
Bセット　（40万円相当 の世界一流ワインから厳選された36本）
6本ずつ隔月（6回）お届けいたします。

（１回） パリのホテルやレストランなどでしか販売されていない希少ブランドや日本輸入希少シャンパーニュ
ザ・コンコルド・ワインクラブ限定のセレクション

（２回） ワシントン州の新星ワイナリー「ボーン・オブ・ファイアー」、俳優カート・ラッセルがプロデュース、サンタ・バーバラ
「ゴジワイン」、ナパ・ヴァレー老舗ワイナリーの「フローラ・スプリングス」、「オーパスワン」のアメリカ・ドリームセット

（３回） ブルゴーニュ地方で最高峰のワイン生産者として名高いコントラフォンをはじめ、ブルゴーニュ地方の極上ワイン
セレクト

ワインタイプ 原産地国 生産地 主要ブドウ品種 生産者名 商品名 参照 収穫年 内容量 市場価格 会員価格

スパークリング フランス シャンパーニュ地方 シャルドネ種 ル・ブルン・ド・ヌヴィル トラディション ブリュット ５年熟成 NV 750 8,000 5,600

スパークリング フランス シャンパーニュ地方 シャルドネ種 ル・ブルン・ド・ヌヴィル トラディション エクストラ・ブリュット ６年熟成 NV 750 8,300 5,900

スパークリング フランス シャンパーニュ地方 シャルドネ種 ル・ブルン・ド・ヌヴィル トラディション ブリュット ロゼ ４年熟成 NV 750 8,300 5,900

スパークリング フランス シャンパーニュ地方 シャルドネ種 ル・ブルン・ド・ヌヴィル トラディション グラン ヴィンテージ 12年熟成 1995 750 30,000 20,000

スパークリング フランス シャンパーニュ地方 ピノノワール種 ドラピエ ブリュット キュヴェ・アントワンヌ ５年熟成 NV 750 9,000 6,000

スパークリング フランス シャンパーニュ地方 シャルドネ種 フランクパスカル ブリュット キュヴェ・ピュイサンス 無農薬 2009 750 12,800 9,800

ワインタイプ 原産地国 生産地 主要ブドウ品種 生産者名 商品名 参照 収穫年 内容量 市場価格 会員価格

白ワイン 米国 ワシントン州 シャルドネ種 シャトー サン・ミシェル ボーン・オブ・ファイアー 自社畑 2018 750 6,000 4,000

赤ワイン 米国 ワシントン州 カベルネソーヴィニヨン種 シャトー サン・ミシェル ボーン・オブ・ファイアー 自社畑 2017 750 7,000 4,900

赤ワイン 米国 カリフォルニア州 ピノノワール種 ゴジーワインズ サウスポー 自社畑 2015 750 12,000 8,000

白ワイン 米国 カリフォルニア州 シャルドネ種 ゴジーワインズ ゴールディ 自社畑 2016 750 6,000 6,000

赤ワイン 米国 カリフォルニア州 カベルネソーヴィニヨン種 フローラ・スプリングス トリロジー 自社畑 2014 750 9,000 7,000

赤ワイン 米国 カリフォルニア州 カベルネソーヴィニヨン種 オーパスワン ナパ・ヴァレー オークヴィル 自社畑 2016 750 50,000 43,000

ワインタイプ 原産地国 生産地 主要ブドウ品種 生産者名 商品名 参照 収穫年 内容量 市場価格 会員価格

白ワイン フランス ブルゴーニュ地方 シャルドネ種 コント・ラフォン ムルソー村 レ・ジュヌヴリエール畑 一級畑 2016 750 40,000 34,000

赤ワイン フランス ブルゴーニュ地方 ピノノワール種 コント・ラフォン ヴォルネイ村 自社畑 2017 750 29,000 14,000

白ワイン フランス ブルゴーニュ地方 シャルドネ種 ムルジー・クロス ピュィイ・フュッセ ＶＶ 契約畑 2015 750 5,500 5,000

赤ワイン フランス ブルゴーニュ地方 ピノノワール種 ピエール・ムルジ ヴォーヌ・ロマネ村 オー・コミュネ畑 契約畑 2017 750 13,000 9,000

白ワイン フランス ブルゴーニュ地方 シャルドネ種 ロジェ・ベラン シャサーニュ・モンラッシェ村 モルジョ畑 一級畑 2016 750 8,000 6,900

赤ワイン フランス ブルゴーニュ地方 シャルドネ種 ロジェ・ベラン シャサーニュ・モンラッシェ村 モルジョ畑 一級畑 2016 750 8,000 6,900



（４回） 世界遺産サンテミリオンの特級ワイン
ザ・コンコルド・ワインクラブ限定のセレクション。

（５回） 白トリュフの産地のワイン「ピエモンテ＆「バローロ」
ザ・コンコルド・ワインクラブ限定のセレクション

（６回） モナコ王妃グレース・ケリ－も味わった南フランスのワインとスイスの老舗ワイナリーのセレブなセレクト

ワインタイプ 原産地国 生産地 主要ブドウ品種 生産者名 商品名 参照 収穫年 内容量 市場価格 会員価格

赤ワイン フランス ボルドー地方 メルロ種 シャトー シェルヴァン サンテミリオン 特級地区 2010 750 14,000 10,000

赤ワイン フランス ボルドー地方 メルロ種 シャトー シェルヴァン サンテミリオン 特級地区 2011 750 14,000 10,000

赤ワイン フランス ボルドー地方 メルロ種 シャトー シェルヴァン サンテミリオン 特級地区 2012 750 14,000 10,000

赤ワイン フランス ボルドー地方 メルロ種 シャトー シェルヴァン サンテミリオン 特級地区 2013 750 14,000 10,000

赤ワイン フランス ボルドー地方 メルロ種 シャトー バデット サンテミリオン 特級地区 2015 750 6,800 4,900

赤ワイン フランス ボルドー地方 メルロ種 クラヴィス オレア サンテミリオン 特級地区 2016 750 5,800 3,600

ワインタイプ 原産地国 生産地 主要ブドウ品種 生産者名 商品名 参照 収穫年 内容量 市場価格 会員価格

ロゼワイン フランス プロヴァンス地方
ＧＳＭＣ
（地中海ブドウ品種ブレンド）

シャトー サント・ベアトリス キュヴェ・プランス ロゼ 自社畑 2017 750 3,000 2,500

ロゼワイン フランス プロヴァンス地方
ＧＳＭＣ
（地中海ブドウ品種ブレンド）

シャトー サント・ベアトリス キュヴェ・アンスタン ベー ロゼ 自社畑 2017 750 3,000 2,500

ロゼワイン フランス プロヴァンス地方
ＧＳＭＣ
（地中海ブドウ品種ブレンド）

シャトー ルビーヌ ラ・ヴィ・アン・ローズ 自社畑 2018 750 6,000 3,000

白ワイン スイス レマン湖 シャスラ種 ルイ・ボヴァール メディネット グランクリュ 自社畑 2007 700 7,200 6,500

白ワイン スイス レマン湖 ソーヴィニヨンブラン種 ルイ・ボヴァール ラヴォーコレクション ブスクス 自社畑 2016 700 6,000 5,000

白ワイン スイス レマン湖 シュナン・ブラン種 ルイ・ボヴァール サリックス 自社畑 2016 700 6,000 5,000

ワインタイプ 原産地国 生産地 主要ブドウ品種 生産者名 商品名 収穫年 内容量 市場価格 会員価格

白ワイン イタリア ピエモンテ州 ファヴォリータ種 ジャンニ・ガリアルド ファリグロ ランゲ ファヴォリタ 2019 750 3,600 2,200

赤ワイン イタリア ピエモンテ州 ネッビオーロ種 ジャンニ・ガリアルド バローロ （３本） 2015 750 9,000 4,500

赤ワイン イタリア ピエモンテ州 バルベラ種 テヌータ・デゥ・ガレット バルベラ・ダルバ 2017 750 4,800 2,100

赤ワイン イタリア ピエモンテ州 グリノリーノ種 テヌータ・デゥ・ガレット グリニョリーノ 2018 750 4,800 2,100


