
 2022年10月29日開催

WINE/LIQUOR オークション落札結果

落札率　98.24% 計　¥140,405,000

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

1 アルマン ド ブリニャック ゴールド 1magnum ¥58,250
2 ルイ ロデレール クリスタル 1990 1bottle ¥110,675
3 ボランジェ R.D. 1988 1bottle ¥104,850
4 テタンジェ コレクション 1986 ¥87,375
5 クリュッグ グランド キュヴェ NV 他 5bottles ¥209,700
6 クリュッグ グランド キュヴェ NV 1magnum ¥69,900

7
クリュッグ クロ デュ メニル ブラン ド ブラ
ン

1985 1bottle ¥442,700

8
クリュッグ クロ デュ メニル ブラン ド ブラ
ン

1992 1bottle ¥349,500

9
クリュッグ クロ デュ メニル ブラン ド ブラ
ン

2000 1bottle ¥267,950

10
ヴーヴ クリコ ポンサルダン ロイヤル セ
レブレーション キュヴェ

1975 1bottle ¥279,600

11 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) 2002

1bottle ¥64,075

12 ドン ペリニヨン デヴィッド リンチ 2003 他 2bottles ¥75,725
13 ドン ペリニヨン 1995 2bottles ¥151,450
14 ドン ペリニヨン 1999 2bottles ¥139,800
15 ドン ペリニヨン 2002 他 2bottles ¥64,075
16 ドン ペリニヨン 2003 / 2004 5bottles ¥256,300
17 ドン ペリニヨン 2006 4bottles ¥198,050
18 ドン ペリニヨン 2008 / 2009 4bottles ¥233,000
19 ドン ペリニヨン エノテーク 1985 1bottle ¥174,750
20 ドン ペリニヨン エノテーク 1996 1bottle ¥128,150
21 ドン ペリニヨン エノテーク 1996 1bottle ¥163,100
22 ドン ペリニヨン P2 2000 1bottle ¥110,675
23 ドン ペリニヨン P2 2000 1bottle ¥104,850
24 ドン ペリニヨン P2 2000 1bottle ¥104,850
25 ドン ペリニヨン ロゼ 1996 / 1998 2bottles ¥128,150
26 ドン ペリニヨン ロゼ 1998 2bottles ¥93,200
27 ドン ペリニヨン ロゼ 2003 / 2004 / 2005 3bottles ¥163,100

28
サロン キュヴェ S ル メニル ブラン ド ブ
ラン

1971 1bottle ¥699,000

29
サロン キュヴェ S ル メニル ブラン ド ブ
ラン

1985 1bottle ¥372,800

30
サロン キュヴェ S ル メニル ブラン ド ブ
ラン

1999 1bottle ¥244,650

31
サロン キュヴェ S ル メニル ブラン ド ブ
ラン

2008 1magnum ¥559,200

32 オルネライア 2008 他 2bottles ¥64,075
33 サッシカイア 1996 / 2000 4bottles ¥81,550
34 ランボルギーニ ザ レジェンド ロゼ 6bottles ¥174,750
35 ランボルギーニ ザ レジェンド ロゼ 6bottles ¥174,750
36 ベガ シシリア ウニコ 1970 / 2000 / 2007 3bottles ¥174,750

37
ペンフォールズ グランジ エルミタージュ
ビン 95

1989 他 2bottles ¥128,150
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 2022年10月29日開催

WINE/LIQUOR オークション落札結果

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

38
マーカッシン ガウワー ヴィンヤード アッ
パー バーン

1992 1bottle ¥69,900

39
マーカッシン ガウワー ヴィンヤード シャ
ルドネ 他

1997 2bottles ¥99,025

40
マーカッシン アレキサンダーマウンテン
アッパー バーン シャルドネ

2001 2bottles ¥116,500

41
マーカッシン マーカッシン ヴィンヤード
シャルドネ

2008 1bottle ¥116,500

42
カレラ ミルズ ヴィンヤード マウント
ハーラン ピノ ノワール

1996 / 1997 / 1998 /
1999 / 2000

5bottles ¥110,675

43
カレラ ジェンセン ヴィンヤード カリフォ
ルニア ピノ ノワール 他

1981 3bottles ¥75,725

44
カレラ ジェンセン ヴィンヤード カリフォ
ルニア ピノ ノワール

1981 他 3bottles ¥75,725

45
カレラ ジェンセン ヴィンヤード マウント
ハーラン ピノ ノワール 他

1990 4bottles ¥99,025

46
カレラ ジェンセン ヴィンヤード マウント
ハーラン ピノ ノワール

2007 7bottles ¥139,800

47
カレラ ジェンセン ヴィンヤード マウント
ハーラン ピノ ノワール

2007 7bottles ¥151,450

48
カレラ ジェンセン ヴィンヤード マウント
ハーラン ピノ ノワール

2007 7bottles ¥116,500

49 オーパス ワン 1985 2bottles ¥151,450
50 オーパス ワン 1993 / 1997 3bottles ¥163,100
51 オーパス ワン 1994 1bottle ¥81,550
52 オーパス ワン 1995 / 2005 / 2008 3bottles ¥186,400
53 オーパス ワン 1998 3bottles ¥198,050
54 オーパス ワン 1999 4bottles ¥233,000
55 オーパス ワン 2007 / 2008 3bottles ¥174,750
56 オーパス ワン 2018 3bottles ¥221,350
57 オーパス ワン 2018 3bottles ¥198,050
58 ハーラン エステート 1994 1bottle ¥221,350
59 ハーラン エステート 1999 1bottle ¥174,750
60 ハーラン エステート 2003 1bottle ¥139,800
61 ハーラン エステート 2013 1bottle ¥198,050
62 スクリーミング イーグル 1998 1bottle ¥466,000
63 シャトー クリマン 2008 6bottles ¥52,425
64 シャトー クリマン 2012 12bottles ¥93,200
65 シャトー クリマン 2014 12bottles ¥104,850
66 シャトー クリマン 2016 12bottles ¥93,200
67 シャトー リューセック 2014 6bottles ¥46,600
68 シャトー リューセック 2014 6bottles ¥46,600
69 シャトー リューセック 2007 12bottles ¥93,200
70 シャトー ラ ミッション オー ブリオン 2015 12bottles ¥512,600
71 シャトー ラ ミッション オー ブリオン 2016 6bottles ¥302,900
72 シャトー ラ ミッション オー ブリオン 2016 6bottles ¥302,900
73 シャトー ラルシ デュカス 2016 12bottles ¥75,725
74 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2003 5bottles ¥535,900
75 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2003 5bottles ¥559,200
76 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2004 5bottles ¥419,400
77 シャトー ラフィット ロートシルト 1945 1bottle ¥291,250
78 シャトー ラフィット ロートシルト 他 1961 3bottles ¥314,550
79 シャトー ラフィット ロートシルト 1982 / 2001 2bottles ¥302,900
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WINE/LIQUOR オークション落札結果

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

80 シャトー ラフィット ロートシルト 1993 / 1994 2bottles ¥186,400
81 シャトー ラフィット ロートシルト 1995 / 1997 2bottles ¥174,750
82 シャトー ラフィット ロートシルト 2000 / 2001 2bottles ¥233,000
83 シャトー ラフィット ロートシルト 2003 2bottles ¥267,950
84 シャトー ラフィット ロートシルト 2009 / 2011 2bottles ¥267,950
85 シャトー ラトゥール 1951 / 1982 3bottles ¥256,300
86 シャトー ラトゥール 1975 2bottles ¥198,050
87 シャトー ラトゥール 1988 / 1998 4bottles ¥302,900
88 シャトー ラトゥール 2003 2bottles ¥209,700

89 シャトー マルゴー
1947 / 1970 / 1982 /
1985 / 1986

6bottles ¥442,700

90 シャトー マルゴー 1990 3bottles ¥337,850
91 シャトー マルゴー 1993 5bottles ¥256,300
92 シャトー マルゴー 1995 / 1998 / 1999 3bottles ¥209,700
93 シャトー マルゴー 2000 3bottles ¥279,600
94 シャトー マルゴー 2000 2bottles ¥209,700
95 シャトー マルゴー 2000 2bottles ¥209,700
96 シャトー マルゴー 2002 / 2004 3bottles ¥163,100
97 シャトー マルゴー 2003 2bottles ¥151,450
98 シャトー マルゴー 2004 4bottles ¥233,000
99 シャトー マルゴー 2004 5bottles ¥279,600
100 シャトー マルゴー 2007 3bottles ¥186,400
101 シャトー マルゴー 2008 6bottles ¥314,550
102 シャトー マルゴー 2011 / 2012 / 2013 6bottles ¥372,800
103 シャトー マルゴー 2012 2bottles ¥128,150
104 シャトー マルゴー 2013 3bottles ¥174,750
105 シャトー ムートン ロートシルト 1970 / 1971 / 1976 3bottles ¥186,400
106 シャトー ムートン ロートシルト 1981 / 1989 / 1993 3bottles ¥209,700
107 シャトー ムートン ロートシルト 1993 2bottles ¥163,100
108 シャトー ムートン ロートシルト 1993 / 1999 2bottles ¥163,100
109 シャトー ムートン ロートシルト 1995 / 1996 / 1997 3bottles ¥221,350
110 シャトー ムートン ロートシルト 1998 / 2000 / 2002 3bottles ¥349,500
111 シャトー ムートン ロートシルト 2000 1bottle ¥244,650
112 シャトー ムートン ロートシルト 2003 2bottles ¥128,150
113 シャトー ムートン ロートシルト 2003 / 2007 / 2011 3bottles ¥186,400
114 シャトー ムートン ロートシルト 他 2011 2bottles ¥116,500
115 シャトー ムートン ロートシルト 2011 2bottles ¥128,150
116 シャトー ムートン ロートシルト 2012 2bottles ¥151,450
117 シャトー ムートン ロートシルト 2017 1bottle ¥69,900
118 シャトー ムートン ロートシルト 1970 / 1982 2bottles ¥233,000
119 シャトー ムートン ロートシルト 1990 3bottles ¥174,750
120 シャトー オー ブリオン 1976 / 1995 2bottles ¥139,800
121 シャトー オー ブリオン 1999 / 2002 2bottles ¥139,800
122 シャトー オー ブリオン 2002 2bottles ¥110,675
123 シャトー オー ブリオン 2003 2bottles ¥139,800
124 シャトー オー ブリオン 他 1961 2bottles ¥419,400
125 シャトー オー ブリオン 1982 / 2004 3bottles ¥221,350
126 シャトー シュヴァル ブラン 1982 3bottles ¥349,500
127 シャトー シュヴァル ブラン 1990 / 1995 2bottles ¥174,750
128 シャトー シュヴァル ブラン 1975 1bottle ¥110,675
129 シャトー シュヴァル ブラン 1982 他 2bottles ¥198,050
130 シャトー ピション ロングヴィル バロン 1982 1bottle ¥46,600
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WINE/LIQUOR オークション落札結果

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

131
シャトー ピション ロングヴィル コンテス
ド ラランド

1982 1bottle ¥64,075

132 シャトー モンローズ 1982 1bottle ¥52,425
133 シャトー ラフルール 1993 2bottles ¥104,850
134 シャトー ラフルール 1993 他 5bottles ¥209,700
135 ル パン 1989 1bottle ¥466,000
136 ル パン 1997 1bottle ¥372,800
137 ペトリュス 1959 1bottle ¥349,500
138 ペトリュス 1967 1bottle ¥396,100
139 ペトリュス 1981 1bottle ¥396,100
140 ペトリュス 1986 1bottle ¥396,100
141 ペトリュス 1987 1bottle ¥337,850
142 ペトリュス 2000 1bottle ¥605,800
143 ペトリュス 2000 1bottle ¥605,800
144 ペトリュス 2000 1bottle ¥582,500
145 ペトリュス 2004 1bottle ¥372,800
146 シャトー ディケム 1976 1bottle ¥81,550
147 シャトー ディケム 1981 1bottle ¥58,250
148 シャトー ディケム 1988 1bottle ¥81,550
149 シャトー ディケム 1995 1bottle ¥75,725
150 シャトー ディケム 1998 1bottle ¥69,900

151 エティエンヌ ソゼ
ピュリニー モンラッシェ シャン
ガン 2010 他

10bottles ¥302,900

152 ルモワスネ ペール エ フィス
シャサーニュ モンラッシェ モル
ジョ 1988 他

12bottles ¥326,200

153 イヴ ボワイエ マルトノ
ピュリニー モンラッシェ ル カイ
ユレ 1999 他

12bottles ¥151,450

154 ドメーヌ アンベール フレール
ジュヴレ シャンベルタン ポワ
スノ 2005 他

12bottles ¥198,050

155 ブシャール ペール エ フィス
バタール モンラッシェ 1989
他

3bottles ¥233,000

156 ルイ ジャド モンラッシェ 2004 他 2bottles ¥163,100

157 ドメーヌ ラモネ
シャサーニュ モンラッシェ ブー
ドリオット 2002 / 2004 他

3bottles ¥139,800

158 ドメーヌ ラモネ
シャサーニュ モンラッシェ レ
リュショット 2004 / 2006

3bottles ¥174,750

159 ドメーヌ ラモネ
シャサーニュ モンラッシェ ヴェ
ルジェ 2005 / 2006

4bottles ¥151,450

160 クロード デュガ
シャペル シャンベルタン
2000

2bottles ¥116,500

161 クロード デュガ
グリオット シャンベルタン
2001

1bottle ¥116,500

162 ドメーヌ フーリエ
ジュヴレ シャンベルタン クロ
サン ジャック VV 2005

1bottle ¥128,150

163 ドニ モルテ
ジュヴレ シャンベルタン レ
シャンポー 2009

2bottles ¥116,500

164 ドニ モルテ
ジュヴレ シャンベルタン ラ
ヴォー サンジャック 2004

2bottles ¥186,400

165 ドニ モルテ シャンベルタン 1996 1bottle ¥174,750
166 ドニ モルテ クロ ド ヴージョ 2003 1bottle ¥75,725

167 ヴァンサン ジラルダン 他
ヴォルネイ クロ デ シェーヌ
1996 他

12bottles ¥279,600

4



 2022年10月29日開催

WINE/LIQUOR オークション落札結果

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

168 ルイ ジャド エシェゾー 2000 他 11bottles ¥209,700

169 ドメーヌ ジェシオム
サントネイ グラヴィエール
1988 他

12bottles ¥139,800

170
フィリップ ルクレール ジュヴレ シャンベ
ルタン コンブ オー モワンヌ

1996 6bottles ¥93,200

171 ダニエル モワンヌ ユドロ
シャンボール ミュジニー レ
シャルム 1997 他

12bottles ¥151,450

172 ヴァンサン ジラルダン
ポマール レ シャンラン 1999
他

12bottles ¥198,050

173 ブリュノ クラヴリエ
シャンボール ミュジニー ラ コ
ンブ ドルヴォー 2004 他

6bottles ¥128,150

174 ジャン タルディ エ フィス
ヴォーヌ ロマネ レ ショーム
2005 他

12bottles ¥174,750

175 アルマン ルソー ペール エ フィス クロ ド ラ ロッシュ 2001 2bottles ¥466,000

176 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 1bottle ¥99,025

177 アルマン ルソー ペール エ フィス シャンベルタン 1985 1bottle ¥419,400
178 アルマン ルソー ペール エ フィス シャンベルタン 1990 1bottle ¥466,000
179 アルマン ルソー ペール エ フィス シャンベルタン 1994 1bottle ¥489,300
180 アルマン ルソー ペール エ フィス シャンベルタン 2002 1bottle ¥512,600
181 アルマン ルソー ペール エ フィス シャンベルタン 2011 1bottle ¥442,700

182 アルマン ルソー ペール エ フィス
シャンベルタン クロ ド ベーズ
1994

1bottle ¥466,000

183 アルマン ルソー ペール エ フィス
シャンベルタン クロ ド ベーズ
2011

1bottle ¥442,700

184 ルモワスネ ペール エ フィス
ドメーヌ テナール モンラッシェ
1998

1bottle ¥64,075

185 ドメーヌ ラモネ
シャサーニュ モンラッシェ ラ
ブードリオット 2007 他

2bottles ¥163,100

186 ドメーヌ ラモネ モンラッシェ 1995 1bottle ¥489,300

187 ドメーヌ ルフレーヴ
ピュリニーモンラッシェ 2007
他

3bottles ¥221,350

188 ドメーヌ ルフレーヴ
ビアンビニュ バタール モンラッ
シェ 2003

1bottle ¥233,000

189 ドメーヌ ルフレーヴ バタール モンラッシェ 2002 1bottle ¥256,300

190 ドメーヌ ルフレーヴ シュバリエ モンラッシェ 2003 1bottle ¥256,300

191 ドメーヌ ルフレーヴ モンラッシェ 2004 1bottle ¥4,310,500
192 クリスティアン ルモワスネ リシュブール 1997 他 2bottles ¥151,450
193 モワラール リシュブール 1993 1bottle ¥87,375

194 ドメーヌ セシルトランブレイ エシェゾー デュ ドゥシュ 2007 1bottle ¥186,400

195 ドメーヌ セシルトランブレイ エシェゾー デュ ドゥシュ 2010 1bottle ¥279,600

196 ドメーヌ デ ランブレイ クロ ド ランブレイ 2003 2bottles ¥128,150

197 ジャック フレデリック ミュニエ
シャンボール ミュジニー レザ
ムルーズ 2004

1bottle ¥291,250

198 ジャック フレデリック ミュニエ ミュジニー 1990 1bottle ¥419,400
199 ジャック フレデリック ミュニエ ミュジニー 2008 1bottle ¥349,500

200 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ
シャンボール ミュジニー レザ
ムルーズ 2008

1bottle ¥267,950

201 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ
シャンボール ミュジニー レザ
ムルーズ 2011

1bottle ¥233,000
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Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

202 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー VV 2012 1bottle ¥163,100

203 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ボンヌ マール 2004 1bottle ¥139,800

204 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ
シャンボール ミュジニー レザ
ムルーズ 2006 他

3bottles ¥419,400

205 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 他 2bottles ¥244,650

206 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ
シャンボール ミュジニー レザ
ムルーズ 2013 他

2bottles ¥302,900

208 ドメーヌ G.ルーミエ
シャンボール ミュジニー レザ
ムルーズ 2003

1bottle ¥559,200

209 ルイ ジャド ボンヌ マール 1999 2bottles ¥93,200
213 メオ カミュゼ クロ ド ヴージョ 2004 1bottle ¥151,450

214 メオ カミュゼ
ヴォーヌ ロマネ オー クロ パ
ラントゥ 1995

1bottle ¥652,400

215 エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ロマネ 1991 1bottle ¥87,375
216 エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ロマネ 1991 1bottle ¥87,375

217 エマニュエル ルジェ
ヴォーヌ ロマネ レ ボーモン
2000

1bottle ¥186,400

218 エマニュエル ルジェ
ヴォーヌ ロマネ レ ボーモン
2002

1bottle ¥209,700

219 エマニュエル ルジェ エシェゾー 1998 1bottle ¥221,350
220 エマニュエル ルジェ エシェゾー 1999 1bottle ¥244,650
221 エマニュエル ルジェ エシェゾー 2000 1bottle ¥233,000

222
ジョルジュ ジャイエ（エマニュエル ル
ジェ）

エシェゾー 2018 1bottle ¥267,950

223 エマニュエル ルジェ
ヴォーヌ ロマネ クロ パラン
トゥ 1994

1bottle ¥512,600

224 エマニュエル ルジェ
ヴォーヌ ロマネ クロ パラン
トゥ 1995

1bottle ¥535,900

225 エマニュエル ルジェ
ヴォーヌ ロマネ クロ パラン
トゥ 2003

1bottle ¥466,000

226 アンリ ジャイエ
ヴォーヌ ロマネ レ ブリュレ
1985

1magnum ¥3,145,500

227 アンリ ジャイエ
ヴォーヌ ロマネ クロ パラン
トゥ 1987

1bottle ¥1,689,250

228 アンリ ジャイエ
ヴォーヌ ロマネ クロ パラン
トゥ 1995

1bottle ¥1,805,750

229 アンリ ジャイエ
ヴォーヌ ロマネ クロ パラン
トゥ 2001

1bottle ¥2,912,500

230 ドメーヌ アンヌ グロ リシュブール 2003 1bottle ¥116,500
231 アルヌー ラショー（ロベール アルヌー） ロマネ サン ヴィヴァン 1999 1bottle ¥233,000
232 アルヌー ラショー（ロベール アルヌー） エシェゾー 1999 2bottles ¥186,400
233 アルヌー ラショー エシェゾー 2008 1bottle ¥233,000
234 メゾン ルロワ オークセイ デュレス 1983 1bottle ¥104,850

235 メゾン ルロワ
シャサーニュ モンラッシェ レ
ボーディーヌ 2009

1bottle ¥139,800

236 メゾン ルロワ
シャサーニュ モンラッシェ レ
ボーディーヌ 2009

1bottle ¥139,800

237 メゾン ルロワ
シャサーニュ モンラッシェ モル
ジョ 2011

1bottle ¥163,100
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 2022年10月29日開催

WINE/LIQUOR オークション落札結果

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

238 メゾン ルロワ
シャサーニュ モンラッシェ モル
ジョ 2011

1bottle ¥163,100

239 メゾン ルロワ
ピュリニー モンラッシェ アモー
ド ブラニー 1978

1bottle ¥151,450

240 メゾン ルロワ
ピュリニー モンラッシェ アモー
ド ブラニー 2008

1bottle ¥163,100

241 メゾン ルロワ
ピュリニー モンラッシェ アモー
ド ブラニー 2008

1bottle ¥163,100

242 メゾン ルロワ
コルトン シャルルマーニュ
1998

1bottle ¥116,500

243 メゾン ルロワ
ムルソー レ ジュヌヴリエール
1978

1bottle ¥139,800

244 メゾン ルロワ ムルソー レ ナルヴォー 1978 1bottle ¥104,850

245 メゾン ルロワ ムルソー レ シャルム 1978 1bottle ¥163,100
246 メゾン ルロワ ムルソー レ ポリュゾ 1999 1bottle ¥104,850
247 メゾン ルロワ オークセイ デュレス 2005 1bottle ¥87,375
248 メゾン ルロワ ボーヌ 1978 1bottle ¥87,375
249 メゾン ルロワ サヴィニー レ ボーヌ 1969 1bottle ¥104,850

250 メゾン ルロワ
ジュヴレ シャンベルタン ラ
ヴォー サン ジャック 1970

1bottle ¥163,100

251 メゾン ルロワ
シャルム シャンベルタン
1985

1bottle ¥419,400

252 ドメーヌ ルロワ
オークセイ デュレス レ ラヴィ
エール 2014

1bottle ¥466,000

253 ドメーヌ ルロワ
オークセイ デュレス レ ラヴィ
エール 2015

1bottle ¥605,800

254 ドメーヌ ルロワ
ヴォルネイ サントノ デュ ミ
リュー 2007

1bottle ¥489,300

255 ドメーヌ ルロワ ポマール レ ヴィーニョ 1995 1bottle ¥419,400
256 ドメーヌ ルロワ ポマール レ ヴィーニョ 2002 1bottle ¥466,000

257 ドメーヌ ルロワ
サヴィニー レ ボーヌ レ ナル
バントン 2015

1bottle ¥466,000

258 ドメーヌ ルロワ
ニュイ サン ジョルジュ レ ヴィ
ニュロンド 2009

1bottle ¥466,000

259 ドメーヌ ルロワ
ニュイ サン ジョルジュ オー
ブード 2013

1bottle ¥535,900

260 ドメーヌ ルロワ ジュヴレ シャンベルタン 2004 1bottle ¥559,200

261 ドメーヌ ルロワ ヴォーヌ ロマネ 2004 1bottle ¥559,200

262 ドメーヌ ルロワ
ヴォーヌ ロマネ レ ボーモン
2009

1bottle ¥792,200

263 ドメーヌ ルロワ
ヴォーヌ ロマネ レ ボー モン
2011

1bottle ¥722,300

264 ドメーヌ ルロワ
ヴォーヌ ロマネ レ ボー モン
2014

1bottle ¥792,200

265 ドメーヌ ルロワ コルトン ルナルド 2006 1bottle ¥815,500
266 ドメーヌ ルロワ ロマネ サン ヴィヴァン 1989 1bottle ¥1,398,000
267 ドメーヌ ルロワ ロマネ サン ヴィヴァン 2009 1bottle ¥1,631,000
268 ドメーヌ ルロワ リシュブール 1988 1bottle ¥2,038,750

269 ドメーヌ ドーヴネ
ブルゴーニュ アリゴテ スー
シャトレ 2015

1bottle ¥675,700
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 2022年10月29日開催

WINE/LIQUOR オークション落札結果

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

270 ドメーヌ ドーヴネ
クリオ バタール モンラッシェ
2001

1bottle ¥2,796,000

271 ドメーヌ ドーヴネ ムルソー レ ナルヴォー 2000 1bottle ¥885,400

273 ドメーヌ ドーヴネ マジ シャンベルタン 1995 1bottle ¥1,747,500
274 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 2009 1bottle ¥2,038,750
275 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ヴォーヌ ロマネ 1999 1bottle ¥442,700
276 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サン ヴィヴァン 1985 1bottle ¥466,000
277 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サン ヴィヴァン 1993 1bottle ¥419,400
278 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サン ヴィヴァン 1994 1bottle ¥466,000
279 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サン ヴィヴァン 2016 1bottle ¥535,900
280 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ グラン エシェゾー 1995 1bottle ¥372,800
281 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ グラン エシェゾー 2017 1bottle ¥396,100
282 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 1969 1bottle ¥302,900
283 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 1985 1bottle ¥489,300
284 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 2000 1bottle ¥442,700
285 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1985 1bottle ¥838,800
286 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1993 1bottle ¥722,300
287 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2005 1bottle ¥1,001,900
288 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2013 1bottle ¥955,300
289 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2017 1bottle ¥955,300
290 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2017 1bottle ¥978,600
291 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 1966 1bottle ¥792,200
292 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 1996 1bottle ¥768,900
293 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 1997 1bottle ¥838,800
294 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1969 1bottle ¥1,922,250
295 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1972 1bottle ¥1,980,500
296 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1976 1bottle ¥1,805,750
297 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1976 1bottle ¥2,097,000
298 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1978 1bottle ¥3,611,500
299 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1994 1bottle ¥2,796,000
300 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1994 1bottle ¥2,796,000
301 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1996 1bottle ¥3,145,500
302 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1997 1bottle ¥3,145,500
303 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1998 1bottle ¥3,145,500
304 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1999 1bottle ¥3,611,500
305 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 2001 1bottle ¥3,029,000
306 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 2013 1bottle ¥3,145,500
307 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 2014 1bottle ¥3,495,000
308 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 2018 1bottle ¥3,844,500
309 バカラ ヴェガ ペア ワイングラス 1pair ¥23,300
310 バカラ エトナ ペア タンブラー 1pair ¥17,475
311 バカラ エトナ ペア タンブラー 1pair ¥23,300
312 バカラ ビバ ペア タンブラー 1pair ¥17,475
313 バカラ ビバ ペア タンブラー 1pair ¥46,600
314 バカラ ビバ ペア タンブラー 1pair ¥11,650
315 バカラ ベルーガ ペア タンブラー 1pair ¥34,950
316 バカラ ステラ ペア タンブラー 1pair ¥17,475

318 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ マール ド ブルゴーニュ 1990 1bottle ¥419,400

319 レミー マルタン ルイ 13 世 1bottle ¥139,800
320 ピエール フェラン レゼルヴ マリドマン 1806 1bottle ¥1,118,400
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 2022年10月29日開催

WINE/LIQUOR オークション落札結果

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

321 タリスカー
43 年 エクスペディション オー
ク

1bottle ¥442,700

322
ゴードン＆マクファイル スペイモルト フ
ロム マッカラン ディスティラリー コレク
ション

1938 / 1940 / 1950 /
1967 / 1973 / 1987

1bottle ¥10,718,000

323 ザ マッカラン
カスクストレングス レッドラベ
ル

3bottles ¥1,118,400

324 ザ マッカラン 18 年 3bottles ¥419,400
325 ザ マッカラン 18 年 3bottles ¥442,700

326 ザ マッカラン 25 年 アニバーサリー モルト 1bottle ¥675,700

327 ザ マッカラン
33 年 クラウニングカスク
ホール オブ フェイム

1bottle ¥675,700

328
ゴードン＆マクファイル スペイモルト フ
ロム マッカラン ディスティラリー

1950 1bottle ¥1,048,500

329 笹の川酒造
山桜 レアオールドアルティ
メットエディション 高島屋限
定

1bottle ¥291,250

330 竹鶴 25 年 1bottle ¥314,550
331 白州 18 年 1bottle ¥87,375
332 響 17 年 1bottle ¥69,900
333 響 17 年 1bottle ¥75,725
334 響 17 年 1bottle ¥75,725
335 響 21 年 1bottle ¥186,400
336 響 21 年 1bottle ¥128,150
337 響 30 年 1bottle ¥699,000
338 山崎 リミテッドエディション 2015 1bottle ¥110,675
339 山崎 リミテッドエディション 2016 1bottle ¥110,675
340 山崎 18 年 1bottle ¥151,450
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