
 2022年6月4日開催

WINE/LIQUOR オークション落札結果

落札率　97.79% 計　¥81,840,000

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

1 ペリエ ジュエ ベル エポック 他 2004 他 ¥46,600
2 ペリエ ジュエ ベル エポック ロゼ マグナム 2004 ¥110,675
3 クリュッグ 1996 ¥151,450
4 ルイ ロデレール クリスタル 1989 / 2007 ¥151,450
5 サロン キュヴェ 'S' ル メニル ブラン ド ブラン 1999 ¥279,600

6 アルマン ド ブリニャック エース オブ スペーズ ゴールド マグナム ¥93,200

7 アルマン ド ブリニャック エース オブ スペーズ ゴールド マグナム ¥93,200

8 ドン ペリニヨン 他 1998 他 ¥64,075
9 ドン ペリニヨン 1980 / 1983 ¥151,450
10 ドン ペリニヨン 1983 ¥104,850
11 ドン ペリニヨン 1983 / 1985 ¥186,400
12 ドン ペリニヨン 1988 ¥116,500
13 ドン ペリニヨン 1988 / 1990 ¥104,850
14 ドン ペリニヨン 1990 ¥174,750
15 ドン ペリニヨン 1990 / 1992 ¥116,500
16 ドン ペリニヨン 1993 ¥128,150
17 ドン ペリニヨン 1995 ¥163,100
18 ドン ペリニヨン 1995 ¥163,100
19 ドン ペリニヨン 1995 ¥128,150
20 ドン ペリニヨン 1996 ¥163,100
21 ドン ペリニヨン 1998 ¥81,550
22 ドン ペリニヨン 1999 ¥128,150
23 ドン ペリニヨン 1999 ¥69,900
24 ドン ペリニヨン 他 2000 ¥104,850
25 ドン ペリニヨン ロゼ 1990 / 1992 ¥104,850
26 ドン ペリニヨン ロゼ 1993 / 1995 ¥104,850
27 ドン ペリニヨン ロゼ 1995 / 1996 ¥116,500
28 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 ¥110,675
29 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 / 2004 / 2005 ¥186,400
30 ドン ペリニヨン ダブルマグナム 1995 ¥198,050
31 ドン ペリニヨン エノテーク 1992 ¥110,675
32 ドン ペリニヨン エノテーク 1992 ¥151,450
33 ドン ペリニヨン レゼルヴ ド ラベイ 1985 ¥244,650
34 ランボルギーニ ザ レジェンド ロゼ ¥174,750
35 ランボルギーニ ザ レジェンド ロゼ ¥174,750
36 サロン キュヴェ 'S' ル メニル ブラン ド ブラン 1971 ¥955,300
37 ルーチェ 他 1995 他 ¥99,025
38 テヌータ ディ トリノーロ 他 2001 他 ¥174,750
39 マッセート 他 マグナム 2000 他 ¥233,000
40 オーパス ワン 1983 ¥81,550
41 オーパス ワン 1985 ¥87,375
42 オーパス ワン 1985 ¥93,200
43 オーパス ワン 1989 / 1994 ¥116,500
44 オーパス ワン 1996 / 1999 ¥128,150
45 オーパス ワン 2000 / 2005 / 2015 ¥174,750
46 ドミナス エステイト クリスチャン ムエックス 1991 ¥58,250
47 ハーラン エステイト 1997 ¥174,750
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Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

48
ピラー ロック カベルネ ソーヴィニヨン
他

2001 / 2002 他 ¥58,250

49 クー ド フードル ピノ ノワール 2007 他 ¥58,250

50
ダラ ヴァレ ヴィンヤーズ カベルネ ソー
ヴィニヨン 他

2000 他 ¥46,600

51
デュモル ジャック ロバーツ ラン シラー
他

2008 他 ¥75,725

52
ミウラ ヴィンヤーズ アンティクィス ピ
ゾーニ ヴィンヤード シラー 他

2008 他 ¥69,900

53 べリンジャー ヴィンヤーズ バンクロフト ランチ メルロー 1999 他 ¥46,600

54 キスラー
キュヴェ キャスリーン シャルドネ 1997
他

¥58,250

55 キスラー
ハドソン ヴィンヤード シャルドネ 2003
他

¥128,150

56 キスラー
キスラー ヴィンヤード シャルドネ 2006
他

¥198,050

57 キスラー
キュヴェ キャスリーン シャルドネ 2007
他

¥221,350

58 スクリーミング イーグル 2009 ¥512,600
59 ヴェリテ ラ ミューズ 他 2013 他 ¥64,075
60 ペンフォールズ グランジ ビン 95 1990 ¥139,800
61 ペンフォールズ グランジ ビン 95 1990 / 1994 ¥139,800
62 ペンフォールズ グランジ ビン 95 1994 ¥139,800

63
デュクロ ボルドー コレクションケース 9
本組

2006 ¥1,165,000

64 シャトー ムートン ロートシルト 1971 / 1975 / 1978 ¥186,400
65 シャトー ムートン ロートシルト 1973 / 2004 ¥116,500
66 シャトー ムートン ロートシルト 1979 / 1980 ¥116,500
67 シャトー ムートン ロートシルト 1982 ¥267,950
68 シャトー ムートン ロートシルト 1981 / 1983 / 1984 ¥186,400
69 シャトー ムートン ロートシルト 1985 ¥139,800
70 シャトー ムートン ロートシルト 1986 ¥128,150
71 シャトー ムートン ロートシルト 1986 / 2004 ¥186,400
72 シャトー ムートン ロートシルト 1986 ¥99,025
73 シャトー ムートン ロートシルト 1987 / 1990 ¥139,800
74 シャトー ムートン ロートシルト 1988 / 1990 ¥139,800
75 シャトー ムートン ロートシルト 1990 / 1991 ¥128,150
76 シャトー ムートン ロートシルト 1990 / 1994 ¥128,150
77 シャトー ムートン ロートシルト 1992 / 1994 ¥221,350
78 シャトー ムートン ロートシルト 1995 / 1997 ¥128,150
79 シャトー ムートン ロートシルト 1998 / 1999 ¥128,150
80 シャトー ムートン ロートシルト 1998 / 2001 ¥128,150
81 シャトー ムートン ロートシルト 2000 ¥233,000
82 シャトー ムートン ロートシルト 2000 ¥209,700
83 シャトー ムートン ロートシルト 2001 / 2002 ¥116,500
84 シャトー ムートン ロートシルト 2003 ¥64,075
85 シャトー ムートン ロートシルト 2003 ¥64,075
86 シャトー ムートン ロートシルト 2003 ¥110,675
87 シャトー ムートン ロートシルト 2006 / 2011 ¥128,150
88 シャトー ムートン ロートシルト 2011 / 2012 / 2013 ¥174,750
89 シャトー マルゴー 1978 / 1985 ¥128,150
90 シャトー マルゴー 1986 / 1989 ¥139,800
91 シャトー マルゴー 1990 / 1995 ¥221,350
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92 シャトー マルゴー 1992 / 1995 ¥116,500
93 シャトー マルゴー 1994 ¥110,675
94 シャトー マルゴー 1995 / 1996 ¥209,700
95 シャトー マルゴー ダブルマグナム 1997 ¥209,700
96 シャトー マルゴー 1997 / 2007 ¥110,675
97 シャトー マルゴー 2002 / 2009 ¥151,450
98 シャトー マルゴー 2003 ¥128,150
99 シャトー マルゴー 他 2004 ¥75,725
100 シャトー マルゴー 他 2004 ¥110,675

101
パヴィヨン ルージュ デュ シャトー マル
ゴー

1990 / 1991 / 1994 / 1997 ¥104,850

102
パヴィヨン ルージュ デュ シャトー マル
ゴー 他

2000 / 2002 / 2003 他 ¥87,375

103 シャトー マルゴー 2011 ¥75,725
104 シャトー ラトゥール 1998 ¥69,900
105 シャトー ラトゥール 1993 ¥75,725
106 シャトー ラトゥール 1993 / 2004 ¥128,150
107 シャトー ラトゥール 1978 / 1979 ¥139,800
108 シャトー ラトゥール 他 1984 他 ¥93,200
109 シャトー ラトゥール 他 1984 他 ¥75,725
110 シャトー ラトゥール 1985 ¥139,800
111 シャトー ラトゥール 1986 ¥139,800
112 シャトー ラトゥール 1987 ¥93,200
113 シャトー ラトゥール 1988 ¥163,100
114 シャトー ラトゥール 1989 ¥128,150
115 シャトー ラトゥール 1991 / 1992 ¥128,150
116 シャトー ラトゥール 1992 / 1993 ¥151,450
117 シャトー ラトゥール 1993 / 1994 ¥151,450
118 シャトー ラトゥール 1994 / 1995 ¥151,450
119 シャトー ラトゥール 他 1996 ¥151,450
120 シャトー ラトゥール 1997 ¥128,150
121 シャトー ラトゥール 1998 ¥128,150
122 シャトー ラトゥール 2000 ¥116,500
123 シャトー ラトゥール 2000 ¥93,200
124 シャトー ラトゥール 2000 ¥110,675
125 シャトー ラトゥール 2001 ¥163,100
126 シャトー ラトゥール 2001 / 2002 ¥163,100
127 シャトー ラトゥール 2003 ¥128,150
128 シャトー ラトゥール 2003 ¥110,675
129 シャトー ラトゥール 他 2004 他 ¥99,025
130 シャトー ラトゥール 2008 / 2013 ¥128,150
131 レ フォール ド ラトゥール 1999 / 2006 / 2000 ¥93,200
132 シャトー ラフィット ロートシルト 1967 / 1971 / 2004 ¥174,750
133 シャトー ラフィット ロートシルト 1969 / 1979 ¥116,500
134 シャトー ラフィット ロートシルト 1983 / 1985 ¥151,450
135 シャトー ラフィット ロートシルト 1990 ¥116,500
136 シャトー ラフィット ロートシルト 1991 ¥151,450
138 シャトー ラフィット ロートシルト 1994 ¥151,450
139 シャトー ラフィット ロートシルト 1994 ¥163,100
140 シャトー ラフィット ロートシルト 1996 ¥139,800
141 シャトー ラフィット ロートシルト 1996 ¥139,800
142 シャトー ラフィット ロートシルト 2001 ¥93,200
143 シャトー ラフィット ロートシルト 2002 ¥87,375
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144 シャトー ラフィット ロートシルト 2003 ¥139,800
145 シャトー ラフィット ロートシルト 2003 ¥139,800
146 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2004 ¥128,150
147 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2008 ¥349,500

148
デュクロ ボルドー コレクションケース 9
本組

2007 ¥1,118,400

149 シャトー コス デストゥルネル 他 1996 / 2002 / 2007 他 ¥174,750
150 シャトー コス デストゥルネル 2011 ¥128,150
151 シャトー レオヴィル ラス カーズ 他 2001 他 ¥139,800
152 シャトー パルメ 1989 / 1999 ¥104,850
153 シャトー パルメ 他 2004 他 ¥52,425
154 シャトー オー ブリオン 1981 / 1985 ¥104,850
155 シャトー オー ブリオン 1982 ¥110,675
156 シャトー オー ブリオン 1988 / 1996 ¥174,750
157 シャトー オー ブリオン 1989 ¥209,700
158 シャトー オー ブリオン 他 1992 他 ¥87,375
159 シャトー オー ブリオン 1998 ¥93,200
160 シャトー オー ブリオン 他 1998 他 ¥116,500
161 シャトー オー ブリオン 2000 ¥99,025
162 シャトー オー ブリオン 2000 ¥93,200
163 シャトー オー ブリオン 2002 / 2003 ¥99,025
164 シャトー オー ブリオン 2003 ¥128,150
165 シャトー オー ブリオン 他 2004 ¥64,075
166 シャトー ラ ミッション オー ブリオン 他 2004 ¥93,200
167 シャトー ラ ミッション オー ブリオン 他 2009 他 ¥186,400
168 シャトー ラ ミッション オー ブリオン 他 2010 ¥198,050

169
シャトー ラ ミッション オー ブリオン ブラ
ン

2011 ¥75,725

171
シャトー ラ ミッション オー ブリオン ブラ
ン

2011 / 2012 ¥139,800

172 シャトー オーゾンヌ 2006 / 2009 ¥174,750
173 シャトー オーゾンヌ 2006 / 2009 ¥174,750
174 シャトー シュヴァル ブラン マグナム 2000 ¥314,550
175 シャトー シュヴァル ブラン 2003 ¥110,675
176 シャトー シュヴァル ブラン 2010 ¥104,850
178 シャトー ラフルール 1994 ¥81,550
179 シャトー オーゾンヌ 1961 / 1982 / 2000 ¥221,350
180 シャトー ヴァランドロー 他 1999 / 2001 他 ¥58,250
181 ル パン 1989 ¥419,400
182 ペトリュス 1961 ¥326,200
183 ペトリュス マグナム 1982 ¥792,200
184 ペトリュス 1992 ¥302,900
185 ペトリュス 1992 ¥302,900
186 ペトリュス 1993 ¥326,200
187 シャトー ディケム 1981 ¥58,250
188 シャトー ディケム 1981 ¥52,425
189 シャトー ディケム 1983 ¥52,425
190 シャトー ディケム 1995 ¥69,900

191
ドメーヌ ジャン ルイ シャーヴ エルミ
タージュ

1995 ¥52,425

192
シャトー ド ヴォーデュー シャトーヌフ
デュ パプ 他

アミラル G 2015 他 ¥116,500
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193
ヴェルジェ シャサーニュ モンラッシェ ラ
ロマネ 他

1995 ¥198,050

194 ジョセフ エ フィリップ ロティ
シャルム シャンベルタン トレ V V
1996 / 2004

¥87,375

195 ジョセフ エ フィリップ ロティ
シャルム シャンベルタン トレ V V
2001 / 2004

¥81,550

196 ドメーヌ デュガ ピィ シャルム シャンベルタン 1996 / 1999 ¥139,800

197 ドメーヌ デュガ ピィ
ジュヴレ シャンベルタン プティシャペル
VV 2011

¥99,025

198 メゾン ニコラ ポテル シャンベルタン 他 2005 他 ¥93,200

199 クロード デュガ シャペル シャンベルタン 2000 ¥64,075
200 クロード デュガ シャペル シャンベルタン 2000 ¥64,075
203 ドメーヌ フーリエ グリオット シャンベルタン V V 2005 ¥116,500

204
ドメーヌ アルマン ルソー ペール エ フィ
ス

ジュヴレ シャンベルタン ラヴォー サン
ジャック 1993

¥151,450

205
ドメーヌ アルマン ルソー ペール エ フィ
ス

ジュヴレ シャンベルタン 2005 ¥174,750

206
ドメーヌ アルマン ルソー ペール エ フィ
ス

シャルム シャンベルタン 2001 ¥163,100

207
ドメーヌ アルマン ルソー ペール エ フィ
ス

シャンベルタン 1999 ¥349,500

208
ドメーヌ アルマン ルソー ペール エ フィ
ス

シャンベルタン 1999 ¥466,000

209 ニコラ ポテル クロ サン ドニ 1999 他 ¥104,850
210 ドメーヌ デュジャック クロ ド ラ ロッシュ 2000 ¥186,400
211 ドメーヌ デュジャック クロ サン ドニ 2000 ¥186,400
212 ドメーヌ デュジャック クロ サン ドニ 2002 ¥186,400
214 ドメーヌ ジャック フレデリック ミュニエ ル ミュジニー 1999 ¥396,100
215 ドメーヌ ジャック フレデリック ミュニエ ル ミュジニー 2004 ¥209,700

216 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー V V 1986 ¥186,400

217 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー V V ハーフ 1994 ¥128,150

218 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー V V 1995 / 1996 ¥372,800

219 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー V V 1998 / 2000 ¥302,900

220 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー V V 2000 ¥151,450

221 ラ フォルジュ ド タール 2014 ¥58,250
222 ドメーヌ ベルトー ボンヌ マール 2013 ¥104,850

223 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ボンヌ マール 2011 / 2012 / 2013 ¥174,750

224 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ボンヌ マール 1991 ¥110,675

225 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ボンヌ マール 1999 ¥99,025

226 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ボンヌ マール 2012 ¥69,900

227 ドメーヌ ポティネ アンポー モンテリー 1973 / 1976 / 1979 ¥139,800
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228 ミシェル コラン ドレジェ エ フィス 他
シャサーニュ モンラッシェ レ ヴェルジェ
1996 他

¥233,000

229 モワラール リシュブール 1993 他 ¥116,500
230 ドメーヌ メオ カミュゼ クロ ド ヴージョ 2003 ¥104,850

231
ドメーヌ ジョルジュ ミュニュレ ジブール
エシェゾー

1992 ¥93,200

232 ドメーヌ ジャン イヴ ビゾ エシェゾー 2005 ¥605,800
233 ヴァンサン ジラルダン ル モンラッシェ 2002 ¥81,550
234 ルイ ジャド モンラッシェ 2004 他 ¥151,450

235 ロベール グロフィエ ペール エ フィス
シャンボール ミュジニー レ ザムルーズ
1995

¥139,800

236 ドメーヌ デ コント ラフォン ムルソー 1997 他 ¥104,850
237 ドメーヌ ラモネ バタール モンラッシェ 2006 ¥104,850
238 ドメーヌ ラモネ シュヴァリエ モンラッシェ 2005 ¥151,450
239 ルイ ラトゥール モンラッシェ 2000 ¥81,550

240 ドメーヌ ルフレーヴ
ピュリニー モンラッシェ クラヴォワヨン
2005

¥163,100

241 ドメーヌ ルフレーヴ シュヴァリエ モンラッシェ 1999 ¥209,700

242
アルベール ビショー ドメーヌ デュ クロ
フランタン エシェゾー 他

2008 他 ¥75,725

243 ドメーヌ アンヌ グロ リシュブール 2000 ¥128,150
244 ドメーヌ アンヌ グロ リシュブール 2004 ¥93,200

245
ドメーヌ ジャン グリヴォ リシュブール
他

1995 他 ¥174,750

246 ティボー リジェ ベレール リシュブール 2008 ¥104,850
247 ティボー リジェ ベレール リシュブール 2008 ¥104,850
248 ティボー リジェ ベレール リシュブール 2008 ¥104,850

249 ドメーヌ デュ ヴィコンテ リジェ ベレール ラ ロマネ 2002 ¥699,000

251 メゾン ルロワ オクセイ デュレス 2016 ¥64,075
252 メゾン ルロワ クロ ド ヴージョ 1981 ¥396,100
253 メゾン ルロワ リュショット シャンベルタン 1985 ¥466,000
254 メゾン ルロワ シャンベルタン 1985 ¥815,500

255 ドメーヌ ルロワ
サヴィニー レ ボーヌ レ ナルバントン
1996

¥349,500

256 ドメーヌ ルロワ
ニュイ サン ジョルジュ オー アロー
1994

¥372,800

257 ドメーヌ ルロワ ポマール レ ヴィーニョ 2002 ¥559,200
258 ドメーヌ ルロワ ポマール レ ヴィーニョ 2002 ¥466,000
259 ドメーヌ ルロワ ヴォーヌ ロマネ レ ボー モン 2011 ¥1,165,000
260 ドメーヌ ルロワ リシュブール 1996 ¥2,669,600
261 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 1989 ¥652,400
262 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サン ヴィヴァン 1976 ¥302,900
263 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サン ヴィヴァン 1995 ¥372,800
264 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サン ヴィヴァン 1995 ¥302,900
265 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サン ヴィヴァン 2011 ¥419,400
266 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 1987 ¥466,000
267 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 1989 ¥442,700
268 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 1995 ¥349,500
269 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 2000 ¥442,700
270 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 2001 ¥396,100
271 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 2002 ¥419,400
272 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 2014 ¥396,100
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273 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ グラン エシェゾー 1991 ¥291,250
274 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ グラン エシェゾー 1997 ¥396,100
275 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 1961 ¥337,850
276 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 1995 ¥396,100
277 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1982 ¥489,300
278 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2016 ¥792,200
279 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1980 ¥1,118,400
280 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1982 ¥1,118,400
281 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1992 ¥1,980,500
282 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1993 ¥1,805,750
283 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1994 ¥2,443,200
284 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1994 ¥1,980,500
285 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1996 ¥2,443,200
286 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 2001 ¥2,556,400
287 エマニュエル ルジェ エシェゾー 1998 ¥151,450
288 エマニュエル ルジェ エシェゾー 1998 ¥163,100
289 エマニュエル ルジェ エシェゾー 1999 ¥186,400
290 エマニュエル ルジェ エシェゾー 2001 ¥151,450
291 エマニュエル ルジェ エシェゾー 2002 ¥151,450
292 エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ 1999 ¥582,500
293 エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ 2001 ¥535,900
294 エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ 2003 ¥489,300
295 エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ 2011 ¥559,200
296 アンリ ジャイエ エシェゾー マグナム 1988 ¥2,213,500
297 アンリ ジャイエ ヴォーヌ ロマネ クロ パラントゥ 2000 ¥2,097,000
298 バカラ デギュスタシオン ロマネコンティグラス ¥40,775
299 バカラ デギュスタシオン ロマネコンティグラス ¥40,775
300 バカラ フィラオ ワイン グラス ¥64,075
301 バカラ オンド ワイン グラス ¥64,075
302 バカラ ローラ ペアタンブラー ¥34,950
303 バカラ ベガ ペアタンブラー ¥34,950

304
鏑木 ロマネ コンティ グラス 高聡文
画

Banksy's Graffiti “ Balloon Girl “ ¥198,050

305
鏑木 ロマネ コンティ グラス 仲田錦玉
画

Banksy's Graffiti “ Balloon Girl “ ¥302,900

307 ヘネシー パラディ ¥52,425
308 レミー マルタン ルイ 13世 ¥139,800
309 カミュ ミシェル ロイヤル ¥174,750
310 ゴードン＆マクファイル 50 年 ¥349,500
311 ザ マッカラン 25 年 アニバーサリーモルト ¥699,000
312 ベイコート プライベート ブレンド ウィスキー ¥8,216,400
313 響 30 年 ¥978,600
314 白州 25 年 ¥699,000
315 白州 25 年 ¥722,300
316 山崎蒸溜所 樽出原酒(1993-2010) ¥2,443,200
317 山崎 25 年 ¥1,747,500
318 山崎 25 年 ¥1,689,250
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