
■イタリア
カタログ

ページ
弊社品番 生産者 品名 旧価格 → 新価格 JAN

1 kii580 リヴェッティ リヴェッティ ランゲ・アルネイス オーレリア(白) ¥2,708 → ¥2,800 8033140252123

1 kii584 リヴェッティ リヴェッティ ランゲ･ネッビオーロ アヴェンヌ(赤) ¥3,000 → ¥3,300 8033140251393

1 kii582 リヴェッティ リヴェッティ バルバレスコ （赤） ¥5,000 → ¥5,600 8033140253564

1 kii583 リヴェッティ リヴェッティ バローロ （赤） ¥6,000 → ¥6,700 8033140252574

1 kii586 リヴェッティ リヴェッティ バルバレスコ フロイ （赤） ¥6,000 → ¥6,700 8033140256053

2 kii550 タッサローロ スピノラ ガヴィ （白） ¥2,500 → ¥2,650 not provided

2 kii557 タッサローロ ティトゥアン ガヴィ ノー･ソルフィティ(白) ¥3,600 → ¥4,000 not provided

2 kii555 タッサローロ ローザ･スピノラ モンフェッラート･キアレット(ロゼ) ¥2,850 → ¥3,300 not provided

2 kii556 タッサローロ キュヴェ･モンフェッラート･ロッソ ノー･ソルフィティ(赤) ¥3,150 → ¥3,700 not provided

3 kii554 タッサローロ ティトゥアン バルベーラ ノー・ソルフィティ(赤) ¥3,600 → ¥4,000 not provided

3 kii720
エリザベッタ・

アブラミ
フランチャコルタ ブルット（白・発泡） ¥4,300 → ¥5,400 8056772640007

3 kii721
エリザベッタ・

アブラミ
フランチャコルタ サテン（白・発泡） ¥5,000 → ¥6,300 8056772640021

3 kii722
エリザベッタ・

アブラミ
フランチャコルタ ブラン･ド･ノワール ミレッジマート(白･発泡) ¥6,000 → ¥7,400 8056772640038

3 kii241 プラテッロ プラテッロ ルガーナ カトゥリアーノ （白） ¥2,400 → ¥2,650 8033196720461

4 kii242 プラテッロ プラテッロ リエティ・コンヴェルサーリ （白） ¥3,000 → ¥3,600 8033196722021

4 kii246 プラテッロ プラテッロ ミッレ1（ミッレ・ウーノ）（赤） ¥2,700 → ¥3,200 8033196721314

4 kii294 ロアカー ヴァルディファルコ ヴェルメンティーノ （白） ¥2,916 → ¥3,300 8032130039003

5 kii290 ロアカー コルテ･パヴォーネ ブルネッロ･ディ･モンタルチーノ(赤) ¥9,000 → ¥10,500 8032130032417

5 kii296 ロアカー ヴァルディファルコ ロゼンマ （ロゼ） ¥2,500 → ¥2,700 8032130038501

5 kii292 ロアカー ヴァルディファルコ ファルコロッソ （赤） ¥2,152 → ¥2,300 8032130034084

5 kii297 ロアカー ヴァルディファルコ モレリーノ･ディ･スカンサーノ(赤) ¥3,000 → ¥3,300 8032130033049

5 kii110 レ･カルリーネ ピッコロ プロセッコ(白･微発泡)ミニサイズ200ml ¥750 → ¥980 8027308000732

6 kii106 レ･カルリーネ ピノ･グリージョ センツァ･ソルフィティ（白） ¥2,708 → ¥2,800 8027308001029

6 kii117 レ･カルリーネ レ・カルリーネ リソン クラシコ （白） ¥2,708 → ¥2,800 8027308000664

7 kii672 ピッツォラート スプマンテ プロセッコ･ブリュット オーガニック(白･発泡)  ¥1,650 → ¥1,900 8022836002876

7 kii673 ピッツォラート プロセッコ･ブリュット センツァ･ソルフィティ(白･発泡)  ¥2,100 → ¥2,300 8022836002777

10 kii613 ネヴィオ・スカラ ネヴィオ･スカラ 999 ノヴェチェント･ノヴァンタ･ノーヴェ(赤) ¥3,300 → ¥3,700 not provided

10 kii630 ストゥルム ストゥルム フリウラーノ （白） ¥4,000 → ¥5,000 not provided

10 kii633 ストゥルム ストゥルム ピノ・グリージョ （白） ¥4,000 → ¥5,000 not provided

10 kii632 ストゥルム ストゥルム ソーヴィニヨン （白） ¥4,000 → ¥5,000 not provided

10 kii631 ストゥルム ストゥルム リボッラ・ジャッラ （白） ¥4,000 → ¥5,000 not provided

11 kii226 フォリチェロ ビアンコ エミリア フリザンテ ノン･フィルター(白･微発泡) ¥1,805 → ¥2,100 8028500000216

11 kii225 フォリチェロ ピニョレット ビアンコ センツァ･ソルフィティ(白･微発泡) ¥2,222 → ¥2,400 8028500000209

11 kii228 フォリチェロ ロザート フリザンテ アンセストラーレ (ロゼ･微発泡) ¥2,000 → ¥2,100 not provided

11 kii224 フォリチェロ ランブルスコ･セッコ センツァ･ソルフィティ(赤･微発泡) ¥2,083 → ¥2,300 8028500000124

12 kii153 カザロステ カザロステ ロッソ・マニエロ（赤） ¥2,700 → ¥3,400 8023301194003

12 kii150 カザロステ カザロステ キャンティ･クラシコ(赤) ¥3,500 → ¥4,100 8023301180006

13 kii151 カザロステ カザロステ キャンティ･クラシコ リゼルヴァ(赤) ¥6,000 → ¥7,000 8023301171004

13 kii200 ポデーリ・ディ・

ギアッチオフォルテ
ロッソ・デイ・ポデーリ （赤） ¥1,944 → ¥2,000 8032891150023

14 kii138
アンティカ・

エノトリア
コンテッサ･スタッファ ネロ･ディ･トロイア ロザート(ロゼ) ¥2,300 → ¥2,500 8022630000184

14 kii147 アンティカ・エノトリア アンティカ・エノトリア フィアーノ（白） ¥2,500 → ¥2,650 8022630111446

15 kii145 アンティカ･エノトリア アンティカ･エノトリア ブリッチオ プリミティーヴォ(赤) ¥2,500 → ¥2,800 8022630089950
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■イタリア(続き）
カタログ

ページ
弊社品番 生産者 品名 旧価格 → 新価格 JAN

15 kii451 アマストオーラ アマストオーラ ビアレント （白） ¥1,875 → ¥2,200 8055960171040

15 kii453 アマストオーラ アマストオーラ ドルチェヴィータ（白）500ml 甘口 ¥2,400 → ¥3,000 8055960171200

16 kii455 アマストオーラ アマストオーラ ラマロッサ プリミティーヴォ(赤) ¥2,700 → ¥2,800 8055960171019

16 kii400 ディ･ジョヴァンナ フェウド・パラディッソ ビアンコ （白） ¥1,388 → ¥1,500 8032986500481

17 kii238 ディ･ジョヴァンナ ディ・ジョヴァンナ ヴリア グリッロ （白） ¥2,291 → ¥2,700 8032986500207

17 kii277 ディ･ジョヴァンナ V.21(ヴァスカ・ヴェントゥーノ)グリッロ 3000ml 箱(白) ¥5,190 → ¥5,300 8032986500696

17 kii229 ディ･ジョヴァンナ フェウド・パラディッソ ロッソ （赤） ¥1,388 → ¥1,500 8032986500474

18 kii276 ディ･ジョヴァンナ V.18(ヴァスカ・ディチョット)ネロ･ダヴォラ 3000ml 箱(赤) ¥5,190 → ¥5,300 8032986500238

■スペイン

カタログ

ページ
弊社品番 生産者 品名 旧価格 → 新価格 JAN

20 kie156 ボレット カバ ブルット･ナトゥーレ クラッシック(白･発泡) ¥2,222 → ¥2,500 8437001622160

20 kie155 ボレット カバ ピノ･ノワール ブルット リゼルヴァ(ロゼ･発泡) ¥2,400 → ¥3,000 8437001622047

21 kie247 シエラ･ノルテ シエラ・ノルテ 1564 ナチュラル ホワイト(白) ¥2,400 → ¥2,600 8436017633078

22 kie248 シエラ･ノルテ シエラ・ノルテ 1564 ナチュラル レッド(赤) ¥2,400 → ¥2,600 8436017633085

22 kie250 シエラ･ノルテ ベルシアル ラデラ・ロス・カントス ティント(赤) ¥3,300 → ¥3,700 8436017631333

23 kie224 グラティアス グラティアス イート･デ･ケネレス? ブランコ(白) ¥1,800 → ¥1,900 not provided

23 kie220 グラティアス グラティアス テッラ （白） ¥4,166 → ¥4,400 not provided

23 kie226 グラティアス グラティアス マック Q （白） ¥4,500 → ¥4,700 not provided

25 kie110 ヒメネス エル・トロヤノ オレンジワイン （白） ¥2,000 → ¥2,100 8437001679041

■ポルトガル

カタログ

ページ
弊社品番 生産者 品名 旧価格 → 新価格 JAN

28 kip107 アフロス アフロス ローレイロ  ヴィーニョ・ヴェルデ（白） ¥2,500 → ¥2,850 5600329048025

28 kip305 アフロス ファウヌス アンフォラ パァレェチ （ロゼ） ¥3,900 → ¥4,200 5600329048988

29 kip420 A&Dワインズ リヴ ヴィーニョ・ヴェルデ ブランコ（白） ¥1,500 → ¥2,000 5605829000573

29 kip422 A&Dワインズ カサ・ド・アラバルデ ヴィーニョ・ヴェルデ（白） ¥2,000 → ¥2,400 5605829000795

29 kip421 A&Dワインズ リヴ ヴィーニョ・ヴェルデ ロゼ （ロゼ） ¥1,500 → ¥2,000 5605829000832

30 kip131 ジョルドス ジョルドス キンタ・ダ・エステヴェイラ （赤） ¥2,152 → ¥2,400 5606551130019

30 kip139 ジョルドス ジョルドス グラン・レゼルヴァ （赤） ¥3,194 → ¥3,900 5606551020020

30 kip126 ジョルドス ジョルドス ファイン・ルビー・ポート ¥3,541 → ¥4,100 5606551002118

30 kip127 ジョルドス ジョルドス ヴィンテージ・ポート ¥10,000 → ¥10,500 5606551110011

31 kip110 モウラス モウラス ダン・ブランコ （白） ¥2,400 → ¥3,100 5605689544477

31 kip220 モウラス プラネット・モウラス ボリーニャ （白） ¥4,200 → ¥4,500 5605689111112

31 kip111 モウラス モウラス ダン・ティント （赤） ¥2,291 → ¥3,100 5605689544453

31 kip123 モウラス プラネット・モウラス シブー（赤） ¥3,000 → ¥3,500 5605689333330

32 kip221 モウラス プラネット・モウラス ニーナ （赤） ¥3,600 → ¥3,800 5605689222238

32 kip119 モウラス モウラス ダン エルファ （赤） ¥5,000 → ¥5,300 5605689544453

32 kip113 モウラス alr ブランコ ヴィーニョ・ヴェルデ（白） ¥2,152 → ¥3,100 5605689301094

32 kip120 モウラス アントニオ・ロペス・リベイロ ヴィーニョ・ヴェルデ ブランコ(白)   ¥2,500 → ¥3,100 5605689501319

32 kip122 モウラス アントニオ・ロペス・リベイロ ヴィーニョ ティント(赤)  ¥2,700 → ¥3,100 5605689501258

33 kip117 モウラス アントニオ・ロペス リベイロ ドウロ（赤） ¥3,100 → ¥3,500 5605689402227

33 kip180 モンタルト ヴィーニャ・ダ・マリャーダ ブランコ （白） ¥1,569 → ¥1,750 5600268605228

33 kip194 モンタルト モンタルト アンフォラ・デ・バコ ブランコ（白） ¥2,700 → ¥2,800 5600268605068

34 kip181 モンタルト ヴィーニャ・ダ・マリャーダ ティント （赤） ¥1,569 → ¥1,750 5600268605341

34 kip187 モンタルト ヴィーニャ・ダ・マリャーダ ティント・レゼルヴァ(赤) ¥2,100 → ¥2,250 5600268604511

34 kip195 モンタルト モンタルト アンフォラ・デ・バコ ティント（赤） ¥2,700 → ¥2,800 5600268605075

35 kip409 ロシン フレッシュ･フロム･アンフォラ ティント 1000ml(赤) ¥3,000 → ¥3,400 5600314049785

35 kip410 ロシン フレッシュ･フロム･アンフォラ ブランコ 1000ml(白) ¥3,000 → ¥3,400 5600314045787

参考小売価格（税抜）

参考小売価格（税抜）

作成日：2023年3月1日 (株)岸本 2023年5月1日付価格改定 一覧表（2/3ページ)
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■スイス
カタログ

ページ
弊社品番 生産者 品名 旧価格 → 新価格 JAN

36 kis520 リュダン ヴァランタン シャスラ （白） ¥3,263 → ¥3,600 7612095006329

36 kis526 リュダン ヴァランタン シャスラ ノン・フィルトレ（白） ¥3,400 → ¥3,600 7612095006305

36 kis523 リュダン ヴァランタン ウイユ・ド・ペルドリ （ロゼ） ¥4,200 → ¥4,700 7612095006343

37 kis572 ラ・コロンブ ラ・コロンブ ベロロン グラン・クリュ（白） ¥4,800 → ¥5,600 not provided

■フランス
カタログ

ページ
弊社品番 生産者 品名 旧価格 → 新価格 JAN

38 kis563 ラ・コロンブ ラ・コロンブ ピノ・ノワール （赤） ¥4,800 → ¥5,500 not provided

40 kif301
ルラージュ･

プジョー
シャンパーニュ レ･ムニエ･ド･クレメンス(白･発泡)  ¥9,500 → ¥10,500 not provided

40 kif302
ルラージュ･

プジョー
シャンパーニュ ナチュール･エ･ノン･ドゼ(白･発泡)  ¥10,000 → ¥10,500 not provided

41 kif281 トゥロディエル ボアル ミュスカデ･セーヴル･エ･メーヌ シュール･リー(白) ¥2,750 → ¥3,200 not provided

42 kif193 ガンディヌ ガンディヌ クレマン･ド･ブルゴーニュ(白･発泡) ¥3,300 → ¥3,600 not provided

42 kif191 ガンディヌ ガンディヌ マコン・ヴィラージュ （白） ¥2,986 → ¥3,200 not provided

43 kif157 ヴィネアム ビオ･フル クレマン･ド･ボルドー サン･スフル(白･発泡) ¥3,000 → ¥3,100 3700859995089

43 kif151 ヴィネアム ビオ･フル アントル･ドゥー･メール サン･スフル(白) ¥2,100 → ¥2,250 3700859926014

43 kif159 ヴィネアム ビオ･フル ボルドー･ブラン サン･スフル（白） ¥2,100 → ¥2,250 3700859957001

44 kif152 ヴィネアム ビオ･フル ボルドー･ルージュ サン･スフル(赤) ¥2,100 → ¥2,250 3700859946081

44 kif155 ヴィネアム ビオ･フル マルベック サン･スフル（赤） ¥2,250 → ¥2,550 3700859958077

44 kif154 ヴィネアム ビオ･フル カベルネ･ソーヴィニヨン サン･スフル(赤) ¥2,250 → ¥2,400 3700859959098

45 kif220 カンポセル ジャン･ル･ブラン ピクプール･ド･ピネ(白) ¥2,280 → ¥2,800 3760053690159

45 kif222 カンポセル カンポセル グラン・デューク （赤） ¥3,600 → ¥4,200 3760053690210

45 kif103 バサック バサック アルモニア ブラン （白） ¥1,800 → ¥2,000 3537670001305

45 kif100 バサック バサック Bee(ビー) ブラン （白） ¥2,220 → ¥2,300 3537670001039

46 kif209 バサック バサック イコン ブラン（白） ¥5,000 → ¥5,300 3537670000292

46 kif107 バサック バサック アルモニア ロゼ （ロゼ） ¥1,666 → ¥2,000 3537670001206

46 kif102 バサック バサック アルモニア ルージュ （赤） ¥1,800 → ¥2,000 3537670001107

46 kif101 バサック バサック Bee(ビー) ルージュ （赤） ¥2,220 → ¥2,300 3537670000995

47 kif106 バサック バサック ル・マンポ ルージュ（赤） ¥2,500 → ¥2,800 3537670000919

47 kif210 バサック バサック イコン ルージュ（赤） ¥5,000 → ¥5,300 3537670000285

■オーストリア
カタログ

ページ
弊社品番 生産者 品名 旧価格 → 新価格 JAN

48 kia126 ブッフマイヤー ソーヴィニヨン･ブラン アンセストラル(白･微発泡) ¥4,200 → ¥4,300 9120023090329

48 kia124 ブッフマイヤー ブッフマイヤー ペット･ナット ロゼ(ロゼ･微発泡) ¥3,200 → ¥3,600 9120023090909

48 kia121 ブッフマイヤー グリューナー･フェルトリーナー カルヴァリエンベルク(白) ¥4,200 → ¥4,700 9120023090459

48 kia122 ブッフマイヤー ゲルバー･トラミーナー ナチュラル(白) ¥5,200 → ¥5,900 9120023090404

48 kia123 ブッフマイヤー ブッフマイヤー ピノ・ノワール ナチュラル （赤） ¥4,200 → ¥4,700 not provided

48 kia100 メーホーファー グリューナー･フェルトリーナー ワーグラム･クラシック(白) ¥2,013 → ¥2,150 9120018725250

49 kia101 メーホーファー リースリング クラシック （白） ¥2,291 → ¥2,600 9120018724703

参考小売価格（税抜）

参考小売価格（税抜）
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