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産地（国） 産地（地域） ワイナリー名 　ブランド名 収穫年 ブドウ品種 タイプ ボディ 味 オーガニック

容量
（ml）

お勧めの料理 商談希望業態
小売希望価格
（税抜き）

小間番号 出展企業名

アルゼンチン ウコヴァレー フィンカ・ラ。セリア ラセリア　パイオニア　レゼルバ 2011 マルベック 赤 フル 辛口 750 ビーフシチュー、ポークソテー ホテル・レストラン ¥1,850 3G-111 リードオフジャパン株式会社

アルゼンチン ウコヴァレー フィンカ・ラ。セリア ラセリア　パイオニア　レゼルバ 2011 カベルネそーヴィニヨン 赤 ミディアム 辛口 750 鴨のロースト、鶏の赤ワイン煮込み ホテル・レストラン ¥1,850 3G-111 リードオフジャパン株式会社

アルゼンチン ウコヴァレー フィンカ・ラ。セリア ラセリア　パイオニア　レゼルバ 2012 シャルドネ 白 ミディアム 辛口 750 サーモングリル、カルパッチョ ホテル・レストラン ¥1,850 3G-111 リードオフジャパン株式会社

アルゼンチン ウコヴァレー フィンカ・ラ。セリア ラコンスルタ　レゼルバ 2012 マルベック 赤 ミディアム 辛口 750 キノコと鶏のパエリア、ローストポーク レストラン・小売 ¥1,300 3G-111 リードオフジャパン株式会社

アルゼンチン ラ・リオハ フィンカ・ラ。セリア ラコンスルタ　レゼルバ 2012 トロンテス 白 ミディアム 辛口 750 タイ料理、ベトナム料理、ポークレバーパテ レストラン・小売 ¥1,300 3G-111 リードオフジャパン株式会社

イタリア トスカーナ テッラビアンカ ラフォンテ・ヴィオニエ 2012 ヴィオニエ 白 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥2,500 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

イタリア トスカーナ テッラビアンカ コンテ・ディ・モンテマジョーレ 2013 ソーヴィニョン・ブラン 白 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥3,000 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

イタリア トスカーナ テッラビアンカ スカッシーノ・キャンティ・クラシコ 2010 サンジョヴェーゼ、カナイオーロ 赤 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥3,300 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

イタリア エミリア・ロマーニャ州 チェヴィコ カンティーネ　デルレ NV トレッビアーノ スパークリング 辛口 750 前菜、軽めの料理 全業態対象 ¥1,180 3A-113 GRN株式会社

イタリア フリウーリ地方 コンテ　ダッティミス　マニアゴ コンテ　ダッティミス 2014 トカイ100% 白 フル 辛口 750 魚 ホテル・レストラン ¥3,500 3N-110 株式会社　メテックス

イタリア フリウーリ地方 コンテ　ダッティミス　マニアゴ コンテ　ダッティミス 2014 ピノノワール100% 赤 フル 辛口 750 肉 ホテル・レストラン ¥4,000 3N-110 株式会社　メテックス

オーストラリア スワイン・ヒル アンドリュー・ピース
アンドリュー・ピース スパークリング シャルドネ ピノ・
ノワール

NV シャルドネ、ピノ・ノワール スパークリング 辛口 750 前菜、スモークサーモン 全業態対象 ¥1,780 3A-113 GRN株式会社

オーストラリア イーデン・ヴァレー ロルフ・ビンダー ロルフ・ビンダー イーデン・ヴァレー リースリング 2015 リースリング 白 辛口 750 海鮮料理、スパイシーな料理 全業態対象 ¥2,200 3A-113 GRN株式会社

オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア アンドリュー・ピース ワインメーカーズ・ノート シャルドネ 2015 シャルドネ 白 辛口 750 魚介類、鶏肉料理 全業態対象 ¥1,280 3A-113 GRN株式会社

オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア アンドリュー・ピース ワインメーカーズ・ノート カベルネ・シラーズ 2014 カベルネ・ソーヴィニョン、シラーズ 赤 ミディアム 750 ピザ、BBQ 全業態対象 ¥1,280 3A-113 GRN株式会社

オーストラリア マクラーレン・ヴェイル ドッグ・リッジ ドッグ・リッジ ザ・パップ カベルネ・メルロー 2014 カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー 赤 ミディアム 750 ステーキ、ホイコーロー 全業態対象 ¥1,940 3A-113 GRN株式会社

オーストラリア マクラーレン・ヴェイル ドッグ・リッジ
ドッグ・リッジ プレミアム スクエアカット カベルネ・
ソーヴィニョン

2013 カベルネ・ソーヴィニョン 赤 フル 750 豚の角煮、肉料理全般 全業態対象 ¥2,800 3A-113 GRN株式会社

オーストラリア マクラーレン・ヴェイル ウッドストック ウッドストック カベルネ・ソーヴィニョン 2013 カベルネ・ソーヴィニョン 赤 フル 750 ステーキ、ビーフシチュー 業務重点アイテム ¥3,400 3A-113 GRN株式会社

オーストラリア マクラーレン・ヴェイル ドッグ・リッジ ドッグ・リッジ ザ・パップ シラーズ 2014 シラーズ 赤 ミディアム 750 ピザ、鶏の照り焼き 全業態対象 ¥1,940 3A-113 GRN株式会社

オーストラリア マクラーレン・ヴェイル ドッグ・リッジ ドッグ・リッジ プレミアム シャーフロント シラーズ 2013 シラーズ 赤 フル 750 鶏のトマト煮、ブイヤベース 全業態対象 ¥2,800 3A-113 GRN株式会社

オーストラリア マクラーレン・ヴェイル ウッドストック ウッドストック シラーズ 2013 シラーズ 赤 フル 750 ステーキ、鶏の照り焼き 業務重点アイテム ¥3,400 3A-113 GRN株式会社

オーストラリア 南東オーストラリア ペルノ・リカール・ワインメーカーズ ジェイコブス・クリーク 2nd Vintage シラーズ 赤 フル 辛口 X 750 赤肉、焼肉、焼き鳥 バー、レストラン、小売 2,225円（税抜き） 3H-110 ペルノ・リーカル・ジャパン

オーストラリア 南東オーストラリア ペルノ・リカール・ワインメーカーズ ジェイコブス・クリーク 2nd Vintage カベルネ・ソーヴィニョン 赤 フル 辛口 X 750 赤肉、焼肉、焼き鳥 バー、レストラン、小売 2,225円（税抜き） 3H-110 ペルノ・リーカル・ジャパン

スペイン カスティーリャ・ラ・マンチャ州 ボデガス・アル・スピーデ ラ・サングリア NV テンプラニーリョ 赤 やや甘口 X 750 前菜全般 全業態対象 ¥960 3A-113 GRN株式会社

スペイン リオハ ボデーガス・トビーア ダイモン・ティント 2013 ガルナチャ、テンプラニーリョ 赤 ミディアム 辛口 750 お肉料理、パスタ ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,900 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン リオハ ボデーガス・トビーア ダイモン・ブランコ 2013
ビウラ、ソーヴィニヨン・ブラン、マルバシ
ア、テンプラニーリョ・ブランコ

白 辛口 750 魚料理、白身の肉 ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,900 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン リオハ ボデーガス・ペリカ セイス・セパス・セイス 2012 テンプラニーリョ 赤 フル 辛口 750 お肉料理全般 ホテル・レストラン・小売・商社 ¥3,700 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン リオハ ヴィニェードス・レアル・ルビオ トゥ・キッスィズ・ホベン 2014 テンプラニーリョ、ガルナチャ 赤 ミディアム 辛口 750 お肉料理、トマトパスタ ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,800 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン リオハ ヴィニェードス・レアル・ルビオ トゥ・キッスィズ・クリアンサ 2011 テンプラニーリョ、グラシアーノ 赤 フル 辛口 750 お肉料理 ホテル・レストラン・小売・商社 ¥2,900 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン バレンシア ボデーガス・アントニオ・アラーエス エドゥアルド・ティント 2013 テンプラニーリョ 赤 ミディアム 辛口 750 ハンバーグ ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,400 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン バレンシア ボデーガス・アントニオ・アラーエス マラ・ヴィーダ 2013
モナストレル、テンプラニーリョ、カベルネ・
ソーヴィニヨン、シラー

赤 ミディアム 辛口 750 パエリア ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,750 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン リアス・バイシャス ボデーガス・マルティン・コダックス マリエッタ 2014 アルバニーリョ 白
ほのかな甘

口
750 お寿司、フレッシュタイプのチーズ ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,750 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン トロ パラシオ・デ・ヴィラチカ クアトロ・テ 2011 ティンタデトロ 赤 フル 辛口 750 お肉のグリル ホテル・レストラン・小売・商社 ¥2,750 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン ラマンチャ ボデーガス・ヴィニャ・ルダ ルダ・カスアル 2015 アイレン 白 辛口 750 サラダ ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,400 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン ラマンチャ ボデーガス・ヴィニャ・ルダ ルダ・アーレ・ドス 2013 テンプラニーリョ 赤 ミディアム 辛口 750 お肉料理 ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,700 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン ペネデス アグスティ・トレーリョ チック 2015 チャレッロ 白 辛口 750 魚介類 ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,900 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン カヴァ マリア・カサノヴァ ブリュット・デ・ブリュット NV パレリャーダ、チャレッロ、マカベオ 白/泡 辛口 750 野菜、魚介類 ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,900 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン ルエダ レイーナ・デ・カスティーリャ エルブフォン・ベルデホ 2014 ベルデホ 白 辛口 750 カルパッチョ ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,800 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン ソモンターノ ボデーガス・メレール メレール・シラー 2013 シラー 赤 ミディアム 辛口 750 お肉料理 ホテル・レストラン・小売・商社 ¥1,900 3F-110 株式会社パラジャパン

スペイン ラ・リオハ Vinodos de Alfaro レアル　アグラド　レッド 2014 ガルナッチャ、テンプラニーリョ 赤 ライト 750 パスタ、鶏肉、豚肉料理、ハムやタパス レストラン、小売 ¥2,500 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・リオハ Vinodos de Alfaro レアル　アグラド　ホワイト 2014 ビウラ 白 辛口 750 パスタ、ご飯、鳥肉料理 レストラン、小売 ¥2,500 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・リオハ Vinodos de Alfaro レアル　アグラド　ロゼ 2014 ガルナッチャ ロゼ 辛口 750 パスタ、ご飯、鳥肉料理 レストラン、小売 ¥2,500 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン リベラ・デル・ドュエロ Bodegas Miguel y Ruano ロエス　リベラ・デル・ドゥエロ 2011 テンプラニーリョ 赤 ミディアム 750 肉 レストラン、小売 ¥5,000 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full
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スペイン ルエダ Bodegas Miguel y Ruano ロエス　ルエダ 2013 ベルデホ 白 辛口 750 鶏肉 レストラン、小売 ¥4,000 3I-110

株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン カタルーニャ Maset del lleo マセット24K ゴールド シャルドネ、パリリャーダ スパークリング　白 辛口 375 食前酒として ホテル、レストラン ¥12,000 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン リベラ・デル・グアディアーナ Bodega Carabal カラバル２００７ 2007
シラー、カベルネ・ソーヴィニョン、ガルナッ
チャ、テンプラニーリョ

赤 フル 750 肉 レストラン、小売 ¥4,000 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン リベラ・デル・グアディアーナ Bodega Carabal ラスゴ２００７ 2007 シラー、カベルネ・ソーヴィニョン 赤 ミディアム 750 軽食 レストラン、小売 ¥3,000 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・マンチャ Bodegas del Saz インシグナ　デル　サズ　ブリュット・ナチューレ スパークリング　白 辛口 750 食前酒として レストラン、小売 ¥3,000 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・マンチャ Bodega Carabal ブヤンテ　ゴールド モスカテル、シャルドネ スパークリング　白 甘口 750 デザート レストラン、小売 ¥2,200 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・マンチャ Bodegas del Saz ブヤンテ　ロゼ テンプラニーリョ
スパークリング　ロ

ゼ
甘口 750 デザート レストラン、小売 ¥2,200 3I-110

株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・マンチャ Bodega Carabal マバム　グラシア アイレン スパークリング 甘口 750 乾杯時 レストラン オープン 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・マンチャ Bodegas del Saz マバム　マジック アイレン スパークリング 甘口 750 乾杯時 レストラン オープン 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・マンチャ Bodega Carabal マバム　テンテーション テンプラニーリョ スパークリング 甘口 750 乾杯時 レストラン オープン 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・マンチャ Bodegas del Saz アクアレラ　テンプラニーリョ 2013 テンプラニーリョ ロゼ 甘口 750 軽食 レストラン、小売 ¥1,900 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・マンチャ Bodega Carabal アクアレラ　カベルネ・ソーヴィニョン 2013 カベルネ・ソヴィニョン 赤 ライト 750 アパタイザー、メイン鶏肉 レストラン、小売 ¥1,900 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン ラ・マンチャ Bodegas del Saz アクアレラ　ソーヴィニョン・ブラン 2013 ソーヴィニョン・ブラン 白 辛口 750 軽食、アパタイザー レストラン、小売 ¥1,900 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

スペイン リオハ マンサノスワイナリー フィンカマンサノスワインキャットティント 　 テンプラニーリョガルナチャ、他 赤 ライトボディ 750 シチュー、鶏のロースト魚類炭火焼き、ピザ等 百貨店、商社 ¥1,800 3A-110 株式会社トレードウインド

スペイン リオハ マンサノスワイナリー フィンカマンサノスワインキャットブランコ 2013 ビウラ、シャルドネ 白 やや辛口 750 パエリア、生オイスター魚料理、アヒージョ、 百貨店、商社 ¥1,800 3A-110 株式会社トレードウインド

スペイン ロスカバジェロス マンサノスワイナリー フィンカマンサノスラブキャットティント 2014 テンプラニーリョウ１００% 赤 ライトボディ 750 肉料理・魚料理・チーズ、発酵食品 百貨店、商社 ¥1,300 3A-110 株式会社トレードウインド

スペイン ロスカバジェロス マンサノスワイナリー フィンカマンサノスラブキャットブランコ 2014 ビウラ１００％ 白 やや辛口 750 オイスター等魚貝類、フルーツのデザート等 百貨店、商社 ¥1,300 3A-110 株式会社トレードウインド

スペイン リオハ マンサノスワイナリー フィンカマンサノスロサド 2014 テンプラニーリョガルナチャ、他 ロゼ やや辛口 750 肉料理・魚料理・チーズ、パエリヤ等 ホテル・レストラン ¥1,800 3A-110 株式会社トレードウインド

スペイン リオハ マンサノスワイナリー フィンカマンサノスクリアンサ 2011 テンプラニーリョガルナチャ、他 赤 ミディアム 750 ローストミート、イベリアハム。魚類の炭火焼き ホテル・レストラン ¥2,500 3A-110 株式会社トレードウインド

スペイン リオハ マンサノスワイナリー フィンカマンサノスレセルバ 2009 テンプラニーリョガルナチャ、他 赤 フル 750 肉料理全般 ホテル・レストラン ¥3,500 3A-110 株式会社トレードウインド

スペイン リオハ マンサノスワイナリー フィンカマンサノスブランコバリーカ 2012 シャルドネ、ビウラ 白 やや辛口 750 お魚料理、オイスター、天ぷら、野菜料理全般 ホテル・レストラン 3000円 3A-110 株式会社トレードウインド

スペイン エンポルダ テラレモタ カミーノ 2012 ガルナチャ、シラーカベルネ他 赤 ミディアム X 750 お肉料理全般 ホテル・レストラン 10000円 3A-110 株式会社トレードウインド

スペイン アストゥリアス オビスポ NV アストゥリアス産リンゴ アップルブランデー ー ー 500 ー ホテル・レストラン 12000円 3A-110 株式会社トレードウインド

スペイン ゲタリアコチャコリーナ イナシオウルソラ イナシオウルソラチャコリ 2014 オンダラビスリ 白 ライト 辛口 750 魚 レストラン、小売 2500円 3A-115 株式会社ヴォガジャパン

スペイン アラバコチャコリーナ ゴイアネア ウノ　アラバコチャコリーナ 2014 オンダラビスリ 白 ライト 辛口 750 魚 レストラン、小売 2750円 3A-115 株式会社ヴォガジャパン

スペイン リベラデルドゥエロ ボデガスサンマメス エルギラハル 2014 テンプラニーリョ 赤 フル 辛口 750 肉 レストラン、小売 1550円 3A-115 株式会社ヴォガジャパン

スペイン ナバラ カミロカスティージャ ブランク 2013 モスカデルプティグレン 白 ライト 辛口 750 魚 レストラン、小売 1480円 3A-115 株式会社ヴォガジャパン

スペイン アルマンサ ボデガスピケラス カスティーロデアルマンサコレクションホワイト 2014 ベルデホ、ソーヴィニオンブラン 白 ライト 辛口 X 750 魚 レストラン、小売 880円 3A-115 株式会社ヴォガジャパン

スペイン アルマンサ ボデガスピケラス カスティーロデアルマンサコレクションレッド 2013 ガルナッチャティントレラ 赤 ミディアム 辛口 X 750 肉 レストラン、小売 880円 3A-115 株式会社ヴォガジャパン

スペイン アルマンサ ボデガスピケラス バルカントシラー 2012 シラー 赤 フル 辛口 X 750 肉 レストラン、小売 980円 3A-115 株式会社ヴォガジャパン

スペイン アルマンサ ボデガスピケラス バルカントモナストレル 2012 モナストレル 赤 フル 辛口 X 750 肉 レストラン、小売 980円 3A-115 株式会社ヴォガジャパン

スペイン カバ　バレンシア パゴ・デ・タルシス アレグリア　ブリュット NV マカベオ、パレリャーダ
スパークリング

（白）
辛口 750 魚 ホテル・レストラン ¥1,600 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン カバ　カタルーニャ ラモン・カナルス・カナルス サン・ジョアン　ブリュット 2011 マカベオ、チャレッロ、パレリャーダ
スパークリング

（白）
辛口 750 肉 ホテル・レストラン ¥2,600 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン リオハ ビンタエ ビエンベビード　パエジャ NV メルロー、モスカテル・デ・グラノ・メヌード ロゼ ライト X 750 米料理 ホテル・レストラン ¥1,500 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン リベラ・デル・ケイレス ビンタエ ビエンベビード　ポジョ NV ガルナッチャ 赤 ミディアム X 750 肉 ホテル・レストラン ¥1,500 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン リオハ ビンタエ ビエンベビード　セルド NV テンプラニーリョ、ガルナッチャ 赤 ミディアム X 750 肉 ホテル・レストラン ¥1,500 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン リオハ ビンタエ ビエンベビード　ハモン NV テンプラニーリョ 赤 フル X 750 肉 ホテル・レストラン ¥1,500 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン バジェス・デ・サダシア カスティーリョ・デ・マエティエラ リバリス　ブランコ 2014
モスカテル・デ・グラノ・メヌード、ビウラ、
マルバジア

白 やや甘口 X 750 野菜 ホテル・レストラン ¥1,800 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン バジェス・デ・サダシア カスティーリョ・デ・マエティエラ リバリス　ロゼ 2013 モスカテル・デ・グラノ・メヌード、シラー ロゼ やや甘口 X 750 野菜 ホテル・レストラン ¥1,800 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン リオハ ボデガ　クラシカ ロペス・デ・アロ　クリアンサ 2012
テンプラニーリョ、ガルナッチャ、グラシアー
ノ

赤 ミディアム X 750 肉 ホテル・レストラン ¥1,800 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン リオハ ボデガ　クラシカ ロペス・デ・アロ　レセルバ 2009 テンプラニーリョ、グラシアーノ 赤 フル X 750 肉 ホテル・レストラン ¥2,200 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン ビノス・デ・マドリッド ベルナベレバ ナバエレロス　ブランコ 2014 アルビーリョ、マカベオ 白 辛口 X 750 魚 ホテル・レストラン ¥3,000 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン ビノス・デ・マドリッド ベルナベレバ ナバエレロス　ティント 2012 ガルナッチャ 赤 ミディアム X 750 肉 ホテル・レストラン ¥3,300 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン トロ ボデガス　マツ マツ　エル・ピカロ 2014 ティンタ・デ・トロ 赤 ミディアム X 750 肉 ホテル・レストラン ¥1,900 3A-118 有限会社オーケストラ
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スペイン トロ ボデガス　マツ マル　エル・レシオ 2012 ティンタ・デ・トロ 赤 フル X 750 肉 ホテル・レストラン ¥3,000 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン ヘレス テレサ・リベロ マンサニージャ　ラ・サンルケーニャ NV パロミノ シェリー 辛口 750 エビ ホテル・レストラン ¥2,000 3A-118 有限会社オーケストラ

スペイン ヘレス ゴンザレス・ビアス クロフト　オリジナル NV パロミノ シェリー やや甘口 750 デザート ホテル・レストラン ¥2,500 3A-118 有限会社オーケストラ

チリ マイポヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ　ブルーラベル 2012
カベルネフラン･カベルネソーヴィニヨン・シ
ラー

赤 フル 辛口 750 牛ワイン煮込み、鴨のコンフィ 小売／その他 ¥5,100 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ マイポヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ　ブラックラベル 2013/2013 カベルネソーヴィニヨン・シラー 赤 フル 辛口 750 肉：骨付きラムグリル、ステーキ ホテル・レストラン ¥3,578 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ マイポヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ 2013 カベルネソーヴィニヨン 赤 フル 辛口 750 ローストビーフ、ステーキ ホテル・レストラン ¥1,920 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ マイポヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ 2013 カルメネール 赤 ミディアム 辛口 750 仔羊のロースト、ポークカツレツ ホテル・レストラン ¥1,920 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ レイダヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ 2015 シャルドネ 白 フル 辛口 750 ホタテのバターソテー、クリームパスタ ホテル・レストラン ¥1,920 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ レイダヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　グランレゼルバ 2014 ソーヴィニヨンブラン 白 ミディアム 辛口 750 サーモンのムニエル、ウニのパスタ ホテル・レストラン ¥1,920 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ マイポヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　グランタラパカ 2014 カベルネソーヴィニヨン 赤 ミディアム 辛口 750 ソーセージグリル、焼き肉 ホテル・レストラン ¥1,200 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ マイポヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　グランタラパカ 2012 カルメネール 赤 ミディアム 辛口 750 ピーマンの肉詰め、チキンのトマト煮込み ホテル・レストラン ¥1,200 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ カサブランカヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　グランタラパカ 2014 シャルドネ 白 ミディアム 辛口 750 海老のがーニックソテー、ローストチキン ホテル・レストラン ¥1,200 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ カサブランカヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　グランタラパカ 2013 ソーヴィニヨンブラン 白 ミディアム 辛口 750 アサリのワイン蒸し、てんぷら ホテル・レストラン ¥1,200 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ マイポヴァレー ビニャ・タラパカ レオン・デ・タラパカ 2015 シャルドネ 白 ライトボディ 辛口 750 魚介のまりね、グラタン 小売 ¥1,000 3G-111 リードオフジャパン株式会社

チリ カサブランカヴァレー ビニャ・タラパカ タラパカ　スパークリングブリュット NV
シャルドネ・ピノノワール・ソーヴィニヨンブ
ラン

スパークリング・白 ミディアム 辛口 750 魚介のカルパッチョ、唐揚げ ホテル・レストラン ¥1,300 3G-111 リードオフジャパン株式会社

ドイツ ファルツ ヴェルトアックス ヴェルトアックス 2013 ドルンフェルダー 赤 ライト 中甘口 750 肉 ホテル・レストラン ¥2,100 ３D-110 ワインハウスゲアハルト(株)

ドイツ モーゼル ＺＧＭ ペーター＆ペーター　ピノノワール 2014 ピノノワール 赤 ミディアム 辛口 750 肉 レストラン、小売 1650円 3A-115 株式会社ヴォガジャパン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン スパークリングデラウェア白辛口 NV デラウェア
スパークリング

（白）
ライト 辛口 750 寿司 ホテル・レストラン・小売 ¥1,387 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン 山形ナイアガラ白辛口 NV ナイアガラ 白 ライト 辛口 720 家庭料理 ホテル・レストラン・小売 ¥1,217 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン 山形マスカットベーリーＡ赤辛口 2015 マスカット・ベーリーＡ 赤 ライト 辛口 720 寿司 ホテル・レストラン・小売 ¥1,217 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン
マイスターセレクション遅摘みマスカットベリーＡロゼ辛
口

2014 マスカット・ベーリーＡ ロゼ ミディアム 辛口 720 寿司 ホテル・レストラン・小売 ¥1,500 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン マイスターセレクションアッサンブラージュルージュ 2013
マスカットベリーＡ、ブラッククィーン、メル
ロー

赤 ミディアム 辛口 720 肉 ホテル・レストラン・小売 ¥1,600 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン マイスターセレクションシャルドネ 2015 シャルドネ 白 ライト 辛口 720 寿司 ホテル・レストラン・小売 ¥1,800 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン 柏原ヴィンヤード遅摘み赤辛口 2015 マスカット・ベーリーＡ 赤 ミディアム 辛口 720 肉・和食 ホテル・レストラン・小売 ¥1,500 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン 朝日町リースリングフォルテ＆リオン 2015 リースリングフォルテ、リースリングリオン 白 ライト 辛口 720 寿司・和食 ホテル・レストラン・小売 ¥1,500 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン マイスターセレクションキュヴェツヴァイゲルトレーベ 2013 ツヴァイゲルトレーベ 赤 ミディアム 辛口 750 肉 ホテル・レストラン・小売 ¥3,200 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン マイスターセレクションキュヴェシャルドネ 2014 シャルドネ 白 ライト 辛口 750 寿司・和食 ホテル・レストラン・小売 ¥2,800 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン マイスターセレクションキュヴェメルロー 2013 メルロー 赤 ミディアム 辛口 750 肉 ホテル・レストラン・小売 ¥3,200 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 山形 有限会社朝日町ワイン マイスターセレクションキュヴェメルロー＆カベルネロゼ 2014 メルロー、カベルネソーヴィニヨン 赤 ライト 辛口 750 肉 ホテル・レストラン・小売 ¥3,200 3L-120 有限会社朝日町ワイン

日本 北海道 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 十勝ワイン　町民用ロゼ　ザ・いけだ N/V キャンベル種 ロゼ 辛口 720 豚カツ、コロッケ 小売 ¥900 3M-119 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

日本 北海道 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 十勝ワイン　キャンベル 2015 キャンベル種 ロゼ 甘口 720 エビチリ 小売 ¥1,050 3M-119 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

日本 北海道 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 十勝ワイン　ナイヤガラ 2015 ナイヤガラ種 白 甘口 720 チーズケーキ 小売 ¥1,050 3M-119 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

日本 北海道 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 十勝ワイン　バッカス 2014 バッカス種 白 やや辛口 720 寿司 小売 ¥1,480 3M-119 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

日本 北海道 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 十勝ワイン　キャッスル 2011 ツバイゲルトレーベ、清見種 赤 ミディアム 720 すき焼き 小売 ¥1,800 3M-119 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

日本 北海道 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 十勝ワイン　ツバイゲルト 2012 ツバイゲルトレーベ種 赤 ミディアム 720 豚生姜焼き 小売 ¥2,080 3M-119 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

日本 北海道 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 十勝ワイン　ブルーム白 N/V バッカス、ケルナー種 スパークリング白 辛口 750 ホタテバター焼き 小売 ¥2,720 3M-119 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

日本 沖縄 うちなーファーム パッションフルーツワイン NV パッションフルーツ 白 甘口 500 炭酸水で等で割っても 量販/百貨店/ホテル・レストラン ¥1,250 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 沖縄 うちなーファーム アセロラワイン NV アセロラ 赤 甘口 500 炭酸水で等で割っても 量販/百貨店/ホテル・レストラン ¥1,250 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 沖縄 うちなーファーム シークヮーサーワイン NV シークヮーサー 白 甘口 500 炭酸水で等で割っても 量販/百貨店/ホテル・レストラン ¥1,250 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 沖縄 うちなーファーム マンゴーワイン NV マンゴー 白 甘口 500 炭酸水で等で割っても 量販/百貨店/ホテル・レストラン ¥1,250 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 岩手 エーデルワイン 五月長根葡萄園 2015 リースリングリオン 白 - やや辛口 720 てんぷら ホテル・レストラン／小売 ¥2,077 3L-119 株式会社エーデルワイン

日本 岩手 エーデルワイン 早池峰神楽 ＮＶ
メルロー
ロースラー

赤 ミディアム 辛口 720 ビーフシチュー ホテル・レストラン／小売 オープン価格 3L-119 株式会社エーデルワイン

日本 岩手 エーデルワイン 早池峰神楽 ＮＶ
リースリングリオン
ミュラートゥルガウ

白 - 甘口 720 グラタン ホテル・レストラン／小売 オープン価格 3L-119 株式会社エーデルワイン

日本 岩手 エーデルワイン シルバー 2012 カベルネフラン 赤 ミディアム 辛口 720 肉じゃが ホテル・レストラン／小売 オープン価格 3L-119 株式会社エーデルワイン
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日本 岩手 エーデルワイン シルバー 2012 ツヴァイゲルトレーベ 赤 ミディアム 辛口 720 すき焼き ホテル・レストラン／小売 オープン価格 3L-119 株式会社エーデルワイン

日本 岩手 エーデルワイン シルバー 2013 シャルドネ 白 - 辛口 720 スモークチーズ ホテル・レストラン／小売 オープン価格 3L-119 株式会社エーデルワイン

日本 岩手 エーデルワイン ハヤチネゼーレ 2012 ツヴァイゲルトレーベ 赤 フル 辛口 720 ラムチョップ ホテル・レストラン／小売 オープン価格 3L-119 株式会社エーデルワイン

日本 長野県須坂市 楠わいなりー シャルドネ・アンウデッド 2015 シャルドネ 白 メディアム 辛口 750 日本食 レストラン ¥2,300 3L-121 楠わいなりー株式会社

日本 長野県須坂市 楠わいなりー シャルドネ樽熟成 2014 シャルドネ 白 フル 辛口 750 魚 酒販店 ¥4,000 3L-121 楠わいなりー株式会社

日本 長野県須坂市 楠わいなりー 日滝原 2015 セミヨン・ソーヴィニオンブラン 白 ライト 辛口 750 刺身 レストラン ¥3,000 3L-121 楠わいなりー株式会社

日本 長野県須坂市 楠わいなりー メルローER 2014 メルロー 赤 フル 辛口 750 肉 酒販店 ¥4,000 3L-121 楠わいなりー株式会社

日本 長野県須坂市 楠わいなりー カベルネ・ソーヴィニオン 2014 カベルネ・ソーヴィニオン 赤 フル 辛口 750 肉 酒販店 ¥3,600 3L-121 楠わいなりー株式会社

日本 長野県須坂市 楠わいなりー ピノノワール 2014 ピノ・ノワール 赤 ミディアム 辛口 750 肉 酒販店 ¥3,600 3L-121 楠わいなりー株式会社

日本 長野県須坂市 楠わいなりー パッサージュ・ルージュ NV カベルネ/メルロー 赤 ライト 辛口 750 日本食 レストラン ¥2,400 3L-121 楠わいなりー株式会社

日本 長野県須坂市 楠わいなりー ペンギンズ・リープ NV キャンベル/シャルドネ ロゼ ライト 辛口 750 サラダ レストラン ¥1,800 3L-121 楠わいなりー株式会社

日本 長野県須坂市 楠わいなりー プランダムール 2013 キャンベル
スパークリング・ロ

ゼ
ライト 辛口 750 パスタ レストラン ¥2,800 3L-121 楠わいなりー株式会社

日本 長野県須坂市 楠わいなりー ボーリュー 2014 カベルネ・フラン/メルロー 赤 ミディアム 辛口 750 肉 酒販店 ¥3,600 3L-121 楠わいなりー株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ ラフィーユ　長熟甲州 NV 甲州 白 甘口 750 とんかつ、ベーコン等を使った料理 百貨店/ホテル・レストラン ¥2,500 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ ラフィーユ　樽甲州 2014 甲州 白 辛口 750 和食全般、鍋料理 百貨店/ホテル・レストラン ¥2,150 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ ラフィーユ　樽甲斐ノワール 2014 甲斐ノワール 赤 ミディアム 750 ステーキ、スパイスを使った料理 百貨店/ホテル・レストラン ¥2,250 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ ラフィーユ　樽ベーリーA 2014 マスカット・ベーリーA 赤 ミディアム 750 すきやき、うなぎの蒲焼 百貨店/ホテル・レストラン ¥2,150 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ いろ　甲州辛口 2015 甲州 白 やや辛口 750 寿司、刺身、和食全般 百貨店/ホテル・レストラン ¥1,600 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ いろ　グラン甲州 2014 甲州 白 辛口 750 寿司、刺身、和食全般 百貨店/ホテル・レストラン ¥1,800 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ いろ　甲斐ノワール 2014 甲斐ノワール 赤 ミディアム 750 煮物、きんぴら、肉料理 百貨店/ホテル・レストラン ¥1,700 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ いろ　ベーリーA 2014 マスカット・ベーリーA 赤 ライト 750 焼き鳥、軽い肉料理 百貨店/ホテル・レストラン ¥1,600 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ いろ　ベーリーAブラッシュ 2013 マスカット・ベーリーA ロゼ やや辛口 750 中華料理 百貨店/ホテル・レストラン ¥1,600 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ コリエドゥペルル　リュクス 2013 甲州 白 辛口 750 会席料理全般 百貨店/ホテル・レストラン ¥3,700 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ コリエドゥペルル　ブランムスー 2015 甲州 白 やや辛口 720 天ぷら、エビフライ 百貨店/ホテル・レストラン ¥2,200 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ コリエドゥペルル　アリカント 2014 ベーリーアリカントA 赤 やや辛口 720 デザート、チーズ 百貨店/ホテル・レストラン ¥2,800 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ まるき　甲州 2015 甲州 白 やや辛口 750 寿司、刺身、和食全般 量販 オープン 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨 まるき葡萄酒㈱ まるき　ベーリーA 2015 マスカット・ベーリーA 赤 ライト 750 焼き鳥、軽い肉料理 量販 オープン 3M-117 まるき葡萄酒株式会社

日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社 重畳 2015 甲州 白 辛口 750 てんぷら・煮物 ¥1,387 3L-118 大和葡萄酒株式会社

日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社 ハギースパーク重畳 2015 甲州 スパークリング白 辛口 750 てんぷら・煮物 ¥1,572 3L-118 大和葡萄酒株式会社

日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社 蕾 2015 甲州 白 辛口 750 刺身・てんぷら・煮物 ¥1,720 3L-118 大和葡萄酒株式会社

日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社 ハギースパーク蕾 2015 甲州 スパークリング白 辛口 750 刺身・てんぷら・煮物 ¥1,870 3L-118 大和葡萄酒株式会社

日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社 古代甲州 2015 甲州 白 辛口 720 刺身・てんぷら・煮物 ¥1,538 3L-118 大和葡萄酒株式会社

日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社 ＋WAベリー瑛 2014 ベリーＡ 赤 ミディアム 750 肉料理・てんぷら ¥1,850 3L-118 大和葡萄酒株式会社

日本 長野県 大和葡萄酒株式会社 十二原 2014 メルロー 赤 フル 720 パスタ・肉料理 ¥2,038 3L-118 大和葡萄酒株式会社

日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社 ベリー瑛 2015 マスカット・ベリーA 赤 ミディアム 720 ローストビーフ、サラダ、サンドイッチ ¥1,451 3L-118 大和葡萄酒株式会社

日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社 ハギースパーク大阪紫葡萄 2014 大阪紫葡萄 スパークリング白 辛口 750 刺身・てんぷら ¥1,840 3L-118 大和葡萄酒株式会社

日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社 右八 2012 シラー 赤 フル 720 サーロインステ-キ　ローストビ-フ ¥3,695 3L-118 大和葡萄酒株式会社

ニュージーランド ワイパラ・ヴァレー シャーウッド・エステート ストラタム ピノ・グリ 2014 ピノ・グリ 白 辛口 750 クリーム系のパスタ、エスニック料理 全業態対象 ¥2,100 3A-113 GRN株式会社

ニュージーランド マールボロ トフ トフ リースリング 2013 リースリング 白 辛口 750 和食、鶏肉料理 全業態対象 ¥2,700 3A-113 GRN株式会社

ニュージーランド マールボロ シャーウッド・エステート ストラタム ソーヴィニョン・ブラン 2014 ソーヴィニョン・ブラン 白 辛口 750 魚介類全般、お寿司 全業態対象 ¥1,900 3A-113 GRN株式会社

ニュージーランド マールボロ トフ トフ ソーヴィニョン・ブラン 2014 ソーヴィニョン・ブラン 白 辛口 750 魚介類全般 全業態対象 ¥2,700 3A-113 GRN株式会社

ニュージーランド マールボロ ジョージ・ミッシェル ジョージ・ミッシェル ゴールデン・マイル シャルドネ 2012 シャルドネ 白 辛口 750 ポークソテー、ロースト料理 全業態対象 ¥2,800 3A-113 GRN株式会社

ニュージーランド マールボロ シャーウッド・エステート ストラタム ピノ・ノワール 2014 ピノ・ノワール 赤 ミディアム 750 焼き鳥、サーモングリル 全業態対象 ¥2,300 3A-113 GRN株式会社

ニュージーランド マールボロ インヴィーヴォ
インヴィーヴォ　マールボロ　スパークリング　ソーヴィ
ニヨンブラン

NV ソーヴィニヨンブラン スパークリング ミディアム 辛口 750 シーフード 小売・ホテルレストラン ¥2,500 3A-112 株式会社サザンクロス
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ニュージーランド マールボロ インヴィーヴォ

マナ　バイ　インヴィーヴォ　マールボロ　ソーヴィニヨ
ンブラン

2014 ソーヴィニヨンブラン 白 ライト 辛口 750 シーフード 小売・ホテルレストラン オープン価格 3A-112 株式会社サザンクロス

ニュージーランド マールボロ インヴィーヴォ インヴィーヴォ　マールボロ　ソーヴィニヨンブラン 2015 ソーヴィニヨンブラン 白 ミディアム 辛口 750 シーフード 小売・ホテルレストラン ¥2,200 3A-112 株式会社サザンクロス

ニュージーランド マールボロ インヴィーヴォ
インヴィーヴォ　マールボロ　オーガニック　ソーヴィニ
ヨンブラン

2013 ソーヴィニヨンブラン 白 ミディアム 辛口 X 750 シーフード 小売・ホテルレストラン ¥2,500 3A-112 株式会社サザンクロス

ニュージーランド マールボロ インヴィーヴォ インヴィーヴォ　マールボロ　ピノグリ 2015 ピノグリ 白 ミディアム 辛口 750 シーフード・鳥料理 小売・ホテルレストラン ¥2,600 3A-112 株式会社サザンクロス

ニュージーランド セントラルオタゴ インヴィーヴォ インヴィーヴォ　セントラルオタゴ　リースリング 2015 リースリング 白 ミディアム 中甘口 750 中華 小売・ホテルレストラン ¥2,600 3A-112 株式会社サザンクロス

ニュージーランド セントラルオタゴ インヴィーヴォ インヴィーヴォ　セントラルオタゴ　ピノノワール 2013 ピノノワール 赤 ミディアム 辛口 750 子羊のグリル 小売・ホテルレストラン ¥3,900 3A-112 株式会社サザンクロス

ニュージーランド マールボロ コンセイトヴィホス コントラストソーヴィニオンブラン 2011 ソーヴィニオンブラン 白 ミディアム 辛口 X 750 肉、魚 ホテル、レストラン、小売 オープン価格 3A-115 株式会社ヴォガジャパン

ブラジル リオ・グランデ・ド・スール ミオーロ キュベ トラディショナル ブリュット 2012 ピノノワール、シャルドネ スパークリング　白 ライト 辛口 750 シュラスコ レストラン ¥1,600 3G-110 株式会社 池光エンタープライズ

ブラジル リオ・グランデ・ド・スール カーサ・ヴァルドゥーガ ライーゼス 2011 カベルネソーヴィニヨン 赤 ミディアム 辛口 750 シュラスコ レストラン ¥2,300 3G-110 株式会社 池光エンタープライズ

フランス ロワール ラドゥセット プイィ・フュメ 2013 ソーヴィニョン・ブラン 白 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥5,000 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ロワール ラドゥセット レ・ドゥートゥール　ソーヴィニョン・ブラン 2014 ソーヴィニョン・ブラン 白 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥2,500 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ロワール ラドゥセット レ・ドゥートゥール　マルベック・カベルネ 2014 マルベック、カベルネ・フラン 赤 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥2,500 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ロワール コント・ラフォン サンセール・グランドキュヴェ・ブラン 2013 ソーヴィニョン・ブラン 白 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥6,500 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ロワール マルク・ブレディフ ミュスカデ・ロワイヤルオイスター 2013 ムロンドブルゴーニュ 白 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥2,500 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ロワール マルク・ブレディフ シノン 2014 カベルネ・フラン 赤 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥3,300 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ブルゴーニュ レニャー シャブリ・サンピエール 2013 シャルドネ 白 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥3,700 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ブルゴーニュ レニャー ブルゴーニュ・ルージュ・ヴィエイユヴィーニュ 2012 ピノ・ノワール 赤 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥3,200 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ブルゴーニュ レニャー サン・ヴェラン・ル・パヴィヨン 2013 シャルドネ 白 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥4,000 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・カミュ ヴェズレイ・ルージュ 2013 ピノ・ノワール 赤 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥2,800 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・カミュ ヴェズレイ・ブラン 2013 シャルドネ 白 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥2,800 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス ブルゴーニュ ドメーヌ・カミュ クレマン・ド・ブルゴーニュ NV シャルドネ、ピノ・ノワール スパークリング白 ミディアム 辛口 750 ホテル・レストラン ¥3,500 3A-111 ブリストル・ジャポン株式会社

フランス Loire Chateau Gaillard Touraine Sauvignon Blanc 2014 Sauvignon Blanc 白 ライト 辛口 X 750 マリネ、カルパッチョ、刺身 ホテル・レストラン/小売 2,400円 3F-112 TKフィールド株式会社/TRADIVIN

フランス Languedoc Domaine Marie Les Rieux 2013 Syrah 赤 フル 辛口 X 750 鹿のロースト、ブラックチョコレート ホテル・レストラン/小売 5,300円 3F-112 TKフィールド株式会社/TRADIVIN

フランス シャンパーニュ Champagne Collet シャンパーニュ　コレ　ブリュット ピノ・ムニエ、シャルドネ、ピノ・ノワール シャンパーニュ　白 辛口 750 和食 ホテル、レストラン ¥6,800 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

フランス シャンパーニュ Champagne Collet シャンパーニュ　コレ　ロゼ ピノ・ムニエ、シャルドネ、ピノ・ノワール
シャンパーニュ　ロ

ゼ
辛口 750 和食 ホテル、レストラン ¥13,000 3I-110

株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

フランス シャンパーニュ Champagne Collet シャンパーニュ　コレ　ミレジメ 2004 ピノ・ムニエ、シャルドネ、ピノ・ノワール シャンパーニュ　白 辛口 750 和食 ホテル、レストラン ¥13,500 3I-110
株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

フランス Nina's Paris ロゼ　ドゥ　マリーアントワネット
スパークリング　ロ

ゼ
甘口 750 デザート レストラン、小売 ¥5,000 3I-110

株式会社Traders Market/株式会社
Be Full

ブルガリア トラキアヴァレー カタルジーナエステイト メゼック 2013 カベルネソーヴィニヨン＆マヴルッド 赤 フル 辛口 750 肉 ホテル・レストラン ¥2,400 3Ｇ－122 株式会社トラキアトレーディング

メキシコ バハ・カリフォルニア ラセット ラセット　ネッビオーロ　プライベートリザーブ 2010 ネッビオーロ 赤 フル 辛口 750 仔牛のグリル、ビーフ意カルパッチョ、 ホテル・レストラン ¥3,000 3G-111 リードオフジャパン株式会社

メキシコ バハ・カリフォルニア ラセット ラセット　ソーヴィニヨンブラン 2014 ソーヴィニヨンブラン 白 ライトボディ 辛口 750 魚の網焼き、魚介のスープ ホテル・レストラン ¥1,350 3G-111 リードオフジャパン株式会社

メキシコ バハ・カリフォルニア ラセット ラセット　カベルネソーヴィニヨン 2013 カベルネソーヴィニヨン 赤 ミディアム 辛口 750 赤身の肉料理、カジキのロースト ホテル・レストラン ¥1,350 3G-111 リードオフジャパン株式会社

メキシコ バハ・カリフォルニア ラセット ラセット　プティシラー 2013 プティシラー 赤 ミディアム 辛口 750 赤身の肉料理、トマトパスタ ホテル・レストラン ¥1,350 3G-111 リードオフジャパン株式会社

メキシコ バハ・カリフォルニア ラセット ラセット　ジンファンデル 2013 ジンファンデル 赤 ミディアム 辛口 750 ローストポーク、焼き鳥、カツレツ ホテル・レストラン ¥1,350 3G-111 リードオフジャパン株式会社

メキシコ バハ・カリフォルニア ラセット ラセット　サンタセシリア 2014 サンタセシリア 赤 ミディアム 辛口 750 チキンコンソメ、ラタトゥイユ レストラン・小売 ¥1,100 3G-111 リードオフジャパン株式会社

モルドヴァ 中部コドル地区 アスコニ アスコニ　リースリング 2014 リースリング 白 辛口 750 寿司 レストラン、小売 ¥1,390 3H-121 アズマコーポレーション

モルドヴァ 中部コドル地区 アズコニ アスコニ　メルロー 2012 メルロ̶ 赤 ミディアム 750 肉 レストラン、小売 ¥1,390 3H-121 アズマコーポレーション
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