
   　価格改訂表　（株式会社リエゾン）

商品名 現上代 新上代 商品名 現上代 新上代

ジョエル ファルメ ブリュット トラディション 6,500 変更なし リバティスクール カベルネソーヴィニヨン 2,400 2,700

イリス ル ブリュット 2,500 変更なし リバティスクール シャルドネ 2,400 2,700

イリス ル ブリュット ロゼ 2,500 変更なし スカーレット エステイト カベルネソーヴィニヨン 12,000 変更なし

アーノルドパーマー カベルネソーヴィニヨン 2,800 変更なし スカーレット エステイト ソーヴィニヨンブラン 6,000 変更なし

アーノルドパーマー シャルドネ　 2,800 変更なし パシフィックリム スパークリング リースリング スイート 3,000 変更なし

アーノルドパーマー リザーヴ カベルネソーヴィニヨン 10,000 変更なし パシフィックリム スパークリング リースリング ブリュット 3,000 変更なし

ブロックナイン ピノノワール 2,500 2,700 パシフィックリム ドライリースリング 2,300 2,500

カンダー メルロー ロットスリー （完売次第、終売） 2,500 変更なし パシフィックリム リースリング 2,300 2,500

カンダー ジンファンデル ロットセブン 2,800 3,000 パシフィックリム スイートリースリング 2,300 2,500

シャスール ルシアンリバーヴァレー ピノノワール 6,800 7,500 パシフィックリム ゲヴェルツトラミネール （完売次第、終売） 2,300 2,300

シャスール ヴレコート シャルドネ 5,500 6,000 パシフィックリム シュナンブラン （完売次第、終売） 2,300 2,300

シャスール ヴレコート ピノノワール 5,500 6,000 パシフィックリム セレニウムヴィンヤード ドライリースリング 2,800 変更なし

シャスール デュレル シャルドネ 9,500 10,000 パシフィックリム オーガニックリースリング 3,000 変更なし

シャスール ロレンツォ シャルドネ 9,500 10,000 パシフィックリム ワルラヴィンヤーズ リースリング バイオダイナミック 3,800 変更なし

シャスール グラトンズチョイス シャルドネ 9,500 10,000 パシフィックリムヴァン ド グラシエール 3,000 変更なし

フローラスプリングス ナパヴァレー カベルネソーヴィニヨン 7,500 8,000 パシフィックリム フランボワーズ 3,000 変更なし

フローラスプリングス ナパヴァレー シャルドネ 4,500 変更なし ユーフローリア アロマティックブレンド 2,300 変更なし

フローラスプリングス バレル ファーメンテッド シャルドネ 5,500 6,500 リュサック アナカパ 6,000 変更なし

フローラスプリングス ソーヴィニヨンブラン 4,500 変更なし リュサック バラードキャニヨン エステイト シラー 5,000 変更なし

フローラスプリングス ナパヴァレー メルロー 5,000 変更なし リュサック サンタバーバラカウンティ シャルドネ 4,500 変更なし

ヘスティアセラーズ カベルネソーヴィニヨン 6,000 変更なし リュサック サンタバーバラカウンティ ピノノワール 5,000 変更なし

ヘスティアセラーズ レッド 3,500 3,800 リュサック ソロモンヒルズ ピノノワール 7,000 8,000

ヘスティアセラーズ シラー 5,500 5,800 リュサック リザーブ シャルドネ 6,000 6,500

ヘスティアセラーズ メルロー 5,500 5,800 テヌータ ディ フェッシナ ナコーネ 3,500 変更なし

ヘスティアセラーズ マルベック 5,500 5,800 テヌータ ディ フェッシナ エロ 3,500 変更なし

ヘスティアセラーズ カベルネフラン 6,000 変更なし テヌータ ディ フェッシナ ラエネオ 3,500 変更なし

ヘスティアセラーズ リースリング 3,200 3,500 テヌータ ディ フェッシナ エルセ エトナロッソ 3,800 変更なし

アイアンホース ウエディングキュヴェ 6,500 変更なし テヌータ ディ フェッシナ エルセ エトナビアンコ 3,800 変更なし

アイアンホース クラッシック ヴィンテージ ブリュット 6,500 変更なし テヌータ ディ フェッシナ アップダーラ エトナビアンコ 5,800 変更なし

アイアンホース オーシャンリザーヴ 6,800 7,500 テヌータ ディ フェッシナ イルムスメーチ エトナロッソ 7,800 変更なし

アイアンホース ルシアンキュヴェ 6,500 変更なし トレアナ レッド 5,800 6,500

アイアンホース ブリュットエックス  9,000 変更なし トレアナ ホワイト 4,500 5,000

アイアンホース エステイト シャルドネ 5,500 5,800 トラブルメーカー ブレンドナイン 3,500 変更なし

アイアンホース エステイト ピノノワール 7,500 8,500 ターリー ジュヴナイル ジンファンデル 5,000 変更なし

テンスレー コルソン キャニヨン シラー 9,000 変更なし ターリー ハインヴィンヤード プティシラー 16,000 変更なし

テンスレー コルソン キャニヨン グルナッシュ 9,000 変更なし アンガラーノ ビアンコ ヴェスパイオーロ 3,500 変更なし
テンシェン レッド 5,000 変更なし アンガラーノ ロッソ メルロー 3,800 変更なし
テンシェン ホワイト 4,500 変更なし アンガラーノ カ ミケール シャルドネ 5,200 変更なし

アンガラーノ クオーレ ディ アンガラーノ カベルネソーヴィニヨン 7,000 変更なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社リエゾン　　電話：03-6661-9222　FAX：03-6661-9223

※2016年10月1日 より、大変申し訳ございませんが、下記の通り価格改訂させていただきます。
   ヴィンテージに変更よって価格が上下する場合もございますのでご了承下さい。
　 何卒宜しくお願い申し上げます。　　　　（2016年6月末日）


