
泡白 ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾃﾞ ｶ-ﾙ/ｸﾚﾏﾝ ﾄﾞ ﾛﾜ-ﾙ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾅﾁｭ-ﾙ ﾌﾗﾝｽ/ﾛﾜ-ﾙ NV/2920円 シュナン ブラン 100%

泡白 ﾄﾞｯﾌﾟ ｵ ﾑ-ﾗﾝ/ｸﾚﾏﾝ ﾀﾞﾙｻﾞｽ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞ ﾉﾜ-ﾙ ﾌﾗﾝｽ/ｱﾙｻﾞｽ 2017/3270円 ピノ ノワール 100%

泡白 ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾗﾝｿﾜ ﾐｸﾙｽｷ/ｸﾚﾏﾝ ﾄﾞ ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ NV/4040円
ピノ ノワール、シャルドネ、
アリゴテ、ガメイ

泡白
ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾞﾙﾃ ﾎﾞﾝﾃﾞ/
ｸﾚﾏﾝ ﾃﾞｭ ｼﾞｭﾗ ｶ-ｳﾞ ﾃﾞ ﾆｴｽ

ﾌﾗﾝｽ/ｼﾞｭﾗ･ｻｳﾞｫﾜ NV/4040円 シャルドネ 100%

白 ﾄﾞﾒ-ﾇ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ/ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 2018/3930円 シャルドネ 100%

白 ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾃﾞｭ ﾉｾﾞ/ｻﾝｾ-ﾙ ﾌﾞﾗﾝ ﾌﾗﾝｽ/ﾛﾜ-ﾙ 2019/3500円 ソーヴィニヨン ブラン 100%

白 ﾁｪﾚｯﾄ/ｱﾙﾈｲｽ ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ(ｽｸﾘｭ-) ｲﾀﾘｱ/ﾋﾟｴﾓﾝﾃ 2019/3380円 アルネイス 100%

白 ﾌﾘ-ﾏ-ｸ ｱﾋﾞ-/ﾅﾊﾟ ｳﾞｧﾚ- ｿ-ｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ ｱﾒﾘｶ/ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 2019/4000円
ソーヴィニヨン ブラン 86%、
セミヨン 14%

赤 ｼﾞｪﾗ-ﾙ ﾍﾞﾙﾄﾗﾝ/ｼｬﾄ- ｴｸﾞ ｳﾞｨｳﾞ
ﾌﾗﾝｽ/
ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ･ﾙ-ｼｮﾝ

2017/3900円 シラー 、カリニャン主体

赤
ﾏｯﾂｪｲ ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ/
ｾﾙ ﾗﾎﾟ ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺ ﾘｾﾞﾙｳﾞｧ

ｲﾀﾘｱ/ﾄｽｶ-ﾅ 2017/3360円 サンジョヴェーゼ主体

赤 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾌﾟﾛﾄｽ/ﾌﾟﾛﾄｽ ｸﾘｱﾝｻ
ｽﾍﾟｲﾝ/
ｶｽﾃｨ-ﾘｬ ｲ ﾚｵﾝ

2015/3840円 テンプラニーリョ 100%

赤 ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ/ｷｭｳﾞｪ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ﾒﾙﾛ ﾁﾘ/ｾﾝﾄﾗﾙｳﾞｧﾚ- 2014/3540円 メルロ主体

セット１：クレマン飲み比べセット
通常価格14,270円 → 特別価格10,000円（30％OFF）

セット２：辛口白ワイン4本セット
通常価格14,810円 → 特別価格10,000円（32％OFF）

セット３：フルボディ赤【１万円】4本セット
通常価格14,640円 → 特別価格10,000円（32％OFF）



白 ﾄﾞﾒ-ﾇ ｳｨﾘｱﾑ ﾌｪ-ﾌﾞﾙ/ｼｬﾌﾞﾘ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾚ ﾘｽ ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 2018/7200円 シャルドネ 100%

白 ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ/ﾑﾙｿ- ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 2017/7900円 シャルドネ 100%

白 ﾊﾟｯﾂ ｱﾝﾄﾞ ﾎ-ﾙ/ｿﾉﾏ ｺ-ｽﾄ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｱﾒﾘｶ/ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 2016/6800円 シャルドネ 100%

白 ﾌﾘ-ﾏ-ｸ ｱﾋﾞ-/ﾅﾊﾟ ｳﾞｧﾚ- ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｱﾒﾘｶ/ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 2018/6800円 シャルドネ 100%

赤 ｼｬﾄ- ﾀﾞｿ-/ｼｬﾄ- ﾀﾞｿ- ﾌﾗﾝｽ/ﾎﾞﾙﾄﾞ- 2008/7600円 メルロ主体

赤 ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ ｸｲﾝﾀﾚｯﾘ/ﾌﾟﾘﾓﾌｨｵ-ﾚ ｲﾀﾘｱ/ｳﾞｪﾈﾄ 2017/7400円
カベルネ フラン、コルヴィーナ、
カベルネソーヴィニヨン

赤
ﾏｯﾂｪｲ ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ/ｶｽﾃｯﾛ ﾌｫﾝﾃﾙ-ﾄﾘ
ｷｬﾝﾃｨ ｸﾗｼｺ ｸﾞﾗﾝ ｾﾚﾂｨｵ-ﾈ

ｲﾀﾘｱ/ﾄｽｶ-ﾅ 2016/6700円 サンジョヴェーゼ主体

赤 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｶﾛ/ｶﾛ ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ/ﾒﾝﾄﾞ-ｻ 2016/6900円
カベルネ ソーヴィニヨン83%、
マルベック 17%

セット４：ブルゴーニュ＆カリフォルニア“シャルドネ”飲み比べセット
通常価格28,700円 → 特別価格20,000円（30％OFF）

セット５：フルボディ赤【２万円】４本セット
通常価格28,600円 → 特別価格20,000円（30％OFF）



赤 ｼｬﾄ- ﾚｵｳﾞｨﾙ ﾎﾟﾜﾌｪﾚ ﾌﾗﾝｽ/ﾎﾞﾙﾄﾞ- 1988/34500円 カベルネ ソーヴィニヨン主体

赤 ｼｬﾄ- ﾛ-ｻﾞﾝ ｾｸﾞﾗ ﾌﾗﾝｽ/ﾎﾞﾙﾄﾞ- 2002/21700円 カベルネ ソーヴィニヨン主体

赤 ｼｬﾄ- ﾛ-ｻﾞﾝ ｶﾞｼ- ﾌﾗﾝｽ/ﾎﾞﾙﾄﾞ- 2004/12600円 カベルネ ソーヴィニヨン主体

赤 ｼｬﾄ- ﾓﾝﾛ-ｽﾞ ﾌﾗﾝｽ/ﾎﾞﾙﾄﾞ- 2008/21200円 カベルネ ソーヴィニヨン主体

赤
ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ/ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ

ﾚ ﾐｭﾙｼﾞｪ ﾃﾞ ｸﾗ VV
ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 2018/16100円 ピノ ノワール 100%

赤
ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ/ｼﾞｭｳﾞﾚ ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ

ｼﾞｭｽﾃｨｽ ﾃﾞ ｽｳﾞﾚ
ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 2018/16100円 ピノ ノワール 100%

赤
ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ/ｳﾞｫ-ﾇ ﾛﾏﾈ

ｵﾙﾑ ﾃﾞ ｼｬﾗﾝﾀﾞﾝ VV
ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 2018/17900円 ピノ ノワール 100%

赤
ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾍﾟﾛ ﾐﾉ/ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ ﾐｭｼﾞﾆ-

ｵﾙｳﾞｫ- ﾃﾞ ﾋﾞｭｼｴ-ﾙ VV
ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ 2018/17900円 ピノ ノワール 100%

セット６：ドメーヌペロミノ“銘醸畑”飲み比べセット（２４セット限定）
通常価格68,000円 → 特別価格47,500円（30％OFF）

セット７：ボルドー格付け２級バックヴィンテージ４本セット（１８セット限定）
通常価格90,000円 → 特別価格63,000円（30％OFF）

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。

※限定セットの為、無くなり次第終了となります。

※限定セットの為、無くなり次第終了となります。


