン クリュ ミレジメ '03 ¥60,000

Egly Ourier Brut Grand Cru Millesime / EGLY OURIER

エグリ ウーリエ グラン クリュ トラディシオン ブリュット 'NV ¥58,000

Egly Ourie Grand Cru Tradition Brut / EGLY OURIER

エグリ ウーリエ エクストラ ブリュット ヴィエイユスマン プロロンジュ グラン クリュ

Egly Ouriet Extra Brut V. P Grand Ｃru  / EGLY OURIER 'NV ¥58,000

アンリ ジロー エスプリ ブリュット 'NV ¥30,000

Henri Giraud Esprit Ｂrut / HENRI GIRAUD

アンリ ジロー エスプリ ロゼ 'NV ¥30,000

Henri Giraud Esprit Rose / HENRI GIRAUD

アンリ ジロー オマージュ ア フランソワ エマール 'NV ¥35,000

Henri Giraud Hommage à François Hémart  / HENRI GIRAUD

アンリ ジロー コード ノワール 'NV ¥40,000

Henri Girand Code Noir  / HENRI GIRAUD

アンリ ジロー コード ノワール ロゼ 'NV ¥40,000

Henri Girand Code Noir Rose / HENRI GIRAUD

≪VINI ROSSI≫

イル カベルロ '98 ¥70,000

Il Caberlot / IL CARNASCIALE '99 ¥65,000

'00 ¥70,000

'01 ¥70,000

リンシエーメ　  　  '08 ¥27,000

L'Insieme / ELIO ALTARE

バローロ リゼルヴァ ヴィニェート カンペ '01 ¥60,000

Barolo Riserva Vigneto Campe / LA SPINETTA

¥50,000
¥45,000

¥25,000

¥32,000

¥20,000

¥32,000

¥20,000

¥40,000

¥32,000

MAGNUM SIZE（1,500ｍℓ）

マグナムサイズ

ポンテベッキオ フェア価格

リスト価格

¥50,000
¥45,000

¥20,000

¥32,000

¥32,000


