
小売価格改定についてのご案内

NO 商品コード 原産国 地域/格付 商品名 JAN 旧参考上代
参考上代

（10/1出荷）

1 WB1346002 フランス AOCコート デュ ルーション ヴィラージュ レ テラセ デ レジ　ブカベイユ 赤 3760221680012 ¥2,200 ¥2,400

2 WB1347002 フランス AOCコート デュ ルーション ヴィラージュ レ テラセ デ レジ　ブカベイユ 白 3760221680050 ¥2,200 ¥2,400

3 WB1313003 フランス アルザス シャトー　ドルシュヴィール　リースリング　ボーレンベルグ 4582404898842 ¥2,500 ¥2,800

4 WB1416001 フランス アルザス シャトー　ドルシュヴィール　ピノグリ　ボーレンベルグ 4571520760188 ¥2,800 ¥3,200

5 WB1314001 フランス アルザス シャトー　ドルシュヴィール　ゲヴュルツトラミネール　ボーレンベルグ 4582404898859 ¥2,800 ¥3,300

6 WB1415001 フランス アルザス シャトー　ドルシュヴィール　ピノノワール　ボーレンベルグ 4571520760171 ¥2,800 ¥3,300

7 WB1417001 フランス アルザス シャトー　ドルシュヴィール　リースリング グランクリュ フィンズベルグ 4571520760195 ¥3,800 ¥4,200

8 WB1315003 フランス アルザス シャトー　ドルシュヴィール　クレマン ダルザス 4582404898866 ¥3,200 ¥3,500

9 WB1394002 フランス AOPアルボワ ドメーヌ ジャンルイ ティソ　アルボワ プルサール 4582404899757 ¥2,600 ¥3,000

10 WB1395002 フランス AOPアルボワ ドメーヌ ジャンルイ ティソ　アルボワ トゥルソー 4582404899764 ¥3,200 ¥3,300

11 WB1396001 フランス AOPアルボワ ドメーヌ ジャンルイ ティソ　アルボワ シャルドネ 4582404899771 ¥2,800 ¥3,200

12 WB1397001 フランス AOPクレマン ドゥ ジュラ ドメーヌ ジャンルイ ティソ　　クレマン デュ ジュラ 4582404899788 ¥3,000 ¥3,400

13 WB1471001 フランス シャンパーニュ（ヴァレ ド ラ マルヌ） シャンパーニュ マルトー ギィヨーム  エセンシェル 4571520761031 ¥6,000 ¥7,000

14 WB1472001 フランス シャンパーニュ（ヴァレ ド ラ マルヌ） シャンパーニュ マルトー ギィヨーム  エクセラン 4571520761048 ¥7,000 ¥8,000

15 WB1473001 フランス シャンパーニュ（ヴァレ ド ラ マルヌ） シャンパーニュ マルトー ギィヨーム  エスプリ テロワール ブリュット ナチュール 4571520761055 ¥9,000 ¥12,000

16 WB0499004 ドイツ モーゼル【QBA) バロン ルードヴィヒ ツェラ―シュヴァルツェ カッツ 4001432195209 ¥1,320 ¥1,460

17 WB1316002 ドイツ
ラインヘッセン

 【Q.b.A.】
ブルーナン リヴァーナ 4022025250006 ¥1,320 ¥1,520

18 WB0967003 ドイツ ドイツ ブルーナン ゴールドエディション 7075963720398 ¥1,800 ¥1,900

19 WB1375003 オーストリア ブルゲンラント ゾンネンムルデ  グリューナー ヴェルトリーナー  ハイデボーデン 9120001701100 ¥2,200 ¥2,500

20 WB1376002 オーストリア ブルゲンラント ゾンネンムルデ  リースリング 9120001700134 ¥2,200 ¥2,500

21 WB1373001 オーストリア ブルゲンラント ゾンネンムルデ  ブラウフレンキッシュ 9120001709311 ¥2,200 ¥2,500

22 WB1374002 オーストリア ブルゲンラント ゾンネンムルデ  ノイジードラーゼーDAC　ツヴァイゲルト 9120001709342 ¥2,400 ¥2,600

23 WB1384001 ハンガリー パンノン ドゥナバール　ピノノワール 5998623530163 ¥1,400 ¥1,500

24 WB1467001 ハンガリー パンノン ドゥナバール　グリュナーヴェルトリーナー 5998623530156 ¥1,400 ¥1,500

25 WB1247003 イタリア D.O.Cガルダ ガルダ カベルネ 8030625004581 ¥1,600 ¥1,800

26 WB1386001 イタリア DOCクストーザ クストーザ 8030625004536 ¥1,600 ¥1,700

27 WB1280003 イタリア DOCピノネロ デル オルトレポ パヴェーゼ ペルネーロ ピノネロ デル オルトレポ パヴェーゼ 4582404898194 ¥2,700 ¥3,200

28 WB1281002 イタリア DOCオルトレポ パヴェーゼ カンポ デッラ フォヤーダ　オルトレポパヴェーゼ　リースリング レナーノ 4582404898200 ¥3,000 ¥3,600

29 WB1420002 イタリア DOCオルトレポ パヴェーゼ ラマート オルトレポ パヴェーゼ ピノ グリージョ （オレンジワイン） 8032539831383 ¥2,500 ¥3,100

30 WB1179004 イタリア DOCソアーヴェ クリヴス ソアーヴェ クラシコ 4582404896831 ¥1,700 ¥1,800

31 WB0485007 イタリア DOCモリーゼ バカロ ロッソ モリーゼ リゼルヴァ 4582404894318 ¥1,320 ¥1,400

32 WB0990004 イタリア IGPプーリア モンテテェーザ  ネロ ディ トロイア 8059020140410 ¥1,320 ¥1,400

33 WB1351002 イタリア DOPサリチェ サレンティーノ セーイ カゼッレ ネグロアマーロ 8059020145330 ¥1,500 ¥1,700

34 WB1350002 イタリア IGPプーリア チンクエ ノーチ プリミティーヴォ 8059020145545 ¥1,600 ¥1,800

Tomoe Wines and Spirits Co.,Ltd

変更日：2022年10月１日出荷分から

　価格は本体価格

「ヨーロッパ・南ア・チリワイン・50アイテム」の価格改定のお知らせ（10月）

さて、弊社では2022年10月1日より一部商品につきまして、価格改定を実施致したくご案内させて頂きます。

改定理由：円安・不作による原価コストのUP・資材・コンテナ運賃の値上げの為。

対象品目：フランス15品目　ドイツ他9品目　イタリア12品目　スペイン他8品目　南ア・チリ６品目



小売価格改定についてのご案内

NO 商品コード 原産国 地域/格付 商品名 JAN 旧参考上代
参考上代

（10/1出荷）

Tomoe Wines and Spirits Co.,Ltd

変更日：2022年10月１日出荷分から

　価格は本体価格

「ヨーロッパ・南ア・チリワイン・50アイテム」の価格改定のお知らせ（10月）

さて、弊社では2022年10月1日より一部商品につきまして、価格改定を実施致したくご案内させて頂きます。

改定理由：円安・不作による原価コストのUP・資材・コンテナ運賃の値上げの為。

対象品目：フランス15品目　ドイツ他9品目　イタリア12品目　スペイン他8品目　南ア・チリ６品目

35 WB1106004 イタリア DOCシチリア カーナピィ ネロダーヴォラ 8034115190389 ¥1,320 ¥1,460

36 WB1105005 イタリア IGTテッレ　シチリアーネ カーナピィ　ピノグリージョ 8034115190815 ¥1,320 ¥1,460

37 WB1163005 スペイン ビノ デ ラ ティエラ デ カスティーリャ ミラブエノ 8436562260040 OPEN(生販変更有） OPEN(生販変更有）

38 WB1176004 スペイン DOルエダ ラ グラナディーリャ 8437016189047 ¥1,600 ¥1,800

39 WB1306002 スペイン D.O リアス バイシャス アルトス デ トローナ アルバリーニョ 8437003519369 ¥2,400 ¥2,800

40 WB1425002 ポルトガル リスボン テリトーリオ　白 5604424234215 ¥1,100 ¥1,200

41 WB1036006 ポルトガル アレンテージャーノ ヘヴェルヂ 5604424395008 ¥1,320 ¥1,400

42 WB1037005 ポルトガル リスボン ボナヴィータ赤 5604424348004 ¥1,320 ¥1,500

43 WB1348001 ポルトガル ベイラス モンターニャ スペリオール ブル－ト 5601168200711 ¥1,500 ¥1,600

44 WB1265003 ポルトガル ドウロ クロニクル赤 5600153588605 ¥2,600 ¥3,000

45 WB1409002 南アフリカ ブレードクリーフ ダッシュボッシュ カベルネソーヴィニョン 6009615550256 ¥1,800 ¥2,000

46 WB1410002 南アフリカ ウエスタンケープ ダッシュボッシュ ソーヴィニョンブラン 6009615550263 ¥1,800 ¥2,000

47 WB1413002 南アフリカ ブレードクリーフ ダッシュボッシュ スキンコンタクト 6009615550294 ¥2,600 ¥2,800

48 WB1478001 南アフリカ ブレードクリーフ ダッシュボッシュ　モシーズドリフト スティーン 6009814420831 ¥2,600 ¥2,800

49 WB0111002 チリ - シルヴィオ　カベルネソーヴィニョン 4962496021111 OPEN(生販変更有） OPEN(生販変更有）

50 WB0112002 チリ - シルヴィオ　シャルドネ 4962496021128 OPEN(生販変更有） OPEN(生販変更有）


