
 2023年2月25日開催

WINE/LIQUOR オークション落札結果

落札率　92.06% 計　¥240,970,000
※落札手数料を含まない

Lot 商品情報 落札価格（円・落札手数料込）

1 テタンジェ コレクション 1978 1bottle ¥58,250

2 ジャック セロス
リュー ディ マレイユ シュール
アイ スー ル モン NV

1bottle ¥116,500

3 フィリポナ クロ デ ゴワセ 1997 3bottles ¥110,675
4 アンリ ジロー アルゴンヌ 2004 2bottles ¥151,450
5 ルイ ロデレール クリスタル 1990 1bottle ¥139,800
6 ルイ ロデレール クリスタル ロゼ 2004 1magnum ¥302,900
7 ルイ ロデレール クリスタル ロゼ 2007 1magnum ¥279,600
8 ルイ ロデレール クリスタル ロゼ 2009 1magnum ¥279,600
9 ペリエ ジュエ ベル エポック 2006 1jeroboam ¥151,450

10
ヴーヴ クリコ イエローボアム オースト
リッチ

NV 1jeroboam ¥174,750

11 アラン ロベール
ル メニル レゼルヴ ブラン ド
ブラン 1990

1bottle ¥372,800

12 アラン ロベール
ル メニル トラディション ブラ
ン ド ブラン 1990

1bottle ¥372,800

13 グランド シャルト
コレクション GC-5 キャトル
セパージュ NV 他

2bottles ¥116,500

14
クリュッグ クロ デュ メニル ブラン ド ブラ
ン

1995 1bottle ¥267,950

15 ドン ペリニヨン
1983 /1985 / 1988 /
1990

4bottles ¥302,900

16 ドン ペリニヨン 1983 / 1985 / 1988 3bottles ¥267,950
17 ドン ペリニヨン 1983 2bottles ¥163,100
18 ドン ペリニヨン 1983 3bottles ¥233,000
19 ドン ペリニヨン 1983 3bottles ¥244,650
20 ドン ペリニヨン 1983 / 1985 2bottles ¥151,450
21 ドン ペリニヨン 1983 / 1990 / 2000 3bottles ¥186,400
22 ドン ペリニヨン 1985 / 1995 2bottles ¥209,700
23 ドン ペリニヨン 1985 2bottles ¥163,100
24 ドン ペリニヨン 1985 3bottles ¥221,350
25 ドン ペリニヨン 1985 3bottles ¥233,000
26 ドン ペリニヨン 1988 2bottles ¥174,750
27 ドン ペリニヨン 1988 3bottles ¥209,700
28 ドン ペリニヨン 1988 3bottles ¥221,350
29 ドン ペリニヨン 1988 / 1990 / 1995 3bottles ¥221,350
30 ドン ペリニヨン 1988 / 1999 2bottles ¥81,550
31 ドン ペリニヨン 1990 2bottles ¥163,100
32 ドン ペリニヨン 1990 3bottles ¥221,350
33 ドン ペリニヨン 1990 3bottles ¥233,000

34 ドン ペリニヨン
1990 / 1995 / 1999 /
2000

4bottles ¥267,950

35 ドン ペリニヨン 1995 2bottles ¥151,450
36 ドン ペリニヨン 1995 3bottles ¥221,350
37 ドン ペリニヨン 1995 3bottles ¥221,350
38 ドン ペリニヨン 1995 / 1999 / 2000 3bottles ¥198,050
39 ドン ペリニヨン 1996 1bottle ¥87,375
40 ドン ペリニヨン 1996 1bottle ¥87,375
41 ドン ペリニヨン 1998 2bottles ¥104,850
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42 ドン ペリニヨン 1999 2bottles ¥139,800
43 ドン ペリニヨン 1999 3bottles ¥174,750
44 ドン ペリニヨン 1999 3bottles ¥198,050
45 ドン ペリニヨン 1999 1bottle ¥64,075
46 ドン ペリニヨン 1999 / 2000 2bottles ¥99,025
47 ドン ペリニヨン 2000 2bottles ¥128,150
48 ドン ペリニヨン 2000 2bottles ¥128,150

49 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(緑) 2002

1bottle ¥58,250

50 ドン ペリニヨン
ビョーク & クリス カニンガム
2006

1bottle ¥40,775

51 ドン ペリニヨン
ビョーク & クリス カニンガム
2006

1bottle ¥46,600

52 ドン ペリニヨン
ビョーク & クリス カニンガム
2006

1bottle ¥40,775

53 ドン ペリニヨン
ビョーク & クリス カニンガム
2006

1bottle ¥58,250

54 ドン ペリニヨン ロゼ 1996 1bottle ¥99,025
55 ドン ペリニヨン ロゼ 2005 1magnum ¥174,750
56 ドン ペリニヨン ロゼ 2005 1magnum ¥233,000

57
サロン キュヴェ S ル メニル ブラン ド ブ
ラン

1996 1bottle ¥244,650

58
サロン キュヴェ S ル メニル ブラン ド ブ
ラン

1996 1magnum ¥559,200

59
サロン キュヴェ S ル メニル ブラン ド ブ
ラン

1999 1bottle ¥186,400

60
ロバート モンダヴィ カベルネ ソーヴィニ
ヨン 他

1974 / 1977 / 1978 /
1979 / 1981 / 1982 /
1983 / 1984 他

11bottles ¥314,550

61 カレラ
ジェンセン ヴィンヤード 1992
他

4bottles ¥128,150

62 カレラ
ジェンセン ヴィンヤード 1993
他

4bottles ¥139,800

63 カレラ
ジェンセン ヴィンヤード 1996
他

4bottles ¥163,100

64 カレラ
ジェンセン ヴィンヤード 1997
他

4bottles ¥128,150

65 カレラ
セレック ヴィンヤード 1986 /
1989

6bottles ¥139,800

66 カレラ
ジェンセン ヴィンヤード 1990
/ 1991

4bottles ¥128,150

67 ドミナス エステート クリスチャン ムエックス 1985 2bottles ¥116,500
68 アローホ アイズリー ヴィンヤード シラー 2000 他 2bottles ¥104,850
69 ハーラン エステイト ザ メイデン 2004 2bottles ¥139,800
70 ハーラン エステイト 1994 1bottle ¥198,050
71 オーパス ワン 1985 1bottle ¥93,200
72 オーパス ワン 1985 1bottle ¥99,025
73 オーパス ワン 1994 1bottle ¥75,725
74 オーパス ワン 2001 1bottle ¥75,725
75 オーパス ワン 2017 2bottles ¥110,675
76 ヴェリテ ラ ミューズ 2001 他 3bottles ¥128,150
77 シネ クア ノン 他 レーベルズ シラー 2007 他 3bottles ¥221,350
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78 シネ クア ノン 他
ザ ライン グルナッシュ 2008
他

3bottles ¥87,375

79 シネ クア ノン
ネクスト オブ キン No.4
2010

1magnum ¥139,800

80 シネ クア ノン レジステ 2013 2bottles ¥99,025
81 シネ クア ノン テクトゥムク 2017 2bottles ¥104,850

82 ケード リザーヴ ハウエル マウンテン 他 2015 他 6bottles ¥81,550

83 メイトリアーク 2003 / 2009 4bottles ¥99,025
84 コングスガード ヴィオルース 2007 / 2008 3bottles ¥81,550
85 レアム ザ バード 2019 他 6bottles ¥139,800
86 プロヴィダンス プライベート リザーヴ 2014 4bottles ¥69,900
87 ランボルギーニ ザ レジェンド ロゼ 6bottles ¥174,750

88
モンテヴェルティーネ レ ペルゴーレ トル
テ

2011 / 2015 2bottles ¥81,550

89 オルネライア 2000 / 2001 4bottles ¥139,800
90 オルネライア 他 1997 他 5bottles ¥186,400
91 オルネライア 他 2000 / 2002 他 6bottles ¥81,550
92 マッセート 1997 1bottle ¥99,025
93 マッセート 1998 1bottle ¥93,200
94 マッセート 1998 / 2002 / 2003 3bottles ¥244,650
95 サッシカイア 1996 / 1998 / 1999 3bottles ¥93,200
96 サッシカイア 1994 / 2000 / 2001 3bottles ¥93,200
97 トゥア リータ レディガフィ 2002 / 2004 / 2005 4bottles ¥99,025

98
ビオンディ サンティ ブルネッロ ディ モン
タルチーノ

1970 / 1980 2bottles ¥104,850

99 テヌータ ディ トリノーロ 他 2001 6bottles ¥128,150
100 ミアーニ メルロー 1999 / 2001 3bottles ¥104,850
101 ミアーニ メルロー 2001 2bottles ¥69,900

102
ルチアーノ サンドローネ バローロ レ
ヴィーニェ

2004 3bottles ¥58,250

103 ポデーリ アルド コンテルノ バローロ 1945 1bottle ¥151,450
104 ガヤ ダルマージ 1983 他 5bottles ¥198,050

105 ガヤ
バルバレスコ コスタ ルッシ
1989 他

3bottles ¥163,100

106 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2001 5bottles ¥419,400
107 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2001 7bottles ¥489,300
108 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2003 5bottles ¥489,300
109 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2003 5bottles ¥489,300
110 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2003 5bottles ¥466,000
111 シャトー ラフィット ロートシルト 1961 1bottle ¥209,700
112 シャトー ラフィット ロートシルト 1970 1magnum ¥233,000
113 シャトー ラフィット ロートシルト 他 1996 他 2bottles ¥163,100
114 シャトー ラフィット ロートシルト 1997 / 1998 2bottles ¥186,400
115 シャトー ラフィット ロートシルト 他 1997 他 3bottles ¥221,350
116 シャトー ラフィット ロートシルト 1999 / 2002 2bottles ¥233,000
117 シャトー ラフィット ロートシルト 2001 1magnum ¥233,000
118 シャトー ラフィット ロートシルト 2003 2bottles ¥244,650
119 シャトー ラフィット ロートシルト 他 2003 3bottles ¥291,250
120 シャトー ラフィット ロートシルト 2006 1magnum ¥233,000
121 シャトー ラトゥール 1958 1bottle ¥209,700
122 シャトー ラトゥール 1978 / 1982 2bottles ¥221,350
123 シャトー ラトゥール 他 1995 / 1996 他 3bottles ¥198,050
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124 シャトー ラトゥール 1997 / 2002 2bottles ¥163,100
125 シャトー ラトゥール 1998 1magnum ¥233,000
126 シャトー ラトゥール 2000 1bottle ¥116,500
127 シャトー ラトゥール 2000 1bottle ¥110,675
128 シャトー ラトゥール 2000 1bottle ¥116,500
129 シャトー ラトゥール 他 2000 2bottles ¥186,400
130 シャトー ラトゥール 2002 1magnum ¥209,700
131 シャトー ラトゥール 2003 2bottles ¥209,700
132 シャトー ラトゥール 他 2003 2bottles ¥198,050
133 シャトー ラトゥール 2004 1bottle ¥81,550
134 シャトー ラトゥール 2004 2bottles ¥174,750
135 シャトー ムートン ロートシルト 1966 / 1976 2bottles ¥209,700
136 シャトー ムートン ロートシルト 1979 / 2002 2bottles ¥151,450
137 シャトー ムートン ロートシルト 1985 / 1996 / 2002 3bottles ¥233,000
138 シャトー ムートン ロートシルト 1993 1bottle ¥75,725
139 シャトー ムートン ロートシルト 1994 1bottle ¥186,400
140 シャトー ムートン ロートシルト 1997 / 1998 / 2002 3bottles ¥209,700
141 シャトー ムートン ロートシルト 他 1994 / 1998 他 3bottles ¥186,400
142 シャトー ムートン ロートシルト 1999 1magnum ¥198,050
143 シャトー ムートン ロートシルト 2002 1magnum ¥198,050
144 シャトー ムートン ロートシルト 1995 / 2004 2bottles ¥151,450
145 シャトー ムートン ロートシルト 2000 1bottle ¥221,350
146 シャトー ムートン ロートシルト 2000 1bottle ¥244,650
147 シャトー ムートン ロートシルト 他 2000 2bottles ¥279,600
148 シャトー ムートン ロートシルト 他 2002 他 2bottles ¥186,400
149 シャトー ムートン ロートシルト 2003 1bottle ¥69,900
150 シャトー ムートン ロートシルト 2003 2bottles ¥139,800
151 シャトー ムートン ロートシルト 2011 1bottle ¥69,900
152 シャトー マルゴー 1981 1bottle ¥87,375
153 シャトー マルゴー 他 1994 / 1997 他 3bottles ¥163,100
154 シャトー マルゴー 1999 1bottle ¥81,550
155 シャトー マルゴー 他 1998 / 2002 他 3bottles ¥186,400
156 シャトー マルゴー 2003 2bottles ¥163,100
157 シャトー マルゴー 2005 1magnum ¥209,700
158 シャトー オー ブリオン 1987 / 1995 / 1998 3bottles ¥221,350
159 シャトー オー ブリオン 1997 1bottle ¥81,550
160 シャトー オー ブリオン 1999 / 2002 2bottles ¥151,450
161 シャトー オー ブリオン 2001 1bottle ¥198,050
162 シャトー オー ブリオン 2003 2bottles ¥139,800
163 シャトー オー ブリオン 2005 2bottles ¥174,750
164 シャトー ラ ミッション オー ブリオン 2000 1bottle ¥64,075
165 シャトー ラ ミッション オー ブリオン 2001 2bottles ¥69,900
166 シャトー シュヴァル ブラン 1984 / 2004 2bottles ¥128,150
167 シャトー シュヴァル ブラン 1989 1bottle ¥81,550
168 シャトー レオヴィル ラス カーズ 他 1988 他 2bottles ¥52,425
169 シャトー オーゾンヌ 1961 / 1989 2bottles ¥151,450

170 シャトー オーゾンヌ 他 1997 他
2bottles＆
1magnum

¥128,150

171 シャトー マグドレーヌ 他 1959 他 3bottles ¥81,550
172 シャトー コス デストゥルネル 他 1985 他 3bottles ¥116,500
173 シャトー ヴァランドロー 他 2006 他 4bottles ¥52,425

174
シャトー ピション ロングヴィル コンテス
ド ラランド 他

1984 他 6bottles ¥128,150
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175 シャトー レオヴィル バルトン 他 1993 他 7bottels ¥186,400

176 シャトー モンローズ 1995
1double
magnum

¥256,300

177 シャトー ピション ロングヴィル バロン 1995 1imperial ¥407,750
178 シャトー ディケム 他 1999 他 4bottels ¥93,200
179 シャトー ディケム 2005 3bottles ¥163,100
180 シャトー ディケム 2005 1bottle ¥52,425
181 シャトー ディケム 2005 1bottle ¥52,425
182 ル パン 1992 1bottle ¥372,800
183 ル パン 1995 1bottle ¥489,300
184 ペトリュス 1979 1bottle ¥291,250
185 ペトリュス 1982 1bottle ¥442,700
186 ペトリュス 1982 1bottle ¥419,400
187 ペトリュス 1990 1bottle ¥419,400
188 ペトリュス 1990 1bottle ¥419,400
189 ペトリュス 1998 1bottle ¥442,700
190 ペトリュス 2001 1bottle ¥442,700
191 ペトリュス 2005 1bottle ¥466,000

192
フランソワ コタ サンセール ブラン ラ グ
ランド コート

2008 6bottles ¥69,900

193
アンリ ボノー エ フィス シャトーヌフ デュ
パプ レゼルヴ デ セレスタン

1999 1bottle ¥58,250

194 E.ギガル コート ロティ ラ ムーリーヌ 他 1995 / 1998 / 1999 他 5bottles ¥198,050

195 ドメーヌ フランソワ ラヴノー シャブリ ヴァルミュール 2001 1bottle ¥93,200

196 ドメーヌ フランソワ ラヴノー シャブリ ヴァルミュール 2006 ¥87,375

197 ドメーヌ フランソワ ラヴノー シャブリ ヴァルミュール 2009 1bottle ¥93,200
198 ドメーヌ フランソワ ラヴノー シャブリ ブランショ 2005 1bottle ¥116,500

200 ルイ ラトゥール
コルトン シャルルマーニュ
2009

6bottles ¥221,350

201 ルイ ラトゥール
コルトン シャルルマーニュ
2009

6bottles ¥221,350

202 ドメーヌ ルーロ ムルソー ペリエール 2007 ¥116,500
203 コシュ デュリ ムルソー 2004 1bottle ¥209,700
204 コシュ デュリ ムルソー 2005 1bottle ¥221,350
205 コシュ デュリ ムルソー 2007 1bottle ¥209,700
206 コシュ デュリ ムルソー 2010 1bottle ¥233,000
207 コシュ デュリ ムルソー 2012 1bottle ¥198,050
208 コシュ デュリ ムルソー 2013 1bottle ¥198,050
209 コシュ デュリ ムルソー 2015 2bottles ¥314,550
210 コシュ デュリ ムルソー 2016 1bottle ¥198,050
211 コシュ デュリ ムルソー レ ルージョ 2002 1bottle ¥244,650

212 コシュ デュリ ムルソー レ ペリエール 2008 1bottle ¥512,600

213 ドメーヌ デ コント ラフォン
ムルソー クロ ド ラ バール
1998

2bottles ¥99,025

214 ドメーヌ デ コント ラフォン
ムルソー クロ ド ラ バール
2006 他

2bottles ¥151,450

215 ドメーヌ デ コント ラフォン モンラッシェ 2000 1bottle ¥372,800
216 ドメーヌ デ コント ラフォン モンラッシェ 2013 1bottle ¥466,000

217 ドメーヌ デ コント ラフォン
ムルソー ペリエール 2008 /
2009 他

¥198,050

5



 2023年2月25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）

218 エティエンヌ ソゼ
ピュリニー モンラッシェ レ ル
フェール 1989 / 1992 /
1997

3bottles ¥198,050

219 ミシェル ニーロン 2011 1bottle ¥81,550
220 ドメーヌ ラモネ モンラッシェ 1995 1bottle ¥419,400
221 ドメーヌ ラモネ モンラッシェ 1998 1bottle ¥372,800
222 ドメーヌ アミオ ギィ エ フィス モンラッシェ 2000 2bottles ¥163,100
223 ルイ ジャド モンラッシェ 2004 他 2bottles ¥116,500
224 オリヴィエ ルフレーヴ モンラッシェ 2004 1bottle ¥110,675
225 オリヴィエ ルフレーヴ モンラッシェ 2008 1bottle ¥128,150

226 オリヴィエ ルフレーヴ 他
クリオ バタール モンラッシェ
1993 他

3bottles ¥186,400

227 ドメーヌ ルフレーヴ
ピュリニー モンラッシェ クラ
ヴォワイヨン 2005

1bottle ¥81,550

228 ドメーヌ ルフレーヴ
ピュリニー モンラッシェ クラ
ヴォワイヨン 2005

1bottle ¥99,025

229 ドメーヌ ルフレーヴ
ピュリニー モンラッシェ クラ
ヴォワイヨン 2011

2bottles ¥163,100

230 ドメーヌ ルフレーヴ
ビアンヴニュ バタール モンラッ
シェ 2006

1bottle ¥221,350

231 ドメーヌ ルフレーヴ バタール モンラッシェ 2006 1bottle ¥256,300
232 ドメーヌ ルフレーヴ バタール モンラッシェ 2008 1bottle ¥221,350

233 ドメーヌ ルフレーヴ
シュヴァリエ モンラッシェ
1996

1bottle ¥256,300

234 ドメーヌ ルフレーヴ
シュヴァリエ モンラッシェ
1999

1bottle ¥267,950

235 ドメーヌ ルフレーヴ シュバリエ モンラッシェ 2004 1bottle ¥244,650

236 ドメーヌ ルフレーヴ
シュヴァリエ モンラッシェ
2004

1bottle ¥256,300

237 ドメーヌ ルフレーヴ モンラッシェ 1992 1bottle ¥2,912,500
238 ドメーヌ ルフレーヴ モンラッシェ 1993 1bottle ¥2,330,000
239 ドメーヌ ルフレーヴ モンラッシェ 2005 1bottle ¥3,262,000

240 エティエンヌ ソゼ 他
ピュリニー モンラッシェ レ フォ
ラティエール 1994 他

12bottles ¥267,950

241 ルイ ジャド
ピュリニー モンラッシェ レ フォ
ラティエール 1988 他

12bottles ¥267,950

242 ジョセフ ドルーアン 他 ムルソー ペリエール 1990 他 12bottles ¥302,900

243 ヴェルジェ 他
ピュリニー モンラッシェ スー
ル ピュイ 1995 他

12bottles ¥244,650

244 ヴェルジェ 他 ムルソー ルージョ 1996 他 12bottles ¥267,950
245 ドメーヌ ジャック フレデリック ミュニエ ボンヌ マール 2016 1bottle ¥186,400

246 ドメーヌ G.ルーミエ
コルトン シャルルマーニュ
2006

¥186,400

247 ドメーヌ G.ルーミエ
モレ サン ドニ クロ ド ラ ブシ
エール 2011

1bottle ¥87,375

250 ドメーヌ G.ルーミエ ボンヌ マール 2011 1bottle ¥233,000

252 ドメーヌ G.ルーミエ シャンボール ミュジニー 2012 1bottle ¥128,150

253 ドメーヌ G.ルーミエ
シャンボール ミュジニー レ コ
ンボット 2009

¥186,400
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254 ドメーヌ G.ルーミエ
シャンボール ミュジニー レ ク
ラ 2009

¥163,100

255 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 2009

¥466,000

256 ドメーヌ G.ルーミエ ミュジニー 1999 1bottle ¥1,572,750
257 ロベール グロフィエ ペール エ フィス ボンヌ マール 2001 1bottle ¥93,200

258 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 2003

1bottle ¥110,675

259 ルイ ジャド ミュジニー 1995 1bottle ¥139,800
260 ルイ ジャド ミュジニー 1999 1bottle ¥139,800
261 ドメーヌ ジャック フレデリック ミュニエ ミュジニー 2011 1bottle ¥326,200

262 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ボンヌ マール 2010 1bottle ¥128,150

263 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 2011 1bottle ¥52,425

264 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 2014 2bottles ¥99,025

266 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー ブラン 2018 1bottle ¥221,350

267 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー VV 1979 1bottle ¥163,100

268 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー VV 1992 1bottle ¥174,750

269 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー VV 1998 1bottle ¥174,750

270 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー VV 1999 1bottle ¥244,650

271 ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ ミュジニー VV 2002 1bottle ¥209,700

272 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 ¥209,700

273 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 1995

1bottle ¥209,700

274 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 1996

1bottle ¥221,350

275 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 2001

1bottle ¥99,025

276 ドメーヌ ポンソ
クロ ド ラ ロッシュ VV 1997
他

2bottles ¥151,450

277 ドメーヌ ポンソ
クロ ド ラ ロッシュ VV 1982
/ 1987 他

3bottles ¥314,550

278 クロード デュガ 他
ジュヴレ シャンベルタン 2003
他

5bottles ¥151,450

279 クロード デュガ
シャペル シャンベルタン
2000

1bottle ¥81,550

280 ドメーヌ ペロ ミノ
ジュヴレ シャンベルタン レ ペ
リエール VV 2005

1magnum ¥69,900

281 ドニ モルテ クロ ド ヴージョ 2001 1bottle ¥104,850
282 ドニ モルテ シャンベルタン 2002 1bottle ¥302,900
283 アルマン ルソー ペール エ フィス クロ ド ラ ロッシュ 2014 1bottle ¥151,450
284 アルマン ルソー ペール エ フィス クロ ド ラ ロッシュ 2016 1bottle ¥163,100

285 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2012 1bottle ¥87,375
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286 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 レ カ
ズティエ 2000

1bottle ¥174,750

287 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 レ カ
ズティエ 2009

1bottle ¥128,150

288 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 レ カ
ズティエ 2011

1bottle ¥116,500

289 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 レ カ
ズティエ 2012

1bottle ¥116,500

290 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 クロ
サンジャック 1989

1bottle ¥279,600

291 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 クロ
サンジャック 1989

1bottle ¥233,000

292 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 クロ
サン ジャック 2011

1bottle ¥186,400

293 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
2009

1bottle ¥139,800

294 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
2015

1bottle ¥139,800

295 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
2016

1bottle ¥139,800

296 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
2016

1bottle ¥145,625

297 アルマン ルソー ペール エ フィス マジ シャンベルタン 2009 1bottle ¥139,800

300 アルマン ルソー ペール エ フィス
リュショット シャンベルタン ク
ロ デ リュショット 1998

1bottle ¥267,950

301 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
1976

1bottle ¥535,900

302 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 ¥349,500

303 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
2012

1bottle ¥396,100

306 ベルナール デュガ ピィ
シャルム シャンベルタン
2002

1bottle ¥81,550

307 ベルナール デュガ ピィ マジ シャンベルタン 2000 1bottle ¥163,100
308 ベルナール デュガ ピィ マジ シャンベルタン 2004 1bottle ¥58,250

309 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 2007

1bottle ¥75,725

310 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 2011

1bottle ¥75,725

311 ドメーヌ デュジャック
ヴォーヌ ロマネ オー マルコン
ソール 2008

1bottle ¥81,550

312 ドメーヌ デュジャック
ヴォーヌ ロマネ レ ボーモン
2009

1bottle ¥81,550

314 ドメーヌ デュジャック クロ サン ドニ 2006 1bottle ¥116,500

316 フィリップ パカレ 他
リュショット シャンベルタン
2004 他

4bottles ¥139,800

317 ドミニク ローラン
シャルム シャンベルタン VV
2006 他

2bottles ¥69,900

318 ドメーヌ フーリエ
ヴージョ レ プティ ヴージョ
VV 2013 / 2014 / 2015

3bottles ¥87,375

320 ドメーヌ フーリエ エシェゾー VV 2014 他 2bottles ¥110,675
322 ジャン マルク ミヨ クロ ド ヴージョ 2005 2bottles ¥75,725
323 フィリップ シャルロパン パリゾ クロ ド ヴージョ 2013 他 4bottles ¥139,800
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324 ドメーヌ ドルーアン ラローズ クロ ド ヴージョ 2005 3bottles ¥116,500

325 プランス フローラン ド メロード 他
コルトン クロ デュ ロワ 2005
他

7bottles ¥174,750

327 ジャン グロ
ヴォーヌ ロマネ クロ デ レア
1993

1bottle ¥110,675

328 ニコル ラマルシュ ラ グランド リュ 2019 1bottle ¥93,200
329 セシル トランブレー ヴォーヌ ロマネ VV 2002 1bottle ¥104,850
330 ブシャール ペール エ フィス ラ ロマネ 1997 1bottle ¥291,250
331 ブシャール ペール エ フィス ラ ロマネ 1998 1bottle ¥244,650

332 クリスティアン L.ルモワスネ
ロマネ サンヴィヴァン 1997
他

2bottles ¥116,500

333 アンヌ グロ リシュブール 2006 1bottle ¥174,750
334 アンヌ グロ リシュブール 2011 1bottle ¥186,400

335 モンジャール ミュニュレ
エシュゾー ラ グランド コンプ
リカシオン 2012

2bottles ¥69,900

336 ドメーヌ ジャン イヴ ビゾ エシェゾー 2000 1bottle ¥699,000
337 ドメーヌ ジャン イヴ ビゾ エシェゾー 2006 1bottle ¥582,500
338 ドメーヌ ジャン イヴ ビゾ エシェゾー 2009 1bottle ¥722,300

340 ドメーヌ ミシェル グロ
ヴォーヌ ロマネ クロ デ レア
2012

3bottles ¥93,200

341 ドメーヌ デ コント ラフォン
ヴォルネイ サントノ デュ ミ
リュー 1996

2bottles ¥87,375

342 ドメーヌ ロベール シリュグ グラン エシェゾー 2013 1bottle ¥128,150
343 ドメーヌ ド ラルロー ロマネ サンヴィヴァン 2013 1bottle ¥104,850
344 ロベール アルヌー エシェゾー 1999 1bottle ¥110,675
345 ロベール アルヌー ロマネ サン ヴィヴァン 1996 1bottle ¥151,450

346 アルヌー ラショー（ロベール アルヌー）
ヴォーヌ ロマネ レ スショ
2008

1bottle ¥139,800

347 メオ カミュゼ 他
ニュイ サンジョルジュ オー
ミュルジュ 1994 他

3bottles ¥174,750

348 メオ カミュゼ
ニュイ サンジョルジュ オー
ミュルジュ 2005

1bottle ¥75,725

349 メオ カミュゼ クロ ド ヴージョ 1998 1bottle ¥116,500

350 メオ カミュゼ
ヴォーヌ ロマネ オー クロ パ
ラントゥ 2004

1bottle ¥302,900

351 メオ カミュゼ リシュブール 1995 1bottle ¥535,900

352
ジョルジュ ジャイエ（エマニュエル ル
ジェ）

エシェゾー 2017 1bottle ¥174,750

353
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 ¥174,750

354
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 ¥174,750

355
ジョルジュ ジャイエ（エマニュエル ル
ジェ）

エシェゾー 2019 1bottle ¥186,400

356 エマニュエル ルジェ
ブルゴーニュ オート コート ド
ニュイ 2017

3bottles ¥34,950

357 エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ロマネ 2012 1bottle ¥58,250

370 アンリ ジャイエ
ヴォーヌ ロマネ ボーモン
1993

1bottle ¥862,100

371 アンリ ジャイエ
ヴォーヌ ロマネ レ ブリュレ
1983

1magnum ¥2,097,000

372 アンリ ジャイエ
ヴォーヌ ロマネ クロ パラン
トゥ 1986

1bottle ¥1,281,500
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373 アンリ ジャイエ
ヴォーヌ ロマネ クロ パラン
トゥ 1990

1bottle ¥1,922,250

374 アンリ ジャイエ
ヴォーヌ ロマネ クロ パラン
トゥ 1992

1bottle ¥1,456,250

375 アンリ ジャイエ
ヴォーヌ ロマネ クロ パラン
トゥ 2001

1bottle ¥2,155,250

376 メゾン ルロワ ムルソー レ ペリエール 2001 1bottle ¥163,100

377 メゾン ルロワ
シャサーニュ モンラッシェ モル
ジョ 2010

1bottle ¥186,400

378 メゾン ルロワ
シャサーニュ モンラッシェ モル
ジョ 2010

1bottle ¥174,750

379 メゾン ルロワ
ニュイ サンジョルジュ 1985 /
1987

2bottles ¥372,800

380 メゾン ルロワ
ニュイ サンジョルジュ 1985 /
1987

2bottles ¥372,800

381 メゾン ルロワ シャンボール ミュジニー 1986 2bottles ¥349,500

382 メゾン ルロワ シャンボール ミュジニー 1986 2bottles ¥349,500

383 メゾン ルロワ
ジュヴレ シャンベルタン 1986
他

2bottles ¥466,000

384 メゾン ルロワ 他
ジュヴレ シャンベルタン レ コ
ンボット 1964 他

2bottles ¥605,800

385 メゾン ルロワ
ジュヴレ シャンベルタン クロ
サンジャック 1983

1bottle ¥87,375

386 メゾン ルロワ ジュヴレ シャンベルタン 1986 1bottle ¥267,950

387 ドメーヌ ルロワ クロ ド ヴージョ 1990 1bottle ¥419,400
388 ドメーヌ ルロワ ポマール レ ヴィーニョ 1990 1bottle ¥466,000
389 ドメーヌ ルロワ ポマール レ ヴィーニョ 1991 1bottle ¥466,000
390 ドメーヌ ルロワ ポマール レ ヴィーニョ 1996 1bottle ¥489,300
391 ドメーヌ ルロワ ポマール レ ヴィーニョ 1997 1bottle ¥489,300
392 ドメーヌ ルロワ ポマール レ ヴィーニョ 1998 1bottle ¥466,000
393 ドメーヌ ルロワ ポマール レ ヴィーニョ 2010 1bottle ¥489,300

394 ドメーヌ ルロワ
ニュイ サンジョルジュ オー ラ
ヴィエール 1990

1bottle ¥349,500

395 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 1998

1bottle ¥466,000

396 ドメーヌ ルロワ
ニュイ サンジョルジュ オー ア
ロー 2013

1bottle ¥466,000

397 ドメーヌ ルロワ
ニュイ サンジョルジュ レ ブー
ド 2013

1bottle ¥442,700

398 ドメーヌ ルロワ
サヴィニィ レ ボーヌ レ ナル
バントン 1988

1bottle ¥291,250

399 ドメーヌ ルロワ
サヴィニィ レ ボーヌ レ ナル
バントン 2006

1bottle ¥466,000

400 ドメーヌ ルロワ
サヴィニィ レ ボーヌ レ ナル
バントン 2015

1bottle ¥512,600

401 ドメーヌ ルロワ ブルゴーニュ 2004 1bottle ¥582,500
402 ドメーヌ ルロワ クロ ド ヴージョ 1990 1bottle ¥349,500

403 ドメーヌ ルロワ
ヴォーヌ ロマネ レ ジュヌヴリ
エール 1996

1bottle ¥582,500

10



 2023年2月25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）

404 ドメーヌ ルロワ
ヴォーヌ ロマネ レ ジュヌヴリ
エール 2015

1bottle ¥699,000

405 ドメーヌ ルロワ
ヴォーヌ ロマネ レ ボーモン
1997

1bottle ¥524,250

406 ドメーヌ ルロワ
ヴォーヌ ロマネ レ ボー モン
2005

1bottle ¥699,000

408 ドメーヌ ルロワ
ヴォーヌ ロマネ レ ボー モン
2006

1bottle ¥652,400

411 ドメーヌ ルロワ
ヴォーヌ ロマネ レ ボー モン
2015

1bottle ¥699,000

412 ドメーヌ ルロワ
ヴォーヌ ロマネ レ ボー モン
2015

1bottle ¥652,400

413 ドメーヌ ルロワ コルトン ルナルド 1997 1bottle ¥768,900

415 ドメーヌ ルロワ ジュヴレ シャンベルタン 2004 1bottle ¥605,800

416 ドメーヌ ルロワ
ジュヴレ シャンベルタン レ コ
ンボット 1995

1bottle ¥629,100

418 ドメーヌ ルロワ
ジュヴレ シャンベルタン レ コ
ンボット 2005

1bottle ¥629,100

420 ドメーヌ ルロワ
ラトリシエール シャンベルタン
1997

1bottle ¥605,800

421 ドメーヌ ルロワ
ラトリシエール シャンベルタン
2000

1bottle ¥955,300

422 ドメーヌ ルロワ リシュブール 2002 1bottle ¥1,747,500
423 ドメーヌ ルロワ ロマネ サンヴィヴァン 2009 1bottle ¥1,514,500

424 ドメーヌ ルロワ
シャンボール ミュジニー レ
シャルム 2015

1bottle ¥873,750

425 ドメーヌ ルロワ ミュジニー 1995 1bottle ¥2,912,500

426 ドメーヌ ドーヴネ
ブルゴーニュ アリゴテ スー
シャトレ 2008

1bottle ¥582,500

427 ドメーヌ ドーヴネ オークセイ デュレス 2001 1bottle ¥559,200

428 ドメーヌ ドーヴネ
オークセイ デュレス レ ブート
ニエ 1990

1bottle ¥675,700

429 ドメーヌ ドーヴネ
オークセイ デュレス レ ブート
ニエ 2004

1bottle ¥885,400

430 ドメーヌ ドーヴネ ムルソー レ ナルヴォー 2001 1bottle ¥932,000

431 ドメーヌ ドーヴネ ムルソー レ ナルヴォー 2003 1bottle ¥955,300

432 ドメーヌ ドーヴネ ムルソー レ ナルヴォー 2004 1bottle ¥932,000

433 ドメーヌ ドーヴネ
ピュリニー モンラッシェ アン ラ
リシャルド 1999

1bottle ¥1,048,500

434 ドメーヌ ドーヴネ シュバリエ モンラッシェ 1996 1bottle ¥2,097,000

436 ドメーヌ ドーヴネ ボンヌ マール 2000 1bottle ¥1,398,000
437 ドメーヌ ドーヴネ ボンヌ マール 2009 1bottle ¥1,864,000

438 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
ブルゴーニュ オート コート ド
ニュイ 2009

1bottle ¥209,700

439 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 1997 1bottle ¥1,631,000
440 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 2004 1bottle ¥792,200
441 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 2004 1bottle ¥1,514,500
442 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 2011 1bottle ¥1,805,750
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443 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
ヴォーヌ ロマネ キュヴェ デュ
ヴォー ブロシェ 2002

1bottle ¥419,400

444 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
ヴォーヌ ロマネ キュヴェ デュ
ヴォー ブロシェ 2009

1bottle ¥466,000

445 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サンヴィヴァン 1982 1bottle ¥535,900
446 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サンヴィヴァン 1999 1bottle ¥442,700
447 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サンヴィヴァン 2002 1bottle ¥396,100
448 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サンヴィヴァン 2005 1bottle ¥396,100
449 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ サンヴィヴァン 2009 1bottle ¥466,000
450 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ グラン エシェゾー 1982 1bottle ¥349,500
451 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ グラン エシェゾー 1999 1bottle ¥396,100
452 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ グラン エシェゾー 2000 1bottle ¥466,000
453 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ グラン エシェゾー 2009 1bottle ¥489,300
454 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 1988 1bottle ¥442,700
455 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 1998 1bottle ¥442,700
456 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 1999 1bottle ¥442,700
457 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 2000 1bottle ¥396,100
458 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 2007 1bottle ¥419,400
459 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 2009 1bottle ¥489,300
460 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 1994 1bottle ¥605,800
461 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 1998 1bottle ¥699,000
462 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 1999 1bottle ¥605,800
463 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 2002 1bottle ¥699,000
464 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 2009 1bottle ¥722,300
465 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1982 1bottle ¥512,600
466 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1986 1bottle ¥605,800
467 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラターシュ 1992 ¥512,600
468 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1993 1bottle ¥512,600
469 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1997 1bottle ¥699,000
470 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1998 1bottle ¥559,200
471 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1999 1bottle ¥722,300
472 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 1999 1bottle ¥815,500
473 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2001 1bottle ¥512,600
474 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2001 1bottle ¥466,000
475 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2003 1bottle ¥768,900
476 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2004 1bottle ¥699,000
477 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2005 1bottle ¥815,500
478 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2006 1bottle ¥745,600
479 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2007 1bottle ¥675,700
480 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2007 1bottle ¥699,000
481 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2007 1bottle ¥699,000
482 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2007 1bottle ¥675,700
483 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2007 1bottle ¥699,000
484 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2007 1bottle ¥675,700
485 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラ ターシュ 2009 1bottle ¥792,200
486 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1972 1bottle ¥1,572,750
487 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1972 1bottle ¥1,572,750
488 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1978 1bottle ¥1,223,250
489 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1986 1bottle ¥2,446,500
490 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1988 1bottle ¥2,330,000
491 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1989 1bottle ¥1,980,500
492 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1990 1bottle ¥2,330,000
493 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1991 1bottle ¥2,213,500
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494 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1993 1bottle ¥2,330,000
495 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1997 1bottle ¥2,446,500
496 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1998 1bottle ¥2,330,000
497 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1998 1bottle ¥2,330,000
498 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 1999 1bottle ¥1,980,500
499 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネ コンティ 2009 1bottle ¥3,961,000

500 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ マール ド ブルゴーニュ 1993 1bottle ¥302,900

501 アベラワー 12 年
アブーナ スターリング シル
バー ラベル

1bottle ¥58,250

502 ザ マッカラン 18 年 ( 2017 ボトリング ) 1bottle ¥93,200
503 ザ マッカラン 18 年 ( 1996 ) 2bottles ¥233,000

505 ザ マッカラン
カスク ストレングス レッド ラ
ベル

2bottles ¥699,000

507 白州 18 年 1bottle ¥81,550
508 響 17 年 1bottle ¥75,725
509 響 17 年 1bottle ¥69,900
510 響 17 年 1bottle ¥69,900
511 響 21 年 1bottle ¥116,500
512 響 21 年 1bottle ¥116,500
513 響 21 年 1bottle ¥87,375
514 響 21 年 夢大きく 1bottle ¥349,500
515 響 30 年 1bottle ¥652,400
516 響 30 年 1bottle ¥652,400

517 山崎蒸溜所
樽出原酒 センチュリー 21
年

1bottle ¥233,000

518 山崎蒸溜所
シングル カスク バーレル (
1992-2011 )

1bottle ¥792,200

519 山崎蒸溜所
シングル カスク シェリー バッ
ト ( 1996-2011 )

1bottle ¥652,400

520 山崎蒸溜所
シングル カスク ザ プロント
カスク 25 th アニバーサリー (
1998-2013 )

1bottle ¥442,700

521 山崎蒸溜所
オーナーズ カスク バーレル (
1993-2011 )

1bottle ¥442,700

523 山崎蒸溜所
オーナーズ カスク シェリー
バット ( 1991-2008 )

1bottle ¥559,200

524 山崎蒸溜所
オーナーズ カスク シェリー
バット ( 1991-2008 )

1bottle ¥675,700

525 山崎蒸溜所
オーナーズ カスク シェリー
バット ( 1998-2009 )

1bottle ¥768,900

528 山崎 ミズナラ ( 2020 ボトリング) 1bottle ¥605,800
529 山崎 18 年 1bottle ¥128,150
530 山崎 18 年 1bottle ¥116,500
531 山崎 18 年 1bottle ¥128,150
532 山崎 18 年 1bottle ¥139,800
533 山崎 25 年 1bottle ¥1,339,750

1001
ハイランドパーク ザ ヴァルハラ コレク
ション

ロキ - ソー - フレイヤ - オー
ディン

1bottle ¥233,000

1003 グレンフィデック 40 年 レア コレクション 1bottle ¥442,700

1004 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-
2006 )

1bottle ¥675,700
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1005 ザ マッカラン 18 年 ( 1978-1996 ) 1bottle ¥535,900
1006 ザ マッカラン 30 年 1bottle ¥955,300

1009 ザ マッカラン
52 年 セレクト リザーブ (
1946-1998 )

1bottle ¥3,145,500

1013 レミー マルタン ルイ 13 世 1bottle ¥151,450

1015 レミー マルタン
ルイ 13 世 ブラックパール マ
グナム

1bottle ¥10,019,000

1016 レミー マルタン ルイ 13 世 ザ マチュザレム 1bottle ¥13,980,000
1017 鳥取 他 27 年 他 4bottles ¥186,400
1018 竹鶴 25 年 1bottle ¥442,700

1019 余市
50 周年記念 リミテッド エ
ディション

1bottle ¥582,500

1020 宮城峡
50 周年記念 リミテッド エ
ディション

1bottle ¥582,500

1021 山崎
スパニッシュ オーク ( 2020
ボトリング )

5bottles ¥1,048,500

1022 白州 25 年 1bottle ¥932,000
1023 山崎 18 年 ミズナラ 1bottle ¥1,048,500
1024 山崎 25 年 1bottle ¥1,514,500

1025 ベイコート
プライベート ブレンド ウィス
キー

1bottle ¥6,990,000

1026 響 30 年 1bottle ¥652,400
1027 響 30 年 1bottle ¥675,700

1028 響
21 年 九谷焼 古九谷風松
竹梅文瓢箪型瓶

1bottle ¥932,000

1029 響
21 年 九谷焼 吉田屋風花
鳥図角瓶

1bottle ¥675,700

1030 響
21 年 有田焼 色絵菊熨斗
文扇形瓶

1bottle ¥815,500

1031 響
21 年 有田焼 色絵赤玉雲
龍文角瓶

1bottle ¥1,048,500

1032 響
21 年 九谷焼 吉田屋風色
絵雲龍文扁壷形瓶

1bottle ¥1,747,500

1033 響
35 年 古九谷写し 色絵牡
丹蝶図筒形瓶

1bottle ¥10,019,000

1034 響
35 年 初期有田 染付牡丹
蝶図筒形瓶

1bottle ¥10,485,000

1035 響
35 年 三代 徳田八十吉作
耀彩瓶 碧陽

1bottle ¥16,892,500
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