
ｾｰﾆｬ ﾄﾞｩ ﾗ ﾄｩｰﾙﾎﾞﾙﾄﾞｰ19 CH ピュイ ドゥ ギランド 20 CH レ フェルモントー19
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

フランボワーズやさくらんぼなどの果実香。フランボワーズなどの赤い果実香. 黒いちごやさくらんぼなどの果実香。

柔らかななタンニンが特徴です。 柔らかななタンニンとアタックが特徴です。豊かな果実香が広がります。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ他

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ20.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20金賞 ｼﾞｬﾊﾟﾝ21.ﾁｬｲﾅ21.ﾛﾝﾄﾞﾝ21金賞 ｼﾞｬﾊﾟﾝ20,ﾎﾞﾙﾄﾞｰ20,ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20, 

ﾁｬｲﾅ20年金賞

ミディアム ミディアム ミディアム

WB0841005　4582404896138 WB0237009　4582404893410 WB0243007　4582404893403

ＣＨ　ルサン18 ラ クロズリィ サンヴァンサン19 キャリエ  ボルドー19 
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

カシスなどの赤い果実香とスミレの香り, フランボワーズなどの赤い果実香. エレガントな赤い果実の香り。柔らかな

凝縮された果実と力強いタンニンが特徴。 柔らかなタンニンとアタックが特徴です。 調和の取れた味わいとタンニンが特徴。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

ﾁｬﾚﾝｼﾞｲﾝﾀｰ19.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ19.ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ19 ｳｨｰﾝ20.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20.ﾁｬｲﾅ20 ｳｨｰﾝ20.ﾛﾝﾄﾞﾝ20.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20.

上海19.ﾁｬｲﾅ19年金賞 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20年金賞 ｱｼﾞｱ20.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20.ﾁｬｲﾅ20年金賞

ミディアム ミディアム ミディアム

WB0631005　4582404895865 WB0230007　4582404895858 WB1445001　4571520760584 

CH デュ クローゼット18 マルキ　デ　ボワ　赤17 シャトー ラ ロッシュ サンジャン19
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

イチゴのフルーティーな香り ストロベリー等の赤い果実の香り、 黒い果実、プラムやブラックベリーの香り

バランスの取れた味わいです。 スムースな口当たりと適度な渋みが特徴です。適度なボディとタンニンが特徴。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ他 品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ 品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ﾒﾙﾛｰ

リヨン国際コンクール19年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞

ミディアム ミディアム 辛口

WB1401001　4582404899894 WB1368001　3259353235004 WB1442001　4571520760539 

CH ベルビュ　マーシャン16 CH パスケ ２０ ディニテ  プリウール18　
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

赤い果実の香り、滑らかな口当たり 完熟した赤い果実の香り, ストロベリー等の赤い果実の香り、

適度な厚みが特徴です。 肉厚なボディと程良いタンニン。 スムースな口当たり。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ､ﾒﾙﾛー 品種：ﾒﾙﾛｰ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ

ﾁｬﾚﾝｼﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾃﾞｭｳﾞｧﾝ17年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞

３月予定

ミディアム フルボディ ミディアム

WB1398001　4582404899849 WB1474001　3500610061479　 WB1381001　4582404899566

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代1,500円

スポット・ フランスｰ ボルドー

参考上代1,500円

参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代1,500円
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ジャン　ドゥ　ヴェザン 赤19 CH ブロイル 白20 CHラ クードゥレ白19
産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー 産地：AOCボルドー

熟した赤い果実の香り,上質でシルキー マンゴーと、ピーチ等の果実香。 青リンゴ、シトラスの香り｡

バランスのとれた味わい。 心地よい飲み口と程よいボディが特徴。 バランスの取れた味わいが特徴です。

品種：ﾒﾙﾛｰ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ 品種：ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ・ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝｸﾞﾘ 品種：ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ,ｾﾐﾖﾝ,ﾐｭｽｶﾃﾞ

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌19年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞 ﾁｬﾚﾝｼﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾃﾞｭ ｳﾞｧﾝ20年金賞受賞

ミディアム 辛口 辛口

WB1380002　4582404899559 WB1358002　4582404899221	 WB1402001　4582404899917

CH ラ  カバーヌ 白20 ジョール アントル ドゥ メール20 CH オ　ランドン18
産地：AOCアントゥルドメーヌ 産地：AOCアントゥルドメーヌ 産地：AOCボルドーシュペリュール

ライチ、白桃、エキゾチックフルーツの香り。グレープフルーツ、柑橘類の香り、 フランボワーズなどの赤い果実とエピス香。

爽やかな飲み口と程度な厚み。 豊かな果実風味が格別。 滑らかなタンニンを感じます。

品種：ソーヴィニョンブラン, セミヨン 品種：ｾﾐﾖﾝ,ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ,ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝｸﾞﾘ他 品種：ﾒﾙﾛー・ﾏﾙﾍﾞｯｸ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞 ｻｸﾗ,ﾁｬｲﾅ,ﾌｪﾐﾅﾘｰｽﾞ,ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ,ﾘﾖﾝ,ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ﾌｪﾐﾅﾘｰｽﾞ20.ﾍﾞﾙﾘｰﾅ19.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ19.

 ﾃｰﾙﾄﾞｳﾞｧﾝ21年金賞受賞 ﾁｬｲﾅ19.上海19年金賞

辛口 在庫薄 辛口 ミディアム

WB1443001　4571520760546 WB1465001　4571520760782 WB0640005 　4582404892185

参考上代2,000円

コルヴィサール ボルドーシュペリュール19 CH ベルヴュー 17 ル コック ドゥ ラマージュ16
産地：AOCボルドーシュペリュール 産地：AOCボルドーシュペリュール 産地：AOCボルドーシュペリュール

黒い果実や香辛料の香り、適度な厚み 赤い果実の香り、滑らかな口当たり フランボワーズなどの赤い果実香.

柔らかなタンニンと余韻が特徴です。 バランスの取れた味わいが特徴です。 柔らかななタンニンとアタックが特徴です。

品種：ﾒﾙﾛー・ﾏﾙﾍﾞｯｸ・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ﾒﾙﾛー 品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ

ｻｸﾗ21W金.ﾛﾝﾄﾞﾝ20.ﾁｬｲﾅ20 ﾊﾟﾘ19.ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ19年金賞受賞 ｳｰﾏﾝｽﾞ19.ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ17.ｳﾞｨﾅﾘｰ18.ﾁｬﾚﾝｼﾞｲﾝﾀｰ18 

ｱｼﾞｱｲﾝﾎﾟｰﾄ20年金賞 AIN18.ﾓﾝﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝ18.ｴﾙｱﾀｰﾌﾞﾙ18年金賞受賞

ミディアム ミディアム ミディアム

WB1447001　4571520760607 WB1399001　3259354113707 WB1335001　3353300002869

CH ラ グランジュ ドルレアン18 ﾃﾞｭｯｸ ﾄﾞ ﾓﾝｿｰ ﾌﾞﾗｲ ｺｰﾄ ﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ19 デュック ダルラン グラーブ白20
産地：AOCブライ コートドボルドー　 産地：AOCブライ コートドボルドー　 産地：AOCグラーブ

カシスなどの赤い果実香が主体。 赤い果実の香り、ハーブ、香辛料。 シトラスやフローラルな香り。 

口の中に豊かな果実香が広がります。 滑らかな味わいが特徴。 ミネラル感と適度な厚み。

品種：ﾒﾙﾛー・ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ﾏﾙﾍﾞｯｸ 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ･ﾏﾙﾍﾞｯｸ品種：ｾﾐﾖﾝ･ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ20,ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20,ﾁｬｲﾅ20金賞受賞 ｻｸﾗ21.ﾛﾝﾄﾞﾝ21.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20. ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞

ﾁｬｲﾅ20.ｱｼﾞｱｲﾝﾎﾟｰﾄ20年金賞

ミディアム ミディアム 辛口

WB0630005　4582404894899 WB1448001　4571520760614 	 WB1444001　　4571520560573 

フランス-２  ボルドー・アントルドメーヌ・シュペリュール・ブライ・グラーブ

参考上代1,500円参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代2,000円 参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代2,000円

参考上代1,500円 参考上代2,000円 参考上代2,200円
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ベルクール フラン コート ド ボルドー19 ペルネティ  ｶｽﾃｨﾖﾝ ｺｰﾄﾄﾞﾎﾞﾙﾄﾞｰ19 カンコンス  コート ド ブール19 
産地：AOCフラン コートドボルドー 産地：AOC カスティヨン コートドボルドー  産地：AOCコートドブール

香りはカシスなどの赤い果実の香り, 熟した赤い果実の香り。円やかな飲み口 赤い果実の香り。円やかな飲み口

上品な味わい、適度な余韻。 適度な厚みとタンニン。サステーナブル 。 滑らかで上質なタンニン。

品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ･ﾏﾙﾍﾞｯｸ

ﾍﾞﾙﾘｰﾅ20.ﾛﾝﾄﾞﾝ20.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20. ﾛﾝﾄﾞﾝ20, ｼﾞｬﾊﾟﾝ20,ｱｼﾞｱ20 ｻｸﾗ20.ﾛﾝﾄﾞﾝ20.ｼﾞｬﾊﾟﾝ20.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20,ﾁｬｲﾅ2020金賞 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ20,ﾁｬｲﾅ2020金賞 ﾁｬｲﾅ20.ｱｼﾞｱﾜｲﾝ20金賞

ミディアム ミディアム 　２月予定 ミディアム 

WB1464001　　4571520760775 WB1463001　　4571520760768 WB1446001　　4571520760591 

ラムール キュベ キュピドン20 シャトー ロブスパン １７ シャトー オートリブ 17
産地：AOCメドック 産地：AOCメドック 産地：AOCメドック

黒い果実の香り、スパイスとオーク。 ベリーとスパイスの香り。円やかな飲み口 野いちごの香り、スパイスとバニラ。

しっかりとしたボディ。6ヶ月樽熟。 適度な厚みとタンニン。サステーナブル 。 適度な厚みと余韻が特徴。

品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ・ﾒﾙﾛｰ 品種：ﾒﾙﾛー･ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ ･ﾒﾙﾛｰ

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 ﾌｪﾐﾅﾘｰｽﾞﾜｲﾝｺﾝｸｰﾙ19年金賞受賞

フルボディ フルボディ フルボディ ４月予定

WB1388002　3424870200167	 WB1400001　　4582404899887 WB1332001　　4571520760201

シャトー トゥール カルメ 17 シャトー  ピクルノー １７ ラ シガール キュベラビット ソーヴィニョン19

産地：AOCオーメドック 産地：AOCオーメドック 産地：IGPペイドック 

ラズベリーのフルーティーな香り、 赤い果実の香り。厚みのある味わいながら、青りんごやレモンなどの柑橘類の香り 

タンニン,アルコール,酸味のバランス。 バランスのとれた味わい。古木｡樽熟12か月 爽やかで果実風味溢れる味わい。 

品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ ･ﾒﾙﾛｰ･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ他 品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ ･ﾒﾙﾛｰ･ｶﾍﾞﾙﾈﾌﾗﾝ他 品種：ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ ﾌﾞﾗﾝ　辛口　

ローザンガシー所有。 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ20, 1001ﾃﾞｷｭｽﾀｼｵﾝ20.ｱﾒﾘｶ20,

70ﾐﾘｵﾝ20年金賞受賞

フルボディ フルボディ

WB1418001　　4571520760201 WB1407001　　4571520760058 WB1391001  3760293758503 

レザンジュ ミュスカデ20 パレヴーラロワール？ シャルドネ ムロン20 パレ ヴー ラ ロワール？ ピノ ノワール20

産地：AOCミュスカデ 産地：IGP ヴァル　ド　ロワール 産地：IGP ヴァル　ド　ロワール

レモンやグレープフルーツの香り。 洋ナシ,りんご,レモンの香り。 赤い果実、ほのかなバニラの香り。

豊かな果実味とミネラル感が特徴。 フルーティで爽やかな味わい。 豊かな果実風味が特徴です。

品種：ミュスカデ　　辛口　 品種：ｼｬﾙﾄﾞﾈ・ﾑﾛﾝﾄﾞﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 品種：ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ・ﾒﾙﾛー

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞

サステーナブル農法

辛口 ミディアム

WB1405001　4582404899931 WB1441001　3176780035635 WB1334002　3176780035642

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代2,000円 参考上代2,000円

参考上代2,000円 参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代2,200円 参考上代2,200円 参考上代2,200円

参考上代2,200円 参考上代2,400円 参考上代1,500円

フランス-３　 フラン・カスティヨン・ブール・メドック・オーメドック・他

参考上代2,000円
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ﾏﾙｷｼｱﾚﾘ ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ １９ ルプティソムリエ メルロー１８ ミラブエノ　20
産地：IGPペイドック 産地： IGPペイドック 産地：IGP ｶｽﾃｨｰﾘｬ

熟した黒い果実と香辛料の香。 柔らかな飲み口。豊かな果実風味、 赤い果実の香り、果実風味

熟したタンニン、適度な厚みと余韻。 上品なタンニンが楽しめます。 溢れるフルティーな味わい。　

品種：ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 品種：メルロー 品種：テンプラニーリョ

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞 ﾊﾟﾘｺﾝｸｰﾙ19年金賞受賞 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾜｲﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ21金賞受賞。

フルボディ ミディアム ミディアム

WB1298002　4582404898453 WB1404001  4582404899924 WB1163005　 8436562260040

エステパ ネグラ シラー18 ラフェア赤 20 ラフェア白 20
産地：IGP ｶｽﾃｨｰﾘｬ 産地：DOカリニェナ　 産地：DOカリニェナ　

赤い果実とスミレの香り。 黒い果実、ハーブの香り、 白い果実、柑橘類の香り、

滑らかな口当たりと上質なタンニン。 適度なボディとバランスが特徴。 爽やかでフルーティな味わい。

品種：シラー 品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ､ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ､ｼﾗｰ 品種：ヴィウラ、シャルドネ

ﾍﾞﾙﾘｰﾅ20.ｱｼﾞｱﾜｲﾝ20,ﾑﾝﾀﾞｽ20金賞 ジルベール＆ガイヤール誌21年金賞受賞 ジルベール＆ガイヤール誌21年金賞受賞

フルボディ フルボディ 辛口

WB1423001   8436033851739 WB1058005  8410451008265　 WB1056005　8410451008258　

エスカル　ロハ　レゼルバ１5 ズアゾ ガストン クリアンサ17 コラルヴァ  ブリュット
産地：DOリオハ 産地：マルケ　スプマンテ

熟した赤い果実バニラとの香り。 黒い果実の香りとバニラやトーストの香り、白い果実、白桃や青リンゴの香り、

厚みのあるボディ、滑らかなタンニン。 味わいは滑らかながら、濃厚上質。 泡立ちは軽快。爽やかでフレッシュ。

品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ・ｶﾞﾙﾅｯﾁｬ 品種：ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ 品種：トレッピアーノ

ﾍﾞﾙﾘｰﾅ19.ｱｼﾞｱﾜｲﾝ19,ﾑﾝﾀﾞｽｳﾞｨﾆ19金賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌20年金賞受賞

フルボディ フルボディ 辛口

WB1354001　84360033850268 WB1336001　8437003247064 WB1273001　4582404898101

レ ローヴォレ ネロダーヴォラ シチリア20　 レ ローヴォレ モンテプルチャーノダブルッツォ20　 レ ローヴォレ ピエモンテ バルベーラ20

産地：DOC シチリア 産地：DOC モンテプルチャーノ・ダブルッツォ 産地：DOC ピエモンテ  

チェリーやプラムのフルーティな香り、 熟した果実、ベリーの香り、 チェリーやハーブの香りと果実風味

果実味と程良いコクが特徴。 凝縮感のある味わいが特徴。 溢れる上質なワイン。

品種：ネロ・ダーヴォラ85％、その他15％ 品種：ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ主体 品種：バルベーラ 主体

ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙ誌21年金賞受賞

ミディアム ミディアム ミディアム

WB1457001 　4571520760690 WB1456001 　4571520760683 WB1455001 　4571520760676

Tomoe Wines and Spirits.Co,.Ltd

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代2,000円

参考上代1,500円 参考上代1,500円 参考上代1,500円

参考上代1,500円 参考上代2,000円

産地：DOテラ アルタ

参考上代1,300円

参考上代1,500円

他　南仏・スペイン・イタリア

参考上代1,500円 参考上代1,500円
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