4月17日開催

ワインオークションカタログ

追加訂正事項

下見会日時
P4文中

に訂正

日時：4月16日（金）13：00～15：00

ワイン解説文
オーパス ワン

2003

オーパスワン2003年は、雨の多い秋を迎え11月迄収穫が行われたヴィン
テージ。カベルネソーヴィニヨン91％がブレンドされた。長期保有できる

に訂正

ワインとして保管したい。
ワイン解説文
LOT.5

ハーランエステイト

1997

創業者ウィリアム ハーラン氏が経営する「ハーラン エステイト」はカリ
フォルニア産カルトワイン。1997年はパーカーポイント100点。飲み頃

に訂正

を迎えつつある。
ワイン解説文
ドミナスエステイト

1986

ペトリュスで知られるクリスチャン ムエックス氏が1982年にワイン造り
を開始。1986年は収穫量が少なく、希少なヴィンテージとなった。飲み

に訂正

頃を迎えている。
LOT.6
LOT.7

LOT.13

LOT.16

LOT.43
LOT.89
LOT.90
LOT.91

ケンゾーエステイト

ドンペリニヨン

ドンペリニヨン

紫鈴

ブリュット

ブリュット

2019

ミレジム

ミレジム

ドメーヌ ロジェ ベラン クリオ バタール モンラッシェ 特級

ドメーヌドラロマネコンティラターシュ

1995

生産年2019年

→

2018年

に訂正

本数 1998年2bottles → 1bottle

に訂正

追加 ドンペリニヨンブリュット ミレジム 1985年 1bottle

を追加

エスティメイト \85,000～￥130,000 → \110,000～￥170,000

に訂正

生産年 2005年 →

に訂正

1998

2005

2003年

本数 2006年 4bottles → 3bottles

に訂正

追加 ドンペリニヨンブリュット ミレジム 2008年 1bottle

を追加

2016

生産年2016年

に訂正

1983

エスティメイト

1984

\350,000～￥500,000

2006

ドメーヌドラロマネコンティラターシュ

1997

ドメーヌドラロマネコンティグランエシェゾー

2003

→

2015年

に訂正

→

￥190,000～300,000

→

￥350,000～￥500,000

エスティメイト
￥190,000～300,000

ワイン解説文 2003年、並行輸入品。

LOT.108

LOT.115

に訂正
ドメーヌドラロマネコンティロマネサンヴィヴァン

1997

シャトームートンロートシルト

2006

ワイン解説文 1997年、並行輸入品。
ワイン名

に訂正

Aile D'argen エールダルジャン
生産者名
ルシアン エ アンドレ エ ブルネル → ルシアン エ アンドレ ブルネル

LOT.123

に訂正

ルシアン エ アンドレ エ ブルネル

1995

ワイン名 Lucien et Andre Brunel → Chateauneuf du Pape
「ルシアン エ アンドレ エ ブルネル」 → 「シャトーヌフデュパプ」

に訂正

に訂正

生産地 (Burgundy） → （Bourgogne）

に訂正
に訂正

LOT.143

シャトーラフィットロートシルト

2011

生産年 2011年 →

LOT.161

シャトー ムートン ロートシルト

1995

ワイン名 シャトー ラフィット ロートシルト

に訂正

LOT.180

ペトリュス

1997

エスティメイト \200,000～￥300,000 → \150,000～￥250,000

に訂正

P+S プラッツ & シミントン

2000

生産地（Portuaogal） → （Portugal）

に訂正

LOT.191
LOT.192

2000年

ワインコラム
P64

「ド・ヴィレーヌ家とルロワ家」17行め

1971年→1973年

に訂正

17 Apr. 2021
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オークションスケジュール
日

時：

2021年4月17日 (土)

14：00

下 見 会：

2021年4月16日（金）

13：00 〜 15：00

会

オークション：銀座メディカルビルB1F
下見会
：銀座メディカルビルB1F

場：

■ 会場の地図は巻末をご覧ください。
■ オークションに関するお問合わせは：TEL 03-3569-0030 / info@shinwa-auction.com

Auction Schedule
Date & Time：

Saturday 17 April 2021

14：00

Viewing：

Friday 16 April 2021

13：00 〜 15：00

Location：

Auction : Ginza Medical Building B1F
Viewing : Ginza Medical Building B1F

■ Street map of the saleroom is at end of this catalogue.
■ For more information, please contact us: TEL +81-3-3569-0030 / info@shinwa-auction.com

ワインオークション開催予定
2021年5月29日 (土)
■ 情勢などにより変更になる場合があります。最新の情報はShinwa AuctionのHPをご覧ください。
■ オークションに関するお問合わせは：TEL 03-3569-0030 / info@shinwa-auction.com

ワイン・ウイスキー出品募集
お気軽にご相談ください

2

液面レベル（目減り量）による評価の目安
ボルドー産ワイン

1. ハイ フィル
瓶詰め時のワイン充填レベルです。比較的若いワインに多く見
られます。10 年以上経過したワインがこの液面レベルであれば
極上品といえます。

2. イントゥー ネック
熟成年数によらず、理想的な液面レベルです。10 年以上経過
したワインがこのレベルであれば特上品といえます。
3. ボトム ネック
10 年以上経過したワインは、通常この液面レベルです。
4. トップ ショルダー
15 年以上経過したワインは、通常この液面レベルです。
5. アッパー ショルダー
20 年以上経過したワインは、通常この液面レベルです。

7

6. ミッド ショルダー
30 年以上経過したワインは、通常この液面レベルです。
7. ロー ショルダー
40 年以上経過したワインは、通常この液面レベルです。

ブルゴーニュ産ワイン

ブルゴーニュ産ワインは、コルクと液面の間を測定し、ミリメー
トル単位で記載します。
ブルゴーニュ産ワインの場合、ボルドー産ワインに比べ、量の
目減りによる品質 味への影響は比較的軽微です。

ボトルの名称

ワインの本数の後ろに記載するボトルの名称と内容量は下記の通りです。特別なサイズのボトルはロットに記載いたします。
1imperial ＝ 6000ml
1jeroboam ＝ 3000ml
1magnum ＝ 1500ml
1bottle ＝ 750ml
1half bottle ＝ 375ml

ワインの状態

ワインのコンディションにつきましては、全ボトルの外観からのチェックを実施しておりますが、同じ流通経路 保存環境にあっても個
体差があります。慎重に安全性を確認した商品のみを出品しておりますが、保存状態に関する危険を完全に回避する事は不可能
であることをあらかじめご承知ください。
液面レベルの測定と記載に関しましては細心の注意を払っておりますが、年代物のワイン（特に30 年以上経過した物）の場合、
コルクの劣化などが原因で、測定時とオークション時で目減り量が異なる場合がございます。また、古くなったコルクは輸送時に
脱落する危険性も考えられますことをご理解ご了承いただきますようお願い申し上げます。
本オークションには、生産されてから約30 年以上経過しているワインが出品されております。外観上は問題ありませんでしたが、
経年劣化している可能性がございますので、競りにご参加される方は、カタログ記載のコンディションに関する事項をよくご確認い
ただくとともに、下見会にて現品をご覧いただきますようお願いいたします。
ラベルの状態は、年代のみのラベルや瓶の裏側のラベルについては記載しておりません。

生産後30 年以上経過しているワインのロット番号

Lot.5 / Lot.9 / Lot.10 / Lot.11 / Lot.12 / Lot.21 / Lot.23 / Lot.24 / Lot.25 / Lot.27 / Lot.28 / Lot.30 / Lot.32 / Lot.33 / Lot.34 / Lot.35 / Lot.54 / Lot.60 / Lot.66 / Lot.67 / Lot.68 / Lot.69 /
Lot.74 / Lot.81 / Lot.83 / Lot.84 / Lot.85 / Lot.89 / Lot.90 / Lot.94 / Lot.95 / Lot.101 / Lot.106 / Lot.122 / Lot.123 / Lot.126 / Lot.127 / Lot.128 / Lot.129 / Lot.130 / Lot.131 / Lot.132 /

Lot.133 / Lot.134 / Lot.135 / Lot.136 / Lot.137 / Lot.138 / Lot.139 / Lot.147 / Lot.150 / Lot.154 / Lot.158 / Lot.159 / Lot.160 / Lot.163 / Lot.164 / Lot.166 / Lot.167 / Lot.168 / Lot.173 /
Lot.174 / Lot.176 / Lot.177 / Lot.178 / Lot.184 / Lot.185 / Lot.186 / Lot.188 / Lot.190

3

2F

日 時：2月26日（金） 12：00〜14：00

4

その他に電話入札とライブビッディング（６・ ７ページ参照）でご参加いただけます。
参加方法の詳しいお問い合わせは 03 - 3569 - 0030 まで

4

300

15.0％＋消費税

12.0％＋消費税

10.0％＋消費税

落札価額 2,000,000 円以下に対し

330,000 円（16.5％）

残り 1,000,000 円に対し

132,000 円（13.2％）

お支払金額合計

3,462,000 円

本オークションのお支払期限は5月6日
（木）
です。
ビットコインでのお支払いも承ります。
（お支払額の100万円まで）
詳しくは、
お問い合わせください。
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1

4
Opus One

Opus One

Opus One

(Napa Valley)

オーパス ワン

1994
1996

Opus One

(ナパ ヴァレー )

オーパス ワン

1bottle
1bottle

(ナパ ヴァレー )

1994

1bottle

1995

1bottle

ラベル：汚れ

1994年は涼しい春から穏やかな生育期、ポリフェノー
ルが豊富なヴィンテージ。カベルネソーヴィニヨン93％
をブレンドし、現在飲み頃を迎えている。(Lot1-Lot4)

ラベル：汚れ

1995年は、飲み頃も迎え資産価値としても高い。カベ
ルネソーヴィニヨン86％をブレンドしたナパヴァレー最
高のヴィンテージ。

1996年は、収穫量が少なく希少なヴィンテージ。カベ
ルネソーヴィニヨン86％がブレンドされたバランスのい
い味わいで、飲み頃を迎えている。

2bottles

2bottles

¥60,000.〜¥90,000.

¥110,000.〜¥170,000.

5

2

Opus One
Opus One                     

Opus One

Opus One

オーパス ワン

(Napa Valley)

オーパス ワン

1999

(Napa Valley)

(ナパ ヴァレー )

2003          2bottles

(ナパ ヴァレー )

2bottles

Harlan Estate
Harlan Estate               

1999年は、猛暑に見舞われたヴィンテージとして知ら
れている。カベルネソーヴィニヨン84％がブレンドされ
た見事なテクスチャーで、飲み頃を迎えている。。

2bottles

    (Napa Valley)

ハーラン エステイト

¥60,000.〜¥90,000.

1997

ドミナス クリスチャン ムエックス

1986

Opus One

Opus One
2001

(ナパ ヴァレー )

3bottles

ラベル：1本-汚れ

発泡性（白）

1986年は、収穫量が少なく、希少なヴィンテージ。カ
ベルネソーヴィニヨン86％がブレンドされたバランスの
良い味わいで、飲み頃を迎えている。

¥90,000.〜¥140,000.

発泡性（ロゼ）

白ワイン

(ナパ ヴァレー )

2bottles

1997年は、オーパスワン史上最も収穫量が多かったヴィ
ンテージ。カベルネソーヴィニヨン82％をブレンド。す
でに飲み頃を迎えている。

2001年は、ブドウ生育期が133日とゆっくりと成熟した
ヴィンテージ。カベルネソーヴィニヨン87％がブレンド
され、これから10年が飲み頃となる。カベルネソーヴィ
ニヨン87％。

3bottles

(Napa Valley)

2003年は、雨が多く11月迄収穫が行われたヴィンテー
ジ。カベルネソーヴィニヨン91％がブレンドされた長期
保有できるワイン。

(Napa Valley)

オーパス ワン

(ナパ ヴァレー )

1bottle

Dominus Estate
Christian Moueix

3

     (Napa Valley)

5bottles

ロゼワイン

赤ワイン

8

甘口白ワイン

¥280,000.〜 ¥420,000

蒸留酒

6
8

Kenzo Estate

asatsuyu

ケンゾーエステイト あさつゆ

2019

Henri Giraud
Fut de Chene Ay Grand Cru Brut            		
(Champagne)

(Napa Valley)
(ナパ ヴァレー )

2bottles

アンリ ジロー フュット ドゥ シェーヌ アイ グラン ク
リュ ブリュット
(シャンパーニュ )

Kenzo Estate

yui

ケンゾーエステイト 結

2019

1998
2000

(Napa Valley)
(ナパ ヴァレー )

現在、マルチヴィンテージとして販売されているが、
2000年までは単一の収穫年で生産されていた。アルゴンヌ
としてブランド化されたが、2000年のヴィンテージは「ア
ルゴンヌ」と「フュット ドゥ シェーヌ」がどちらも存在
するヴィンテージ。希少性が高く、コレクションとして保
有したい。

2bottles

Kenzo Estate

rindo

(Napa Valley)

ケンゾーエステイト 紫鈴

2019

(ナパ ヴァレー )

3bottles

2bottles

ワイナリー創業者はカプコン代表取締役会長 辻本憲三
氏。日本市場ではオーパスワンと人気を二分するブランド
として知られてる。

¥70,000.〜 ¥110,000.
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1998年にブドウ畑が開墾され、2001年に有名ブドウ栽
培家デイヴィッド アブリューが参加。2002年、既存のブ
ドウの樹を全て抜いて、ブドウ畑を改修。2003年、天才女
性醸造家ハイジ バレットがワイン造りに参加。2005年、
初収穫を実現し、2008年に初ワインがリリースされた。
2009年からエステイトボトルとなり、2010年に現在のワ
イナリー完成した。赤ワインは「紫鈴」
「明日香」
「藍」
「紫」
、
白ワインは「あさつゆ」「夢久」、ロゼワインは「結」が生
産されている。(Lot6-Lot7)

6bottles

1bottle
2bottles

G.H. Mumm
Cordon Rouge Brut         

(Champagne)

G.H.マム コルドン ルージュ ブリュット
(シャンパーニュ )

1966

1bottle

1827年創業。アメリカの輸出で成功を収め、英国王室な
どの顧客に持つ。

1bottle

¥50,000.〜 ¥150,000

¥50,000.〜 ¥80,000.
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7
(Napa Valley)

G.H. Mumm
Cuvee Rune. Lalou Prestige Brut Millesime		
(Champagne)

(Napa Valley)

1969         1bottle
1973         1bottle
1985         1bottle

Kenzo Estate

asatsuyu

ケンゾーエステイト あさつゆ

2019

G.H.マム
キュヴェ ルネ ラルー プレステージ ブリュット ミレジ
ム
(シャンパーニュ )

(ナパ ヴァレー )

2bottles

Kenzo Estate

yui

ケンゾーエステイト 結

2019

古酒のルネ ラルーは希少価値が高く市場では入手困難。

(ナパ ヴァレー )

2bottles

3bottles

Kenzo Estate

rindo

(Napa Valley)

ケンゾーエステイト 紫鈴

2019

6bottles

(ナパ ヴァレー )

2bottles

¥50,000.〜 ¥150,000.

9

¥170,000.〜 ¥450,000.

11

14
Dom Perignon
Brut Millesime Rose

Dom Perignon
Brut Millesime           

(Champagne)

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム ロゼ
(シャンパーニュ )

1986

1bottle

Dom Perignon
Brut Millesime               

2000
2002

2002年は、暖かく乾燥した春、夏は晴天、シャルドネ
とピノノワール9月12日から28日に収穫開始。

1bottle

コレクションとして価値は高い。

1986年は、ロゼのみが生産された貴重なヴィンテージ。

5bottles

1995年は、シャルドネが9月18日、ピノ ノワールが9月
25日に収穫が開始された。純粋なミネラル感とフルーティ
な 味 わ い を 残 す。 コ レ ク シ ョ ン と し て の 価 値 は 高 い。
(Lot11-Lot13)

2bottles

3bottles
2bottles

2000年は、7月は涼しくシャルドネは不作、ピノ ノワー
ルは豊作。

   (Champagne)

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

1995

      (Champagne)

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

¥120,000.〜 ¥180,000.
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¥95,000.〜 ¥150,000.

Dom Perignon
Brut Millesime        

          (Champagne)

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

12
Dom Perignon
Brut Millesime                

2003
2004

  (Champagne)

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

1985
1992

2003年 は、53年 ぶ り の 記 録 的 な 猛 暑 に 見 舞 わ れ た。
1947年、1959年、1976年とともに伝説の収穫と名高い。

1bottle
1bottle

2004年は、歴史的な豊作年。コレクションとしての評
価は高い。

1985年は、例年よりも開花が順調に進み、9月30日に理
想的な条件下で収穫された。

7bottles

1992年は夏は暑く、9月14日に収穫が行われた。コレク
ションとしての価値は高い。

2bottles

2bottles
5bottles

¥100,000.〜 ¥150,000.

¥75,000.〜 ¥120,000.
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Dom Perignon
Brut Millesime              

    (Champagne)

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

1995
1998

1bottle
2bottles

1998年は、8月の猛暑、9月の大雨、10月は奇跡的に好
天に恵まれた。コレクションとしての価値は高い。

3bottles

発泡性（白）

¥85,000.〜 ¥130,000.

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

10

甘口白ワイン

蒸留酒

16

19

Dom Perignon
Brut Millesime           

       (Champagne)

Dom Perignon
Luminous Collection Brut Millesime                
(Champagne)

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

2005
2006

ドン ペリニヨン
ルミナスコレクション ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

1bottle
4bottles

2005年は、暖かく雨が少ない年。収穫は9月14日から開
始された。

2009
2010

2006年は、全体的に暖かく乾燥したヴィンテージ。収穫
は9月11日から始まり約4週間も続いた。

Dom Perignon
Luminous Collection Rose Millesime
                 (Champagne)

コレクションとして長期保有できる。

5bottles

ドン ペリニヨン
ルミナスコレクション ロゼ ミレジム
(シャンパーニュ )

¥75,000.〜 ¥110,000.

2006

       (Champagne)

3bottles

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

2008
2009

3bottles
1bottle

Dom Perignon
Brut Millesime Rose           (Champagne)

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム ロゼ
(シャンパーニュ )

2009は、並外れて大胆な豊作年。

1995
2002
2004

この対照的なヴィンテージを比較できることはコレク
ションとして大変興味深い。

¥60,000.〜 ¥90,000.

2004年は、
豊作年として知られる。完成度の高いロゼシャ
ンパーニュとして高い評価を受けている。
コレクションとして長期保有したい。

        (Champagne)

3bottles

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

2010

7bottles

2010年は、豊潤でリッチな存在感のある味わい。スパイ
シーな風味が現れる。長期保有に向いている。

7bottles

1bottle
1bottle
1bottle

1995年は、ロゼとして歴史に残るヴィンテージ。2002
年は、バランスが良く素晴らしい味わい。

18
Dom Perignon
Brut Millesime          

¥55,000.〜 ¥80,000.

20

2008年は、10年間の中では極めて異例の天候となり不
作年となった。

4bottles

1bottle

「ルミナスコレクション」は瓶の底にスイッチがあり、
ラベルが点灯するボトルを使用したドンペリニョンとして
イベントの演出として販売された特別ブランド。中身はド
ンペリニョン ヴィンテージと同じものが詰められている。

17
Dom Perignon
Brut Millesime           

1bottle
1bottle

¥110,000.〜 ¥170,000.

11

¥75,000.〜 ¥110,000.

21

23
Dom Perignon
Reserve de L'Abbaye

ドン ペリニヨン レゼルヴ ド ラ ベイ

1988

Veuve Clicqouot Ponsardin
Royal Celebration Cuvee

(Champagne)
(シャンパーニュ )

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ベ

1bottle

1975

Dom Perignon
Reserve de L'Abbaye

ドン ペリニヨン リゼルヴ ド ラ ベイ

1998

(シャンパーニュ )

Dom Perignon
Brut Millesime

22
(Champagne)

ドン ルイナール
ブラン ド ブラン ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

(シャンパーニュ )

1973

1bottle

1971年は、生産量が少なく奇跡のヴィンテージ。コレ
クションとして保管しても希少性が高い。

Perrier-Jouet Belle Epoque
Fleur de Champagne Millesime Rose Brut
(Champagne)

ドン ルイナールは、ベネディクト派の修道僧ドン ティ
エリー ルイナールに由来するシャンパーニュ。シャンパー
ニュ メゾンとしては最古とされる。

ペリエジュエベルエポック
フルールドシャンパーニュ ミレジム ロゼブリュット
(シャンパーニュ )

3bottles

1bottle

Dom Ruinart
Ruinart Blanc de Blancs Brut Millesime
(Champagne)

2bottles

2012          1bottle

(Champagne)

ドン ペリニヨン ブリュット ミレジム
(シャンパーニュ )

1971

1998

¥100,000.〜 ¥150,000.

24

¥170,000.〜 ¥260,000.

ドン ペリニヨン レゼルヴ ド ラ ベイ

1bottle

1bottle

1998年は、8月の猛暑、9月の大雨、大変難しいヴィンテー
ジとして知られるが15年間の熟成を経過して素晴らしい
ブーケが現れている。日本市場のみでヴィンテージリリー
ス。(Lot21-22)

Dom Perignon
Reserve de L'Abbaye

(シャンパーニュ )

チャールズ皇太子とダイアナ スペンサー の結婚を祝い
リリースされた貴重な英国王室セレブレーション記念ボト
ル。一度は味わってみたいシャンパーニュ。

(Champagne)

1bottle

2bottles

(Champagne)

1973年はシャンパーニュとして古酒の雰囲気が漂って
いる。

2bottles

¥130,000.〜 200,000.

¥200,000.〜 370,000.

25
Bollinger
Special Cuvee Brut

(Champagne)

ボランジェ スペシャルキュベブリュット
(シャンパーニュ )

1973

1bottle

1829年に創業のボランジェ社。

1973年は、稀なヴィンテージ。8ブドウ果実は濃縮し、
力強い味わいのシャンパーニュ。

1bottle

発泡性（白）

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

12

甘口白ワイン

¥150,000.〜¥230,000.

蒸留酒

Lot 22

Lot 25

Lot 23

13

Lot 24

26

28
Bollinger
La Grande Annee Brut

Louis Roederer
Cristal Millesime Brut

(Champagne)

ボランジェ ラ グランダネ ブリュット
(シャンパーニュ )

1995
1999
2000
2002

ルイ ロデレール
クリスタル ミレジム ブリュット

2bottles
1bottle
1bottle
1bottle

1982

5bottles

1982

(Champagne)

1982

1990年は稀に見るヴィンテージとして評価が高い。

1bottle

Perrier-Jouet
Vintage Brut

R.D.は、Recemment Degorge(レサマン デゴルジェ）
の略。長期間の瓶藍熟成を行い、デゴルジュマンを遅くし
たものをリリース。

(Champagne)

ペリエジュエ ヴィンテージブリュット
(シャンパーニュ )

1982

1bottle

1982年のシャンパーニュを取り揃えた豪華なセレクショ
ン。この年は暑く晴れた秋を迎えて完璧な気象条件として
知られている。偉大なヴィンテージを比較できるのは稀で
ある。

1996年との比較も楽しみな組み合わせ。シャンパーニュ
として飲み頃のピークを迎えている。

¥200,000.〜¥300,000

白ワイン

(Champagne)

ヴーヴ クリコポンサルダン ヴィンテージブリュット
(シャンパーニュ )

1bottle
1magnum
2bottles

発泡性（ロゼ）

1bottle

Veuve Clicqouot Ponsardin
Vintage Brut

ボランジェ R.D. エクストラブリュット
(シャンパーニュ )

発泡性（白）

(Champagne)

ドンペリニョン ブリュット ミレジム (シャンパーニュ )

1982

4bottles

1bottle

Dom Perignon
Brut Millesime

27

1990
1990
1996

(Champagne)

テタンジェ テタンジェ コレクション (シャンパーニュ )

¥85,000.〜¥130,000.

Bollinger
R.D. Extra Brut

(シャンパーニュ )

1bottle

Taittinger
Collection

ラ グランダネはピノノワールを中心に仕込んたヴィン
テージ シャンパーニュ。8年以上の瓶藍熟成を経て出荷さ
れている。この4つのヴィンテージのヴァーティカルセレ
クションは圧巻。コレクションとして長期保有したい。

(Champagne)

5bottles

ロゼワイン

赤ワイン

14

甘口白ワイン

¥300,000.〜¥450,000.

蒸留酒

29

31
Andre Beaufort
Andre Beaufort Grand Cru Rose Doux
(Champagne)

Billecart Salmon
Le Clos Saint Hilaire Blanc de Noirs Brut
(Champagne)
ビルカール サルモン
ルクロ サンティレール ブランドノワール
(シャンパーニュ )

アンドレ ボーフォール ロゼ ドゥー 特級
(シャンパーニュ )

NV            11bottles
Louis Roederer
Cristal Millesime Brut

1995

Billecart Salmon
Cuvee Nicolas-Francois Billecart' Millesime
(Champagne)

(Champagne)

ルイ ロデレール クリスタル ミレジム ブリュット
(シャンパーニュ )

ビルカール サルモン
キュヴェニコラ フランソワ ビルカール ミレジム

2004          1bottles

12bottles

¥60,000.〜¥90,000.

(シャンパーニュ )

1998

30
Alain Robert
Le Menil Reserve Millesime

(Champagne)

ヴーヴ フルニ＆フィス
クロ ノートルダム エクストラ ブリュット
ミレジム 一級
(シャンパーニュ )

1bottle

2002

ル メニル シュール オジェ村で17世紀からの歴史を持
つ、シャルドネの名手として名高い。RM（レコルタ
ン マニピュラン）の生産者として知られる1990年に
畑は売却された。現在は在庫だけが流通していること
で、価格が高騰している。1990年は貴重かつ絶品。
非常に入手困難なシャンパーニュ。

1bottle

3bottles

Veuve Fourny & Fils
Cuvee du Clos Fg Notre Dame Premier Cru
Extra Brut Millesime                (Champagne)

アラン ロベール ルメニル レゼルヴ ミレジム
(シャンパーニュ )

1990

2bottles

9bottles

¥230,000.〜¥350,000.

15

4bottles

160,000.〜¥240,000.

そのシャンパーニュは「グー アメリカン（アメリカ人
のための味覚）」と呼ばれ、ドサージュ (糖分)が多めに添
加された。海底60メートルの水圧とシャンパーニュ瓶内
のガス圧が近しかったことにより、完璧な状態で海底か
ら引き揚げられたのである。その後、シャンパーニュは
分散され、世界中のオークションなどに出品された。ロ
シアのリッツカールトンホテルでは1本が2750万円で販売
されることとなり、以来、世界で流通する最も高価なシャ
ンパーニュとなった。

32
Heidsieck & Co Monopole
Gout Americain Brut
エドシック ＆ モノポール
グーアメリカン ブリュット

1907

(Champagne)
(シャンパーニュ )

4bottles
No.148
液

面：2mm

4bottles

No.149
液

面：40mm

No.150
液

面：28mm

33

No.153
液

¥900,000.〜¥1,500,000.

面：75mm

1916年第一次世界大戦の中、サンクトペテルブルクの
帝国軍本部へ向けた荷を積んだス貨物船ヨンショーピン
グ隊が、ドイツ潜水艦のUボートにより攻撃を受けて沈没
させられた。当時、船内には貨物としてロシア皇帝ニコ
ライⅡ世より発注されたブルゴーニュ赤ワイン17樽、コ
ニャック1万ガロン、エドシック モノポール社シャンパー
ニ ュ 3000本 が 積 ま れ て い た。 そ れ か ら80年 が 経 過 し、
1998年7月、バルト海の東端で、スウェーデンの海底探検
隊がヨンショーピングの難破船を発見し、中に保管され
ていた荷物から2400本のシャンパーニュが海底から引き
上げられた。このニュースは世界を駆け巡り、海底から
蘇った奇跡のシャンパーニュとして知られることとなる。
当時、エドシック モノポール社は米国向けの輸出を加
速させていたため、客船タイタニック号でも公式シャン
パーニュとして使用されていたほどである。

Heidsieck & Co Monopole
Gout Americain Brut
エドシック ＆ モノポール
グーアメリカン ブリュット

1907

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

液

面：35mm

No.147
液

面：17mm

No.150
液

面：50mm

3bottles

赤ワイン

16

(シャンパーニュ )

3bottles
No.145

¥650,000.〜¥1,000,000.

Lot 32
Lot 33
発泡性（白）

(Champagne)

甘口白ワイン

蒸留酒

34

36
Henriot
Brut Millesime

アンリオ ブリュット ミレジメム

1990

Krug
Clos du Mesnil Blanc de Blancs Brut
(Champagne)

(Champagne)

(シャンパーニュ )

クリュッグ クロ デュ メニル ブランドブラン ブリュット

1magnum

(シャンパーニュ )

1998

Henriot
Cuvee des Enchanteleurs Brut (Champagne)

Philipponnat
Clos des Goisses Extra Brut

アンリオ キュヴェ デ アンシャンテール ブリュット
(シャンパーニュ）

1964
1976

(シャンパーニュ )

1998

創業1808年のアンリオ社が送り出す最高級ブランドの
オールドヴィンテージのコレクション。アンシャンテルー
ルはグランクリュからブドウを厳選し、10年以上の熟成
を経て出荷される。もともとカーヴでワインが発酵するの
を見守る職人を意味する。1964年、1976年、1990年など
素晴らしいヴィンテージが並び、古酒を味わうに素晴らし
いセレクションとなった。 Lot 33 - Lot34

1998年の2本を比較できる比較できる素晴らしいセレク
ションである

2bottles

35
(Champagne)

アンリオ ブリュット ミレジム		
(シャンパーニュ )

1990

1magnum

Henriot
Cuvee des Enchanteleurs Brut (Champagne)

アンリオ キュヴェ デ アンシャンテール ブリュット
(シャンパーニュ）

1964
1976

3bottles

1bottle

クロとはシャンパーニュの単一畑を意味する。

¥120,000.〜¥180,000.

Henriot
Brut Millesime

(Champagne)

フィリポナ クロ デ ゴワス エクストラブリュット

1bottle
1magnum

3bottles

1bottle

1bottle
1magnum

¥120,000.〜¥180,000.

Lot 36

17

¥130,000.〜¥200,000.

37

38
Philipponnat
Kenzo Champagne Reserve Speciale
Millesime
(Champagne)
       

Lamborghini

Extra Dry Platinum Prosecco D.O.C

フィリポナ
ケンゾー シャンパーニュ レゼルヴ スぺシャル ミレ
ジム
(シャンパーニュ )

1985

NV

12bottles

ランボルギーニエステイトはイタリアウンブリア州と
トスカーナ州の国境にあり、1960年代後半にランボルギー
ニアウトモービレ社の創設者であるフェルッチョ ランボ
ルギー二氏によって購入されたブドウ畑。このプロセッコ
はイタリア北部のヴェネト州のブドウを使用して生産さ
れた。ゴージャスなボトルだけでなく、日本ではあまり流
通していないプロセッコとしても保有する価値はある。

1bottle

ファッションブランドKENZO専用にドザージュされた
レアボトル。市場で手に入れるのは極めて難しい。古酒と
して期待できる。

1bottle

¥60,000.〜¥90,000.

12bottles

¥120,000.〜¥180,000.

Lot 38

発泡性（白）

発泡性（ロゼ）

白ワイン

(Italy)

ランボルギーニ エクストラドライ プラチナム プロセッコ
D.O.C
(イタリア）

ロゼワイン

赤ワイン

18

甘口白ワイン

蒸留酒

39

Domaine Collet Pere et Fils
Chablis Premier Cru Montmains(Bourgogne)

Oliveira Lecestre
Chablis Premier Cru Fourchaume
(Bourgogne)

ジャン コレ シャブリ モンマン 一級

2000

ドメーヌ ド オリヴェラ ルセスト ブシャブリ フル
ショーム 一級
(ブルゴーニュ )

1994

液

5bottels

面：1本-8mm
1本-10mm
1本-10mm
1本-12mm
1本-19mm

Olivier Leflaive
Chablis Les Deux Rives

液

2000

液

2001

1999

液

2004

1996

(Bourgogne)

(ブルゴーニュ )

(Bourgogne)

(ブルゴーニュ )

1bottle

面：24mm

1bottle
Albert Bichot
Meursault

アルベール ビショー ムルソー

1989

(Bourgogne)

(ブルゴーニュ )

液

(Bourgogne)

(ブルゴーニュ )

1bottle

面：26mm

フランス ブルゴーニュ地方の北限のブドウ栽培地シャ
ブリだけを取り揃えたセレクション。2000年、ドメーヌ
ジャン コレ モンマンなど珍しいものも含まれ、シャブリ
を知るためには申し分ない。全て飲み頃となり、料理との
組み合わせにも期待が出来る。

1bottle

面：スクリューキャップ

16bottles

J.C & ドミニク トゥピニエ シャブリ モンマン 一級
(ブルゴーニュ )
液

液

(ブルゴーニュ )

面：8mm

ヴェルジェ サントーバン 一級

Dom. J.C & Dominique Tupinier
Chablis Premier Cru Montmains(Bourgogne)

2013

液

(Bourgogne)

1bottle

Verget
Saint-Aubin Premier Cru

面：14mm

フィリベール デュカール シャブリ
液

1bottle

面：20mm

ベルナール ドゥフェ シャブリ

(Bourgogne)

面：16mm

Philibert Ducard
Chablis

2015

液

Bernard Defaix
Chablis

1bottle

カーブ タイユバン シャブリ

1bottle

面：13mm

カーヴ デ ヴィニュロン ド シャブリ シャブリ
(ブルゴーニュ )

(Bourgogne)

面：13mm

Cave Taillevent
Chablis

液

(ブルゴーニュ )

Cave des Vignerons de Chablis
Chablis
(Bourgogne)

ヴォーシェール ペール エ フィス シャブリ
(ブルゴーニュ）

1994

(Bourgogne)

ラウル クレルジェ シャブリ

1bottle

Vaucher Pere et Fils
Chablis

1bottle

面：26mm

Raoul Clerget
Chablis

オリビエルフレーブ シャブリ レデュリブ
(ブルゴーニュ）

2004

液

(ブルゴーニュ )

1bottle

面：8mm

19

¥35,000.〜¥50,000.

40
Domaine JF. Coche-Dury
Meursault

Domaine Roger Belland
Puligny Montrachet Les Champs Gains 		
1er Cru
(Bourgogne)

(Bourgogne)

ドメーヌロジェ ベラン
ピュリニィ モンラッシェ レ シャン ガン 一級
(ブルゴーニュ）

ドメーヌ ジャン フランソワ コシュ デュリ ムルソー
(ブルゴーニュ )

2004

液

1bottle

2016

面：7mm

1bottle

Domaine Francois et Antoine Jobard
Meursault Poruzots
(Bourgogne)

Domaine Leflave
Puligny-Montrachet

2002

2017

ドメーヌ フランソワ エ アントワーヌ ジョバール
ムルソー ポリュゾ
(ブルゴーニュ )
液

1bottle

面：2mm

ドメーヌ ルフレーヴ
ピュリニー モンラッシェ レ ピュセル 一級 (ブルゴーニュ）

ドメーヌ フランソワ エ アントワーヌ ジョバール
ムルソー ジュヌヴリエール
(ブルゴーニュ )
液

2016

(Bourgogne)

ドメーヌピエール モレ ムルソー ジュヌヴリエール
(ブルゴーニュ）

2002

液

5bottles

1bottle

面：5mm

フランス ブルゴーニュ地方の白ワイン生産地ムルソー
のコレクション。中でもドメーヌ コシュデュリは極めて
入手が難しい。隣同士の一級畑ポリュゾとジュヌヴリエー
ル2002年を比較できる貴重なセレクション。すべて飲み頃
を迎え、料理との組み合わせ次第では期待以上のものとな
るだろう

4bottles

Domaine Roger Belland
Criots Batard Montrachet Grand Cru		
(Bourgogne)
ドメーヌロジェ ベラン
クリオ バタール モンラッシェ 特級

2015
2017

41
Domaine Roger Belland
Criots Batard Montrachet Grand Cru
(Bourgogne)

2015
2017

発泡性（白）

1bottle
1bottle

ドメーヌロジェ ベラン
ピュリニィ モンラッシェ レ シャン ガン 一級
(ブルゴーニュ）

(ブルゴーニュ）

2016

白ワイン

(ブルゴーニュ）

Domaine Roger Belland
Puligny Montrachet Les Champs Gains
1er Cru
(Bourgogne)

1bottle
1bottle

発泡性（ロゼ）

¥80,000.〜¥120,000.

42

¥85,000.〜¥130,000.

ドメーヌロジェ ベラン
クリオ バタール モンラッシェ 特級

1bottle

ブルゴーニュ地方を代表する白ワインとして名高いド
メーヌ ルフレーヴのピュリニーモンラッシェ村名ワイン
と一級畑ピュセルを比較できる貴重なコレクション。同時
にサントネイ村ドメーヌ ロジェ ベランは特級クリオ バ
タール モンラッシェ最大の面積を所有し、その評価は高
い。若いヴィンテージのため資産として長期保有してもよ
い。料理との組み合わせ次第では大きなパフォーマンスを
発揮するワインばかりである。

1bottle

面：5mm

Domaine Pierre Morey
Meursault Genevrieres

1bottle

Domaine Leflave
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 		
1er Cru
(Bourgogne)

Domaine Francois et Antoine Jobard
Meursault Genevrieres
(Bourgogne)

2002

(Bourgogne)

ドメーヌ ルフレーヴ ピュリニィ モンラッシェ
(ブルゴーニュ）

ロゼワイン

赤ワイン

20

甘口白ワイン

1bottle

蒸留酒

44

Domaine Leflave
Puligny-Montrachet

(Bourgogne)

Domaine Vincent Girardin
Quintessence de Corton-Charlemagne Grand
Cru
(Bourgogne)

ドメーヌ ルフレーヴ ピュリニィ モンラッシェ
(ブルゴーニュ）

2017

1bottle

ドメーヌヴァンサン ジラルダン
カンテサンス コルトン シャルルマーニュ 特級
(ブルゴーニュ）

Domaine Leflave
Puligny-Montrachet Les Pucelles 1er Cru
(Bourgogne)

2009

ドメーヌ ルフレーヴ
ピュリニー モンラッシェ レ ピュセル 一級
(ブルゴーニュ）

2016

5bottles

1bottle

2008

9bottles

(ブルゴーニュ )

1bottle
1bottle

Domaine Roger Belland
Puligny Montrachet Les Champs Gains 1er
Cru
(Bourgogne)

ドメーヌロジェ ベラン
ピュリニィ モンラッシェ レ シャン ガン 一級
(ブルゴーニュ）

1bottle

Domaine Leflave
Puligny-Montrachet

(Bourgogne)

ドメーヌ ルフレーヴ ピュリニィ モンラッシェ
(ブルゴーニュ）

2017

1bottle

Domaine Leflave
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 1er
Cru
(Bourgogne)

ドメーヌ ルフレーヴ
ピュリニー モンラッシェ レ ピュセル 一級
(ブルゴーニュ）

2016

5bottles

液

1bottle

面：10mm

ブルゴーニュ地方白ワインの偉大なる特級畑であるコル
トン シャルルマーニュとモンラッシェを同時に手に入れ
ることができる素晴らしい組み合わせ。熟成による豊かな
味わいに期待できるワインとして保有したい。これから5
年後が飲み頃。

Domaine Roger Belland
Criots Batard Montrachet Grand Cru
(Bourgogne)

2016

(Bourgogne)

ドメーヌエティエンヌ ソゼ モンラッシェ 特級
(ブルゴーニュ）

43

2017
2016

8bottles

面：8本-10mm

Domaine Etienne Sauzet
Montrachet Grand Cru

¥80,000.〜¥120,000.

ドメーヌロジェ ベラン
クリオ バタール モンラッシェ 特級

液

1bottle

¥80,000.〜¥120,000

21

¥130,000.〜¥200,000.

45

46
Domaine JF. Coche-Dury
Meursault

Domaine Ramonet
Chassagne-Montrachet Premier Cru La
Boudriotte
(Bourgogne)

(Bourgogne)

ドメーヌ ジャン フランソワ コシュデュリ ムルソー
(ブルゴーニュ）

2007

液

ドメーヌ ラモネ
シャサーニュ モンラッシェ 1er ブードリオット
(ブルゴーニュ）

1bottle

面：9mm

2002
Domaine Arnaud Ente
Meursault La Seve du Clos

(Bourgogne)

1bottle

液 面：8mm
ラベル：キズ

ドメーヌ ラモネ
シャサーニュ モンラッシェ カイユレ 一級
(ブルゴーニュ）

2002

Domaine de L'Arlot
Clos de L'Arlot Blanc Nuits-Saint-Georges
Premier Cru
(Bourgogne)

液
液

2bottles

2009

長期保有しながら熟成させる楽しみと、素晴らしい料理
に合わせる楽しみと、どちらも期待が大きい。

液

1bottle

面：8mm

3bottles

¥220,000.〜¥330,000.

Lot 45
発泡性（ロゼ）

¥230,000.〜¥350,000.

Lot 46
白ワイン

(Bourgogne)

ピエール ラモネ氏によって設立されたドメーヌ。誰も
が認めるブルゴーニュ地方のトップ ドメーヌ。ドメーヌ
設立当時の1920年代から元詰を開始、世界最高の白ワイン
生産者として地位を確立した。コレクションとして長期保
有するべきである。

フランス ブルゴーニュ地方でトップ評価される白ワイ
ンであるドメーヌ コシュ デュリ、ドメーヌ アルノー エン
テ、ドメーヌ ラルロをセレクト。

発泡性（白）

1bottle

面：13mm

ドメーヌ ラモネ モンラッシェ グランクリュ
(ブルゴーニュ）

面：1本-4mm
面：1本-0mm

4bottles

液

Domaine Ramonet
Montrachet Grand Cru

ドメーヌ ラモネ
クロ ド ラルロ ブラン ニュイ サン ジョルジュ 一級
(ブルゴーニュ）

2002

1bottle

面：20mm

Domaine Ramonet
Chassagne-Montrachet Premier Cru Les
Caillerets
(Bourgogne)

ドメーヌ アルノー アント ムルソー ラ セーヴ デュ クロ 		
(ブルゴーニュ）

2004

液

ロゼワイン

赤ワイン

22

甘口白ワイン

蒸留酒

47

48
Chateau de Meursault
Meursault-Charmes 1er Cru

Chateau de Meursault
Meursault-Charmes 1er Cru

(Bourgogne)

シャトー ド ムルソー ムルソー シャルム 一級
(ブルゴーニュ）

2015

1bottle

2015

Chateau de Meursault
Meursault-Perrières 1er Cru

(Bourgogne)

2015

ドメーヌ デ コント ラフォン ムルソー レ シャルム 一級
(ブルゴーニュ）

(ブルゴーニュ）

2016

1bottle

2016

(ブルゴーニュ）

ドメーヌ デ コント ラフォン
ムルソー レ ジュヌヴリエール 一級

(Bourgogne)

Domaine Roger Belland
Meursault Santenots 1er Cru

2016

1bottle

Domaine Roger Belland
Meursault Santenots 1er Cru

2016
2017

1bottle
1bottle

6bottles

フランス ブルゴーニュ地方のムルソーを代表する生産
者のドメーヌ コント ラフォンとシャトー ド ムルソーの一
級畑シャルムの比較試飲をして互いの個性を知るｌことが
できる。サントネイ村ドメーヌ ロジェ ベランのムルソー
一級畑サントノを加えた手本ともいえるセレクション。そ
れぞれのドメーヌのムルソーとしての個性を比較すること
が可能で、長期保管して価値を高めるたい。若いヴィンテー
ジのまま期待を超える味わいとなることは言うまでもな
い。これから5年から10年をかけて緩やかに熟成するだろ
う。(Lot47-Lot48)

6bottles

(ブルゴーニュ）

1bottle

(Bourgogne)

ロジェ ベラン ムルソー サントノ 一級 (ブルゴーニュ）

ドメーヌロジェ ベラン ムルソー サントノ 一級
(ブルゴーニュ）

2016
2017

1bottle

Domaine des Comtes Lafon
Meursault les Genevrieres 1er Cru
(Bourgogne)

Domaine des Comtes Lafon
Meursault les Genevrieres 1er Cru		
(Bourgogne)
ドメーヌ デ コント ラフォン
ムルソー ジュヌヴリエール 一級

1bottle

Domaine des Comtes Lafon
Meursault les Charmes 1er Cru (Bourgogne)

Domaine des Comtes Lafon
Meursault les Charmes 1er Cru (Bourgogne)

2016

(Bourgogne)

シャトー ド ムルソー ムルソー ペリエール 一級
(ブルゴーニュ）

1bottle

ドメーヌ デ コント ラフォン
ムルソー レ シャルム 一級

1bottle

Chateau de Meursault
Meursault-Perrieres 1er Cru

シャトー ド ムルソー ムルソー レ ペリエール 一級
(ブルゴーニュ）

2015

(Bourgogne)

シャトー ド ムルソー ムルソー シャルム 一級
(ブルゴーニュ）

¥90,000.〜¥150,000.
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1bottle
1bottle

¥90,000〜¥150,000.

49

50
Chateau de Meursault
Meursault-Charmes 1er Cru

Domaine des Comtes Lafon
Meursault les Charmes 1er Cru (Bourgogne)

(Bourgogne)

シャトー ド ムルソー ムルソー レ シャルム 一級
(ブルゴーニュ）

2015

ドメーヌ デ コント ラフォン
ムルソー レ シャルム 一級

1bottle

1996

Chateau de Meursault
Meursault-Perrières 1er Cru

1bottle

Domaine des Comtes Lafon
Meursault Les Gouttes d'Or 1er Cru 		
(Bourgogne)

(Bourgogne)

シャトー ド ムルソー ムルソー レ ペリエール 一級
(ブルゴーニュ）

2015

ドメーヌ デ コント ラフォン
ムルソー グット ドール 一級

1bottle

2006
Domaine des Comtes Lafon
Meursault les Charmes 1er Cru (Bourgogne)

1998

Domaine des Comtes Lafon
Meursault les Genevrieres 1er Cru		
(Bourgogne)

2016

6bottles

1bottle
1bottle

液

1bottle

面：13mm

4bottles

1bottle

¥260,000.〜¥400,000.

51

(Bourgogne)

ドメーヌロジェ ベラン ムルソー サントノ 一級
(ブルゴーニュ）

2016
2017

(Bourgogne)

ムルソーを代表するドメーヌ コントラフォンのシャル
ム、グットドール、モンラッシェが揃ったコレクションは
圧巻。モンラシェは生産量も少なく、極めて入手が難しい。
コレクションとしても価値があるが、すでに飲み頃を迎え
たモンラッシェに大きな期待がもてる。

(ブルゴーニュ）

Domaine Roger Belland
Meursault Santenots 1er Cru

2bottles

ドメーヌ デ コント ラフォン モンラッシェ 特級
(ブルゴーニュ )

1bottle

ドメーヌ デ コント ラフォン
ムルソー ジュヌヴリエール 一級

(ブルゴーニュ )

Domaine des Comtes Lafon
Montrachet Grand Cru

ドメーヌ デ コント ラフォン ムルソー レ シャルム 一級
(ブルゴーニュ）

2016

(ブルゴーニュ )

Domaine Leflaive
Puligny-Montrachet Premier Cru Les Pucelles
(Bourgogne)

ドメーヌ ルフレーヴ
ピュリニー モンラッシェ ピュセル 一級 (ブルゴーニュ）

¥90,000〜¥150,000.

1997

液

1bottle

面：12mm

Domaine des Lambrays
Puligny-Montrachet Premier Cru Clos du
Cailleret
(Bourgogne)

ドメーヌ デ ランブレイ
ピュリニー モンラッシェ クロ デュ カイユレ 一級
(ブルゴーニュ）

2002

2bottles

ピュリニーモンラッシェ村のルフレーヴとモレ サンド
ニ村のドメーヌ ランブレイの興味深い組み合わせ。コレ
クションとして長期保管させたい白ワイン。

3bottles

発泡性（白）

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

24

甘口白ワイン

¥50,000.〜¥80,000.

蒸留酒

52

53
Domaine Michel Niellon
Chassagne-Montrachet Premier Cru Les
Chaumees Clos de la Truffiere (Bourgogne)

Louis Latour
Montrachet Grand Cru

ルイ ラトゥール モンラッシェ 特級

ドメーヌ ミッシェル ニーロン
シャサーニュ モンラッシェ ショーメ クロ ド ラ ト
リュフィエール 一級
(ブルゴーニュ )

1996

液

2003

ニコラ ポテル モンラッシェ 特級

Domaine Michel Niellon
Chassagne-Montrachet Premier Cru Les
Chenevottes
(Bourgogne)

2000

液
液

液

Maison Champy
Corton-Charlemagne Grand Cru		
(Bourgogne)
メゾンシャンピー コルトン シャルルマーニュ 特級
(ブルゴーニュ )

(ブルゴーニュ )

1bottle

面：3mm

1961

ミッシェル ニーロンは、シャサーニュ モンラッシェ村
に6haの畑を所有する生産者として、常に安定した品質の
ワインを供給し続けている。すでに飲み頃に達した畑別の
ワインの興味深い組み合わせ。

4bottles

¥250,000.〜¥380,000.

54

Domaine Michel Niellon
Chevalier-Montrachet Grand Cru		
(Bourgogne)

1999

(ブルゴーニュ )

3bottles

7bottles

2bottles

面：12mm
面：2mm

ドメーヌ ミッシェル ニーロン
シュヴァリエ モンラッシェ 特級

(Bourgogne)

ブルゴーニュ地方の王道的な存在のルイ ラトールと堅
実な生産者として知られるニコラ ポテルの二つのモンラ
シェを比較できる貴重なコレクション。ピュリニーモン
ラッシェ村側とシャサーニュ モンラッシェ村側の区画の
違いを知るうえでも興味深い。

ドメーヌ ミッシェル ニーロン
シャサーニュ モンラッシェ シェヌボット 一級
(ブルゴーニュ )

2000

(ブルゴーニュ )

4bottles

Maison Nicolas Potel
Le Montrachet Grand Cru

1bottle

面：16mm

(Bourgogne)

1972
1973

1bottle

液

面：15mm

液

面：16mm

1bottle
1bottle

液 面：12mm
コルク：2004年2月リコルク

¥65,000.〜¥100,000.

Maison Champy
Beaune Prmeier Cru Les Cents Vigne
(Bourgogne)
メゾンシャンピー ボーヌ レ サンヴィーニュ 一級
(ブルゴーニュ )

1962

1bottle

液 面：10mm
コルク：2004年2月リコルク

ブルゴーニュ地方のボーヌでワイン商として創業1720
年の最古のネゴシアンとして存続するメゾン シャンピー。
古酒のコレクションは圧巻。いずれも飲み頃を超えてはい
るが、味わってみる価値は十分にある。

4bottles

25

¥110,000.〜¥170,000.

55

58
Domaine de L'Arlot
Clos des Forets nuit-Saint-Georges		
(Bourgogne)

Domaine du Clos de Tart
Grand Cru Monopole
ドメーヌ ド クロ ド タール
モノポール 特級

ドメーヌ ラルロ
クロ デ フォレ ニュイ サン ジョルジュ (ブルゴーニュ )

2001
2002

1998

1half bottle

液

面：2mm

液

面：5mm

(ブルゴーニュ )

1jeroboam

1998年は、柔らかくバランスのよいヴィンテージ。ジェ
ロボアムボトルは極めて希少なコレクション。更なる熟成
に期待が持てる。資産として保有したい。

1magnum

1bottle

ドメーヌ ラルロの所有するニュイ サン ジョルジュ村の
一級畑。ビオディナミによるピノ ノワールによる赤ワイ
ンの2001年と2002年のヴィンテージを比較できる。ワイ
ンは飲み頃を迎えている。

2bottles

¥60,000.〜¥90,000.

59

¥30,000.〜¥50,000.

Domaine du Clos de Tart
Grand Cru Monopole
ドメーヌ ド クロ ド タール
モノポール 特級

56

2003

Domaine Denis Mortet
Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux
Saint-Jacques
(Bourgogne)

ドメーヌ 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
(ブルゴーニュ )

2000

液

1bottle

¥30,000.〜¥50,000.

ドメーヌ ド クロ ド タール
モノポール 特級

1989
1990

(Bourgogne)

1141年からモレ サンドニ村の特級畑として最古の歴史
をもつブドウ畑。7haを専属所有。

白ワイン

1magnum

液

面：26mm

液

面：33mm

1bottle

2bottles

¥120,000.〜¥180,000.

発泡性（ロゼ）

(ブルゴーニュ )

1990年は、偉大なヴィンテージとして知られる。飲み頃
を迎え、寛大で大らかな味わいに期待したい。

1995年は極めて良いヴィンテージとして長期保有でき
る。

発泡性（白）

(Bourgogne)

1989年は、最高のヴィンテージとして名高い。マグナム
ボトルによる長期熟成が期待できる。資産として保有した
い。

(ブルゴーニュ )

4bottles

4bottles

¥210,000.〜¥320,000.

Domaine du Clos de Tart
Grand Cru Monopole

57

1995

3magnums

60

2000年は父のスタイルとは一線を介した柔らかなテク
スチャーが特徴。すでに飲み頃を迎えている。

ドメーヌ ド クロ ド タール
モノポール 特級

(ブルゴーニュ )

面：10mm
面：12mm
面：17mm

3bottles

ジュヴレ シャンベルタン村の故ドニ モルテの長男アル
ノー モルテが最初にチャレンジしたヴィンテージ。

Domaine du Clos de Tart
Grand Cru Monopole

液
液
液

(Bourgogne)

2003年は、猛暑に見舞われ生産量が少なかったが、濃厚
でリッチな味わいは圧巻。マグナムボトルによる長期間の
熟成に期待できる。資産として保有したい。

面：5mm

1bottle

(Bourgogne)

ロゼワイン

赤ワイン

26

甘口白ワイン

¥60,000.〜¥90,000.

蒸留酒

Lot 58
Lot 59
Lot 60
27

61

63
Domaine Marquis d'Angerville
Volnay Premier Cru Clos des Ducs
(Bourgogne)

Domaine Trapet Pere et Fils
Latricieres-Chambertin Grand Cru
(Bourgogne)

1997

2003

ドメーヌ マルキ ダンジェルヴィーユ ヴォルネイ クロ
デ デュック 一級
(ブルゴーニュ )

2001

液
液
液

ドメーヌ トラペ ペール エ フィス
ラトリシエール シャンベルタン 特級 (ブルゴーニュ )

2bottles

面：7mm
面：8mm

面：2本-9mm

1952年からジャック ダンジェルヴィーユ氏、2003年か
ら息子のギョーム氏がドメーヌを運営している。したがっ
て二つのヴィンテージは世代交代時代の試行錯誤によるも
の。約14haの畑を所有している中で、独占所有のクリュ
クロ デ デュックはお家芸ワインとして知られる。

2003年は乾燥した暑い年で生産量もごく少量である。

1bottle

¥35,000.〜¥50,000.

Bouchard Pere et Fils
Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos SaintMarc
(Bourgogne)

Domaine Michel Gaunoux
Pommard Premier Cru Les Grands Epenots
(Bourgogne)

ブシャール ペール エ フィス
ニュイ サン ジョルジュ クロ サンマルク 一級
(ブルゴーニュ )

ドメーヌ ミッシェル ゴヌー ポマール グラン エプノ
一級
(ブルゴーニュ )
液

¥25,000.〜¥40,000.

64

62

1997

2005

1bottle

液

面：7mm

Domaine Roux Pere & Fils
Hospices de Beaune Mazis-Chambertin
Grand Cru 'Cuvee Madeleine Collignon'
(Bourgogne)

ドメーヌ ルーペール エ フィス
オスピス ド ボーヌ マジ シャンベルタン
キュヴェ マドレーヌコリニョン 特級 (ブルゴーニュ )

1999

液

1bottle

面：3mm

ポマール村のミッシェル ゴヌー、サン トーバン村の
ルー。古典的二つのドメーヌのワインは興味深い。これか
ら飲み頃を迎え、更なる熟成も可能。

2bottles

¥30,000.〜¥50,000.

発泡性（ロゼ）

白ワイン

14bottles

面：1本-2mm
1本-2mm
1本-3mm
1本-4mm
1本-4mm
1本-5mm
1本-5mm
1本-5mm
1本-5mm
1本-5mm
1本-6mm
1本-7mm
1本-7mm
1本-7mm

Camus Pere & Fils
Charmes-Chambertin Grand Cru
(Bourgogne)

ドメーヌ カミュ ペール エ フィス シャルム シャンベ
ルタン 特級
(ブルゴーニュ )

1995

発泡性（白）

1bottle

面：3mm

1868年から6世代にわたってジュヴレイ シャンベルタン
村でドメーヌを営む。13を所有してhaいるなかで、特級
のラトリシエール シャンベルタンは所有面積は0.75haで
しかない。

2bottles

4bottles

液

ロゼワイン

赤ワイン

28

液

1magnum

面：7mm

甘口白ワイン

蒸留酒

ブルゴーニュ地方で最も知名度の高いネゴシアンのブ
シャールによるニュイ サン ジョルジュ一級畑とジュヴレ
シャンベルタン村の銘家カミュの特級シャルム シャンベ
ルタンの組み合わせ。いずれも飲み頃となり、食卓を演出
できるワインとして期待できる。

15bottles

1720年ドメーヌ創立、1824年にはネゴシアンとしても
名高い老舗。シャンボール ミュジニー村特級ボンヌ マー
ルとミュジニーの古酒は極めて希少。

2bottles

¥130,000.〜¥200,000.

67

65
Jean-Claude Boisset
Clos de Vougeot Grand Cru

Domaine Seguin-Manuel
Chambolle-Musigny Premier Cru Les
Amoureuses
(Bourgogne)

(Bourgogne)

ドメーヌ セガン マニュエル
シャンボール ミュジニー レザムルーズ 一級
(ブルゴーニュ )

ジャンクロード ボワセ クロ ド ヴージョ 特級
(ブルゴーニュ )

1997

液

1bottle

1934

面：12mm

Louis Latour
Chateau Corton Grancey Grand Cru
(Bourgogne)

液
液

1947

面：7mm
面：5mm

液

(Bourgogne)

ドメーヌ セガン マニュエル グラン エシェゾー 特級
(ブルゴーニュ )

1961
(Bourgogne)

液

3bottles

面：1本-22mm
2本-20mm

1961年グラン エシュゾーの古酒として味わえるピーク
を超えている。しかしまだワインとして期待がもてる。

3bottles

1bottle

面：5mm

(Bourgogne)

ドメーヌ セガン マニュエル ミュジニー 特級
(ブルゴーニュ )

1929

¥80,000.〜¥120,000.

Domaine Seguin-Manuel
Grand Echezeaux grand Cru

ドメーヌ セガン マニュエル ボンヌ マール 特級
(ブルゴーニュ )

Domaine Seguin-Manuel
Musigny Grand Cru

1bottle

面：18mm

68

¥30,000.〜¥50,000.

液

液

2bottles

66

1918

(Bourgogne)

シャンボール ミュジニー村一級畑のレ ザムルーズとク
ロ ド ヴージョの古酒。極めて希少。

1961年創業。成長を遂げブルゴーニュ最大のワイング
ループとして知られるジャン クロード ボワセが生産する
特級クロ ド ヴージョ。ルイ ラトゥールが初めて赤ワイン
を生産したアロックス コルトン村特級コルトン グランセ
の組み合わせ。どちらも飲み頃を迎え、味わいはピーク。
大いに期待できる。

Domaine Seguin-Manuel
Bonnes-Mares Grand Cru

1bottle

面：21mm

ドメーヌ セガン マニュエル クロ ド ヴージョ 特級
(ブルゴーニュ )

2half bottles

3bottles

液

Domaine Seguin-Manuel
Clos de Vougeot Grand Cru

ルイ ラトゥール シャトー コルトン グランセ 特級
(ブルゴーニュ )

1999

¥85,000.〜¥130,000.

1bottle

面：15mm

29

¥90,000.〜¥140,000.

2003年は,猛暑で濃厚な味わい。特級シャルム シャンベ
ルタンのボトルとマグナムの違いを知ることが出来る。熟
成のピークを迎え飲み頃。

69
Domaine Seguin-Manuel
Clos Saint-Denis Grand Cru

2bottles

(Bourgogne)

ドメーヌ セガン マニュエル クロ サン ドニ 特級
(ブルゴーニュ )

1955

液

72

1bottle

面：20mm

Dominique Laurent
Grands-Echezaux Grand Cru

1955年のモレイ サンドニ村の特級クロ サンドニは古酒
として期待がもてる。

1bottle

¥35,000.〜¥50,000.

Dominique Laurent
Bonnes-Mares

ドミニク ローラン ボンヌ マール
液

2004

液

(ブルゴーニュ )

2bottles

ドミニク ローラン ニュイサンジョルジュ ヴォークラ
ン 一級
(ブルゴーニュ )

面：1本-12mm
1本-15mm

2003

ドミニク ローラン シャルム シャンベルタン V V 特級
(ブルゴーニュ )
液

液

2bottles

7bottles

Dominique Laurent
Romanee-Saint-Vivant Grand Cru
(Bourgogne)

ドミニク ローラン ロマネ サン ヴィヴァン 特級
(ブルゴーニュ )

¥85,000.〜¥130,000.

2006

71

2bottles

面：1本-13mm
1本-16mm

2bottles

ドミニク ローラン シャルム シャンベルタン V V 特級
(ブルゴーニュ )

発泡性（白）

液

ヴォーヌ ロマネ村特級ロマネ サンヴィヴァン。これか
ら飲み頃を迎え、熟成に期待できる。

Dominique Laurent
Charmes-Chambertin Grand Cru Vieilles
Vignes
(Bourgogne)

2003

¥75,000.〜¥110,000.

73

1989年、自身の名でネゴシアンを立ち上げたドミニク
ローラン。ブドウ果皮の除梗、亜硫酸無添加、無濾過、熟
成に新樽を使用することをモットーに名を馳せた。シャン
ボール ミュジニー村特級ボンヌ マールとジュヴレ シャン
ベルタン村の特級シャルム シャンベルタン。熟成のピー
クを迎え飲み頃。

2003

5bottles

面：1本-15mm
1本-17mm
2本-20mm
1本-21mm

特級グラン エシュゾーとニュイ サン ジョルジュ村一級
畑の組み合わせ。飲み頃を迎えている。

面：1本-15mm
1本-16mm

4bottles

2bottles

面：1本-7mm
1本-10mm

Dominique Laurent
Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les
Vaucrains
(Bourgogne)

(Bourgogne)

Dominique Laurent
Charmes-Chambertin Grand Cru Vieilles
Vignes
(Bourgogne)

1998

¥65,000.〜¥100,000.

1magnum

液

面：13mm

液

面：12mm

1bottle

発泡性（ロゼ）

(Bourgogne)

ドミニク ローラン グラン エシェゾー 特級
(ブルゴーニュ )

70

2009

¥50,000.〜¥80,000.

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

30

甘口白ワイン

蒸留酒

74

Domaine Bouchard Pere & Fils
Chambertin Clos de Beze Grand Cru
(Bourgogne)

Dominique Laurent
Clos de la Roche Grand Cru 'Vieilles Vignes
Intra Muros'
(Bourgogne)

ドメーヌ 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
(ブルゴーニュ )

ドミニク ローラン クロ ド ラ ロッシュ アントラ ムロ
ス V V特級
(ブルゴーニュ )

1988

液

2006

2bottles

面：1本-19mm
1本-22mm

2014

面：22mm

¥55,000.〜¥80,000.

Domaine Ponsot
Clos de la Roche Grand Cru Cuvee Vieilles
Vignes
(Bourgogne)

ドメーヌ ポンソクロドラロッシュキュヴェ V V特級
(ブルゴーニュ )

2011

(Bourgogne)

ドメーヌ ジャック プリウール ミュジニー 特級
(ブルゴーニュ )
液

2010

(Bourgogne)

2011

2013

2014

1bottle

面：5mm

4bottles

ドメーヌジャンジャックコンフュロン
ロマネサンヴィヴァン特級
(ブルゴーニュ )
液

(Bourgogne)

1bottle

液

面：0mm

液

面：5mm

液

面：0mm

1bottle
1bottle

モレ サンドニ村の銘ドメーヌ、ポンソ。特級シャンベ
ルタン クロ ド ベーズのヴァーティカルコレクション。

Domaine Jean-Jacques Confuron
Romanee-Saint-Vivant Grand Cru
(Bourgogne)

2015

1bottle

面：5mm

ドメーヌ ポンソ シャンベルタンクロドベーズ
(ブルゴーニュ )

ドメーヌ ジャン グリボ リシュブール 特級
(ブルゴーニュ )
液

液

Domaine Ponsot
Chambertin Clos de Bèze

1bottle

面：2mm

Domaine Jean Grivot
Richebourg Grand Cru

¥260,000.〜¥400,000.

76

75

2014

1bottle

面：5mm

5bottles

モレ サンドニ村の特級クロ ド ラロッシュとジュヴレ
シャンベルタン村特級ラトリシエール シャンベルタン。
完全にピークを迎え飲み頃。

Domaine Jacques Prieur
Musigny Grand Cru

液

ブルゴーニュを代表する生産者の代表的な特級ワインを
ミックスしたコレクション。
長期保有し将来に期待できる。

1bottle

3bottles

(Bourgogne)

ドメーヌブルーノクレール ボンヌマール特級
(ブルゴーニュ )

ドミニク ローラン
ラトリシエール シャンベルタン 特級 (ブルゴーニュ )
液

1bottle

面：7mm

Domaine Bruno Clair
Bonnes-Mares Grand Cru

Dominique Laurent
Latricieres-Chambertin Grand Cru
(Bourgogne)

1985

液

1bottle

面：6mm

31

¥270,000.〜¥400,000.

77

78
Domaine Hubert Lignier
Clos de la Roche Grand Cru

Domaine Comte Georges de Vogue
Chambolle Musiny 1er Cru
(Bourgogne)

(Bourgogne)

ドメーヌユベールリニエ クロドラロッシュ特級
(ブルゴーニュ )

2014

液

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 一級
(ブルゴーニュ )

1magnum

2013
2014

面：10mm

Domaine Hubert Lignier
Charmes Chambertin Grand Cru
(Bourgogne)
ドメーヌユベールリニエ
シャルムシャンベルタン特級

2014

液

2bottles
2bottles

Pierre Meurgey
Vosne-Romanee Aux Communes
(Bourgogne)
ピエール ムルジェー
ヴォーヌ ロマネ オー コミューヌ

(ブルゴーニュ )

2magnums

面：13mm

2017

(ブルゴーニュ )

2bottles

Domaine Hubert Lignier
Gevrey-Chambertin 1er Cru Aux Combottes
(Bourgogne)

Chateau de Marsannay
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les
Champeaux
(Bourgogne)

2014

2017

シャトー ド マルサネ
ジュヴレ シャンベルタン レ シャンポー 一級
(ブルゴーニュ )

ドメーヌユベールリニエ
ジュヴレシャンベルタン オー コンボット 一級
(ブルゴーニュ )
液

1magnum

面：10mm

シャンボール ミュジニー村の銘ドメーヌとして知られ
るヴォギュエの一級畑とネゴシアン ドメーヌとしてワイ
ン造りを行う新鋭ピエール ムルジィのヴォーヌ ロマネ村
単一畑、ジュヴレ シャンベルタン村一級レ シャンポーの
組み合わせ。これからの熟成に期待できるコレクションと
して長期保有したい。(Lot78-Lot79)

Domaine Hubert Lignier
Morey Saint Denis 1er Cru Vieilles Vignes
(Bourgogne)

ドメーヌユベールリニエ モレサンドニV V一級
(ブルゴーニュ )

2014

液

2bottles

8bottles

1magnum

面：12mm

¥150,000.〜¥230,000.

モレ サンドニ村の銘ドメーヌとして名高いユベール リ
ニエ。2014年のマグナムボトルのコレクション。長期保
管し将来に期待できる。

5bottles

発泡性（白）

¥250,000.〜¥380,000.

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

32

甘口白ワイン

蒸留酒

79

Chateau de Marsannay
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les
Champeaux
(Bourgogne)

Domaine Comte Georges de Vogue
Chambolle Musiny 1er Cru

シャトー ド マルサネ
ジュヴレ シャンベルタン レ シャンポー 一級
(ブルゴーニュ )

(Bourgogne)

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 一級
(ブルゴーニュ )

2013
2014

2017

2bottles
2bottles

8bottles

Pierre Meurgey
Vosne-Romanee Aux Communes
(Bourgogne)
ピエール ムルジェー
ヴォーヌ ロマネ オー コミューヌ

2017

Domaine Armand Rousseau Pere et Fils
Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos SaintJacques
(Bourgogne)

(ブルゴーニュ )

2bottles

ドメーヌ アルマン ルソー
ジュヴレイ シャンベルタンクロ サン ジャック 一級
(ブルゴーニュ )

1997

シャトー ド マルサネ
ジュヴレ シャンベルタン レ シャンポー 一級
(ブルゴーニュ )

8bottles

2bottles

1988

2bottles

ジュヴレ シャンベルタン村のトップドメーヌとして君
臨するアルマン ルソーの一級畑クロ サンジャックとジャ
ンボール ミュジニー村の銘家ヴォギュエの特級ボンヌ
マールのコレクション。極めて贅沢な組み合わせ。

Domaine Comte Georges de Vogue
Chambolle Musiny 1er Cru
(Bourgogne)

3bottles

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 一級
(ブルゴーニュ )

2bottles
2bottles

¥170,000.〜¥260,000.

82
Domaine Comte Georges de Vogue
Bonnes-Mares Grand Cru
(Bourgogne)

Pierre Meurgey
Vosne-Romanee Aux Communes
(Bourgogne)

2017

1bottle

面：7mm

ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ
ボンヌ マール 特級
(ブルゴーニュ )

¥150,000.〜¥230,000.

ピエール ムルジェー
ヴォーヌ ロマネ オー コミューヌ

液

Domaine Comte Georges de Vogue
Bonnes-Mares Grand Cru
(Bourgogne)

80

2013
2014

¥150,000.〜¥230,000.

81

Chateau de Marsannay
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les
Champeaux
(Bourgogne)

2017

2bottles

ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ
ボンヌ マール 特級
(ブルゴーニュ )

1994

(ブルゴーニュ )

1995

2bottles

1bottle

液

面：6mm

液

面：3mm

1bottle

シャンボール ミュジニー村で名実ともにトップに君臨
するドメーヌ。特級ボンヌマール2つのヴィンテージを比
較できる楽しみもあり、これからの熟成にも期待できる。
資産として保有したい。

2bottles

33

¥120,000.〜¥180,000.

1996年は、偉大なヴィンテージ。コレクションとして
保有したい。

83
Domaine Comte Georges de Vogue
Musigny Grand Cru 'Cuvee Vieilles Vignes'
(Bourgogne)

2bottles

ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ
ミュジニーキュヴェ V V 特級
(ブルゴーニュ )

1989
1994

86
Domaine Bernard Dugat-Py
Gevrey-Chambertin Cuvee Coeur de Roy
Tres Vieilles Vignes
(Bourgogne)

1bottle

液

面：23mm

液

面：3mm

1bottle

ドメーヌ ベルナール デュガピィ
ジュヴレ シャンベルタン キュヴェ クール デュ ロワ
トレV V
(ブルゴーニュ )

特級畑ミュジニーの10.85haの区画のうち、70％に相当
する7.2haを所有。1989年は飲み頃に達し、1994年はこれ
から10年間をかけて熟成に期待できる。

2bottles

1997

¥150,000.〜¥250,000.

Domaine Comte Georges de Vogue
Musigny Grand Cru Cuvee Vieilles Vignes
(Bourgogne)

1993

1magnum

液

(ブルゴーニュ )

1bottles

面：7mm

ラ グラン リュ (偉大な道)が名前の由来。ヴォーヌ ロマ
ネ村にある6つのグラン クリュの中でも目立たない存在。
幅はわずか30mと細長い形状をしているが、ロマネ コン
ティ、ラ ロマネ、ラ ターシュに隣接し1.65ha。ジュヴレ
シャンベルタン村の人気ドメーヌのベルナール デュガ
ピィとの組み合わせ。資産としての価値が高い。

面：17mm

1982年、特級ミュジニーは圧巻。飲み頃を迎えているが、
マグナムボトルは長期の熟成に耐える可能性を秘める。資
産として保有したい。

1bottle

2bottles

面：2本-12mm

フランソワ ラマルシュ
ラ グランリュー モノポール特級

ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ
ミュジニキュベV V 特級
(ブルゴーニュ )
液

液

Domaine Francois Lamarche
La Grande Rue Grand Cru Monopole
(Bourgogne)

84

1982

¥90,000.〜¥140,000.

¥160,000.〜¥240,000.

3bottles

85

¥80,000.〜¥120,000.

87
Domaine Leroy
Gevrey-Chambertin

Domaine Bernard Dugat-Py
Charmes-Chambertin Grand Cru
(Bourgogne)

(Bourgogne)

ドメーヌ ルロワ ジュブレーシャンベルタン ルロワ
(ブルゴーニュ )

1996

ドメーヌ ベルナール デュガピィ
シャルム シャンベルタン 特級

1bottle

1990

Domaine Perrot-Minot
Charmes-Chambertin Grand Cru Vieilles
Vignes
(Bourgogne)
ドメーヌペロミノ
シャルムシャンベルタン V V 特級

1996

発泡性（白）

液

(ブルゴーニュ )

1bottle

面：13mm

白ワイン

1bottle

面：30mm

ジュヴレイ シャンベルタン村で人気ドメーヌ ベルナー
ル デュガ ピィ特級シャルム シャンベルタン。伝説的な
1990年ヴィンテージは資産としての価値が高い。

1bottle

発泡性（ロゼ）

液

(ブルゴーニュ )

ロゼワイン

赤ワイン

34

甘口白ワイン

¥90,000.〜¥140,000.

蒸留酒

Lot 82
Lot 83
Lot 84

35

発泡性（白）

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

Lot 88
36

甘口白ワイン

蒸留酒

88

90
Henri Jayer
Vosne Romanee 1er Cru Cros-Parantoux
(Bourgogne)

Domaine de La Romanee-Conti
La Tache Grand Cru Monopole (Bourgogne)
ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
ラターシュ モノポール 特級

アンリ ジャイエ
ヴォーヌロマネ クロパラントゥ 一級 (ブルゴーニュ )

2000

液

1984

1bottle

面：1mm

1bottle

Domaine de La Romanee-Conti
La Tache Grand Cru Monopole (Bourgogne)
ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
ラターシュ モノポール 特級

2000年は、1494本が生産されている。2001年が最終ヴィ
ンテージとなり伝説のワインとして神格化されている。

1997

¥780,000.〜¥1,200,000.

(ブルゴーニュ )

1bottle

面：20mm

1bottle

Domaine de La Romanee-Conti
La Tache Grand Cru Monopole (Bourgogne)

¥190,000.〜¥300,000.

92

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ラターシュ 特級
(ブルゴーニュ )

Domaine de La Romanee-Conti
La Tache Grand Cru Monopole (Bourgogne)

1bottle

面：21mm

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
ラターシュ モノポール 特級

DRC社のモノポールとして独占所有されている。ロマ
ネ コンティと双璧のブドウ畑である。ブドウ畑は5haを超
え、ロマネ コンティの3倍。急斜面に展開する畑は、上部、
中部、下部で微妙な違いがあると言われる。

1998

液

1bottle

¥350,000.〜¥500,000.

37

(ブルゴーニュ )

1bottle

面：13mm

1998年、並行輸入品。

1983年は、ルロワ社による販売、並行輸入品。輸入元
不明。

1bottle

液

1997年、正規輸入品。

89

液

¥350,000.〜¥500,000.

91

1978年、ジャイエ氏は初めて自分のワインを生産。

1983

1bottle

面：18mm

1984年、ルロワ社による販売、並行輸入品。

ブドウ栽培家でありワイン醸造家のアンリ ジャイエ氏
はワイン造りにおける芸術家と称賛された。1922年に
ヴォーヌ ロマネ村で生まれ、1945年にメオ カミュゼの畑
を借りてブドウ栽培を開始。一級畑クロ パラントゥーは
僅か1ha、石灰質粘土の非常に薄い層で構成され、小石が
多く貧弱な土壌に加えて、標高が高く、冷涼な気候。決し
て、特別な畑ではない。

1bottle

液

(ブルゴーニュ )

¥250,000.〜¥380,000.

93

95
Domaine de La Romanee-Conti
Vosne-Romanee Premier Cru Cuvee Duvault
Blochet
(Bourgogne)

Domaine de La Romanee-Conti
Montrachet Grand Cru
(Bourgogne)
ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
モンラッシェ 特級

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
ヴォーヌ ロマネ キュベ デュヴォー ブロシェ 一級
(ブルゴーニュ )

1999

液

1985

1bottle

面：12mm

1985年、ルロワ社による販売、並行輸入品。液漏れあり。

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
ラターシュ モノポール 特級
液

1bottle

(ブルゴーニュ )

1bottle

Domaine de La Romanee-Conti
Echezeaux Grand Cru
(Bourgogne)
ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
エシェゾー 特級

ジャック マリー デュヴォー ブロシェ氏がロマネ コン
ティの所有者となったのは、1869年。現在のDRCの礎を
築いた。グラン クリュ区画で収穫されたブドウをブレン
ドして、偉大な年のみDRCの名を冠したプルミエ クリュ
を造る。若木ではあるがラ ターシュで収穫されたブドウ
を主として醸造する稀なキュヴェである。

2003
2004

1999年、初リリース。正規輸入品。20年以上の熟成を
経ているが健全。資産としての価値は高く、長期保有でき
る。

2bottles

液

面：1本-1mm
1本-0mm

2bottles

¥570,000.〜¥900,000.

97
Domaine de La Romanee-Conti
Echezeaux Grand Cru
(Bourgogne)
ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
エシェゾー 特級

1bottle

面：34mm

1bottle

面：3mm

3bottles

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ モンラッシェ 特級
(ブルゴーニュ )

1969年、並行輸入品。

1bottle

液

2003年、並行輸入品。

¥600,000.〜¥900,000.

Domaine de La Romanee-Conti
Montrachet Grand Cru
(Bourgogne)

液

1991
¥450,000.〜¥700,000.

液

1bottle

Domaine de La Romanee-Conti
Grands Echezeaux Grand Cru (Bourgogne)

1996

発泡性（ロゼ）

白ワイン

(ブルゴーニュ )

面：25mm

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
グラン エシェゾー 特級

発泡性（白）

(ブルゴーニュ )

DRC社 は4.6haの 畑 を 所 有 し、 不 作 年 で も 約9,800本、
豊作年では18,000本ほどのワインを安定して世に送り出し
ている。

94

1969

¥300,000.〜¥450,000.

96

面：17mm

1994年、並行輸入品。

1bottle

液 面：26mm
コルク：シミあり。
十字架が読み取れない

Domaine de La Romanee-Conti
La Tache Grand Cru Monopole (Bourgogne)

1994

(ブルゴーニュ )

ロゼワイン

赤ワイン

38

液

1bottles

面：10mm

甘口白ワイン

蒸留酒

(ブルゴーニュ )

1991年、輸入元不明。
1996年、並行輸入品。

2bottles

1999年、並行輸入品。

1bottle

¥350,000.〜¥500,000.

101

98

Domaine de La Romanee-Conti
Richebourg Grand Cru
(Bourgogne)

Domaine de La Romanee-Conti
Richebourg Grand Cru
(Bourgogne)

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 特級
(ブルゴーニュ )

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ リシュブール 特級
(ブルゴーニュ )

1998

液

1989

2bottles

Domaine de La Romanee-Conti
Romanee-Conti Grand Cru
(Bourgogne)

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネコンティ 特級
(ブルゴーニュ )

2000

99

液

1bottle

1bottle

ヴォーヌ ロマネ村の最大の面積9haを誇る。名前は、最
初に畑を所有していた僧侶とその修道院「サン ヴィヴァ
ン大聖堂」に由来。

1bottle

Domaine de La Romanee-Conti
Romanee-Conti Grand Cru
(Bourgogne)

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネコンティ 特級
(ブルゴーニュ )

¥230,000.〜¥350,000.

2001

液

1bottle

面：7mm

2001年、正規輸入品。20年の熟成を経ているが健全。
資産としての価値は高く、長期保有できる。

Domaine de La Romanee-Conti
Vosne-Romanee Premier Cru Cuvee Duvault
Blochet
(Bourgogne)

1bottle

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 一級
(ブルゴーニュ )
液

¥1,800,000.〜¥2,700,000.

103

100

1999

1bottle

面：5mm

2000年は、ミレニアムヴィンテージ。正規輸入品。

(ブルゴーニュ )

面：27mm

1991年、並行輸入品。

液

18世紀には、ルイ15世の公妾ポンパドール夫人とコン
ティ公ルイ フランソワ1世が競売で競り合ったが、コン
ティ公が畑の権利を落札し、以降「ロマネ コンティ」と
いう名で知られる。

Domaine de La Romanee-Conti
Romanee-Saint-Vivant Grand Cru
(Bourgogne)

1995

¥350,000.〜¥500,000.

102

¥600,000.〜¥900,000.

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
ロマネ サン ヴィヴァン 特級

1bottle

面：36mm

1bottle

ヴォーヌ ロマネ村には、6つのグラン クリュがある。そ
のうちの1つが、村の最北端に位置し、
「豊かな町」を意味
するリシュブール。ラ ロマネとロマネ コンティに隣接し、
アンリ ジャイエが世に知らしめたクロ パラントゥも、傾
斜しているリシュブールの上部延長線上に連なる。

2bottles

液

1989年、正規輸入品。

面：1本-0mm
1本-3mm

1998年、並行輸入品。

¥200,000.〜¥300,000.

1bottle

面：3mm

39

¥1,500,000.〜¥2,300,000.

発泡性（白）

Lot
Lot
Lot
Lot

102
103
104
105

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

40

甘口白ワイン

蒸留酒

104

Domaine de La Romanee-Conti
Echezeaux Grand Cru
(Bourgogne)

Domaine de La Romanee-Conti
Romanee-Conti Grand Cru
(Bourgogne)

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ エシェゾー 特級
(ブルゴーニュ )

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネコンティ 特級
(ブルゴーニュ )

2004

液

2017

1bottle

1bottle

Domaine de La Romanee-Conti
Corton Grand Cru
(Bourgogne)

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ コルトン 特級
(ブルゴーニュ )

¥1,600,000.〜¥2,400,000.

2017

105

1bottle

Domaine de La Romanee-Conti
Grands Echezeaux
(Bourgogne)
ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
グラン エシェゾー 特級

¥1,400,000.〜¥2,100,000.

2003

106
Domaine de La Romanee-Conti
Romanee-Conti Grand Cru
(Bourgogne)

1bottle

1997

1976年、ルロワによる販売、並行輸入品。

2bottles

Domaine de La Romanee-Conti
Romanee-Saint-Vivant Grand Cru
(Bourgogne)

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネサンヴィヴァン
特級
(ブルゴーニュ )
液

液

(ブルゴーニュ )

1bottle

面：15mm

1991年、ラベルは良好。輸入元シールは並行輸入品。
真贋鑑定ではボトル、キャップシール、ラベルの印刷に
使用されたインキ色彩と文字フォントを確認。贋作と思わ
れる可能性は見当たらない。

¥1,200,000.〜¥1,800,000.

107

2017

1bottle

面：2mm

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ
ロマネ サン ヴィヴァン 特級

面：46mm

1bottle

液

(ブルゴーニュ )

Domaine de La Romanee-Conti
Romanee-Saint-Vivant Grand Cru
(Bourgogne)

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネコンティ 特級
(ブルゴーニュ )
液

¥570,000.〜¥900,000.

108

面：3mm

2014年、正規輸入品。極めて健全。資産としての価値
は高く、長期保有できる。

1976

1bottle

面：3mm

3bottles

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ ロマネコンティ 特級
(ブルゴーニュ )

1bottle

液

2017年、正規輸入品。
資産としての価値は高く、長期保有できる。

Domaine de La Romanee-Conti
Romanee-Conti Grand Cru
(Bourgogne)

液

1bottle

面：3mm

面：5mm

2004年、正規輸入品。15年の熟成を経ているが健全。
資産としての価値は高く、長期保有できる。

2014

液

1bottle

面：3mm

41

¥300,000.〜¥450,000.

109

111

E. Guigal
Ermitage Ex-Voto

ギガル エルミタージュ エクス ヴォト

2015

E. Guigal
Cote Rotie La Mouline

(Rhone)

(ローヌ)

ギガル コート ロティ ラ ムーリーヌ

1bottle

2011

E. Guigal
Chateau d'Ampuis Cote Rotie

ギガル シャトー ダンピュイ コート ロティ

2004
2011
2012
2014

2012
(Rhone)

2013

(ローヌ)

2014

1bottle
1bottle
1bottle
1bottle

2015

2012
2013
2014
2015

液

面：6mm

液

面：2mm

液

面：3mm

液

(Rhone)

液

面：7mm

液

面：6mm

液

面：2mm

1bottle
1bottle
1bottle
1bottle

¥200,000.〜¥300,000.

2013
2014

(ローヌ)

1bottle

¥70,000.〜¥110,000.

113

1bottle

面：2mm

E. Guigal
Cote Rotie La Landonne

ギガル コート ロティ ラ ラドンヌ

1993

¥200,000.〜¥300,000.

2002

2003

液

  

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

42

(Rhone)

(ローヌ)

2bottles

面：1本-2mm
1本-5mm

3bottles

液

面：1本-3mm
1本-5mm
1本-8mm

液

面：2本-10mm

7bottles
発泡性（ロゼ）

(ローヌ)

1bottle
1bottle

2bottles

1bottle

1961年にエティエンヌの後を継いだ２代目のマルセル
ギガルはヴィダル フルーリィを傘下に収め、ラ テュルク
の畑も手に入れることになる。この伝説的なブドウ畑の
ヴァーティカルコレクションこそギガルの礎である。

発泡性（白）

(Rhone)

1978年がファーストリリースの単一畑ラ ランドンヌ。
もともと20人の所有者に分割されていた区画を10年かか
りで区画を2haに取りまとめた。

1bottle

5bottles

面：6mm

ギガル コート ロティ ラ ラドンヌ

1bottle

面：8mm

液

E. Guigal
Cote Rotie La Landonne

ギガル コート ロティ ラ テュルク
液

面：10mm

112

110

2011

1bottle

液

5bottles

¥110,000.〜¥170,000.

E. Guigal
Cote Rotie La Turque

(ローヌ)

ギガルが所有する単一畑ラ ムーリーヌ、ラ ランドンヌ、
ラ テュルクの3つの中で最初に購入した畑がラ ムーリー
ヌ。1966年がファーストリリース。このヴァーティカル
コレクションは極めて希少。

初代エティエンヌ ギガルは14歳で781年創業の老舗メゾ
ン、ヴィダル フルーリィ社でワイン造りを修業。1946年
に独立した。1995年にはコート ロティの歴史的なドメー
ヌであるシャトー ダンピュイを手に入れる。そのヴァー
ティカルコレクションこそ、歴史を味わうことに等しい。

5bottles

(Rhone)

甘口白ワイン

2bottles
¥260,000.〜¥400,000.
蒸留酒

114

116

E. Guigal
Cote Rotie La Mouline

ギガル コート ロティ ラ ムーリーヌ

2002
2004

(ローヌ)

2007

面：4本-2mm

面：1本-20mm

7bottles

(ローヌ)

面：2本-20mm

¥250,000.〜¥380,000.

1bottle

115

シャトー オー ブリオン ブラン

2010

液

(ボルドー )

Liber Pater
Liber Pater

面：イントゥー・ネック

リベール パテール

2009

1bottle

(Bordeaux)

シャトームートンロートシルト (ボルドー )
液

12bottles

¥320,000.〜¥480,000.

117

(Bordeaux)

2bottles

Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild

2006

1bottle

カ ベ ル ネ ソ ー ヴ ィ ニ ヨ ン の 他、 タ ル ネ イ ク ー ラ ン
（Tarnay Coulant）
、カステ（Castets）
、プティヴィデュ
レ（Petite Vidure）
、パルドット（Pardotte）などフィロ
キセラ以前のブドウ品種を栽培し、19世紀のワイン造り
を再現している。極めて希少価値が高く、資産としての価
値はかなり高い。(Lot116-Lot118)

2bottles

Chateau Haut-Brion
Chateau Haut-Brion Blanc

(ボルドー )

2.5haのバイオダイナミック農法のブドウ畑から、生産
量は1万本以下。希少性の高さからボルドーのスクリーミ
ング イーグルとも呼ばれる。

(Rhone)

ギガル コート ロティ ラ テュルク

  

(Bordeaux)

ボルドーで最も高価なワインとして知られるリベール
パテール。

1bottle

液

液

リベール パテール

4bottles

液

E. Guigal
Cote Rotie La Turque

1997

Liber Pater
Liber Pater

(Rhone)

10bottles

1bottle

(Bordeaux)

(ボルドー )

¥320,000.〜¥480,000.

118

面：イントゥー・ネック

Liber Pater
Liber Pater

¥180,000.〜¥270,000.

リベール パテール

2010

1bottle

43

1bottle

(Bordeaux)

(ボルドー )

¥320,000.〜¥480,000.

Lot 117

Lot 116
発泡性（白）

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

44

甘口白ワイン

蒸留酒

119
Chateau Haut-Brion
Chateau Haut-Brion

(Bordeaux)

シャトーオーブリオン

2001

液

(ボルドー )

2bottles

面：2本-ハイ・フィル

Chateau Haut-Brion
Chateau Haut-Brion

(Bordeaux)

シャトーオーブリオン

2004

液

(ボルドー )

2bottles

面：2本-イントゥー・ネック

ボルドーの格付け1級であることに加え、15世紀から続
く最も権威あるシャトー。

4bottles

¥130,000.〜¥200,000.

120
Chateau Haut-Brion
Chateau Haut-Brion

(Bordeaux)

シャトーオーブリオン

1999
2001
2000

(ボルドー )

1bottle

液

面：イントゥー・ネック

液

面：2本-ハイ・フィル

液

面：イントゥー・ネック

2bottles
1bottle

4bottles

¥160,000.〜¥250,000.

121
Chateau Haut-Brion
Chateau Haut-Brion

(Bordeaux)

シャトーオーブリオン

2010

液

(ボルドー )

6bottles

面：6本-イントゥー・ネック

Chateau La Mission Haut-Brion
Chateau La Mission Haut-Brion (Bordeaux)
シャトーラミッションオーブリオン

1996
8bottles

Lot 118

45

液

(ボルドー )

2bottles

面：2本-イントゥー・ネック

¥480,000.〜¥700,000.

122

124

Chateau La Mission Haut-Brion
Chateau La Mission Haut-Brion (Bordeaux)

Chateau Angelus
Chateau Angelus

1986

2006

シャトー ラ ミッション オーブリオン
液

2bottles

(ボルドー )

2bottles

2004

¥180,000.〜¥270,000.

1bottle

液

面：ハイ・フィル

¥85,000.〜¥130,000.

液

1bottle

1990

(Bordeaux)

(ボルドー )

1bottle

¥15,000.〜¥30,000.

液

  

(Burgundy)

1964

  

(Bordeaux)

¥35,000.〜¥50,000.

ロゼワイン

赤ワイン

46

(ボルドー )

1bottle

面：トップ・ショルダー

2bottles

1bottle

面：4mm

白ワイン

液

(ボルドー )

1bottle

シャトーラフォン ロシェ
(ブルゴーニュ )

(Bordeaux)

面：イントゥー・ネック

Chateau Lafon-Rochet
Chateau Lafon-Rochet

ルシアン エ アンドレ エ ブルネル

発泡性（ロゼ）

1bottle

シャトー ラトゥールオーブリオン

Lucien et Andre Brunel
Lucien et Andre Brunel

(ボルドー )

面：イントゥー・ネック

Chateau La Tour Haut-Brion
Chateau La Tour Haut-Brion

面：トップ・ショルダー

4bottles

  

(Bordeaux)

126

(ボルドー )

ドメーヌ ド シュバリエ

液

液

1bottle
(Bordeaux)

Domaine de Chevalier
Domaine de Chevalier

1999

1996

1bottle

面：イントゥー・ネック

クロＪカノン
液

シャトー コス デストゥルネル

(ボルドー )

Clos J. Kanon
Clos J. Kanon

発泡性（白）

(ボルドー )

Chateau Cos-d'Estournail
Chateau Cos-d'Estournail

(Bordeaux)

シャトータルボ カイユブラン

1995

(Bordeaux)

125

Chateau Talbot
Caillou Blanc

1986

面：ハイ・フィル

3bottles

123

1996

2bottles

液

シャトーシュバルブラン

面：2本-ボトム・ネック

4bottles

(ボルドー )

Chateau Cheval Blanc
Chateau Cheval Blanc

(Bordeaux)

シャトー ラ フルール
液

シャトーアンジェリュス

面：2本-ボトム・ネック

Chateau Lafleur
Chateau Lafleur

1986

(ボルドー )

(Bordeaux)

甘口白ワイン

¥15,000.〜¥30,000.

蒸留酒

127

131

Chateau Leoville Poyferre
Chateau Leoville Poyferre

シャトー レオヴィル ポワフェレ

1953

液

Chateau Haut-Batailley
Chateau Haut-Batailley

(Bordeaux)

(ボルドー )

シャトー オー バタイエ

2bottles

1966

面：1本-イントゥー・ネック
1本-ボトム・ネック

2bottles

¥60,000.〜¥90,000.

シャトー ラ ミッション オーブリオン

1966

液

(ボルドー )

面：ミッド・ショルダー

6bottles

Chateau La Mission Haut-Brion
Chateau La Mission Haut-Brion (Bordeaux)

(ボルドー )

1967

(ボルドー )

9bottles

液

12bottles

(Bordeaux)

液

(ボルドー )

9bottles

面：9本-イントゥー・ネック

¥110,000.〜¥170,000

(Bordeaux)

シャトークレール ミロン

1970

1964

¥180,000.〜¥270,000.

Chateau Clerc-Milon
Chateau Clerc-Milon

面：2本-イントゥー・ネック

シャトー デュクリュ ボーカイユ

(ボルドー )

133

(Bordeaux)

Chateau Ducru-Beaucaillou
Chateau Ducru-Beaucaillou

1bottle

9bottles

130

液

(Bordeaux)

シャトー カントメルル

¥120,000.〜¥180,000.

シャトー カデ ボン

1bottle

面：ミッド・ショルダー

Chateau Cantemerle
Chateau Cantemerle

1bottle

Chateau Cadet-Bon
Chateau Cadet-Bon

(ボルドー )

132

面：トップ・ショルダー

1bottle

  

1966

129

液

  

シャトー パルメ

¥120,000.〜¥180,000.

シャトー ラ ミッション オーブリオン

液

Chateau Palmer
Chateau Palmer

1bottle

1bottle

1964

4bottles

面：3本-トップ・ショルダー
1本-ボトム・ネック

シャトー ラ ミッション オー ブリオン

Chateau La Mission Haut-Brion
Chateau La Mission Haut-Brion (Bordeaux)

1955

  

(ボルドー )

Chateau La Mission Haut-Brion
Chateau La Mission Haut-Brion (Bordeaux)

128

1955

液

(Bordeaux)

液

10bottles

面：10本-イントゥー・ネック

10bottles

(Bordeaux)
(ボルドー )

3bottles

面：3本-トップ・ショルダー

(ボルドー )

¥130,000.〜¥200,000

134

¥140,000.〜¥200,000.

Chateau La Lagune
Chateau La Lagune

(Bordeaux)

シャトーララギュンヌ

1970

液

11bottles

47

(ボルドー )

11bottles

面：11本-ボトム・ネック

¥130,000.〜¥200,000

Lot 128
Lot 129

発泡性（白）

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

48

甘口白ワイン

蒸留酒

135

138

Chateau Rauzan-Segla
Chateau Rauzan-Segla
シャトー ローザン セグラ

1982

液

Chateau Talbot
Chateau Talbot

(Bordeaux)

(ボルドー )

シャトー タルボ

2bottles

1970

面：1本-イントゥー・ネック
1本-ボトム・ネック

2bottles

1971

¥45,000.〜¥70,000

1973
1974

136

1975

Chateau Lynch Bages
Chateau Lynch Bages

(Bordeaux)

シャトー ランシュ バージュ

1959

液

1bottle

面：アッパー・ショルダー

1959

液

面：ボトム・ネック

¥45,000.〜¥70,000

液

面：トップ・ショルダー

液

面：ボトム・ネック

液

面：ボトム・ネック

液

面：イントゥー・ネック

1bottle
1bottle
1bottle
1bottle

¥60,000.〜¥90,000.

139
Chateau Beychevelle
Chateau Beychevelle

137

(Rhone)

シャトー ベイシュヴェル

1961

Chateau Talbot
Chateau Talbot

(Bordeaux)

シャトー タルボ

1961

面：ミッド・ショルダー

5bottles

(ボルドー )

1bottle

2bottles

1bottle

液

1970年～ 1975年ヴァーティカルコレクションはシャ
トーでも味わえないくらい希少性が高い。

(Bordeaux)

シャトーローザン ガシー

(ローヌ)

シャトーの名前は、フランスとイギリス100年戦争での
イギリス人 ソールズベリー伯爵ジョン タルボ将軍に由来
する。1918年、有名ワインネゴシアンのコルディエ家の
所有となり、1993年から四代目ナンシー ビニヨン コル
ディエとロレーヌ ルストマンが経営する。

(ボルドー )

Chateau Rauzan-Gassies
Chateau Rauzan-Gassies

(Rhone)

液

10bottles

(ボルドー )

10bottles

面：イントゥー・ネック

液
液

  

(ローヌ)

6bottles

面：3本-トップ・ショルダー
面：3本-アッパー・ショルダー

Chateau Hautes Graves d'Arthus
Chateau Hautes Graves d'Arthus

¥200,000.〜¥300,000

シャトーオート グラーヴ ダルザス

1961

液
液

14bottles

49

  

(Rhone)

(ローヌ)

8bottles

面：6本-トップ・ショルダー
面：2本-ボトム・ネック

¥380,000.〜¥600,000.

140
Chateau Cos-d'Estournail
Chateau Cos-d'Estournail

(Bordeaux)

シャトー コス デストゥルネル

2004

液

Chateau Mouton Rothschild
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild
(Bordeaux)

シャトーラフィットロートシルト
ル プティ ムートン ド ムートン ロートシルト (ボルドー）

(ボルドー )

2011

5bottle

面：5本-ボトム・ネック

5bottles

50,000.〜¥80,000.

Chateau Lafite Rothschild
Carruades de Lafite

シャトーラフィットロートシルト
カリュアド ド ラフィット

141

2011

Chateau Margaux
Pavillon Rouge du Chateau Margaux
(Bordeaux)

液

2bottles

5bottles

¥50,000.〜¥80,000.

Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild

Chateau Margaux
Pavillon Rouge du Chateau Margaux
(Bordeaux)
シャトー マルゴー
パヴィヨン ルージュ ドゥ シャトー マルゴー

シャトー ド オー ブリオン
ル クラレンス ド オー ブリオン

2000

(ボルドー）

液

2000

液

(Bordeaux)

(ボルドー）

1bottle

面：イントゥー・ネック

1bottle
Chateau Lafite Rothschild'
Chateau Lafite Rothschild
シャトーラフィットロートシルト

(Bordeaux)

シャトーラトゥール レ フォール ド ラトゥール

2011

(ボルドー）

液

(Bordeaux)

(ボルドー）

1bottle

面：イントゥー・ネック

1bottle
Chateau Margaux
Chateau Margaux

(Bordeaux)

シャトー マルゴー

2000

発泡性（白）

(ボルドー）

面：イントゥー・ネック

シャトーラトゥール

(Bordeaux)

(Bordeaux)

1bottle

Chateau Latour
Chateau Latour
(ボルドー）

Chateau Latour
Les Forts de Latour

2011

シャトームートンロートシルト

1bottle

Chatesu Haut-Brion
Le Clarence de Haut-Brion

2011

¥110,000.〜¥200,000.

143

142

2011

(ボルドー）

1bottle

セカンドワインは、ファーストブランドのワインの価値
を高めるために最高品質のワインだけをブレンドして
ファーストブランドとして販売するが、ファーストブラン
ドを生産する過程で、使用されなかった若木の果実を間引
きしたブドウを利用し、ワイン熟成の新樽比率を下げ、資
源を最大限に利用して生産されている。

面：2本-ハイ・フィル

2bottles

(Bordeaux)

ボルドー地方5大シャトーのセカンドコレクション。

シャトー マルゴー
パヴィヨン ルージュ デュ シャトー マルゴー
(ボルドー )

2010

1bottle

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

50

液

(ボルドー）

1bottle

面：イントゥー・ネック

甘口白ワイン

蒸留酒

145

Chateau Haut-Brion
Chateau Haut-Brion

(Bordeaux)

シャトーオーブリオン

2000

液

Chateau Margaux
Chateau Margaux

(ボルドー）

1bottle

面：イントゥー・ネック

2010

ボルドー地方のワインのブランドを確立したのは、皇帝
ナポレオン3世による功績が大きい。ボルドー地方のワイ
ンをフランスの重要輸出品と位置づけ、1855年のパリ万
博の開催に合わせてボルドーワインに格付けを命じ、合計
61シャトーの赤ワインが選ばれた。格付けによる階層評
価によって、ボルドーのブランド信用力は高まり強固なも
のとなったのである。現在、5大シャトーと呼ばれるボル
ドー オーメドックの格付け第一級のミレニアムヴィン
テージのコレクション。豪華絢爛、百花繚乱と表現できる。

2010

¥600,000.〜¥900,000.

146

シャトーマルゴー

1bottle

(Bordeaux)

シャトーポンテ カネ

1999

(Bordeaux)

(ボルドー）

2010

1bottle

Chateau Margaux
Chateau Margaux

(ボルドー）

面：6本-ハイ・フィル

Chateau Pontet-Canet
Chateau Pontet-Canet

シャトーラフィットロートシルト

2bottles

液

(Bordeaux)

3bottles

9bottles

¥570,000.〜¥900,000.

Chateau Lafite Rothschild
Chateau Lafite Rothschild

2008

6bottles

面：6本-ハイ・フィル

シャトームートン ロートシルト

144

2008

液

(ボルドー）

Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild

コレクション年の価値は高く、今でなければ5本同時に
手に入れることは難しい。

5bottles

(Bordeaux)

シャトーマルゴー

液

面：2本-ハイ・フィル

液

面：3本-ハイ・フィル

3bottles

5bottles

(Bordeaux)

(ボルドー）

(ボルドー）

2bottles

¥75,000.〜¥110,000.

147
Chateau Margaux
Chateau Margaux

¥100,000.〜¥150,000.

(Bordeaux)

シャトーマルゴー

1990

液

(ボルドー）

1bottle

面：ボトム・ネック

シャトーマルゴーは、18世紀イギリス市場では高根の
花となる高級ワインとして知られるようになり、イギリス
首相も務めたロバート ウォルポールは、3か月毎に4樽の
シャトー マルゴーを注文。

マルゴー ファンの一人だったアメリカ人作家アーネス
ト ヘミングウェイは、
孫娘に「マーゴ（女優マーゴ ルイー
ズ ヘミングウェイ）
」と名付けるほどであった。
多くの著名人を魅了する優美さと力強さを兼ね備えた味
わいは魅力的だ。

1990年は、マルゴーの歴史上最も素晴らしい味わいで、
最も完成されたヴィンテージ。ロバート パーカ氏も満点
評価を与えている。

1bottle

51

¥100,000.〜¥150,000.

148

152

Chateau Margaux
Chateau Margaux
シャトーマルゴー

2003

液

Chateau Margaux
Chateau Margaux

(Bordeaux)

(ボルドー）

4bottles

1992

面：4本-イントゥー・ネック

4bottles

¥200,000.〜¥300,000.

1997

(Bordeaux)

シャトーマルゴー

2bottles

面：2本-イントゥー・ネック

液

面：2本-イントゥー・ネック

1998

¥150,000.〜¥230,000.

2003

(Bordeaux)

シャトーマルゴー

1995
1999

1bottle
1bottle

液

面：イントゥー・ネック

液

面：イントゥー・ネック

1982

¥130,000.〜¥200,000.

液

面：ボトム・ネック

1bottle

¥55,000.〜¥80,000.

液

(ボルドー）

1bottle

液

面：2本-ハイ・フィル

ロゼワイン

赤ワイン

52

(ボルドー）

面：アッパー・ショルダー

¥20,000.〜¥30,000.

¥180,000.〜¥270,000.

白ワイン

(Bordeaux)

1bottle

2bottles

発泡性（ロゼ）

(ボルドー）

面：トップ・ショルダー

2bottles

(Bordeaux)

面：ハイ・フィル

液

(Bordeaux)

1bottle

Chateau Giscours
Chateau Giscours

1964

液

3bottles

発泡性（白）

面：イントゥー・ネック

シャトージスクール グランクリュ マルゴー

シャトーマルゴー

(ボルドー）

1bottle

液

シャトーボーセジュール ベコ グランクリュ

1bottle

Chateau Margaux
Chateau Margaux

2003

¥280,000.〜¥420,000.

Chateau Beau-Sejour Becot
PChateau Beau-Sejour Becot

151

2000

4bottles

154

(ボルドー）

面：ボトム・ネック

3bottles

面：4本-イントゥー・ネック

2bottles

Chateau Margaux
Chateau Margaux
液

液

シャトーマルゴー
パヴィヨン ルージュ ドゥ シャトー マルゴー

2bottles

150

1986

面：ボトム・ネック

Chateau Margaux
Pavillon Rouge du Chateau Margaux
(Bordeaux)

(ボルドー）

液

4bottles

1bottle

液

153

Chateau Margaux
Chateau Margaux

2006

(ボルドー）

5bottles

149

2004

(Bordeaux)

シャトーマルゴー

甘口白ワイン

蒸留酒

155

157

Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild
シャトームートン ロートシルト

2004

液

Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild

(Bordeaux)

(ボルドー）

シャトームートンロートシルト

2bottles

1995

面：2本-イントゥー・ネック

2000

1945年以来、シャトー・ムートン・ロートシルトのワ
インラベルには、毎年異なる有名アーティストによって自
由な表現手法で生み出されたオリジナル作品が飾られてい
る。

液

¥400,000.〜¥600,000.

シャトームートンロートシルト

(Bordeaux)

1945

(ボルドー）

2bottles

面：2本-イントゥー・ネック

(Bordeaux)

(ボルドー）

1bottle

液 面：ロー・ショルダー
ラベル：汚れ・破損

1945年、Philippe Jullian フィリップ ジュリアン

70年以上の熟成を経ており、骨董のような存在である。

1bottle

4bottles

面：1本-ハイ・フィル
1本-イントゥー・ネック
1本-イントゥー・ネック
1本-イントゥー・ネック

1993年、Balthus バルテュス

横たわり放心する少女の裸像を描くも、そのエロティシ
ズムから、アメリカでは絵を抜いたラベルで販売された。
絵入りのヨーロッパ販売版と見比べて楽しむことができ
るロット。

6bottles

アントニ タピエス

Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild

シャトームートン ロートシルト（USラベル） (ボルドー）
液

2bottles

158

Chateau Mouton Rothschild / USA Label
Chateau Mouton Rothschild / USA Label
(Bordeaux)

1993

面：2本-ハイ・フィル

3bottles

156

1993

液

ドイツ人金細工職人ヤコブ シュナウアーの作品「アウ
クスブルクの牡羊」

¥80,000.〜¥120,000.

シャトームートン ロートシルト

面：イントゥー・ネック

2000年、ミレニアムボトル

英仏協商100周年を記念したアートラベル。チャールズ
皇太子が描いたフランスの風景が描かれた水彩画である。

Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild

(ボルドー）

1bottle

液

1995年、Antoni Tàpies

2004年、Charles, Prince of Wales チャールズ (プリン
ス オブ ウェールズ)

2bottles

(Bordeaux)

¥240,000.〜¥360,000.

53

¥650,000.〜¥1,000,000.

159

162

Chateau Latour
Les Forts de Latour

シャトーラトゥール レ フォール ド ラトゥール

1980

液

シャトーラフィットロートシルト

(ボルドー）

2010

1bottle

面：トップ・ショルダー

Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild
シャトームートンロートシルト

1986

Chateau Lafite Rothschild
Chateau Lafite Rothschild

(Bordeaux)

(ボルドー）

シャトーラフィットロートシルト

1990

「白色のネグリチュード（黒人の自覚を促す標語）
」

1999

¥130,000.〜¥200,000.

2000

160

1980
1992

液
液

(Bordeaux)

1985
1999

1992年、Per Kirkeby ペア キルケビー

2000

¥50,000.〜¥80,000.

発泡性（白）

液

面：1本-ハイ・フィル
：1本-イントゥー・ネック

1bottle

2bottles

¥370,000.〜¥550,000.

(Bordeaux)

(ボルドー）

1bottle

液

面：イントゥー・ネック

液

面：ハイ・フィル

液

面：イントゥー・ネック

1bottle
1bottle

78haのブドウ畑を所有し、ブドウ畑は、カベルネ ソー
ヴィニヨン種80%、メルロ種18%、カベルネ フラン種と
プチ ヴェルド種とが2%の比率で植樹されている。

(Bordeaux)

3bottles

(ボルドー）

3magnums

面：3本-ボトム・ネック

3bottles

面：ハイ・フィル

パリ万博の1855年の格付けでシャトー ラトゥールが第1
級に選ばれてから、長い名声を維持している。

161

液

液

シャトーラトゥール

面：イントゥー・ネック

1980年、Hans Hartung ハンス アルトゥング

1995

面：ボトム・ネック

Chateau Latour
Chateau Latour

1bottle

シャトームートンロートシルト

¥170,000.〜¥300,000.

¥480,000.〜¥750,000.

発泡性（ロゼ）

白ワイン

(ボルドー）

164

(ボルドー）

1bottle

Chateau Lafite Rothschild
Chateau Lafite Rothschild

(Bordeaux)

1bottle

液

4bottles

面：ボトム・ネック

2bottles

¥270,000.〜¥400,000.

Chateau Lafite Rothschild
Chateau Lafite Rothschild

1986年、Bernard Séjourné ベルナール セジュルネ

シャトームートンロートシルト

3bottles

163

(Bordeaux)

液 面：トップ・ショルダー
ラベル：破損

Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild

(ボルドー）

面：3本-イントゥー・ネック

3bottles

1bottle

2bottles

液

(Bordeaux)

ロゼワイン

赤ワイン

54

甘口白ワイン

蒸留酒

165

169

Chateau Latour
Chateau Latour

シャトーラトゥール

2001

液

Chateau Latour
Chateau Latour

(Bordeaux)

(ボルドー）

2bottles

1995

面：イントゥー・ネック

2bottles

¥95,000.〜¥150,000.

1997

1958

液

(ボルドー）

面：イントゥー・ネック

¥120,000.〜¥180,000.

1998
1999

Chateau Latour
Chateau Latour

(ボルドー）

面：トップ・ショルダー

3bottles

面：3本-イントゥー・ネック

液

面：5本-ハイ・フィル

5bottles

¥450,000.〜¥700,000.

(Bordeaux)

シャトーラトゥール

(ボルドー）

1bottle

液 面：ボトム・ネック
ラベル：汚れ

1997

(Bordeaux)

シャトーラトゥール

4bottles

(ボルドー）

液

1994

Chateau Latour
Chateau Latour

1992

(Bordeaux)

Chateau Latour
Chateau Latour

¥60,000.〜¥100,000.

168

1990

¥540,000.〜¥800,000.

171

1bottle

1bottle

1988

3bottles

8bottles

(Bordeaux)

シャトーラトゥール
液

面：3本-イントゥー・ネック

シャトーラトゥール

167

1985

液

Chateau Latour
Chateau Latour

1bottle

1bottle

6bottles

面：1本-トップ・ショルダー
面：5本-ボトム・ネック

170

(Bordeaux)

シャトーラトゥール

(ボルドー）

液
液

9bottles

166
Chateau Latour
Chateau Latour

(Bordeaux)

シャトーラトゥール

(ボルドー）

2bottles

2bottles

液

面：2本-ボトム・ネック

液

面：トップ・ショルダー

液

面：イントゥー・ネック

1bottle
1bottle

¥270,000.〜¥400,000.

55

液

1bottle

面：ボトム・ネック

¥130,000.〜¥200,000.

172

174

Chateau Latour
Chateau Latour

シャトーラトゥール

2010

液

Chateau Lynch Bages
Chateau Lynch Bages

(Bordeaux)

(ボルドー）

3bottles

1982

面：3本-ハイ・フィル

Chateau Latour
Chateau Latour Les Forts de Latour
(Bordeaux)
          
シャトー ラトゥール レ フォールド ラトゥール

2010

液

1982

面：4本-ハイ・フィル

(ボルドー）

4bottles

面：4本-ボトム・ネック

¥210,000.〜¥320,000.

175

シャトームートン ロートシルト
液

(ボルドー）

1993

液

(ボルドー）

1bottle

面：ボトム・ネック

Chateau Cheval Blanc
Chateau Cheval Blanc
シャトーシュバルブラン

(Bordeaux)

(ボルドー）

1999

3bottles

面：3本-ボトム・ネック

液

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

56

(ボルドー）

1bottle

¥210,000.〜¥320,000.

¥210,000.〜¥350,000.

発泡性（ロゼ）

(Bordeaux)

面：ボトム・ネック

2bottles

1974年、Robert Motherwell ロバート マザーウェル

4bottles

(Bordeaux)

ペトリュス

(Bordeaux)

1magnum

シャトー ラフィット ロートシルト
液

Petrus
Petrus

面：1本-トップ・ショルダー

Chateau Lafite Rothschild
Chateau Lafite Rothschild

発泡性（白）

液

10bottles

¥370,000.〜¥500,000.

Chateau Mouton Rothschild
Chateau Mouton Rothschild

1976

6bottles

面：6本-ボトム・ネック

シャトームートン バロン フィリップ

(ボルドー）

173

1974

液

(ボルドー）

Château Mouton Baronne Philippe
Chateau Mouton Baronne Philippe
(Bordeaux)

4bottles

7bottles

(Bordeaux)

シャトー ランシュ バージュ

甘口白ワイン

蒸留酒

176

180

Petrus
Petrus

ペトリュス

1978

液

Petrus
Petrus

(Bordeaux)

(ボルドー）

1bottle

1997

面：トップ・ショルダー

「シャトーペトリュス」と表記されることも多いが、ラ
ベルには「ペトリュス」としか記されていない。一説には、
シャトー（城）と言うほどの建造物を伴っていないためだ
と言う説もある。

¥200,000.〜¥300,000.

Chateau Valandraud
Chateau Valandraud

¥200,000.〜¥300,000.

(Bordeaux)

シャトード ヴァランドロー

1993

(ボルドー）

12bottles

液 面：ボトム・ネック
ラベル：汚れ傷

Petrus
Petrus

液

初リリースは1991年、2012年にはプルミエ グラン ク
リュ クラッセBに昇格した。

(Bordeaux)

ペトリュス

(ボルドー）

コレクションとして長期保管できる。

1bottle

12bottles

面：イントゥー・ネック

1bottle

¥220,000.〜300,000.

¥140,000.〜¥250,000.

182

178

Chateau Coutet
Opalie de Chateau Coutet

Petrus
Petrus

液

1bottle

(Bordeaux)

シャトー クーテ オパリードシャトークーテ (ボルドー）

(Bordeaux)

ペトリュス

1987

1bottle

面：イントゥー・ネック

181

177

1983

液

(ボルドー）

1bottle

名前の由来は、キリスト教の聖人「聖ペトロ」の像があっ
たことに由来する。

1bottle

(Bordeaux)

ペトリュス

2011

(ボルドー）

1bottle

液

8bottles

面：イントゥー・ネック

ソーテルヌ格付第一級シャトーが作る、フレンチオーク
樽熟成 の最高級辛口白ワイン。

面：イントゥー・ネック

¥170,000.〜¥260,000.

8bottles

¥30,000.〜¥50,000.

179
183

Petrus
Petrus

1997
2bottles

液

Chateau Coutet
Opalie de Chateau Coutet

(Bordeaux)

ペトリュス

(ボルドー）

(Bordeaux)

シャトー クーテ オパリードシャトークーテ (ボルドー）

2bottles

面：2本-ボトム・ネック

2011

¥400,000.〜¥600,000.

8bottles

57

液

8bottles

面：イントゥー・ネック

¥30,000.〜¥50,000.

Lot 176
Lot 177
発泡性（白）
Lot 178
Lot 179
Lot 180

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

58

甘口白ワイン

蒸留酒

184

187

Chateau d'Yquem
Chateau d'Yquem
シャトー ディケム

1985

液

Azienda Agricola Valentini
Montepulciano d'Abruzzo

(Bordeaux)

(ボルドー）

1half bottle

面：ボトム・ネック

1995

1985年は、芳醇なエッセンスが溢れ出る味わいとなっ
ている。100年近熟成が可能なワインとして古酒も人気が
ある。

1bottle

¥20,000.〜¥50,000.

1987
1990

(ロワール）

とても個性のあるワインのコレクション。

5bottles

Gaja
Sori San Lorenzo Langhe-Barbaresco   (Italy)

ガヤ ソリ サン ロレンツォ ランゲ バルバレスコ (イタリア）

1985

186

1981

液

(Australia)

液

2bottles

面：1本-10mm
1本-15mm

Poderi Aldo Conterno
Granbussia Barolo Riserva DOCG

(オーストラリア）

(Italy)

ポデーリ アルド コンテルノ
グランブッシア バローロリゼルヴァ DOCG (イタリア）

3bottles

面：ボトム・ネック

シラーとカベルネ ソーヴィニヨンから造るオーストラ
リア最高峰のワイン。

1996

1bottle

17世紀、ジョヴァンニ ガヤ氏がスペインのカタルーニャ
地方からイタリアのピエモンテに移住。1859年にワイナ
リーを創設、2代目であるアンジェロ ガヤ氏の醸造したバ
ルバレスコが評価を受けたことで、ガヤは飛躍的に知名度
を上げた。バルバレスコの女王とも称賛される。

日本国内では流通が少なく、なかなか味わえないワイン。
長期保有可能。

3bottles

¥210,000.〜¥320,000.

188

¥75,000.〜¥150,000.

ペンフォールズ グランジ

2bottles

面：2本-ボトム・ネック

トリノーロは、スーパータスカンの代表格。

二コラジョリー家によって独占所有されちるクレ ド セ
ラントのブドウ園は7haの歴史的な裏付けがある。1130年、
キリスト教シトー会の修道士によって開墾され、ルイ11
世とルイ14世によって最高のフランス白ワインの1つとし
て評価されている。ブドウ畑はロワール川斜面の急勾配の
ため、1984年から馬と手作業で栽培するビオディナミを
実践。素晴らしいパフォーマンスをもたらすワインであり、
すでに飲み頃を迎えている。

Penfolds
Grange

液

(Italy)

(イタリア）

ヴァレンティーニは、イタリア アブルッツオ州に1632
年創立。このヴァレンティーニでリリースするのはわずか
10 ～ 20％。極めて手困難なオーガニックワインである。

(Loire)

2bottles
2bottles

4bottles

3bottles

面：1本-29mm
1本-30mm
1本-32mm

テヌータ ディ トリノーロ トスカーナＩＧＴ

2006

ニコラ ジョリー クロ ド ラ クレ ド セラン

液

Tenuta di Trinoro
Toscana IGT

185
Nicolas Joly
Clos de la Coulee de Serrant

(Italy)

アツィエンタ アグリーコラ ヴァレンティーニ
モンテプルチアーノ ダブルッツオ
(イタリア）

¥120,000.〜¥180,000.

バローロの頂点に君臨するアルド コンテルノのバロー
ロ グラン ブッシア。
この組み合わせはピエモンテ州の至宝と言える。

3bottles

59

¥100,000.〜¥150,000.

189

Tenute Cisa Asinari Marchesi di Gresy
Barbaresco Martinenga DOCG
(Italy)

Marchesi Antinori
Tignanello Toscana IGT

マルケージ アンティノリ ティニャネロ

1990

液

テヌータ シザ アジナーリ マルケージ ディ グレッシー
バルバレスコ マルティネンガ DOCG
(イタリア）

(Italy)

(イタリア）

1989

2bottle

面：2本-ボトム・ネック

Marchesi Antinori
Solaia Toscana IGT
液

(Italy)

1bottle

3bottles

面：ボトム・ネック

Nino Negri
Sfursat 5 StelleSforzato di Valtellina DOCG
(Italy)
ニノ ネグリ チンクエステッレ

2015

液

¥20,000.〜¥50,000.

191
P+S Prats & Symington
Chryseia

(イタリア）

P+S プラッツ & シミントン クリゼイア

1bottle

面：ハイ・フィル

2000

アンティノリ家の26代目当主ピエロ アンティノリ氏。

1971年、サンジョヴェーゼにカベルネ ソーヴィニヨン
をブレンドした「ティニャネロ」をリリース。1978年、
カベルネ ソーヴィニヨンを主体とした「ソライア」をリ
リース。

液

5bottles

¥45,000.〜¥100,000.

192
P+S Prats & Symington
Chryseia

190

P+S プラッツ & シミントン クリゼイア

2000
(Italy))

1bottle

液 面：アッパー・ショルダー
ラベル：汚れ

Poggio del Ciabot
Barbaresco Riserva Speciale DOCG
ポッジョデルチアーボ
バルバレスコ リゼルヴァスペチャーレ DOCG

1997

液

6bottles

¥55,000.〜¥100,000.

Vega Sicilia
Unico Reserva Especial

(Italy)

NV

(イタリア）

6bottles

ボデガス ベガ シシリアはスペイン バリャドリードの東
方約50kmに位置。異なるヴィンテージ３種類をブレンド
ししたノン ヴィンテージワイン。平均熟成年数は30年。
希 少 価 値 が 高 く コ レ ク シ ョ ン 向 き の ワ イ ン で あ る。
(Lot193-Lot194)

6bottles

白ワイン

(Spain)

ベガシシリア ウニコ レゼルバ エスペシャル (スペイン）

1bottle

発泡性（ロゼ）

(ポルトガル）

193

液 面：イントゥー・ネック
ラベル：汚れ

発泡性（白）

(Portuaogal)

面：イントゥー・ネック

6bottles

エミディオ ペペ モンテプルチアーノ ダブルッツォ
(イタリア）

1980

(ポルトガル）

面：4本-イントゥー・ネック
1本-ボトム・ネック

5bottles

¥50,000.〜¥80,000.

Emidio Pepe
Montepulciano d'Abruzzo

(Portuaogal)

2000年は、ファーストリリース。入手困難であり、こ
れから10年間が飲み頃と思われる。(Lot191-Lot192)

イタリアワインに変革をもたらしたコレクションとして
飲み比べてみたい。

4bottles

1bottle

面：ボトム・ネック

エミディオペペのモンテプルチアーノ ダブルッツォは、
完全オーガニックワインで酸化防止剤無添加。
入手困難で、
個性のある味わい。ポッジオォデル チアーボとテヌータ
シザ アジナリ ディ マルケージ ディ グレッシーは、ピエ
モンテ州バルバレスコの生産者。それぞれの個性を比較し
たい。

マルケージ アンティノリ アンティノリ ソライア(イタリア）

2005

液

ロゼワイン

赤ワイン

60

甘口白ワイン

¥230,000.〜¥350,000.

蒸留酒

194

196

Vega Sicilia
Unico Reserva Especial

NIKKA WHISKY
TSURU

(Spain)

ベガシシリア ウニコ レゼルバ エスペシャル (スペイン）

NV

6bottles

6bottles

(Japan)

ニッカウヰスキー 鶴

(日本）

1bottle

¥230,000.〜¥350,000.

REMY MARTIN
REMY MARTIN EXTRA

195

レミーマルタン エクストラオールド

SUNTORY
Hakushu The Owner's Cask
サントリー 白州オーナーズカスク

1992

1bottle

1bottle

(Cognac)

(コニャック）

2bottles
(Japan)

REMY MARTIN
REMY MARTIN LOUIS13

(日本）

サントリー レミーマルタン ルイXIII世

¥95,000.〜¥140,000.

(Cognac)

(コニャック）

2bottles
REMY MARTIN
MARTELL Extra Baccarat

マーテル マーテルエクストラ バカラ

(Cognac)

(コニャック）

1bottle
鶴は、ノリタケ製の陶磁器ボトル入り。

レミーマルタンルイ13世は、1本液漏れあり。

マーテルエクストラは、バカラ社製のデカンタ入り、替
え栓付き。

6bottles

Lot 193
Lot 194

61

¥100,000.〜¥150,000.

197
SAKE(NIHONSYU)
TOI (TOWA Tabi suru Nihonsyu)
十輪

旅スル日本酒

日本の日本酒史上初となる前人未到の挑戦が成 功し、
新たな日本酒の時代の幕開けとなります。
日本を出発し、ロシアのウラジオストクからモ スクワ
まで11800kmを移動しながら日本酒を醸造させる日本酒
プロジェクト「十輪 旅スル日本酒」。

旅をしながらユーラシア大陸の自然の空気と酵母を吸
収して醸造されるという新たな日本酒の製造方法は、これ
まで日本国内の定点の場所でしか日本酒を作ることを許
されない日本酒造りのあり方を根底から覆すものでした。
「自家醸造」が許され、「十輪 旅スル日本酒」を造 る
ことができる国、それはロシアでした。地球 の4分の1に
も国土が広がっているロシアが最⻑の移動ができるとい
うことからロシアでのチャレンジが始まり、無事、旅をし
ながら日本酒が醸造され、ここに生産本数24本のみの「十
輪 旅スル日本酒」が誕生しました。

今回の「十輪 旅スル日本酒」は、これまでの日本国
内の醸造所で作る日本酒とは異なる特別な素晴らしい香
りと味となり、それを飲む人に広大なユーラシア大陸の大
自然の育みを彷彿させる仕上がりとなっています。
生産本数24本の「十輪 旅スル日本酒」の中から一本
のみを限定で出品いたします。岩沢逹氏が今回のオーク
ションのために制作した特別なボトルに詰められ封印さ
れています。今回の挑戦は、第12代酒サムライである料
理人・森田 隼人氏だからこそできた未だかつて誰も想像
しなかった新しい日本酒の価値の創造です。

1bottle

500,000.〜¥800,000.

森田 隼人（Hayato Morita)

1978年大阪府生まれ。 大学卒業後、建築会社を経て25
歳で独立。デザイン事務所「M-CROME」を設立。その後
公務員を経て、2009年に東 京・神田のガード下に「六花界」
をオープン。多くのメデ ィアに取り上げられ
「肉と日本酒」
の文化を構築する。
その後、2012年に「初花一家」2013年に「吟花」2015
年 に「五色桜」2016年に「クロッサムモリタ」2018年に「ト
ライリウム」の計7店舗をオープン。

「肉と日本酒」の活動での功績が認められ「第12代酒サ
ムライ」に叙任。日本に限らず世界各地で肉と日本酒の普
及 活動も行なっている。2019年には世界初の移動式醸造
発酵 である「旅スル日本酒」を開発した。現在、熊本県
天草の 田中畜産とともに自社ブランド牛「もりたなか牛」
を共同 開発している。2020年、農林水産省料理人顕彰制
度「料理 マスターズ」を受賞。
シェフだけではなくプロボクサーやモデルの一面も。国
家 資格である一級建築士なども持つ異例のシェフ。芸能
界と の繋がりも深く、各メディアから注目を受けている。

発泡性（白）

発泡性（ロゼ）

白ワイン

ロゼワイン

赤ワイン

62

甘口白ワイン

蒸留酒

Lot 197

63

ワインコラム
ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ コンティ（ Domaine de la Romanée-Conti; DRC 社）
渋谷

ロマネ コンティ名前の由来

康弘

ド・ヴィレーヌ家とルロワ家
1974 年以降、オベール・ド・ヴィレーヌとラルー・

ロマネ コンティはフランス・ブルゴーニュ地方
ヴォーヌ・ロマネ村にある、原産地呼称を単独で名

ビーズは二人三脚で DRC を運営してきた。二つの

乗れる1.8ha の特級ブドウ畑の名称である。13世紀、

ファミリーは役割を明確にして販売を分担したが、

キリスト教カトリック・シトー派サン・ヴィヴァ

1969 年頃からビジネスにおけるヴィレーヌ家との

ン修道院がブドウ畑を手に入れ、17 世紀、クローネ

意見は対立する。もともと、米国向けワインはド・

ンブール家によってロマネと命名された。18 世紀、

ヴィレーヌ家が担当していたが、ルロワ家側が他国
を経由して米国へワインを流通させたことが問題

ルイ・フランソワ 1 世 ( コンティ公 ) が所有したこ

となる。その責任を取ってラルー・ビーズ・ルロ

とでブドウ畑の名称はロマネ コンティと呼ばれる

ワは取締役を退任。1992 年、ルロワは DRC の販売

ようになった。

権を失う。ルロワ家後任のシャルル・ロックが代
表となるが交通事故で他界、さらにアンリ・フレデ
リック・ロックが就任するも病死する不幸に見舞

ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ コンティ（ DRC 社）

われた。現在、ペリーヌ・フェナルが取締役となり

の歴史

経営参加しているが、生産と販売は DRC 社ド・ヴィ

1789 年、フランス革命が勃発。コンティ公の領

レーヌ側が取り仕切っている。現在もラベルだけ

地は没収され、ロマネ コンティのブドウ畑は競売

はオベール・ド・ヴィレーヌとルロワ家の代表者

にかけられる。ニコラ・デュフェール・ド・ラ・ヌー

が連名で署名されている。ルロワ家の署名は 1971

ルの手に渡るが、1819 年にジュリアン・ウーヴラー

年から 1989 年までラルー・ビーズ・ルロワ、1990

ルへ転売、1869 年にジャック＝マリー・デュヴォー

年はシャルル・ロック、
1991年から2017年はアンリ・

＝ブロシュが購入した。そこから現在に至るまで、

フレデリック・ロックとなっている。もし署名と

デュヴォー＝ブロシュに所縁のある二つのファミ

ヴィンテージが一致しなければ贋作の可能性も否

リーによって代々受け継がれている。1912 年、ロ

めない。

マネ コンティを商標登録。1942 年、エドモン・ゴー
ダン・ド・ヴィレーヌとワイン商アンリ・ルロワ
がそれぞれ 50% ずつの株式を所有する民事会社と
なった。現在もロマネ コンティとラターシュの二
つの特級ブドウ畑は DRC 社によるモノポール（ 独
占所有）となっている。

64

外観による真贋鑑定
DRC 社の真贋鑑定を行う際、ラベル、キャップ
シール、ボトルを注意深く観察する。ラベルに使用
された紙質、印刷された文字フォント、アペラシオ
ン・コントローレ文字インクの色彩（ 緑色）
、ラベ
ル上部両角（ 近年のもの）のシリアルナンバーなど
を拡大鏡でチェックする。古酒になると他国ワイ
ン商によるラベルも流通しているために判断が難
しい。またキャップシールは拡大鏡でインク色合
いと文字フォント印字を確認。液面が下がってい
るものはキャップシールを剥がしてコルクを観察。
コルク長さ約５・5 センチ、DRC 社名、細かなブド
ウ畑景色、収穫年度、シリアルナンバーが焼き付け
されている。近年のボトルサイズは空瓶（750ミリ）、
ボトル高さ 30.3 センチ、瓶底直径 8.5 センチ、注ぎ
口直径 2 センチ、約 92 ～ 93 グラムの重さである。
ボトルパント部分（ 瓶底窪み）には特殊な刻印がな
されている。1980 年代以前の古酒になるとボトル
の色も透明で、重さは現在のボトルより重量が軽
い。パントの刻印もないものも見受けられる。す
なわち古酒の DRC ボトルは外観の観察だけで完璧
な真贋鑑定をすることは極めて困難な作業である。
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ワインコラム
Shinwa Auction WINE& LIQUEUR ワイン探訪

第1回
林

麻由美

初めまして。この度 Shinwa Auction、WINE&

声をかけました。私は人生で初めて勇気を振り絞っ

LIQUEUR 部門の顧問に就任いたしました林麻由美

て手を挙げました。周りを見ると手を挙げたのは

です。今回は、ファイン・ワインが私の人生にとっ

私一人、クラスメートの驚愕した視線と挙げていた

てなくてはならない存在となったきっかけについ

手がブルブル震えていたのが今でも忘れられませ

てお話しさせていただきたいと思います。

ん。

幼少期の私は、今からは考えられないくらい消極

卒業前の学級委員の仕事は、卒業制作の大きな絵

的な子供でした。幼稚園や小学校の通信簿では「 消

を残すこと。リーダー格の生徒は皆受験の真っ最

極的で気が弱く、自信がないと涙が先になる」とい

中で塾通いだったため、好きなものを描いても何も

う先生の言葉と、それを心配した母の対応などが記

文句は言われません。大好きな宇宙戦艦ヤマトを

されています。対人関係が極度に苦手だった私は、

モチーフにした「 まだ見ぬ宇宙」の世界観を心ゆく

本の中に描かれた世界にどっぷりとはまっていき

まで表現できたのは、大きな収穫となりました。

ました。
「 まだ見ぬ世界へ行ってみたい」という思いはそ
の後もずっと続き、とうとう就職という年になった

中でもお気に入りだったのは、
『 ナルニア国物語』
『 海底 2 万マイル』そして『 宇宙戦艦ヤマト』。自分

とき、私が選んだのは「 国際線の乗務員」という仕

の知らない世界のどこかに、見たこともない理想郷

事でした。当時日本で国際線を持っている会社は 1

があるかもしれない、そしていつか私もこんな夢物

社だったので、迷わずそちらを選択。約 3 か月間の

語のヒーローになりたい、こんな夢を密かに思い描

ハードなトレーニング、そして成田空港での 8 カ月

くことが生きる喜びだったのです。

余りの研修を経て、国際線デビューしました。
初めてのフライトはサンフランシスコ。海外

そんな私の足跡が密かに残されている場所があ

と言ったら卒業旅行でのハワイとロサンゼルスに

ります。千代田区立番長小学校の階段に飾られて

しか行ったことのない私は、体験するものすべてが

いる卒業制作。小学生になっても対人恐怖症だっ

驚きの連続でした。上司が連れて行ってくれたア

た私は、明るいクラスの人気者に秘かに憧れ続けて

ルカトラス島の雄大さ、映画でしか見たことのない

いました。丁度 6 年生になったとき、受験校だった

路面電車に飛び乗って向かったフィッシャーマン

番町小学校では、優秀な人気者の活動が控えめに

ズ・ワーフ。夕食に訪れたクラスタシアンという

なっていきました。中学受験の最終段階となり、ク

老舗のレストランでは、ローストガーリッククラブ

ラスの取りまとめをしている時間がなくなってし

という日本では見たことのない豪快なダンジネス・

まったのです。そんなある日、担任の先生が「 誰か

クラブと濃厚なカリフォルニアのシャルドネと合

学級委員の希望者はいませんか？」とクラス全員に

わせて楽しみました。ワインには品種があって、世
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界で味が違うと感じ始めたのがこの頃です。フラ

いきました。「 ワインは色も大事なんだ。だからグ

イトの度毎に先輩にくっついて回り、その地の名物

ラスはリーデルのボルドー型、上質なガラスで透明

料理やワインを色々教えて貰いました。

でないとダメ」。それまでワインはボトルの中身だ
けの問題だと思っていた私は、色もワインの楽しみ

それまでワインといえば中甘口のドイツワイン

方の重要な要素なんだと初めて気づかされました。

しか飲んでいなかった私ですが、フライトが始まっ

続いて香りを取ります。グラスを 2~3 回スワリ

たのをきっかけに「 ワインが好き！」と高らかに公

ングしてグラスに鼻を近づけると、スミレや牡丹、

言するようになってきました。するとある日、著名

バラの花束、シナモンやナツメグ、ジンジャーなど

な外資系インポーターに就職した友人が「 本物のワ

のスパイス、ダージリンティー、上質な鉄観音、な

インを飲もう！」と提案してきたのです。聞くとラ

めし皮、腐葉土などが幾層にも織りなされ、異次元

ベル不良のワインがあって販売には向かないから、

の世界に私を引き込んでいきます。ふと目を閉じ

それをレストランに持ち込んで 4 人で割って飲もう

ると、こんな世界が目の前に広がっていました。池

という計画でした。それが私にとって初めての

のふちには空が見えないくらい樹が多い茂り、その

DRC で、銘柄はグラン・エシェゾー 1986 年でした。

樹が水を吸い上げる音まで聞こえるくらいの静寂

友人はこんなことをレクチャーしてくれましたが、

さ。何事もおこらないのに決して退屈せず、いつま

その言葉は初めてフライトをした時と同じような

でもいたいと思わせるような場所。いつか見たこ

言葉の連続でした。

とのあるこの光景は『 ナルニア国物語』の「 世界と

「 DRC とはドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ

世界の間の林」
（ ※ 1）でした。DRC のグラン・エシェ

社のことで、世界一高価なロマネ・コンティを作っ

ゾーは私を、いつか行きたいと渇望していた場所へ

ている造り手」
「 畑が小さく造れる本数に制限があ

と、思いがけないタイミングで導いてくれたので

りナンバリングされている」
「 ブルゴーニュは畑に

す。そのままワインを口に含むと、ベルベットのよ

格がついていて、このワインは最高格のグラン・ク

うなタンニンが舌の上をすっと撫でていきました。

リュである」
「 フラジェ・エシェゾー村にあるがワ

心地よくていつまでもこの世界に浸っていたい、安

イン名（ A.O.C.）はヴォーヌ・ロマネ村にある」な

心して全てを任せられる穏やかな気持ちに身を委

どなど。

ねていました。

カベルネ・ソーヴィニヨン、シャルドネ、ピノ・
ノワールという品種を理解しかけていたものの、そ

この時の体験をもう一度得たく、あれからずっと

こに畑という概念があることを始めて知りました。

ブルゴーニュワインを飲み続けていますが、同じこ

「 ワインはブドウ品種だけではないんだ。土地が偉

とは 2 度と起こらないのがブルゴーニュの魅力。次

大なワインを造り出すんだよ。そしてこれはその

回はいつ、どんな世界に飛んでいけるのか、私のブ

最高峰！」

ルゴーニュ探訪はまだまだ続いていきます。

友人のレクチャー通りにまず色から入ります。

（ ※ 1）魔術師のおい /C.S. ルイス作

木組みの山小屋で暖かく燃える暖炉の炎のような
朱赤、グラスを回すとほんのりオレンジや紫が見え
隠れし、角度や照明によって何とも素敵に変化して
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第二章

ワインオークション規約


（令和元年10月改正）

Shinwa Auction株式会社（以下「当社」という。）がワインオークション
の名称で行う酒類の競売（オークション）は本規約に従い行われる。競売で
の売却換価のために当社との間で売買契約を締結する者または売買契約を締
結した者、当社に買い受けの申出（ビッド）をする者及び競売により売買契
約が成立した者その他関係者はこの規約を承認し、本規約に従わなければな
らない。但し、当社との間で別途の合意をした場合は当社とその合意をした
者との間ではその合意が優先する。
第一章

商品（競売対象酒類）

（競売対象酒類等）
第１条
当社は、ワインをはじめとする酒類、グラス等（これらを総称し
て以下「商品」という｡）を競売の方法により売却する。
（状態）
第２条

商品は、現状有姿のまま、販売されるものであり、当社は第19条
に定める以外に商品の品質、容器のシミ、キズその他の瑕疵、欠陥
について責任を負わない。
なお、古いワインについてはワインの漏損等の状態やケース、ラ
ベル、コルク等の自然変化は当然あるものとの前提で売買されるも
のとする。

（下見会）
第３条
当社は、競売の前に下見会を催し、商品を買い受け希望者に対し
展覧に供する。
② 買い受けを希望する者は下見会において商品を見分、調査（必要
があり、当社が承認する場合以外商品に触れることはできない。以
下同じ。
）することができるのであり、買い受けの申出をする者は、
商品の状態（瑕疵、欠陥を含む。）については自己の判断、責任に
おいて買い受けの申出をしなければならない。
③ 当社は、下見会に入場を希望する者に対し、氏名その他身分を明
らかにすることを求めることができ、身分証明書等の呈示を求める
ことがある。当社は、当社の裁量により、理由を告げることなく、
下見会への入場を拒否する事ができる。
（カタログ）
第４条
当社は、商品について、買い受け希望者の参考に供するため、カ
タログを作製し、有料頒布する。
② カタログに記載された解説、説明（銘柄名、醸造者、原産地、年
代、サイズ、状態等）は、あくまでも買い受け希望者の参考に供す
るために記載されるものである。当社は第19条に定める場合を除き、
この記載の正確性、商品の瑕疵、欠陥についての記載の誤りについ
て一切の責任を負わない。
③ カタログの図版は、イメージであり、商品の色調、形状などを正
確にあらわすものではなく、状態、品質を示すものでもないのであ
り、カタログの図版が実物を正確にあらわさないことについて当社
は一切その責任を負わない。
④ 当社はカタログに商品の評価額を記載することがある。評価額は
日本円で上限及び下限の2つを記載する（この評価額は当社の手数
料及び手数料に対する消費税は含まれない。）が、この評価額は、
商品の現下の市況その他に基づき当社が適切と考える価格を買い受
け希望者の参考のため記載するものであり、競売により実際に売買
される価格は、競売の性格上当然のことであるが、この評価額に一
切とらわれるものではなく、評価額の上限を超えることもあり、下
限を下回ることもある。但し、第20条に規定する最低売却価格（公
表されず、また、評価額の下限以下とは限らない。）を下回る価格
では販売されない。
（カタログ記載の変更）
第５条
カタログ記載の解説、説明は、予告なく変更されることがある。
この変更は、競売の会場における書面による掲示により、または、
競売人が当該商品の競売に着手する直前に口頭によりなされる。変
更がなされた場合は変更された内容により競売がなされたものとみ
なす。
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競売

（登録）
第６条

競売の会場に入場し、買い受けの申出をすることができる者にな
ることを希望する者は、予め、当社に対し、住所及び氏名（法人と
して買い受けの申出を希望する者は、法人名及び代表者名。代理人
または使者（法人のために買い受けの申出をする者を含む。以下同
じ。）が入場する場合は本人の住所、氏名及び代理人、使者の住所、
氏名）を登録し、代理人または使者の場合は本人の委任状を提出し
なければならない（但し、代理人または使者の場合は第８条第５項
の定めるところによる。）。登録は、予め当社に対してなされるもの
とする。
② 当社は、登録希望者に対し、身分証明書の呈示等を求めることが
ある。
③ 当社は、当社の裁量により、理由を述べることなく、登録希望者
の登録を拒否し、または、登録済の者でも競売の会場への入場を拒
否することができる。
④ 予め登録した者は競売の当日受付にて確認を受けなければならな
い。

（パドル）
第７条
当社は登録した者に対し、競売の日の当日、競売の会場の受付に
おいて、パドル（番号を記載した札）を交付する。
② パドルの番号は、競売人が買い受けの申出をした者を特定するた
めに用いられるものであり、競売人が買い受けの申出をした者に対
し、パドルを掲げて見やすくするよう求めたときは直ちにその指示
に従わなければならない。
③ 買い受けの申出をする者は、自らのパドルの番号を常時認識し、
競売人が随時述べるパドル番号に注意を払わなければならない。
④ パドルの交付を受けた者は、パドルを紛失したときは直ちに競売
の会場の当社係員に通知しなければならず、また、競売終了時また
は途中退場時にはパドルを当社に返還しなければならない。
（競売の方法）
第８条
競売は、当社が指定する競売人の主宰の下で、次項以下に定める
ところにより、買い受けの申出の額を競り上げさせることにより行
う。なお、競売における買い受けの申出の額は、当社の手数料及び
手数料に対する消費税を含まない価額で行われるものとし、買い受
けの申出をする者は、売買成立の際は第12条の定めるところにより
当社に対する手数料及び手数料に対する消費税をあわせ支払うべき
ことを予め承認する。
② 当社は、第20条の規定により最低売却価格の設定がある場合、最
低売却価格を公表しない。
③ 競売は、カタログに記載した商品の番号（ロット番号）の順に行
われるが、当社は予めの通知なく、予定した商品（ロット）の競売
を撤回することがあり、または、同一の番号の複数の商品を分割し
て競売に付したり、複数の番号の商品を一括して競売に付すことが
ある。
④ 競売は競売人の裁量の下に行われるものとし、競りの第一声
（オー
プニングビッド。発句）は競売人がその裁量により行い、競り上げ
の値巾も競売人がその裁量により決定する。（第20条に規定する最
低売却価格の設定がある場合、競りの第一声はこれに拘束されず、
最低売却価格を下回る額である場合もあり、上回る額である場合も
ある。）
⑤ 買い受けの申出をする者は、予め当社に対し別の者の代理人また
は使者として買い受けの申出をする旨通知し当社がその旨を承認し
た場合を除き、本人として買い受けの申出をしたものとみなす。な
お、複数の者が共同の名義により一の買い受けの申出をすることは
できない。
⑥ 買い受けの申出は、パドルを掲げること、ジェスチャー（身振り、
手振り、顔つき等）等により行なわれる。買い受けの申出をした者
は、自らの買い受けの申出が競売人に認識されていないと判断した
ときは直ちに競売人の注意をひくべき行動をしなければならない。
⑦ 買い受けの申出は、買い受けの申出人が競売の会場において直接
行う他、書面等により行うことができる。書面等による買い受けの
申出は第10条の規定に従い行われるものとする。
⑧ 当社は、第20条に規定する最低売却価格を守るため、最低売却価
格を超えるまで、買い受けの申出をするものとし、この買い受けの
申出の方法は競売人を通して行う方法その他当社の裁量による方法
により行われる。
⑨ 競売人はあらゆる買い受けの申出に対し、理由を告げず、これを

拒否する自由を有する。
買い受けの申出をした者は、より高額の買い受けの申出（第８項
の当社の買い受けの申出を含む。）があるまで、申出の額に拘束され、
そのより高額の買い受けの申出があったとき当該買い受けの申出は
失効する。但し、そのより高額の買い受けの申出が競売人に拒否さ
れる等して無効な場合は当該買い受けの申出は失効せず、申出の額
の拘束は維持される。
⑪ 買い受けの申出は、前項に規定する場合のほか、競売人がこれを
拒否したとき、最低売却価格に達せず競売が終了したときまたは競
売人が再競売に付したときは効力を失う。
⑫ 競売人は、買い受けの申出の額のうち、競売人が認識し得た最高
額のものを２回以上呼び上げた後ハンマーを打ち、ハンマーを打っ
た時点でその最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人として、
当社との間で当該価額を売買代金とする売買契約が成立する。以下、
以上により買い受け人と決定した者を「落札者」といい、当該価額
を「落札価額」という。
⑬ 最高額の買い受けの申出をした者が、競売人がハンマーを打つ以
前にその申出を翻した（撤回した）場合、競売人は、それにもかか
わらず当該最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人（落札者）
として決定することができ、または、競売人の裁量により、次順位
の買い受けの申出をした者を買い受け人(落札者)として決定するこ
とができる。
⑭ 競売に関する紛争、紛議は競売人がその裁量により裁定するもの
とし、関係者は全て競売人の裁定に従わなければならない。競売人
は、紛争、紛議がある場合、その裁量により、買い受けの申出を拒
否し、最高額買い受け人を決定し、競売を続行して新たな買い受け
の申出を受け、または、当該商品に係る従前の買い受けの申出の全
てを無効とし再競売に付すことができる。
⑮ 落札者が決定し、競売人が次の商品の競売に着手した後は何人も
競売について異議を述べることができない。

る複数の書面等による買い受けの申出があった場合は、先に当社に
到着したものが優先する。なお、同時に到着した場合で前項により
落札者となることができる場合は、後日抽選により決定する。
⑥ 当社は、書面等による買い受けの申出に対し、理由を告げずこれ
を拒否することができる。当社の拒否の意思表示が書面等による買
い受けの申出人に到達しなかった場合、当社は当社の故意または重
大な過失によるものである場合以外そのことによる責任は一切負わ
ない。

⑩

（落札確認書）
第９条
落札者は、売買成立後直ちに、競売の会場において、当社の求め
に応じ、商品番号、落札価額を記載した落札確認書に商品番号、落
札価額を確認のうえ、署名または記名押印しなければならない。落
札者が法人の場合は法人名を記載した上、代理人または使者が署名
または記名押印をしなければならない。但し、売買は競売人がハン
マーを打った時点で成立しており、落札確認書は記録のためのもの
である。
② 落札者が前項の署名または記名押印を直ちにしないときは、競売
人は、その裁量により、その場で売買契約を解除し、当該商品を再
競売に付すことができる。第18条第１項第４号の規定はこの場合に
準用する。
③ 当社は落札者が落札確認書に署名または記名押印した後、商品引
取書を落札者に交付する。落札者は商品引取りの際、当該商品引取
書を当社に交付しなければならない。なお、商品引取書は免責証券
にすぎず、それ以上の意味を持つものではない。以下、第10条にお
ける商品取引書も同様である。
（書面等による買い受けの申出（オーダービッド））
第10条
買い受けの申出は、予め書面、ファックスまたは当社所定のイン
ターネットシステム（以下「書面等」という。）により行うことが
できる。
② 書面等による買い受けの申出は、競売の日の２営業日より前に、
当社宛、住所、氏名（法人の場合は法人名、代表者名）、商品番号、
買い受けの申出の最高限度額（当社の手数料及び手数料に対する消
費税を含まない額。以下同じ。）を明記し、かつ、署名または記名
押印したうえ申し出るものとする。なお、買い受けの申出の最高限
度額の記載のない申出は当然に無効とする。
③ 当社は、書面等による買い受けの申出人のため、買い受けの申出
をするものとし、その方法は、競売人を通して行う他当社の裁量に
よる方法により行われる。
④ 書面等による買い受けの申出をした者は、その買い受けの申出の
最高限度額が他の買い受けの申出の額の最高のもの及び最低売却価
格の双方より高い場合に、他の買い受けの申出の額の最高のものま
たは最低売却価格のいずれか高いものに競売人が適当と判断する値
巾の金額を加えた価額を落札価額として、落札者となることができ
る。この場合、落札者の決定は、競売の会場における買い受けの申
出の場合と同様に、競売の会場において競売人が最高額買い受け人
と定めハンマーを打つことにより売買契約が成立する。
⑤ 同一の商品に対し、同一の額を買い受けの申出の最高限度額とす
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⑦

手違いその他の理由を問わず、書面等による買い受けの申出が競
売において執行されなかった場合（第８条第３項の場合であって当
社が当該書面等による買い受けの申出を執行しなかったときを含
む。）、当社は、当社の重大な過失によるものである場合以外そのこ
とに関し一切の責任を負わない。
⑧ 第５条に規定するカタログ記載の解説、説明が変更された場合、
書面等による買い受けの申出は変更された解説、説明に従って行わ
れたものとみなす。当社はできるだけ当該変更を通知する努力をす
るが、当該変更が予め書面等による買い受けの申出をした者に伝達
されなかった場合そのことについて当社は当社の故意または重大な
過失によるものである場合以外一切の責任を負わない。
⑨ 書面等による買い受けの申出人が落札者となった場合、当社は速
やかにその旨同人に通知し、落札者は、その通知があった後直ちに、
商品番号、落札価額、住所、氏名（法人の場合は法人名、代表者名）
を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認したうえ、署
名または記名押印して当社に交付しなければならない。但し、売買
は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は記
録のためのものである。その後、当社は商品引取書を交付する。落
札者は商品引取りの際、商品引取書を当社に交付しなければならな
い。
⑩ 本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。
（電話による買い受けの申出）
第11条
買い受けの申出は、会場に架設した電話を通して行うことができ
る。
② 電話による買い受けの申出をしようとする者は、予め当社に申し
込み、当社の指示に従わなければならない。この場合第10条第６項
を準用する。
③ 電話による買い受けの申出をしたい旨の申し込みがあり、当社が
承諾した場合でも、電話の取り次ぎの手違いその他の理由により、
電話による買い受けの申出が競売において執行されなかった場合、
当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外その
ことによる責任は一切負わない。
④ 電話による買い受けの申出人が落札者となったときは、落札者は
直ちに、商品番号、落札価額、住所、氏名（法人の場合は法人名、
代表者名）を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認し
たうえ、署名または記名押印して当社に交付しなければならない。
但し、売買はハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は
その記録のためのものである。その後、当社は落札者に対し、作品
引取書を交付する。落札者は商品引取りの際、作品引取書を当社に
交付しなければならない。
⑤ 本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。
第三章

落札者

（購入代金）
第12条
落札者は、当社に対し、売買代金（落札価額）のほかに、これに
加えて、次の各号の定めに従い計算された金額の合計額を当社の手
数料として、この当社の手数料に対する消費税をあわせて支払わな
ければならない。以下、売買代金（落札価額）ならびに当社の手数
料及び当社の手数料に対する消費税を「購入代金」という。
⑴ 落札価額の200万円までの部分に対する16.5パーセント相当額
（消費税を含む）
⑵ 落札価額の200万円を超え、5000万円までの部分に対する13.2
パーセント相当額（消費税を含む）
⑶ 落札価額の5000万円を超える部分に対する11.0パーセント相当
額（消費税を含む）

（購入代金の支払期限）
第13条
落札者は、
当社に対し、購入代金全額を競売の日から10日以内（但
し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を
除く。以下この期間を「支払期間」という。なお、この期間内の各
日は、当社の営業時間内に限る。以下同じ。）に、日本円により、
銀行小切手または下記銀行口座に対する振込送金により（支払期間
内に送金が到達することを要する。）支払わなければならない。

（諸費用）
第16条
落札者は当社の指定する商品引取日まで（当社の指定する商品引
取日以前に当社が引渡しをしたときは引渡しの時までに限る。
）は、
保管及び保険に要する費用を支払うことを要しないものとする。
② 落札者が当社の指定する商品引取日までに商品の引取りができな
いときは、当社の指定する商品引取日以降引取りの時までの保管及
び保険に要する費用を支払わなければならない。但し、保険を付す
ことは当社の義務ではない。
③ 落札者が負担すべき保管及び保険に要する費用を「諸費用」とい
う。

記
口座名

Shinwa Auction株式会社

みずほ銀行

銀座通支店

普通預金

No.2483416

三菱UFJ銀行

京橋支店

普通預金

No.0658207

三井住友銀行

銀座支店

普通預金

No.8440268

りそな銀行

新橋支店

普通預金

No.1961341

（引渡し）
第14条
当社は、落札者が購入代金の支払いを完了した後、商品を落札者
に引渡す。但し、落札者が購入代金の他に、当社に対し履行期に達
している他の債務（第16条第３項に規定する諸費用を含む。）を負
担している場合は、購入代金及びその債務の全てを履行するまで、
当社は商品の引渡しをしない。以下、購入代金及び履行期に達して
いる当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。
② 落札者は購入代金等を完済した後、当社の指定する商品引取日ま
でに商品を引き取らなければならない。
③ 商品の引渡しの場所は当社が定める保管場所とする。落札者は、
引取りに当たり、商品を検品することができ、落札者が現実に検品
したか否かを問わず、当社が商品を落札者（代理人、使者、運送業
者を含む。
）に引渡した時点（当社が定める保管場所において、当
社が、落札者、その代理人もしくは使者または第６項により運送業
者に引渡した時点をいう。以下同じ。）以降は、第18条に定める場
合及び当社の故意または重大な過失によるものである場合を除き、
落札者は、商品違い及び引渡時点以前の商品の毀損、不足、損量、
漏損その他の瑕疵、欠陥の主張ならびに商品違い、瑕疵を原因とす
る契約解除、その他一切の請求を当社に対してすることができない。
但し、当社が誤って別の商品を引渡した場合、その返還を求めるこ
とを妨げるものではない。
④ 落札者は商品の引取りにあたり、当社に対し商品引取書を交付し
なければならない。当社が商品引取書の交付を受けた場合は、万一
落札者以外の者が商品を引取るなどの事故があっても当社は当社の
故意または重大な過失によるものである場合以外一切その責任を負
わない。
⑤ 商品の引取費用は落札者の負担とし、当社は、引渡し時点以降の
事故（滅失、毀損、漏損を含むがこれに限定するものではない）に
ついては、当社の故意または重大な過失によるものである場合以外
一切の責任を負わない。
⑥ 当社は、落札者の求めにより、商品配送のための運送会社を斡旋
することがある。当社が運送業者を斡旋した場合、斡旋は全く当社
の好意によるものであり、落札者は自ら保険を付すなどするべきも
のとし、当社は引渡し時点以降の事故（滅失、紛失、盗難、毀損、
汚損、漏損）については運送業者選定の当非も含め当社の故意また
は重大な過失によるものである場合以外一切の責任を負わない。な
お、落札者は自らの判断と責任、負担において、自らが適当と考え
る梱包をしなければならない。当社は引渡しの際梱包をすることが
あるが、当社が好意により適当と考える梱包をするのみであり、当
社の行った梱包について、当社は当社の故意または重大な過失によ
るものである場合以外一切その責任を負わない。
⑦ 本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合
には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。
（危険負担及び所有権の移転）
第15条
落札者は売買成立の時（競売人が最高額買い受け人としてハン
マーを打った時点）以降、商品の危険を負担する（当社の責に帰す
べからざる事由による滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損は落札
者の負担とする。
）。
② 落札者が購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が商品を落札
者に引渡すまでは商品の所有権は落札者に移転せず、落札者が購入
代金等を完済した後、当社が商品を落札者に引渡した時点で当該商
品の所有権は落札者に移転する。
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（盗品、遺失物）
第17条
当社が落札者に商品の引渡しをする以前に、商品について、盗品、
遺失物として真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合
または法律の定めによる売買禁止物（所持の禁止を含む。
）である
ことが判明した場合、当社は無催告で売買契約を解除することがで
きる。この場合、当社は落札者から購入代金の支払いを受けている
ときはこれを無利息で返還するものとし、落札者は当社に対し、損
害賠償その他の請求をすることができない。
② 警察本部長等が古物営業法第21条の規定により当社に対し保管を
命じ、その保管の期間の終了日が競売の日の翌日から10日目を越え
るときは、その保管の期間の終了まで当社は商品の引渡しをせず、
第13条の適用に当たっては、第13条の「競売の日から10日以内」と
あるのは「警察本部長等が保管を命じた期間の終了日から３日以内」
と読み替えて適用するものとし、第14条及び第16条の適用に当たっ
ては、同２条の「当社の指定する商品引取日」を以上により読み替
えた期間として適用するものとし、第18条の適用に当たっては、同
条の「支払期間」を以上により読み替えた期間として適用する。な
お、この理由により引渡しが遅滞しても当社はその遅滞に起因する
結果について一切その責任を負わない。
（落札者の債務不履行）
第18条
落札者が支払期間内に購入代金等の全額を支払わないときは、次
の各号の定めに従う。
⑴ 落札者は、支払期間終了日の翌日から購入代金等（諸費用を含
む。）の支払済みに至るまで（第３号により契約が解除された場
合は解除の日まで）、購入代金（消費税分を除く。）の未払残金に
ついて年18パーセント（消費者契約法が適用される場合には、年
14.6パーセント）の割合による遅延損害金を支払わなければなら
ない。
⑵ 支払期間終了後の商品の保管は、当社の裁量により、当社が適
当と認めた方法で保管するものとし、落札者の引取り以前に商品
が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損した場合、当社は当社の
故意または重大な過失によるものである場合以外、一切その責任
を負わないものとし、落札者は購入代金等の支払いの義務を免れ
ない。当社は、この間、当該商品に保険を付す義務を負わない。
⑶ 当社が落札者に購入代金等の支払いを催告しても支払わない場
合、当社は売買契約を解除することができる。但し、当社に登録
または通知のあった落札者の住所に送付した催告状が受取人不在、
不明で返送された場合、または、落札者が催告状の受取りを拒否
した場合は、催告状が落札者に到達しなくても解除することがで
き、この場合、当社が当社に登録または通知のあった落札者の住
所に解除通知を発送した時点で売買契約は解除されたものとみな
すものとし、落札者は予めこれを承認する。
⑷ 売買契約が前号により解除された場合、落札者は、当社に対し、
この競売により落札者が当社に支払うべき第12条に定める当社の
手数料相当額及び当社の手数料相当額に対する、この競売の日か
ら支払い済に至るまで年18パーセント（消費者契約法が適用され
る場合には、年14.6パーセント）の割合による遅延損害金を支払
わなければならない。
⑸ 売買契約が第３号により解除された場合、前号に定めるほか、
当社は商品を最低売却価格を設定することなく競売または随意契
約により第三者に売却することができる。この場合、この競売ま
たは随意契約による売買代金ならびに第12条に定める当社の手数
料及び当社の手数料に対する消費税相当額の合計額が購入代金を
下回る場合は落札者は当社に対しその差額及びその差額に対する、
この競売または随意契約の日から支払い済に至るまで年18パーセ
ント（消費者契約法が適用される場合には、年14.6パーセント）
の割合による遅延損害金を支払わなければならない。逆に上回っ
た場合は、その差額について落札者には一切請求する権利はない。
② 本条において、消費者契約法第８条ないし第10条に該当する場合

には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適
用するものとする。
（ワインに関する品質等の不保証）
第19条
当社は、如何なる商品についても原産地、醸造者、年代等の記述、
説明の正確性、商品の瑕疵、欠陥の説明だけでなく、商品自体の瑕
疵、欠陥について当社の故意または重大な過失によるものである場
合以外責任を負わない。
② 第14条第６項に基づき、落札者の求めにより配送業者を斡旋した
場合における商品到達時の不足、漏損については、次の各号の条件
に該当する場合に限り、当社は落札者の請求により落札者との売買
契約を解約し、当社は購入代金の払い戻しをする。但し、この場合
であっても、当社は、購入代金の払い戻しをする以外に一切の義務
はなく、利息、損害金、直接的、間接的損害に対する賠償等の支払
いはしない。
⑴ 落札者が、商品引渡し後５日以内に競売日、商品番号、落札価
額を明記した書面により当社に対し請求すること。但し、この請
求をすることができる者は落札者（落札者の一般承継人及び特定
承継人を除く。）に限るものとし、落札者のこの権利は第三者に
譲渡することができず、また、担保に供することができない。
⑵ 瑕疵がカタログに言及されていないこと。
⑶ 落札者が商品の完全な所有権を有しており、当社に商品の完全
な所有権を移転し、かつ、商品を競売当時の状態で当社に引き渡
すことができること。
（最低売却価格）
第20条
当社は最低売却価格（リザーヴ）を設定することができる。但し、
この価格は日本円によるものとする。
② 当社は、最低売却価格を設定した場合は、最低売却価格を下回る
価額で商品を売却しない。
第四章

雑則

（規約の変更）
第21条
当社は本規約を変更することができるものとし、この変更は、競
売人が競売の日における最初の商品の競売に着手する直前に口頭で
述べることによって行い、その変更はその時から効力を発する。
（債権の譲渡等の禁止）
第22条
本規約に基づく当社に対する権利、地位は、譲渡することができ
ず、及び担保に供することはできない。
（責任の範囲）
第23条
当社は、本規約に当社が責任を負わないことが定められている場
合は、いかなる理由があっても、損害賠償の義務を負わない。
② 当社は、損害が天災、地変、戦争、変乱、核燃料物質、争議行為
に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負わない。
③ 当社が落札者に対し商品の保管の義務を負う場合であって前各項
に規定する場合以外の場合に、当社の軽微な過失により、商品が滅
失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損した場合は落札者との関係にお
いては次の規定に従う。
⑴ 商品が滅失、紛失、盗難及び重大な毀損、汚損、漏損をした場
合は、商品の売買契約は当然に解除され、落札者は購入代金の支
払を免れ、当社は購入代金を既に受領している場合はこれを無利
息で返還する。
⑵ 毀損、汚損、漏損については、落札者が立証責任を負う。
⑶ 本項により、当社が支払う損害賠償の額は、当社が損害保険会
社と締結する損害保険契約に基づき支払われる保険金をもってこ
れに充てる。
④ 当社は、前各項に規定する場合以外の場合については、故意また
は重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責に任ぜず、故意
または重大な過失がある場合においても損害賠償の範囲は通常の損
害のほか故意または重大な過失があった時点において予見可能で
あった損害賠償の範囲に限られる。
（資格制限）
第24条
当社は、以下の事由に該当する者に対して一切の取引に応じない
ものとし、また、以下の事由に該当する者であると判明した時点以
降は、一切の取引を行わない。
⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった日
から５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
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等標榜ゴロ及び政治活動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、その
他これらに準ずる者、マネーロンダリング等の行為を目的とする
者、違法 不当な方法、暴力的威力、詐欺的手法を駆使して資金
獲得活動を行う者及び勢力またはその関係者（以下、
これらを「反
社会的勢力等」という。）
⑵ 反社会的勢力等を同伴してオークションに参加する者または紹
介により反社会的勢力等をオークションに参加させようとする者
⑶ 役員のうちに反社会的勢力等に属する者がいる法人
⑷ 当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる
者
⑸ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀
損し、または当社の業務を妨害する行為等をする者
⑹ オークション規約等当社の定める規定に従わない者
② 当社は、前項各号に掲げる他これらに類するやむを得ない事由が
あると判断した場合には、当該事由に該当する者との取引を中止す
ることができ、以後の取引を拒否することができる。
（準拠法）
第25条
本規約は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈されるものと
し、本規約に定めがないことについては日本法によるものとする。
（消費者契約法）
第26条
本規約と消費者契約法の間では、消費者契約法が優先する。本規
約の運用上、消費者契約法の適用が認められる場合には、当社は、
民法その他の法令に従い本規約を読み替えて適用するものとする。
（合意管轄）
第27条
本規約に関する紛争は全て、日本国の東京地方裁判所及び東京簡
易裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。

購入代金の支払いに関する特約
①

落札者は、第11条の定めに従い、当社に対し購入代金を支払う際の支払
通貨を、日本円に替えてビットコインとすることができる。
② ビットコインにより購入代金の支払いを希望する落札者は、支払希望日
の前日までに当社に対し、購入代金をビットコインにより支払うことを希
望する旨を通知しなければならない。以下、当社に対し、ビットコインに
よる購入代金の支払いを希望する旨当社に通知した者を「ビットコイン支
払希望者」という。
③ 当社は、ビットコイン支払希望者に対し、購入代金支払希望日の当日、
日本円からビットコインへの換算レート（以下「換算レート」という。）
及び購入代金総額を通知する。この場合、換算レートは、購入代金支払希
望日当日の仮想通貨取引所の換算レートをもとに当社が決定するものとす
る。
④ 換算レートの有効期限は購入代金支払希望日当日の当社が指定した時間
までとし、ビットコイン支払希望者は、当社に対し、予め当社が指定する
当社口座宛の送金により（当日中の当社が指定した時間までに送金が到達
することを要する。
）支払い、且つ、送金記録を当社に送らなければなら
ない。
⑤ 購入代金支払希望日当日の当社が指定した時間までに、ビットコイン支
払希望者から購入代金が支払われない場合、当社がビットコイン支払希望
者に通知した換算レートは無効とし、引き続き落札者が、ビットコインに
より購入代金の支払いを希望する場合には、改めて当社に通知し、換算レー
ト及び購入代金総額の通知を受けなければならない。

ライブビッディングシステムによる買い受けの
申出に関する特約
① 買い受けの申出は、競売の会場への参加、書面等による買い受けの申出
（オダービッド）
、電話による買い受けの申出のほか、当社が提供するライ
ブビッディングシステムを利用することにより行うことができる。
② ライブビッディングシステムによる買い受けの申出をしようとする者は、
本規約に加え、当社ウェブサイトに掲載する「ライブビッディングシステ
ム規約」を遵守しなければならない。
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キリトル

落札に成功した場合、私は売買代金（ハンマープライス。落札価額）の他に１ロットごとの落札価額200万円までに対し、その16.5％相
当額（税込）を、200万円を超えて5,000万円までの部分に対し、その13.2％相当額（税込）を、5,000万円を超える部分に対し、その
11.0％相当額（税込）を落札手数料として、2021年5月6日（木）までに、貴社に支払うものとします。
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キリトル

落札商品配送指示書

※ご記入の上必ずご提出ください

落札いただいた場合の商品のお送り先をご指示ください。
ご希望のお送り先に

を入れてください。

書面買受申出書（表面）に記載の住所
その他 下記指定住所
氏名

電話番号

住所

【注意事項】
※ 尚、すべての商品の配送はご入金確認後となります。
※ ご入金確認後、5日間程度でお手元に届きます。
※ 書類に不備がある場合、配送をお断りすることがあります。何とぞご了承ください。

上記記載に相違ございません。
ワインオークション規約に基づき、上記記載の商品配送に関する一切の責任、及び危険は
全て当方で負担いたします。

ご署名
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印

キリトル

落札に成功した場合、私は売買代金（ハンマープライス。落札価額）の他に１ロットごとの落札価額200万円までに対し、その16.5％相
当額（税込）を、200万円を超えて5,000万円までの部分に対し、その13.2％相当額（税込）を、5,000万円を超える部分に対し、その
11.0％相当額（税込）を落札手数料として、2021年5月6日（木）までに、貴社に支払うものとします。
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キリトル

落札商品配送指示書

※ご記入の上必ずご提出ください

落札いただいた場合の商品のお送り先をご指示ください。
ご希望のお送り先に

を入れてください。

書面買受申出書（表面）に記載の住所
その他 下記指定住所
氏名

電話番号

住所

【注意事項】
※ 尚、すべての商品の配送はご入金確認後となります。
※ ご入金確認後、5日間程度でお手元に届きます。
※ 書類に不備がある場合、配送をお断りすることがあります。何とぞご了承ください。

上記記載に相違ございません。
ワインオークション規約に基づき、上記記載の商品配送に関する一切の責任、及び危険は
全て当方で負担いたします。

ご署名
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印

キリトル

落札に成功した場合、当社は売買代金（ハンマープライス。落札価額）の他に１ロットごとの落札価額200万円までに対し、その16.5％相
当額（税込）を、200万円を超えて5,000万円までの部分に対し、その13.2％相当額（税込）を、5,000万円を超える部分に対し、その
11.0％相当額（税込）を落札手数料として、2021年5月6日（木）までに、貴社に支払うものとします。
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キリトル

落札商品配送指示書

※ご記入の上必ずご提出ください

落札いただいた場合の商品のお送り先をご指示ください。
ご希望のお送り先に

を入れてください。

書面買受申出書（表面）に記載の住所
その他 下記指定住所
氏名

電話番号

住所

【注意事項】
※ 尚、すべての商品の配送はご入金確認後となります。
※ ご入金確認後、5日間程度でお手元に届きます。
※ 書類に不備がある場合、配送をお断りすることがあります。何とぞご了承ください。

上記記載に相違ございません。
ワインオークション規約に基づき、上記記載の商品配送に関する一切の責任、及び危険は
全て当方で負担いたします。

ご署名
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印

キリトル

落札に成功した場合、当社は売買代金（ハンマープライス。落札価額）の他に１ロットごとの落札価額200万円までに対し、その16.5％相
当額（税込）を、200万円を超えて5,000万円までの部分に対し、その13.2％相当額（税込）を、5,000万円を超える部分に対し、その
11.0％相当額（税込）を落札手数料として、2021年5月6日（木）までに、貴社に支払うものとします。
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キリトル

落札商品配送指示書

※ご記入の上必ずご提出ください

落札いただいた場合の商品のお送り先をご指示ください。
ご希望のお送り先に

を入れてください。

書面買受申出書（表面）に記載の住所
その他 下記指定住所
氏名

電話番号

住所

【注意事項】
※ 尚、すべての商品の配送はご入金確認後となります。
※ ご入金確認後、5日間程度でお手元に届きます。
※ 書類に不備がある場合、配送をお断りすることがあります。何とぞご了承ください。

上記記載に相違ございません。
ワインオークション規約に基づき、上記記載の商品配送に関する一切の責任、及び危険は
全て当方で負担いたします。

ご署名
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