
 2022年3月12日開催

WINE / LIQUOR オークション落札結果

落札率　92.79% 計　¥70,690,000

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

1 クリュッグ 1989 ¥75,725
2 クリュッグ 1985 ¥93,200
3 クリュッグ 1985 ¥93,200
4 クリュッグ ロゼ NV ¥104,850
5 クリュッグ コレクション 1976 ¥267,950

6 クリュッグ クロ デュ メニル ブラン ド ブラン 1980 ¥314,550

7 クリュッグ クロ デュ メニル ブラン ド ブラン 1982 ¥326,200

8 クリュッグ クロ デュ メニル ブラン ド ブラン 1985 ¥221,350

9 クリュッグ クロ デュ メニル ブラン ド ブラン 1986 ¥244,650

10 クリュッグ クロ デュ メニル ブラン ド ブラン 1988 ¥233,000

11 ヴーヴ クリコ ポンサルダン ラ グランダム 1983 ¥52,425
12 ヴーヴ クリコ ポンサルダン 他 ラ グランダム 1988 他 ¥104,850
13 サロン ル メニル ブラン ド ブラン 2008 マグナム ¥419,400
14 ドン ペリニヨン 2002 / 2000 ¥75,725
15 ドン ペリニヨン 1999 ¥81,550
16 ドン ペリニヨン 1999 ¥81,550
17 ドン ペリニヨン 1999 ¥75,725
18 ドン ペリニヨン 1999 ¥75,725
19 ドン ペリニヨン 1998 / 1999 ¥93,200
20 ドン ペリニヨン 1996 ¥139,800
21 ドン ペリニヨン 1995 / 1996 ¥81,550
22 ドン ペリニヨン 1995 ¥110,675
23 ドン ペリニヨン 1990 ¥58,250
24 ドン ペリニヨン 1990 ¥58,250
25 ドン ペリニヨン 1990 ¥64,075
26 ドン ペリニヨン 1988 ¥58,250
27 ドン ペリニヨン 1985 ¥52,425
28 ドン ペリニヨン 1978 ¥69,900
29 ドン ペリニヨン 1983 ¥46,600
30 ドン ペリニヨン 1985 ¥93,200
31 ドン ペリニヨン 1990 ¥52,425
32 ドン ペリニヨン エノテーク 1985 ¥128,150
33 ドン ペリニヨン エノテーク 1990 ¥116,500
34 ドン ペリニヨン ロゼ 2003 ¥46,600
35 ドン ペリニヨン ロゼ 2000 ¥34,950
36 ドン ペリニヨン ロゼ 2000 ¥46,600
37 ドン ペリニヨン ロゼ 2000 ¥40,775
38 ドン ペリニヨン ロゼ 2000 ¥40,775
39 ドン ペリニヨン ロゼ 2000 ¥46,600
40 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥46,600
41 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥34,950
42 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥40,775
43 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥40,775
44 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥40,775
45 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥46,600
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Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

46 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥40,775
47 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥40,775
48 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥40,775
49 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥46,600
50 ドン ペリニヨン ロゼ 1996 ¥40,775
51 ドン ペリニヨン ロゼ 1996 ¥58,250
52 ドン ペリニヨン ロゼ 1996 ¥46,600
53 ドン ペリニヨン ロゼ 1996 ¥40,775
54 ドン ペリニヨン ロゼ 1996 ¥58,250
55 ドン ペリニヨン ロゼ 1995 ¥46,600
56 ドン ペリニヨン ロゼ 1995 ¥46,600
57 ドン ペリニヨン ロゼ 1995 ¥40,775
58 ドン ペリニヨン ロゼ 1993 ¥46,600
59 ドン ペリニヨン ロゼ 1993 ¥46,600
60 ドン ペリニヨン ロゼ 1992 ¥40,775
61 ドン ペリニヨン ロゼ 1992 ¥40,775
63 ドン ペリニヨン ロゼ 1992 ¥40,775
67 ドン ペリニヨン ロゼ 1985 ¥46,600
68 ドン ペリニヨン ロゼ 1985 ¥46,600
69 ドン ペリニヨン ロゼ 1980 ¥46,600
70 ドン ペリニヨン 他 1982 他 ¥99,025
71 ドン ペリニヨン ロゼ 1988 / 1990 ¥99,025
72 ドン ペリニヨン ロゼ 1990 ¥52,425
74 ドン ペリニヨン ルミナスコレクション ロゼ 2002 ¥64,075

75 ドン ペリニヨン
アンディ ウォーホル トリビュート コレク
ション ( 赤 / 紫 / 緑 ) 2002

¥186,400

76 ドン ペリニヨン
アンディ ウォーホル トリビュート コレク
ション (青 / 藤 / 黄 ) 2002

¥186,400

77 ドン ペリニヨン
アンディ ウォーホル トリビュート コレク
ション (赤 / 青 / 黄 ) 2002

¥256,300

79 ドン ペリニヨン レゼルヴ ド ラベイ 1990 ¥151,450
80 テタンジェ コレクション 他 1990 他 ¥75,725
81 ボランジェ ラ グランダネ 1990 ¥110,675

82
フィリポナ ブラン ド ブラン グラン ブラン
他

1985 他 ¥58,250

83 エドシック モノポール グー アメリカン 1907 ¥1,048,500
84 エドシック モノポール グー アメリカン 1907 ¥302,900

85
アルド コンテルノ バローロ ブッシア ロミ
ラスコ 他

2014 ¥64,075

86 ルイジ エイナウディ バローロ 他 1993 マグナム 他 ¥110,675

87 ポッジョ アンティコ 他
ブルネッロ ディ モンタルチーノ リゼル
ヴァ 1995 マグナム 他

¥52,425

88
ラ マッサ キャンティ クラシコ ジョルジオ
プリモ 他

2000 ダブルマグナム 他 ¥58,250

89 ガヤ スペルス 他 1993 他 ¥75,725
90 サッシカイア 1996 ¥174,750
91 サッシカイア 2010 ¥104,850
92 マルケージ アンティノリ ティニャネロ 2003 / 2010 ¥52,425
93 マルケージ アンティノリ ティニャネロ 2003 / 2010 ¥52,425
94 ルーチェ 他 1997 / 1999 / 2000 他 ¥174,750
95 ペンフォールズ ヤッターナ シャルドネ 1995 他 ¥64,075

96 ペンフォールズ 他
グランジ エルミタージュ ビン 95 1986
他

¥93,200
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97 セーニャ 他 2006 他 ¥58,250
98 ケンゾー エステイト あさつゆ 2019 他 ¥93,200
99 ケンゾー エステイト あさつゆ 2019 他 ¥87,375
100 オーヴァチュア NV ¥99,025
101 オーパス ワン 2013 ¥64,075
102 オーパス ワン 2013 ¥64,075
103 オーパス ワン 2013 ¥64,075
104 オーパス ワン 2013 ¥58,250
105 オーパス ワン 2013 ¥52,425
106 オーパス ワン 1984 / 1992 ¥93,200
107 オーパス ワン 1993 ¥64,075
108 オーパス ワン 1993 ¥69,900
109 オーパス ワン 1995 ¥69,900
110 オーパス ワン 1996 ¥64,075
111 オーパス ワン 2003 / 2004 ¥87,375
112 オーパス ワン 1981 ¥116,500
113 オーパス ワン 1987 ¥93,200
114 オーパス ワン 1996 ¥64,075
115 オーパス ワン 1998 ¥64,075
116 オーパス ワン 2005 ¥64,075

117 オーベール ルシア
エイブリュー ヴィンヤード ハウエル マウ
ンテン 2005

¥40,775

118
ボーリュー ヴィンヤード ジョージ ド ラ
トゥール プライベート リザーヴ

カベルネ ソーヴィニヨン 1990 / 1992
/ 2001 / 2006

¥46,600

119 シャペレ カベルネ ソーヴィニヨン 他 1979 他 ¥69,900
120 ダンシング ヘアーズ ヴィンヤード 他 2005 他 ¥69,900

121 ハートウエル エステイト 他
サンシャイン ヴィンヤード カベルネ ソー
ヴィニヨン 1995 他

¥69,900

122 キスラー 他
キュヴェ ナタリー シルヴァー ベルト ヴィ
ンヤード ピノ ノワール 2010 他

¥128,150

123
コスタ ブラウン ギャップズ クラウン ヴィ
ンヤード ピノ ノワール 他

2008 / 2013 ¥104,850

124 ラ シレーナ シラー 他 2000 他 ¥52,425

125
オショネシー ハウエル マウンテン カベ
ルネ ソーヴィニヨン 他

2000 他 ¥40,775

126 ピーター マイケル レ パヴォ 他 2000 他 ¥116,500

127
ロバート モンダヴィ カベルネ ソーヴィニ
ヨン 他

1980 他 ¥163,100

128
ウィリアムズ セリエム フェリントン ヴィン
ヤード ピノ ノワール 他

2001 / 2002 / 2003 他 ¥52,425

129
ウイリアムズ セリエム ヴィスタ ヴェルデ
ヴィンヤード ピノ ノワール 他

2001 / 2002 / 2003 他 ¥58,250

130
ベリンジャー カベルネ ソーヴィニヨン プ
ライベートリザーブ 他

1992 他 ¥58,250

131
ケイマス ヴィンヤーズ カベルネ ソーヴィ
ニヨン

1986 ¥46,600

132
ケイマス ヴィンヤーズ カベルネ ソーヴィ
ニヨン 他

1986 / 1995 ¥58,250

133
ケイマス ヴィンヤーズ カベルネ ソーヴィ
ニヨン

1995 / 1996 / 1997 ¥93,200

134
フェアチャイルド G-lll カベルネ ソーヴィ
ニヨン 他

2010 他 ¥40,775

135 ハイツ カベルネ ソーヴィニヨン 他 1982 他 ¥198,050
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136
アキュメン マウンテンサイド カベルネ
ソーヴィニヨン

2017 ¥151,450

137 ベンジガー イメジャリー カベルネ フラン 1994 ¥40,775

138
レンウッド グランメール ジンファンデル
他

1994 他 ¥58,250

142 スクリーミング イーグル 2004 ¥605,800
143 ハーラン エステート 1994 ¥244,650
144 マヤ 1996 ¥93,200

146 アラン ブリュモン
シャトー モンテュス キュヴェ プレス
ティージュ 2008

¥40,775

147 アラン ブリュモン
シャトー モンテュス キュヴェ プレス
ティージュ 2008 他

¥40,775

148 アラン ブリュモン シャトー モンテュス ラ ティル 2009 ¥34,950
149 アラン ブリュモン シャトー モンテュス ラ ティル 2009 ¥34,950
150 アラン ブリュモン シャトー モンテュス ラ ティル 2009 ¥34,950
151 アラン ブリュモン シャトー モンテュス ラ ティル 2008 ¥34,950
152 アラン ブリュモン シャトー モンテュス ラ ティル 2008 ¥40,775
153 シャトー ラトゥール 1958 ¥104,850
154 シャトー ラトゥール 1993 ¥75,725
155 シャトー ラトゥール 1994 ¥87,375
156 シャトー ラトゥール 1998 ¥81,550
157 シャトー マルゴー 1969 ¥64,075
158 シャトー マルゴー 1988 ¥87,375
159 シャトー マルゴー 1994 ¥81,550
160 シャトー シュヴァル ブラン 1982 ¥151,450
161 シャトー ムートン ロートシルト 1970 ¥46,600
162 シャトー ムートン ロートシルト 1991 ¥69,900
163 シャトー ムートン ロートシルト 1992 ¥58,250
164 シャトー ムートン ロートシルト 1993 ¥87,375
165 シャトー ムートン ロートシルト 1993 ¥87,375
166 シャトー ムートン ロートシルト 1994 ¥81,550
167 シャトー ムートン ロートシルト 1997 ¥75,725
168 シャトー アンジェリュス 1990 ¥58,250
169 シャトー ラフィット ロートシルト 1989 ¥151,450
170 シャトー ラフィット ロートシルト 1994 ¥81,550
171 シャトー ラフィット ロートシルト 1996 ¥139,800
172 シャトー ラトゥール 2000 ¥151,450
173 シャトー ラトゥール 2006 ¥75,725
174 シャトー マルゴー 他 1990 他 ¥128,150
175 シャトー ムートン ロートシルト 1989 ¥128,150
176 ペトリュス 1996 ¥419,400
177 シャトー ムートン ロートシルト 2000 ¥209,700
178 カリュアド ド ラフィット 他 1993 ¥87,375
179 シャトー コス デストゥルネル 他 2004 / 2011 / 2017 他 ¥99,025
180 シャトー ラトゥール 1978 ¥69,900
181 シャトー ラトゥール 1986 ¥69,900
182 シャトー ラトゥール 1988 ¥81,550
183 シャトー ラトゥール 1989 ¥69,900
184 シャトー ラトゥール 1989 ¥81,550
185 シャトー ラトゥール 1989 ¥81,550
186 シャトー ラトゥール 1993 ¥128,150
187 シャトー ラトゥール 1994 ¥93,200
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188 シャトー ラトゥール 1994 ¥75,725
189 シャトー ラトゥール 1995 ¥99,025
190 シャトー ラトゥール 1996 ¥104,850
191 シャトー ラトゥール 1998 ¥69,900
192 シャトー ラトゥール 2000 ¥139,800
193 シャトー ラトゥール 2001 ¥69,900
194 シャトー レオヴィル ラス カーズ 1988 / 2007 ¥64,075
195 シャトー レオヴィル ラス カーズ 2007 ¥75,725
196 シャトー レオヴィル ポワフェレ 他 1979 他 ¥64,075
197 シャトー ランシュ バージュ 1985 / 1997 ¥64,075
198 シャトー ランシュ バージュ 1997 ¥104,850
199 シャトー マルゴー 1981 ¥69,900
200 シャトー マルゴー 1985 ¥75,725
201 シャトー マルゴー 1986 ¥75,725
202 シャトー マルゴー 1987 ¥69,900
203 シャトー マルゴー 1987 ¥69,900
204 シャトー マルゴー 1989 ¥81,550
205 シャトー マルゴー 1994 ¥75,725
206 シャトー マルゴー 1999 ¥69,900

207
パヴィヨン ブラン デュ シャトー マルゴー
他

2017 他 ¥69,900

208 シャトー ムートン ロートシルト 1970 ¥81,550
209 シャトー ムートン ロートシルト 1986 ¥99,025
210 シャトー ムートン ロートシルト 1993 ¥75,725
211 シャトー ムートン ロートシルト 1995 ¥69,900
212 シャトー パルメ 1985 ¥69,900

213
シャトー ピション ロングヴィル コンテス
ド ラランド

1984 他 ¥58,250

214 レ フォール ド ラトゥール 1980 / 1997 ¥64,075
215 レ フォール ド ラトゥール 2000 / 2004 ¥58,250
216 シャトー ディケム 2001 ¥69,900
217 シャトー ディケム 1969 / 1989 ¥104,850
218 シャトー オーゾンヌ 1988 ¥52,425
219 シャトー オーゾンヌ 1996 ¥81,550
221 シャトー ベイシュヴェル 他 1982 / 1985 他 ¥99,025
222 シャトー シュヴァル ブラン 1986 ¥93,200
223 シャトー シュヴァル ブラン 1995 ¥93,200
224 シャトー クレール ミロン 他 1990 ¥46,600
225 シャトー コス デストゥルネル 1966 / 1982 ¥81,550
226 シャトー コス デストゥルネル 1982 / 1996 ¥87,375
227 シャトー コス デストゥルネル 1994 / 1995 / 1999 ¥75,725
228 シャトー デュクル ボーカイユ 1985 ¥64,075
229 シャトー フィジャック 1966 / 1989 ¥69,900
230 シャトー フィジャック 2000 / 2002 ¥58,250
231 シャトー フィジャック 2002 / 2005 ¥64,075
232 シャトー グラン ピュイ ラコスト 他 1996 他 ¥52,425
233 シャトー オー ブリオン 1986 ¥75,725
234 シャトー オー ブリオン 1986 ¥64,075
235 シャトー オー ブリオン 2004 ¥64,075
236 シャトー ラ コンセイヤント 他 1995 他 ¥64,075
237 シャトー ラ フルール ペトリュス 他 1996 他 ¥46,600
238 シャトー ラ ミッション オー ブリオン 1990 / 1996 ¥99,025
239 シャトー ラ ミッション オー ブリオン 2002 他 ¥58,250
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240 シャトー ラフィット ロートシルト 1985 ¥75,725
241 シャトー ラトゥール 1991 ¥69,900
242 シャトー ラトゥール 1993 ¥75,725
243 シャトー ラトゥール 1996 ¥93,200
244 シャトー ル ゲイ 1990 ¥40,775
245 シャトー ル ゲイ 1990 ¥40,775
246 レオヴィル ラス カーズ 1966 / 1983 ¥52,425
247 シャトー レヴァンジル 他 1986 他 ¥104,850
248 シャトー マルゴー 1985 ¥75,725
249 シャトー マルゴー 1988 ¥69,900
250 シャトー マルゴー 1991 ¥58,250
251 シャトー モンローズ 他 1990 他 ¥104,850
252 シャトー ムートン ロートシルト 1981 ¥69,900
253 シャトー ムートン ロートシルト 1993 ¥64,075
254 シャトー ムートン ロートシルト 1993 ¥64,075
255 シャトー ムートン ロートシルト 1998 ¥64,075
256 シャトー パルメ 他 1989 他 ¥69,900
257 シャトー ピション ロングヴィル バロン 1985 / 1994 / 1995 ¥116,500

258
シャトー ピション ロングヴィル コンテス
ド ラランド

1990 / 1998 ¥69,900

259
シャトー ピション ロングヴィル コンテス
ド ラランド

2005 ¥40,775

260
シャトー ピション ロングヴィル コンテス
ド ラランド

1988 / 1988 ハーフ ¥58,250

261 シャトー ポンテ カネ 1989 / 2000 / 2005 ¥104,850
262 シャトー トロロン モンド 他 2003 他 ¥75,725
264 ル パン 1993 ¥396,100
265 ペトリュス 1987 ¥396,100
267 シャトー シュヴァル ブラン 1989 ¥104,850
268 シャトー オー ブリオン (ブラン) 1990 ¥104,850
269 シャトー オー ブリオン (ブラン) 1990 ¥99,025
270 シャトー オー ブリオン (ブラン) 1990 ¥99,025
271 シャトー バタイィ 他 1970 他 ¥64,075
272 シャトー ラ ラギューヌ 他 1979 / 1982 他 ¥34,950
273 シャトー ラフィット ロートシルト 他 1994 他 ¥93,200
274 クロ デュ マルキ 1985 他 ¥93,200
275 シャトー モンローズ 他 2005 他 ¥64,075
276 ヴィルジニー ド ヴァランドロー 2002 ¥34,950
277 シャトー ヴァランドロー 他 1999 / 2001 他 ¥64,075
278 シャトー ヴァランドロー 他 1999 他 ¥46,600
279 シャトー パヴィ 2001 ¥93,200
280 シャトー オーゾンヌ 2007 ¥46,600
281 シャトー ラフィット ロートシルト 1996 ¥104,850
282 シャトー ラトゥール 2007 ¥69,900
283 シャトー マルゴー 2007 ¥52,425
284 シャトー マルゴー 他 2007 他 ¥75,725
285 シャトー クーテ 1975 ハーフ 他 ¥58,250
286 シャトー レイモン ラフォン 他 1986 / 1988 他 ¥58,250
287 シャトー ディケム 他 2003 他 ¥87,375
291 シャトー シュヴァル ブラン 2016 ¥151,450
292 シャトー シュヴァル ブラン 他 2016 他 ¥174,750
295 シャトー ラトゥール 1975 ¥75,725
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296
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ クーム ジネスト ルージュ

2010 ¥46,600

297
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ クーム ジネスト ルージュ

2010 ¥46,600

298
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ クーム ジネスト ルージュ

2009 ¥40,775

299
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ クーム ジネスト ルージュ

2009 ¥40,775

300
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ラ フン ルージュ

2010 ¥40,775

301
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ラ フン ルージュ

2010 ¥40,775

302
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ラ フン ルージュ

2009 ¥40,775

303
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ラ フン ルージュ

2009 ¥40,775

304
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ラ ジャス ルージュ

2010 ¥40,775

305
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ラ ジャス ルージュ

2010 ¥40,775

306
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ラ ロック ルージュ

2009 ¥40,775

307
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ラ ロック ルージュ

2009 ¥40,775

308
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ムンタダ ルージュ

2010 ¥40,775

309
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ムンタダ ルージュ

2010 ¥52,425

310
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ムンタダ ルージュ

2009 ¥40,775

311
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ムンタダ ルージュ

2009 ¥52,425

312
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ムンタダ ルージュ

2006 ¥52,425

313
ドメーヌ ゴビー コート デュ ルーション
ヴィラージュ ムンタダ ルージュ

2006 ¥52,425

316 ドメーヌ ピエール ユッセリオ エ フィス
シャトーヌフ デュ パプ レゼルヴ デ
ドゥー フレール 2003

¥58,250

317 トリンバック リースリング クロ サンテューヌ 1999 ¥34,950

318
ヴァンサン ジラルダン シュヴァリエ モン
ラッシェ

2004 ¥52,425

319 ヴァンサン ジラルダン ル モンラッシェ 2002 ¥81,550

320
ルイ ラトゥール シュヴァリエ モンラッシェ
レ ドゥモワゼル 他

1996 ¥110,675

321 ダニエル モワンヌ ユドロ ボンヌ マール 1993 /1996 / 1999 ¥69,900

322
ルイ ラトゥール キュヴェ エリティエ ラ
トゥール シャンベルタン

2002 ¥46,600

323
アルベール モロ ラ バタイエール サヴィ
ニー ヴェルジュレス 他

1990 マグナム ¥40,775

324 フランソワ マルダン コルトン ルナルド 2000 マグナム ¥40,775
325 ドメーヌ ペロ ミノ シャルム シャンベルタン V V 2000 ¥75,725
326 エティエンヌ ソゼ モンラッシェ 2006 ¥128,150
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327 ドメーヌ ポンソ クロ ド ラ ロッシュ 1982 ¥291,250

328 ドメーヌ デュジャック クロ ド ラ ロッシュ 1999 ¥174,750

329 ドメーヌ デュジャック クロ ド ラ ロッシュ 1999 ¥174,750

330 ドメーヌ デュジャック クロ サン ドニ 1999 ¥174,750
331 ドメーヌ デュジャック クロ サン ドニ 1999 ¥174,750

332 ブシャール ペール エ フィス モンラッシェ 1982 マグナム ¥221,350

334
ブシャール ペール エ フィス シャンベル
タン クロ ド ベーズ 他

2006 他 ¥64,075

335 ドメーヌ シュヴィヨン シェゾー 他
ニュイ サン ジョルジュ レ ブースロ ブラ
ン 2012 他

¥40,775

336
ドメーヌ フォレ ペール エ フィス ニュイ
サン ジョルジュ レ サンジョルジュ

2012 / 2013 / 2014 ¥69,900

337
ドミニク ローラン コルトン シャルルマー
ニュ V V 他

2003 他 ¥244,650

341
ドメーヌ ミシェル ヴォアリック コルトン
シャルルマーニュ 他

1993 他 ¥64,075

342
オスピス ド ボーヌ バタール モンラッ
シェ キュヴェ ダム ド フランドル

カルヴェ ボーヌ 1990 ¥40,775

343
ジョゼフ ドルーアン コルトン シャルル
マーニュ 他

1998 ¥69,900

344 ラブレ ロワ ボンヌ マール 1993 ¥52,425
345 ルイ ジャド ボンヌ マール 1994 ¥58,250
347 ドメーヌ ミシェル グロ ヴォーヌ ロマネ クロ デ レア 1996 ¥46,600
348 ドメーヌ ミシェル グロ 他 ヴォーヌ ロマネ クロ デ レア 1996 他 ¥64,075

349
モンジャール ミュニュレ グラン エシェ
ゾー 他

1996 他 ¥69,900

350
ドメーヌ ピエール アミオ エ フィス クロ
ド ラ ロッシュ 他

1990 他 ¥81,550

351
ブシャール ペール エ フィス シャンベル
タン 他

1996 ¥52,425

352
シャンソン ペール エ フィス ボンヌ マー
ル

1999 ¥40,775

353 ドメーヌ ジャン イヴ ビゾ エシェゾー 2006 ¥792,200

354
ドメーヌ ジョルジュ エ クリストフ ルーミ
エ

ボンヌマール 2000 ¥256,300

355
ドメーヌ ジョルジュ エ クリストフ ルーミ
エ

シャンボール ミュジニー レクラ 2005 ¥116,500

356
ドメーヌ ジョルジュ エ クリストフ ルーミ
エ

シャンボール ミュジニー レクラ 2006 ¥110,675

357 ドメーヌ デュジャック クロ ド ラ ロッシュ 2001 ¥116,500

358
ドメーヌ ジャック フレデリック ミュニエ
ミュジニー

2000 ¥174,750

360 メゾン ルロワ コルトン シャルルマーニュ 1994 ¥221,350

361
ドメーヌ ルロワ ヴォーヌ ロマネ レ ボー
モン

1988 ¥466,000

362 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 1989 ¥302,900
363 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1989 ¥699,000
364 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 1989 ¥442,700
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365 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1997 ¥2,556,400
366 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サンヴィヴァン 1989 ¥384,450
367 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 2004 ¥466,000
368 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 2018 ¥535,900
369 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2000 ¥745,600
370 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 2006 ¥1,631,000
371 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 2000 ¥466,000
372 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 2002 ¥442,700
373 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サンヴィヴァン 2000 ¥372,800
374 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サンヴィヴァン 2000 ¥372,800
375 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1973 ¥1,398,000
376 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1995 ¥1,922,250
377 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1994 ¥489,300
378 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1996 ¥442,700
379 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 2001 ¥722,300
380 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1993 ¥535,900
381 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1995 ¥419,400
382 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1995 ¥466,000
383 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1996 ¥605,800
384 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 1993 ¥419,400
385 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1989 ¥2,271,750
386 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サンヴィヴァン 1989 ¥256,300
387 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サンヴィヴァン 1993 ¥349,500
388 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 2001 ¥337,850
389 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1982 ¥1,095,100
390 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 2000 ¥1,572,750
391 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 1984 ¥862,100
392 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1961 マグナム ¥2,330,000
393 アルマン ルソー クロ ド ラ ロッシュ 1989 ¥186,400
394 アルマン ルソー クロ ド ラ ロッシュ 1989 ¥186,400
395 アルマン ルソー クロ ド ラ ロッシュ 1993 ¥151,450
396 アルマン ルソー クロ ド ラ ロッシュ 1993 ¥151,450
397 アルマン ルソー シャンベルタン 2013 ¥489,300
398 アルマン ルソー シャンベルタン クロ ド ベーズ 2014 ¥233,000
399 アルマン ルソー シャンベルタン クロ ド ベーズ 2018 ¥302,900

400 エマニュエル ルジェ ’ジョルジュ ジャイエ' エシェゾー 2018 ¥209,700

401 エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ 2003 ¥559,200
402 エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ 2003 ¥559,200
403 エマニュエル ルジェ エシェゾー 2000 ¥209,700
404 アンリ ジャイエ ヴォーヌ ロマネ 1992 ¥582,500
405 アンリ ジャイエ ニュイ サン ジョルジュ 1995 ¥535,900
406 アンリ ジャイエ ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ 2001 ¥2,330,000
407 アンリ ジャイエ ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ 1988 ¥2,038,750
408 バカラ オノロジー 若いワイン用デキャンタ ¥99,025
409 バカラ デギュスタシオン ロマネコンティグラス ¥75,725
410 バカラ デギュスタシオン ロマネコンティグラス ¥64,075

411 新政酒造
見えざるピンクのユニコーン ( 貴醸酒
) 2014 他

¥40,775

413 森伊蔵 18 年貯蔵 原酒 ¥605,800
416 ポートエレン プロヴェナンス 19 年 (1982-2001) ¥116,500

417 ザ マッカラン
25 年 アニバーサリーモルト (1970-
1996)

¥629,100
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419
ダグラスレイン オールド ＆ レア プラチ
ナ セレクション

ローズバンク 37 年 (1966-2003) ¥372,800

420
ザ グレンモーレンジ シングル ハイラン
ド

1971 ¥186,400

421
ザ グレンモーレンジ シングル ハイラン
ド

1975 (1975-2004) ¥151,450

422 ザ グレンリヴェット 1968 (1968-1998) 200㎖ 他 ¥326,200
424 サントリー プレジデントチョイス 佐治敬三 ¥233,000
425 サントリー 木桶仕込み 1981 ¥75,725
426 ザ カスク オブ 白州 シェリーカスク 1982 (1982-2003) ¥2,330,000
427 山崎 シェリーウッド 1982 (1982-1997) ¥2,443,200
428 山崎 シェリーウッド 1984 (1984-1999) ¥2,038,750
429 山崎 シェリーウッド 1985 (1985-2000) ¥2,896,000
430 山崎 発売25周年記念限定品 1984 ¥3,235,600
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