
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

（４/1出荷）

1 WB1271003 フランス AOCトゥーレーヌ テレ　ドゥ　ロモニエ　トゥーレーヌ　ソーヴィニョン 3770011605255 ¥2,500 ¥2,900

2 WB1092006 フランス IGPコートドガスコーニュ ル プティガスコン　白 3760267720017 ¥1,320 ¥1,460

3 WB1135005 フランス ヴァンドペイ ド  ヴォクリューズ ルプティ カボッシィ　赤 3488920002019 ¥1,800 ¥2,000

4 WB1136006 フランス ヴァンドペイ ド  ヴォクリューズ ルプティ カボッシィ　白 3488920002033 ¥1,800 ¥2,000

5 WB1125005 フランス AOC コート デュ　ローヌ ドメーヌ ドゥ ペレ カボッシィ　コートデュローヌ 3488920002057 ¥2,500 ¥2,700

6 WB1188006 フランス AOC シャトーヌフデュパプ ドメーヌ ドゥ ペレ カボッシィ　シャトー ヌフ・デュ・パプ 3488920001012 ¥6,200 ¥6,700

7 WB1394003 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 ¥3,000 ¥3,300

8 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 ¥3,300 ¥3,500

9 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 ¥3,200 ¥3,300

10 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 ¥3,400 ¥3,500

11 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 ¥12,000 ¥13,000

12 WB0499004 ドイツ モーゼル バロン ルードヴィヒ ツェラー　シュヴァルツェ カッツ 白 4001432195209 ¥1,460 ¥1,520

13 WB0967003 ドイツ ドイツ ブルーナン ゴールドエディション 7075963720398 ¥1,900 ¥2,000

14 WB1384002 ハンガリー パンノン ドゥナバール　ピノノワール 5998623530163 ¥1,500 ¥1,600

15 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 ¥1,500 ¥1,600

16 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 ¥3,200 ¥4,000

17 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 ¥3,100 ¥3,600

18 WB1285001 イタリア DOCバルベラ ダルバ ジリバルディ バルベラ ダルバ　スペリオーレ 8018753001047 ¥2,800 ¥3,100

19 WB1209004 イタリア トスカーナ イル バスタルド ヴィーノロッソ 8005256000400 ¥1,260 ¥1,320

20 WB1210005 イタリア トスカーナ ラ バスタルダ ヴィーノ ビアンコ 8005256000417 ¥1,260 ¥1,320

21 WB1111005 イタリア DOCGキアンティ ジネストライア　キアンティ 8005256000295 ¥1,500 ¥1,600

22 WB1112005 イタリア DOCGキアンティ ジネストライア キアンティ リゼルヴァ 8005256000363 ¥2,200 ¥2,300

23 WB0485008 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 ¥1,400 ¥1,500

24 WB1165004 南アフリカ ブレードクリーフ ミアンダー　ピノタージュ 6009615550195 ¥1,160 ¥1,400

25 WB1166005 南アフリカ ブレードクリーフ ミアンダー　シュナンブラン 6009615550133 ¥1,160 ¥1,400

26 WB0111002 チリ - シルヴィオ　カベルネソーヴィニョン 4962496021111 OPEN OPEN

27 WB0112002 チリ - シルヴィオ　シャルドネ 4962496021128 OPEN OPEN

Tomoe Wines and Spirits Co.,Ltd

変更日：2023年4月1日出荷分から

　価格は本体価格

「6か国　13生産者　27アイテム」の価格改定のお知らせ（4月）

さて、弊社では２０２３年４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：資材・製造コスト・海外及び国内輸送費の値上げの為。

対象品目：フランスワイン１1品目　ドイツワイン２品目　ハンガリーワイン２品目　イタリアワイン8品目

　　　　　　　 南アフリカワイン２品目　チリワイン２品目


