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カタログ

ページ
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42 570 スーパーレジェ－ロ ボルドー・グラン・クリュ 4425/00 ¥12,000 ¥12,000

42 571 スーパーレジェ－ロ ブルゴーニュ・グラン・クリュ 4425/16 ¥12,000 ¥12,000

42 572 スーパーレジェ－ロ エルミタージュ/シラー 4425/30 ¥12,000 ¥12,000

42 573 スーパーレジェ－ロ リースリング/ ジンファンデル 4425/15 ¥12,000 ¥12,000

42 574 スーパーレジェ－ロ ロワール 4425/33 ¥12,000 ¥12,000

42 575 スーパーレジェ－ロ ヴィオニエ/シャルドネ 4425/5 ¥12,000 ¥12,000

42 576 スーパーレジェ－ロ オークド・シャルドネ 4425/97 ¥12,000 ¥12,000

42 577 スーパーレジェ－ロ シャンパーニュ・フルート 4425/8 ¥12,000 ¥12,000

42 578 スーパーレジェ－ロ シャンパーニュ・ワイン・グラス 4425/28 ¥12,000 ¥12,000

42 579 スーパーレジェ－ロ クープ/カクテル/モスカート 4425/9 ¥12,000 ¥12,000

43 558 ソムリエ ブラック・タイ ボルドー・グラン・クリュ 4100/00 ¥25,000 ¥25,000

43 563 ソムリエ ブラック・タイ ブルゴーニュ・グラン・クリュ 4100/16 ¥25,000 ¥25,000

43 559 ソムリエ ブラック・タイ マチュア・ボルドー（赤）4100/0 ¥18,000 ¥25,000

43 561 ソムリエ ブラック・タイ モンラッシェ（シャルドネ）4100/7 ¥18,000 ¥25,000

43 562 ソムリエ ブラック・タイ リースリング・グラン・クリュ4100/15 ¥18,000 ¥25,000

43 565 ソムリエ ブラック・タイ ヴィンテージ・シャンパーニュ4100/28 ¥18,000 ¥25,000

43 566 ソムリエ ブラック・タイ エルミタージュ4100/30 ¥22,000 ¥25,000

43 567 ソムリエ ブラック・タイ ロワール4100/33 ¥18,000 ¥25,000

44 501 ソムリエ ボルドー・グラン・クリュ4400/00 ¥20,000 ¥23,000

44 502 ソムリエ ブルゴーニュ・グラン・クリュ4400/16 ¥20,000 ¥23,000

44 503 ソムリエ ジンファンデル／リースリング・グラン・クリュ4400/15 ¥15,000 ¥17,000

44 507 ソムリエ シャンパーニュ4400/8 ¥15,000 ¥17,000

44 508 ソムリエ ヴィンテージ・シャンパーニュ4400/28 ¥15,000 ¥17,000

44 514 ソムリエ ティント・レセルバ4400/31 ¥17,000 ¥20,000

44 536 ソムリエ エルミタージュ4400/30 ¥17,000 ¥20,000

44 603 ソムリエ マチュア・ボルドー（赤）シャブリ (シャルドネ )4400/0 ¥15,000 ¥17,000

44 605 ソムリエ スパークリング・ワイン4400/88 ¥15,000 ¥17,000

45 504 ソムリエ モンラッシェ(シャルドネ）4400/7 ¥15,000 ¥17,000

45 505 ソムリエ アルザス4400/5 ¥15,000 ¥17,000

45 510 ソムリエ コニャックXO4400/70 ¥15,000 ¥17,000

45 511 ソムリエ コニャックV.S.O.P4400/71 ¥15,000 ¥17,000

45 512 ソムリエ シングル・モルト・ウィスキー4400/80 ¥15,000 ¥17,000

45 513 ソムリエ マティーニ4400/17 ¥15,000 ¥17,000

45 515 ソムリエ ロワール4400/33 ¥15,000 ¥17,000

45 516 ソムリエ ソーテルヌ4400/55 ¥15,000 ¥17,000

45 519 ソムリエ グラッパ4200/3 ¥15,000 ¥17,000

45 520 ソムリエ アップル/ペア（オーチャード・フルーツ）4200/4 ¥15,000 ¥17,000

45 522 ソムリエ アプリコット/プラム（ストーン・フルーツ）4200/6 ¥15,000 ¥17,000

45 549 ソムリエ グリューナー・フェルトリーナー6400/15 ¥17,000 ¥20,000

45 602 ソムリエ ロゼ4400/4 ¥17,000 ¥20,000

45 604 ソムリエ ラインガウ4400/1 ¥10,000 ¥17,000

45 607 ソムリエ シェリー／テキーラ4400/18 ¥15,000 ¥17,000

45 609 ソムリエ ヴィンテージ・ポート4400/60 ¥15,000 ¥17,000

45 610 ソムリエ ウォーター4400/20 ¥15,000 ¥17,000

45 838 ソムリエ ブラインド・ブラインド・テイスティング・グラス8400/15 ¥15,000 ¥17,000

46 844 ヴィティス カベルネ403/0 ¥6,000 ¥6,500

46 845 ヴィティス ピノ・ノワール403/7 ¥6,000 ¥6,500

46 847 ヴィティス シャンパーニュ403/8 ¥6,000 ¥6,500

リーデル

リーデル社・ツヴィーゼル社製品 及び一 部ワイングッズ

価格改定のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、メーカーより価格改定を行う旨の通知がございましたので、下記の通りご案内申し上げます。

弊社におきましては、平成30年6月1日（金）受注分より新価格を適用とさせて頂きます。

変更に伴いまして、ご迷惑をおかけ致しまして大変申し訳ございませんが、何卒諸般の事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

敬 具

お得意先各位

平成30年4月

株式会社グローバル

大阪市西区西本町1-5-3

TEL：06-6543-9686/FAX06-6543-7888
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46 848 ヴィティス リースリング403/15 ¥6,000 ¥6,500

46 849 ヴィティス オークド・シャルドネ403/97 ¥6,000 ¥6,500

46 850 ヴィティス マティーニ403/17 ¥6,000 ¥6,500

47 650 グレープ＠リーデル シラー/シラーズ 6404/30 ¥5,000 ¥5,000

47 651 グレープ＠リーデル カベルネ/メルロ 6404/0 ¥5,000 ¥5,000

47 652 グレープ＠リーデル ピノ・ノワール/ネッビオーロ 6404/7 ¥5,000 ¥5,000

47 653 グレープ＠リーデル リースリング/ソーヴィニヨン・ブラン 6404/15 ¥5,000 ¥5,000

47 654 グレープ＠リーデル ヴィオニエ/シャルドネ 6404/5 ¥5,000 ¥5,000

47 655 グレープ＠リーデル オークド・シャルドネ 6404/97 ¥5,000 ¥5,000

47 656 グレープ＠リーデル シャンパーニュ 6404/28 ¥5,000 ¥5,000

47 657 グレープ＠リーデル マティーニ 6404/17 ¥5,000 ¥5,000

48 580 ファット・ア・マーノ ボルドー・グラン・クリュ ツイスト ブラック＆ホワイト 4900/00BWT ¥12,000 ¥12,000

48 581 ファット・ア・マーノ ブルゴーニュ・グラン・クリュ  ツイスト ブラック＆ホワイト 4900/16BWT ¥12,000 ¥12,000

48 582 ファット・ア・マーノ カベルネ/メルロ ツイスト ブラック＆ホワイト 4900/0BWT ¥12,000 ¥12,000

48 583 ファット・ア・マーノ オールドワールド・シラー ツイスト ブラック＆ホワイト 4900/41BWT ¥12,000 ¥12,000

48 584 ファット・ア・マーノ オールドワールド・ピノ・ノワール ツイスト ブラック＆ホワイト 4900/7BWT ¥12,000 ¥12,000

48 585 ファット・ア・マーノ オークド・シャルドネ ツイスト ブラック＆ホワイト 4900/97BWT ¥12,000 ¥12,000

48 586 ファット・ア・マーノ リースリング/ジンファンデル ツイスト ブラック＆ホワイト 4900/15BWT ¥12,000 ¥12,000

48 587 ファット・ア・マーノ シャンパーニュ・ワイン・グラス ツイスト ブラック＆ホワイト 4900/28BWT ¥12,000 ¥12,000

49 459 リーデル・ヴェリタス テイスティング・セット5449/47 ¥16,000 ¥18,000

49 460 リーデル・ヴェリタス レッドワイン テイスティング・セット5449/74 ¥12,000 ¥13,500

49 662 リーデル・ヴェリタス ニューワールド・シラーズ 6449/30 ¥4,000 ¥4,500

49 663 リーデル・ヴェリタス オールドワールド・シラー 6449/41 ¥4,000 ¥4,500

49 664 リーデル・ヴェリタス オールドワールド・ピノ・ノワール 6449/7 ¥4,000 ¥4,500

49 665 リーデル・ヴェリタス ニューワールド・ピノ・ノワール/ネッビオーロ/ロゼ・シャンパーニュ6449/67 ¥4,000 ¥4,500

49 666 リーデル・ヴェリタス カベルネ/メルロ 6449/0 ¥4,000 ¥4,500

49 667 リーデル・ヴェリタス シャンパーニュ・ワイン・グラス 6449/28 ¥4,000 ¥4,500

49 668 リーデル・ヴェリタス リースリング/ジンファンデル 6449/15 ¥4,000 ¥4,500

49 669 リーデル・ヴェリタス ヴィオニエ/シャルドネ 6449/05 ¥4,000 ¥4,500

49 670 リーデル・ヴェリタス オークド・シャルドネ 6449/97 ¥4,000 ¥4,500

49 671 リーデル・ヴェリタス クープ/モスカート/マティーニ 6449/09 ¥4,000 ¥4,500

49 685 リーデル・ヴェリタス ビアー 6449/11 ¥4,000 ¥4,500

49 686 リーデル・ヴェリタス スピリッツ 6449/71 ¥4,000 ¥4,500

49 687 リーデル・ヴェリタス ソーヴィニヨン・ブラン 6449/33 ¥4,000 ¥4,500

50 628 ヴィノム XL カベルネ・ソーヴィニヨン 6416/00 ¥4,000 ¥4,500

50 629 ヴィノム XL ヴィンテージ・シャンパーニュ 6416/28 ¥4,000 ¥4,500

50 630 ヴィノム XL マティーニ 6416/37 ¥4,000 ¥4,500

50 631 ヴィノム XL アクアヴィット 6416/10 ¥4,000 ¥4,500

50 632 ヴィノム XL ウォーター 6416/20 ¥1,500 ¥1,750

50 633 ヴィノム XL リースリング・グラン・クリュ 6416/51 ¥4,000 ¥4,500

50 634 ヴィノム XL ヴィオニエ/シャルドネ 6416/55 ¥4,000 ¥4,500

50 635 ヴィノム XL オークド・シャルドネ 6416/57 ¥4,000 ¥4,500

50 638 ヴィノム XL シラー 6416/41 ¥4,000 ¥4,500

50 725 ヴィノム XL ピノ・ノワール/ネッビオーロ 6416/67 ¥4,000 ¥4,500

51 824 ヴィノム・エクストリーム カベルネ 4444/0 ¥4,500 廃番予定

51 825 ヴィノム・エクストリーム リースリング/ソーヴィニヨン・ブラン 4444/5 ¥4,500 廃番予定

51 826 ヴィノム・エクストリーム ピノ・ノワール 4444/7 ¥4,500 廃番予定

51 827 ヴィノム・エクストリーム シャンパーニュ 4444/8 ¥4,500 廃番予定

51 828 ヴィノム・エクストリーム ロゼ/アイスワイン（デザートワイン） 4444/55 ¥4,500 廃番予定

51 829 ヴィノム・エクストリーム オークド・シャルドネ 4444/97 ¥4,500 廃番予定

51 833 ヴィノム・エクストリーム シラー/シラーズ 4444/30 ¥4,500 廃番予定

52 951 ヴィノム テイスティングセット 5416/47 ¥14,000 ¥16,000

52 701 ヴィノム カベルネ・ソーヴィニヨン/メルロ（ボルドー）6416/0 ¥3,500 ¥4,000

52 702 ヴィノム ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 6416/90 ¥3,500 ¥4,000

52 703 ヴィノム ピノ・ノワール（ブルゴーニュ）6416/7 ¥3,500 ¥4,000

52 704 ヴィノム ジンファンデル／リースリング・グラン・クリュ 6416/15 ¥3,500 ¥4,000

52 708 ヴィノム ヴィオニエ/シャルドネ 6416/5 ¥3,500 ¥4,000

52 709 ヴィノム ラインガウ 6416/1 ¥3,500 ¥4,000

52 710 ヴィノム キュヴェ・プレスティージュ（ヴィンテージ・シャンパーニュ）6416/48 ¥3,500 ¥4,000

52 711 ヴィノム シャンパーニュ 6416/8 ¥3,500 ¥4,000

52 712 ヴィノム シラーズ/ シラー 6416/30 ¥3,500 ¥4,000

52 722 ヴィノム テンプラニーリョ 6416/31 ¥3,500 ¥4,000

52 723 ヴィノム ソーヴィニヨン・ブラン / デザート・ワイン 6416/33 ¥3,500 ¥4,000

52 815 ヴィノム オークド・シャルドネ（モンラッシェ）6416/97 ¥3,500 ¥4,000

53 700 ヴィノム テキーラ6 416/81 ¥3,500 ¥4,000



カタログ

ページ
商品番号 シリーズ名 製品名

旧価格

（税抜）

新価格

（税抜）

53 724 ヴィノム コニャック 6416/71 ¥3,500 ¥4,000

53 804 ヴィノム ポート 6416/60 ¥3,500 ¥4,000

53 806 ヴィノム グルメグラス 6416/21 ¥2,250 ¥2,500

53 807 ヴィノム スピリッツ 6416/17 ¥3,500 ¥4,000

53 808 ヴィノム ブランディ・スニフタ 6416/18 ¥4,300 ¥5,000

53 809 ヴィノム シングル・モルト・ウィスキー 6416/80 ¥3,500 ¥4,000

53 811 ヴィノム グラッパ 6416/70 ¥3,500 ¥4,000

53 813 ヴィノム マティーニ 6416/77 ¥3,500 ¥4,000

53 814 ヴィノム 大吟醸 416/75 ¥3,500 ¥4,000

53 913 ヴィノム 大吟醸ペア 木箱入 416/75-2 ¥8,000 ¥8,000

54 714 ワイン カベルネ/メルロ 6448/0 ¥2,500 ¥2,500

54 715 ワイン ジンファンデル / リースリング 6448/15 ¥2,500 ¥2,500

54 717 ワイン シラー/シラーズ 6448/30 ¥2,500 ¥2,500

54 718 ワイン ヴィオニエ/シャルドネ 6448/5 ¥2,500 ¥2,500

54 719 ワイン ピノ・ノワール/ネッビオーロ 6448/7 ¥2,500 ¥2,500

54 720 ワイン シャンパーニュ 6448/8 ¥2,500 ¥2,500

54 721 ワイン オークド・シャルドネ  6448/97 ¥2,500 ¥2,500

55 613 オヴァチュア レッドワイン 6408/00 ¥1,500 ¥1,500

55 614 オヴァチュア ホワイトワイン 6408/5 ¥1,500 ¥1,500

55 611 オヴァチュア ビアー 6408/11 ¥1,750 ¥2,000

55 615 オヴァチュア スピリッツ 6408/19 ¥2,000 ¥2,250

55 616 オヴァチュア マグナム 6408/90 ¥1,750 ¥2,000

55 617 オヴァチュア シャンパーニュ 6408/48 ¥1,750 ¥2,000

55 618 オヴァチュア テキーラ 6408/18 ¥2,000 ¥2,250

55 619 オヴァチュア シェリー 6408/88 ¥2,000 ¥2,250

55 621 オヴァチュア ウォーター 6408/2 ¥2,000 ¥2,250

56 637 リーデル・オー リーデル・オー ビアー 414/11 ¥1,500 ¥1,500

56 733 リーデル・オー リーデル・オー スピリッツ／フォーティファイド・ワイン／コニャック 414/60 ¥2,000 ¥2,000

56 743 リーデル・オー リーデル・オー シラー/シラーズ 414/30 ¥2,000 ¥2,000

56 744 リーデル・オー リーデル・オー ピノ・ノワール/ネッビオーロ 414/7 ¥2,000 ¥2,000

56 745 リーデル・オー リーデル・オー リースリング/ソーヴィニヨン・ブラン 414/15 ¥1,750 ¥1,750

56 746 リーデル・オー リーデル・オー オークド・シャルドネ 414/97 ¥2,000 ¥2,000

56 747 リーデル・オー リーデル・オー ヴィオニエ/ シャルドネ 414/5 ¥2,000 ¥2,000

56 431 リーデル・オー リーデル・オー オー・フォー・ユー（2個入） ¥3,500 ¥3,500

56 639 リーデル・オー シャンパーニュ414/28 ¥1,500 ¥1,750

56 647 リーデル・オー コカ・コーラ+リーデルグラス2414/21（チューブ缶） ¥3,000 ¥3,500

56 648 リーデル・オー コカ・コーラ+リーデルグラス414/21（箱） ¥2,000 ¥2,250

56 742 リーデル・オー カベルネ/メルロ414/0 ¥1,750 ¥2,000

56 748 リーデル・オー 大吟醸オー 酒テイスター／オー・トゥー・ゴー（チューブ缶）2414/22 ¥2,200 ¥2,500

57 640 リーデル・オー ビッグ・オー カベルネ414/00 ¥2,000 ¥2,250

57 641 リーデル・オー ビッグ・オー ピノ・ノワール414/67 ¥2,000 ¥2,250

57 642 リーデル・オー ビッグ・オー シラー414/41 ¥2,000 ¥2,250

57 699 リーデル・オー ハッピー・オー Vol.2 5414/88 ¥10,000 ¥10,000

57 779 リーデル・オー ハッピー・オー 5414/44 ¥10,000 ¥10,000

57 766 H2O ウォーター414/1 ¥2,000 ¥2,250

57 767 H2O ウィスキー414/2 ¥2,000 ¥2,250

57 901 スワル ホワイトワインタンブラー450/33 ¥2,000 ¥2,250

57 902 スワル レッドワインタンブラー450/30 ¥2,000 ¥2,250

58 D53 デカンタ フラミンゴ2007/01 ¥60,000 ¥68,000

58 D54 デカンタ スワン2007/02 ¥60,000 ¥68,000

58 D61 デカンタ イヴ1950/09 ¥70,000 ¥80,000

58 D63 デカンタ ブラック・タイ フェイス トゥーフェイス4100/13 ¥70,000 ¥80,000

58 D64 デカンタ ブラック・タイ4100/23 ¥70,000 ¥80,000

58 D65 デカンタ ブラック・タイ アマデオ4100/83 ¥70,000 ¥80,000

58 D66 デカンタ ブラック・タイ  ブリス2009/03 ¥20,000 ¥23,000

58 D67 デカンタ ブラック・タイ スマイル2009/01 ¥20,000 ¥23,000

58 D68 デカンタ ブラック・タイ  タッチ2009/02 ¥20,000 ¥23,000

58 D70 デカンタ マンバ1950/19 ¥70,000 ¥80,000

58 D73 デカンタ ボア2013/01 ¥70,000 ¥80,000

58 D80 デカンタ イブチェン1950/15 ¥70,000 ¥79,000

58 D81 デカンタ バッカス2015/01 ¥70,000 ¥79,000

58 D84 デカンタ ドラゴン レッド/ ブラック（トゥエンティ・トゥエルブ）2012/68 ¥79,000 ¥90,000

58 D86 デカンタ アヤム クリア2016/01 ¥54,000 ¥60,000

58 D87 デカンタ アヤム ブラック2016/02 ¥54,000 ¥60,000

58 D88 デカンタ アヤム ホワイト2016/03 ¥54,000 ¥60,000
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58 D89 デカンタ マコン 2017/1 ¥20,000 ¥20,000

58 D90 デカンタ マルヌ 2017/2 ¥20,000 ¥20,000

58 D91 デカンタ マルゴー 2017/3 ¥20,000 ¥20,000

59 966 デカンタ オー・シングル1414/13 ¥24,000 ¥28,000

59 978 デカンタ オー・マグナム1414/26 ¥36,000 ¥40,000

59 D3 デカンタ ウルトラ マグナム2400/13 ¥36,000 ¥40,000

59 D34 デカンタ ヴィノム・エクストリーム1800/14 ¥54,000 ¥60,000

59 D37 デカンタ カベルネ・デカンタ1440/13 ¥6,500 ¥7,000

59 D38 デカンタ カベルネ・マグナム1440/26 ¥12,000 ¥14,000

59 D43 デカンタ コルネット シングル1977/13 ¥28,000 ¥32,000

59 D44 デカンタ コルネット マグナム1977/26 ¥53,000 ¥60,000

59 D47 デカンタ メルロ1440/14 ¥7,000 ¥8,000

59 D48 デカンタ アマデオ1756/13 ¥54,000 ¥65,000

59 D49 デカンタ シラー・デカンタ1480/13 ¥8,000 ¥9,000

59 D5 デカンタ ウルトラ2400/14 ¥33,000 ¥38,000

59 D56 デカンタ アマデオ・ブラック8756/13 ¥70,000 ¥80,000

59 D57 デカンタ チロル  デカンタ1405/13 ¥62,000 ¥70,000

59 D71 デカンタ エスカルゴ2011/02 ¥28,000 ¥32,000

59 D72 デカンタ フラート2011/01 ¥41,000 ¥46,000

59 D77 デカンタ アップル1460/13 ¥5,500 ¥6,000

59 D82 デカンタ リーデル・スーパーレジェーロ デカンタ1925/01 ¥41,000 ¥46,000

59 D83 デカンタ リーデル デカンタ2015/02 ¥24,000 ¥27,000

59 51068 キャリングバッグ キャリングバッグ 5000/00 ¥19,000 ¥19,000

129 D45 リーデルワインシャワーギフトセット ¥10,000 ¥11,000

64 1953 フィネス ボルドー 630cc  118608 ¥2,000 ¥2,200

64 1954 フィネス ブルゴーニュ 660cc  118609 ¥2,000 ¥2,200

64 1955 フィネス レッドワイン　437cc  118603 ¥2,000 ¥2,200

64 1956 フィネス リースリング 316cc  118604 ¥2,000 ¥2,200

64 1957 フィネス シャルドネ　385cc  118602 ¥2,000 ¥2,200

64 1958 フィネス シャンパンEP　298cc  118607 ¥2,000 ¥2,200

64 1959 フィネス ウォーターＥＰ 385cc  118605 ¥2,000 ¥2,200

64 1980 フィネスソレイユ ボルドー 120076 ¥3,000 ¥3,000

64 1981 フィネスソレイユ ブルゴーニュ 120077 ¥3,000 ¥3,000

64 1982 フィネスソレイユ レッドワイン 120072 ¥3,000 ¥3,000

64 1983 フィネスソレイユ リースリング 316cc 120073 ¥2,500 ¥3,000

64 1984 フィネスソレイユ シャルドネ　385cc 120071 ¥2,500 ¥3,000

64 1985 フィネスソレイユ シャンパンEP　298cc 120075 ¥2,500 ¥3,000

64 1986 フィネスソレイユ ウォーターＥＰ 385cc 120074 ¥2,500 ¥3,000

65 1469 ヴィーニャ レッドワイン　415cc   110458 ¥1,800 ¥1,900

65 1470 ヴィーニャ ウォーターゴブレット　530cc   110459 ¥1,800 ¥1,900

65 1471 ヴィーニャ ワインゴブレット　290cc   110485 ¥1,800 ¥1,900

65 1472 ヴィーニャ フルートシャンパン　227cc   110488 ¥1,800 ¥1,900

65 1473 ヴィーニャ ボルドー　640cc   110496 ¥1,800 ¥1,900

65 1475 ヴィーニャ ブルゴーニュ　750cc   110499 ¥1,800 ¥1,900

65 1488 ヴィーニャ シャンパン　270cc   111718 ¥1,800 ¥1,900

65 1576 ヴィーニャ ボージョレ 542cc　 116506 ¥1,800 ¥1,900

65 1577 ヴィーニャ ウォーターＥＰ  453㏄  118832 ¥1,700 ¥1,800

65 1945 ヴィーニャ タンブラ－　13ｏｚ　117875 ¥1,500 ¥1,500

65 30141 ヴィーニャ タンブラ－　19ｏｚ　114674 ¥1,700 ¥1,800

65 30142 ヴィーニャ タンブラー　20ｏｚ 114672 ¥1,700 ¥1,800

66 30011 ピュア リースリング　300cc　112414 ¥2,000 ¥2,200

66 30012 ピュア ソーヴィニョンブラン　408cc　112412 ¥2,000 ¥2,200

66 30013 ピュア ボジョレー　465cc　112422 ¥2,000 ¥2,200

66 30014 ピュア ブルゴーニュ　700cc　112421 ¥2,200 ¥2,400

66 30015 ピュア カベルネ　550cc　112413 ¥2,100 ¥2,300

66 30016 ピュア ボルドー　680cc 112420 ¥2,200 ¥2,400

66 30017 ピュア フルートシャンパン　215cc　112415 ¥2,000 ¥2,200

66 30018 ピュア シャンパン　297㏄ 112418 ¥2,000 ¥2,200

66 30019 ピュア ウォーター　451cc 112842 ¥2,000 ¥2,200

67 30070 ディーヴァ ワイン／ブルゴーニュ 480cc 104095 ¥2,000 ¥2,200

67 30071 ディーヴァ ウォーター/ワイン 613cc 104096 ¥2,000 ¥2,200

67 30072 ディーヴァ ブルゴーニュＬ 839cc 104103 ¥2,200 ¥2,400

67 30073 ディーヴァ ホワイトワイン　302cc 104097 ¥2,000 ¥2,200

67 30074 ディーヴァ フルートシャンパンＥＰ 104100 ¥2,000 ¥2,200

ツヴィーゼル
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67 30075 ディーヴァ シャンパンＥＰ　293cc 105702 ¥2,100 ¥2,300

67 30076 ディーヴァ ボルドー Ｍ 591cc 110238 ¥2,000 ¥2,200

67 30077 ディーヴァ ボルドーＬ　800cc 104102 ¥2,100 ¥2,300

69 1655 オーディエンス シャルドネ 116483 ¥1,100 ¥1,200

69 1656 オーディエンス ボルドー 116484 ¥1,100 ¥1,200

69 1657 オーディエンス リースリング 116485 ¥1,100 ¥1,200

69 1658 オーディエンス シャンパンEP 116486 ¥1,100 ¥1,200

69 1659 オーディエンス ブルゴーニュ 116487 ¥1,100 ¥1,200

70 1451 トッサ スピリッツグラス　79cc   101342 ¥1,700 ¥1,900

70 1452 トッサ タンブラー　245cc   101343 ¥2,000 ¥2,200

70 1453 トッサ グラッパ　140cc   193572 ¥1,800 ¥2,000

70 1454 トッサ オールドファション　305cc   193569 ¥2,100 ¥2,300

70 1459 パリ パリ　タンブラー 8ｏｚ 813893 ¥1,200 ¥1,300

70 1460 パリ パリ　スピリッツグラス　50cc   572702 ¥1,000 ¥1,100

70 1461 パリ パリ　タンブラー 9ｏｚ 571703 ¥1,300 ¥1,400

70 1462 パリ パリ　オールドファション　315cc   579704 ¥1,300 ¥1,400

70 1463 パリ パリ　タンブラー 11ｏｚ 577705 ¥1,300 ¥1,400

70 30020 ピュア スピリッツ　3oz 112843 ¥1,300 ¥1,400

70 30021 ピュア ショートカクテル10oz 112844 ¥1,600 ¥1,800

70 30022 ピュア オールドファッション13oz 112417 ¥1,700 ¥1,900

70 30023 ピュア タンブラー8oz 112841 ¥1,500 ¥1,700

70 30189 ピュア タンブラー12oz 113771 ¥1,600 ¥1,800

71 1489 バンケット タンブラー 11oz 974244 ¥850 ¥900

71 1490 バンケット スピリッツ 2oz 128092 ¥700 ¥800

71 1491 バンケット タンブラー 14oz 974258 ¥950 ¥1,000

71 1492 バンケット オールドファッション13oz 128075 ¥1,000 ¥1,100

71 1493 バンケット タンブラー 18oz 128089 ¥1,000 ¥1,100

71 1494 バンケット ショートカクテル 9oz 974261 ¥900 ¥1,000

71 1495 バンケット オールドファッション 11oz 978483 ¥950 ¥1,000

71 1496 コンヴェンション タンブラー 8oz 175514 ¥900 ¥1,000

71 1498 コンヴェンション タンブラー 11oz 175500 ¥1,000 ¥1,100

71 1499 コンヴェンション タンブラー 9oz 175531 ¥1,000 ¥1,100

71 1500 コンヴェンション タンブラー 12oz 175495 ¥1,000 ¥1,100

72 1946 ヴィーニャ　スポット タンブラー 13oz　グレー 118224 ¥1,750 廃番予定

72 1947 ヴィーニャ　スポット タンブラー 13oz　パープル 118223 ¥1,750 ¥1,900

72 1948 ヴィーニャ　スポット タンブラー 13oz　ブルー 118212 ¥1,750 ¥1,900

72 1949 ヴィーニャ　スポット タンブラー 13oz　グリーン 118214 ¥1,750 ¥1,900

72 1950 ヴィーニャ　スポット タンブラー 13oz　アンバー 118215 ¥1,750 ¥1,900

72 1951 ヴィーニャ　スポット タンブラー 13oz　レッド 118213 ¥1,750 ¥1,900

72 1952 ヴィーニャ　スポット タンブラー 13oz 6個セット ¥10,500 廃番予定

72 1975 ビアベーシック ラガーＳ 120047 ¥1,500 ¥1,500

72 1976 ビアベーシック ピルスナーXS EP 120051 ¥1,500 ¥1,500

72 1977 ビアベーシック クラフトビール 119781 ¥1,500 ¥1,500

72 30158 ビアベーシック ラガーEP 115271 ¥2,500 ¥2,500

72 1583 ビアグラス ブリュッセル 865493 ¥2,500 ¥2,500

72 1587 ビアグラス ピルスナー 329978 ¥2,500 ¥2,500

72 1973 ビアグラス ピルスナーS 475676 ¥1,500 ¥1,500

73 30048 バースペシャル リキュールソーサー　70㏄　111220 ¥1,300 ¥1,400

73 30049 バースペシャル シェリー　118㏄　111224 ¥1,400 ¥1,500

73 30050 バースペシャル グラッパ　113cc　111232 ¥1,400 ¥1,500

73 30051 バースペシャル シャンパンソーサー　281㏄　111219 ¥1,500 ¥1,700

73 30052 バースペシャル マルガリータ　283cc　111234 ¥2,000 ¥2,200

73 30053 バースペシャル マティーニ　166cc　111231 ¥1,700 ¥1,900

73 30054 バースペシャル ハリケーン　530cc　111286 ¥1,500 ¥1,700

73 30056 バースペシャル コニャック　436cc　111227 ¥1,500 ¥1,700

73 30058 バースペシャル コニャックＸＸＬ　880cc　111946 ¥1,800 ¥2,000

73 30060 バースペシャル ウォーター　344cc　111222 ¥1,500 ¥1,700

73 30162 バースペシャル フルートシャンパン 174cc　115292 ¥1,500 ¥1,700

73 30363 バースペシャル ホワイトスピリッツ 64cc 120221 ¥1,500 ¥1,700

74 30353 ベーシックバーセレクション クラシック　ウィスキー　276cc 119634 ¥3,500 ¥3,750

74 30354 ベーシックバーセレクション クラシック　ダブルオールド 119636 ¥3,500 ¥3,750

74 30357 ベーシックバーセレクション サーフィン　ウィスキー 276cc 119653 ¥3,500 ¥3,750

74 30358 ベーシックバーセレクション サーフィン　ダブルオールド 119655 ¥3,500 ¥3,750

74 30364 ベーシックバーセレクション クラシック　ロングドリンク 11oz 119638 ¥3,500 ¥3,750

74 30365 ベーシックバーセレクション サーフィン　ロングドリンク 11oz 119657 ¥3,500 ¥3,750
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75 30201 ベーシックバーセレクション ウィスキー 12oz 115835 ¥1,700 ¥1,900

75 30202 ベーシックバーセレクション タンブラー 11oz 115834 ¥1,700 ¥1,900

75 30203 ベーシックバーセレクション ロングドリンク 12oz 115837 ¥1,700 ¥1,900

75 30204 ベーシックバーセレクション ソフトドリンクNo.1 7oz 115848 ¥1,500 ¥1,700

75 30205 ベーシックバーセレクション ソフトドリンクNo.2 18oz 115850 ¥1,700 ¥1,900

75 30206 ベーシックバーセレクション ソフトドリンクNo.3 13oz 115849 ¥1,700 ¥1,900

75 30207 ベーシックバーセレクション マティーニクラシック 175cc 115838 ¥1,800 ¥2,000

75 30208 ベーシックバーセレクション マティーニコンテンポラリー 226cc 115839 ¥1,800 ¥2,000

75 30209 ベーシックバーセレクション カクテルソーサー 259cc 115840 ¥1,800 ¥2,000

75 30215 ベーシックバーセレクション シェーカー 700ml 115846 ¥6,000 ¥6,500

75 30216 ベーシックバーセレクション ボストンシェーカー 850ml 115847 ¥6,000 ¥6,500

75 30217 ベーシックバーセレクション グラッパ 127cc  118747 ¥1,750 ¥1,900

75 30218 ベーシックバーセレクション ウォッカ 166cc  118745 ¥1,750 ¥1,900

75 30219 ベーシックバーセレクション ウィスキーノージング 280cc  118750 ¥1,750 ¥1,900

76 30211 オマージュ コメット ウィスキーＳ　284cc　117120 ¥5,000 ¥6,000

76 30212 オマージュ コメット ウィスキーＬ 397cc　117121 ¥5,000 ¥6,000

76 30213 オマージュ グラッセ ウィスキーＳ 284cc 117134 ¥5,000 ¥6,000

76 30214 オマージュ グラッセ ウィスキーＬ 397cc 117135 ¥5,000 ¥6,000

77 30333 エアセンス レッドワイン 631cc 119389 ¥20,000 ¥20,000

77 30334 エアセンス ボルドー 843cc 119389 ¥20,000 ¥20,000

77 30335 エアセンス ブルゴーニュ 796cc 119390 ¥20,000 ¥20,000

77 30336 エアセンス リースリング 316ｃc 119393 ¥20,000 ¥20,000

77 30337 エアセンス シャルドネ 441ｃc 119392 ¥20,000 ¥20,000

77 30338 エアセンス シャンパン 331ｃc 119394 ¥20,000 ¥20,000

77 30339 エアセンス シャンパンソーサー 308ｃc 119395 ¥20,000 ¥20,000

77 30340 エアセンス デザートワイン 208ｃc 119396 ¥20,000 ¥20,000

77 30341 エアセンス タンブラー 423ｃc 119398 ¥15,000 ¥15,000

77 30342 エアセンス タンブラー 400ｃc 119397 ¥15,000 ¥15,000

78 1443 エノテカ エノテカ　キャンティ　553cc  109582 ¥6,000 ¥7,000

78 1445 エノテカ リースリング　319cc   109584 ¥5,000 ¥6,000

78 1446 エノテカ プロセコ　155cc   109587 ¥6,000 ¥7,000

78 1447 エノテカ シャルドネ　415cc  109597 ¥6,000 ¥7,000

78 1448 エノテカ ボルドープルミエルクリュ　1012cc   109598 ¥8,000 ¥9,000

78 1449 エノテカ ボジョレー　560cc   109601 ¥6,000 ¥7,000

78 1481 エノテカ ブルゴーニュ　グランクリュ　962cc  109600 ¥8,000 ¥9,000

78 1510 エノテカ リオハ　689cc　109583 ¥7,000 ¥8,000

78 1511 エノテカ フルートシャンパン 214cc　109586 ¥6,000 ¥7,000

78 1512 エノテカ ブルゴーニュ　750cc　109602 ¥7,000 ¥8,000

79 30220 イエナ ホット&クール タンブラー3oz  115900 ¥1,500 ¥1,700

79 30221 イエナ ホット&クール タンブラー5oz 115901 ¥2,000 ¥2,200

79 30222 イエナ ホット&クール タンブラー6oz 115902 ¥2,000 ¥2,200

79 30223 イエナ ホット&クール タンブラー12oz 115903 ¥2,500 ¥2,800

79 30224 イエナ ホット&クール ボウル100cc 116220 ¥1,500 ¥1,700

79 30225 イエナ ホット&クール ボウル160cc 116224 ¥1,600 ¥1,800

79 30227 イエナ ホット&クール ボウル300cc 116226 ¥2,500 ¥2,800

79 30229 イエナ ホット&クール ボウル490cc 116228 ¥2,800 ¥3,100

79 30366 サマームード 赤ワイン/カクテル　320cc　120157 ¥2,500 ¥2,750

79 30367 サマームード 白ワイン/オールラウンド　278cc　120159 ¥2,500 ¥2,750

79 30368 サマームード フルートシャンパン　233cc　120164 ¥2,500 ¥2,750

79 30369 サマームード カラフェ　750cc　120156 ¥10,000 ¥11,000

92 30153 デカンタ ディーヴァ デカンタ 1000cc 104112 ¥13,000 ¥14,000

92 30186 デカンタ ボーヌ デカンタ　1000cc 112183 ¥17,000 ¥19,000

92 30187 デカンタ ピュア デカンタ 750cc 113744 ¥20,000 ¥22,000

92 30188 デカンタ ピュア デカンタ トール 500cc 113743 ¥18,000 ¥20,000

94 30000 フレスカ ステンレス蓋付　カラフェ  1000㏄ 118688 ¥8,000 ¥9,000

94 29998 フレスカ カラフェ 200cc 120022 ¥2,500 ¥2,800

94 29999 フレスカ カラフェ 500cc 120026 ¥4,500 ¥5,000

112 8400 ¥900 ¥980

112 8401 ¥900 ¥980

134 2453 ¥3,500 ¥3,800

134 2455 ¥4,000 ¥4,300

シルバーパニエ

シルバーパニエ ギフトボックス入

ワイングッズ

ウィングコルクスクリュー ブルー

ウィングコルクスクリュー レッド


