
番号 産地 生産者名 タイプ 年 ワイン名 品種 価格

【スペイン】

リオハ テルモ・ロドリゲス 赤 2017 エレ・セッタ テンプラニーリョ主体 ¥2,400

アリカンテ テルモ・ロドリゲス 赤 2017 アル・ムヴェドレ モナストレル ¥1,900

ルエダ テルモ・ロドリゲス 白 2018 バサ ベルデホ主体 ¥2,200

① バルデオラス テルモ・ロドリゲス 白 2018 ガバ・ゴデーリョ ゴデーリョ ¥2,800

① バルデオラス テルモ・ロドリゲス 赤 2015 ガバ・メンシア メンシア ¥2,500

リベラ・デル・ドゥエロ テルモ・ロドリゲス 赤 2018 ガズール ティント・フィノ ¥2,500

① トロ テルモ・ロドリゲス 赤 2017 デへサ・ガゴ ティンタ・ディ・トロ ¥2,400

① トロ テルモ・ロドリゲス 赤 2015 ガゴ ティンタ・ディ・トロ ¥3,600

① マラガ テルモ・ロドリゲス 白甘 2015 エメエレ（５００ｍｌ） マスカット・オブ・アレキサンドリア ¥3,500

① バレンシア セイエール･デル･ロウラ 白 2018 おたまじゃくし ペドロ・ヒメネス、シャルドネ ¥2,300

① ラ・マンチャ エルカヴィオ 泡 N.V ペルラス・デ・オトニョ テンプラニーリョ、ガルナッチャ ¥2,800

ラ・マンチャ エルカヴィオ 白 2017 エルカヴィオ・ブランコ アイレン主体 ¥1,500

ラ・マンチャ エルカヴィオ 赤 2015 エルカヴィオ・ロブレ テンプラニーリョ ¥1,800

① カタルーニャ エデタリア 白 2014 エデタナ・ブランコ ガルナッチャ・ブランカ主体 ¥2,700

① カタルーニャ エデタリア 赤 2013 エデタナ・ティント ガルナッチャ主体 ¥2,700

① カタルーニャ バレタ 泡 Ｎ．Ｖ カヴァ・ブリュット・ナチュール シャルドネ、マカベオ ¥2,400

カタルーニャ バレタ 白 2017 ガルナッチャ・ブランカ ガルナッチャ・ブランカ ¥1,550

カタルーニャ バレタ 白 2018 シャルドネ シャルドネ ¥2,000

カタルーニャ バレタ 赤 2017 ガルナッチャ・ティンタ ガルナッチャ・ティンタ ¥2,000

カタルーニャ バレタ 赤 2015 メルロ メルロ ¥1,550

【ポルトガル】



ドウロ カルム 白 2015 ブランコ コーデカ、ヴィオジーニョ、ラビガト ¥2,100

ドウロ カルム 赤 2016 ティント トゥーリガ・ナショナル主体 ¥2,100

① ドウロ カルム 白 2016 ＳＯ２　フリー・ブランコ ゴウヴェイオ、ラビガト ¥3,050

① ドウロ カルム 赤 2016 ＳＯ２　フリー・ティント トゥーリガ・ナショナル主体 ¥3,050

① テラス・ド・ダォン ヴァディオ 赤 2013 ヴァディオ・ティント バガ ¥2,450

① ミーニョ ジョアン・カブラル・アルメイダ 白 2017 アルヴァリーニョ アルヴァリーニョ ¥2,500

ダォン キンタ・ダ・ペラーダ 白 2013 ダォン・ブランコ エンクルザード主体 ¥1,900

【オーストリア】

トライゼンタール マルクス・フーバー 泡 N.V ロゼ・スパークリング“フーゴ” ツヴァイゲルト、ピノノワール ¥1,800

① トライゼンタール マルクス・フーバー 白 2016 グリューナー・ヴェルトリーナー・オーベレ・スタイゲン グリューナー・ヴェルトリーナー ¥2,350

① トライゼンタール マルクス・フーバー 白 2018 リースリング・テラッセン リースリング ¥2,500

【イタリア】

① ヴェネト ピエロパン 白 2018 ソアベ・クラシコ・スペリオーレ ガルガーネガ、トレッビアーノディソアーヴェ ¥2,100

① カンパーニャ ラ・グアルディエンセ 泡 N.V クイド・ブリュット ファランギーナ ¥2,400

カンパーニャ ラ・グアルディエンセ 白 2017 ファランギーナ ファランギーナ ¥1,700

カンパーニャ ラ・グアルディエンセ 赤 2017 アリアニコ アリアニコ ¥2,200

シチリア モンガンテ ロゼ 2018 ネロ・ダヴォラ・ロゼ ネロ・ダヴォラ ¥2,200



【フランス】

ルーション ジャン・ルイ・ドゥノワ 赤 2012 SO2　フリー・ルージュ メルロー主体、シラー、グルナッシュ ¥2,100

シュド・ウエスト ヴィニュロン・ランド 赤 2012 エスプリ・ルージュ カベルネ・フラン主体、タナ、カベルネ・ソーヴィニョン ¥1,400

① コート・デュ・ローヌ フォンド・レシュ 白 2019 フォンドレシュ・ブラン
グルナッシュ50％ ルーサンヌ30％ クレ

レット30％ ロール10％
¥2,300

【ニュージーランド】

① マールボロ インヴィーヴォ 泡 N.V 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 ソーヴィニョンブラン ¥2,500

マールボロ インヴィーヴォ 白 2019 マナ ソーヴィニョンブラン ¥1,700

ホークスベイなど インヴィーヴォ 赤 2018 マナ ピノノワール ¥1,700

【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 白 2018 ワインメーカーズ・ノート　レゼルヴ　シャルドネ“バッチ８６” シャルドネ ¥1,740

サウス・イースタン・オーストラリア アンドリュー・ピース 赤 2017 ワインメーカーズ・ノート　レゼルヴ　カベルネ・ソーヴィニョン“バッチ８４” カベルネ・ソーヴィニョン ¥1,740

カジュアルワインセット：6本入りセット￥１０,０００、12本入りセット\20,000 別途送料1律￥1,000　（価格は、全て税別）

選び方について：番号①は6本に対して1本、１２本に対して３本お選びいただけます。

20歳未満の方への販売は一切しておりません。お問い合わせは、vif2010@live.jpまたはFacebookにメッセージをお願いいたします。


