
FA-22 2004 ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ヴｧﾝﾄｩｰ ﾌﾞﾗﾝ ﾚｸﾗ ¥1,890 本

F-143 2003 ｺｽﾃｨｴｰﾙ ﾄﾞ ﾆｰﾑ ﾌﾞﾗﾝ ｷｭヴｪ ｴｸｾﾚﾝｽ ¥2,552 本

F-47 2002 ｼｬﾌﾞﾘ ヴｨｴｲﾕ ヴｨｰﾆｭ ﾌｭ ﾄﾞ ｼｪｰﾇ ¥3,119 本

F-504 2004 ヴｧﾝ ﾄﾞ ﾍﾟｲ ﾄﾞｯｸ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿｰヴｨﾆｵﾝ ¥1,134 本

商品ｺｰﾄﾞ ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞ 商品名 特別価格 ご注文本数 FA-996 2003 ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ヴｧﾝﾄｩｰ ﾙｰｼﾞｭ ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ ¥1,418 本

I-404 2003 ﾓﾘ ﾋﾞｱﾝｺ ¥1,285 本 FB-45 2004 ヴｧﾝ ﾄﾞ ﾍﾟｲ ﾃﾞ ｺｰﾄ ﾄﾞ ﾍﾟﾘﾆｬﾝ ﾙ ﾊﾟヴｨﾖﾝ ¥1,607 本

I-357 2004 ｻﾝﾆｵ ﾌｧﾗﾝｷﾞｰﾅ ¥1,607 本 FB-120 2003 ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ ｽﾋﾟﾘｯﾄ ｵﾌﾞ ｻﾞ ｳｯﾄﾞｺｯｸ ¥1,701 本

I-307 2004 ｶｻｰﾚ ヴｪｯｷｵ ﾙｰﾅ ﾋﾞｱﾝｶ ¥1,701 本 FB-69 2003 ｺﾄｰ ﾃﾞｭ ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ﾃｰﾙ ﾃﾞｭ ﾘｱ ¥1,890 本

I-330 2003 ｼﾁｰﾘｱ ﾋﾞｱﾝｺ ﾌｧﾐｯﾘｬ ﾌﾟﾗｲｱ ¥1,890 本 F-881 2003 ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ ﾚ ｶﾄﾙ ﾃｰﾙ ¥2,079 本

I-410 2003 ｸﾚｰﾌｨ ¥2,268 本 FB-40 2003 ｺﾄｰ ﾃﾞｭ ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ ﾙｰｼﾞｭ ﾗ ｺｰﾄ ¥2,363 本

I-392 2003 ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ﾌﾟﾘﾓ ｷｱﾝﾃｨ ¥1,276 本 FA-761 2001 ｼﾞｭﾘｴﾅ ﾚ ｶﾋﾟﾀﾝ ¥2,457 本

I-35 2003 ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｵ ¥1,418 本 FA-927 2003 ｴﾓｰｼｮﾝ ﾄﾞ ﾃﾛﾜｰﾙ ﾙｰｼﾞｭ ¥3,024 本

I-251 2001 ﾛｯｿ ﾋﾟﾁｪｰﾉ ｽﾍﾟﾘｵｰﾚ ｲﾙ ﾌﾞﾚﾁｬﾛｰﾛ ¥1,512 本 F-891 2001 ヴｧｹﾗｽ ¥3,308 本

I-379 2004 ﾘｵ ｱﾙﾎﾞ ヴｧﾙﾎﾟﾘﾁｪｯﾗ ¥1,890 本

I-91 2003 ｶｻｰﾚ ヴｪｯｷｵ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｵ ¥1,890 本 商品ｺｰﾄﾞ ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞ 商品名 特別価格 ご注文本数

I-376 2003 ﾋﾟｵヴｧｰﾉ ｺｯﾘ ﾃﾞﾙ ﾄﾗｼﾞﾒｰﾉ ¥2,174 本 K-277 2003 ｸﾞﾘｭﾝｼｭﾀｯﾀｰ ﾍｰﾚﾝﾌﾟﾌｧｰﾄ ｸｰﾍﾞｰｱｰ ¥1,654 本

I-435 1999 ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｽｺ ﾘｾﾞﾙヴｧ ¥3,119 本 K-959 2004 ｼﾙヴｧｰﾅ ｸﾗｼｯｸ ｸｰﾍﾞｰｱｰ ¥1,304 本

K-940 2002 ﾀﾞｲﾃﾞｽﾊｲﾏｰ ﾚｯﾃﾝ ｸｰﾍﾞｰｱｰ ﾊﾙﾌﾟﾄﾛｯｹﾝ ¥1,607 本

商品ｺｰﾄﾞ ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞ 商品名 特別価格 ご注文本数 K-196 2003 ﾕﾙﾂｨｶﾞｰ ヴｭﾙﾂｶﾞﾙﾃﾝ ｸｰﾍﾞｰｱｰ ¥1,418 本

S-084 NV ﾏｼｱ ﾚﾚｳ ﾚｾﾙﾊﾞ ﾌﾞﾙｯﾄ ¥1,512 本 K-892 2000 ﾍｯﾍﾟﾝﾊｲﾏｰ  ｾﾝﾄｹﾞﾘﾋﾄ ｶﾋﾞﾈｯﾄ ¥1,890 本

S-43 2003 ﾍﾞｶﾞ ｼﾝﾄﾞｱ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ ﾒﾙﾛ ¥1,276 本 K-637 2002 ﾊﾙｶﾞﾙﾃﾅｰ ﾕﾝｸﾌｧｰ ｶﾋﾞﾈｯﾄ ¥2,457 本

S-82 2001 ﾏｼｱ ﾚﾚｳ ﾒﾙﾛ ｸﾘｱﾝｻ ¥1,418 本 K-933 2003 ﾌﾞﾙｸ ﾗｲﾔｰ ｼｭﾛｽｶﾍﾟﾚ ｼｭﾍﾟｰﾄﾚｰｾﾞ ¥1,890 本

W-19 2004 ﾗ ﾐｼｵﾝ ﾒﾙﾛ ﾚｾﾞﾙﾊﾞ ¥1,512 本 KA-95 2003 ｼｭヴｧｲｯﾋｬｰ ｱﾝﾅﾍﾞﾙｸ ｼｭﾍﾟｰﾄﾚｰｾﾞ ¥2,174 本

W-20 2004 ﾗ ﾐｼｵﾝ ｶﾍﾞﾙﾈ ｿｰヴｨﾆｵﾝ ﾚｾﾞﾙﾊﾞ ¥1,607 本 K-724 2003 ﾋﾞｯｻｰｽﾊｲﾏｰ ﾍﾙﾄ ｱｳｽﾚｰｾﾞ ¥2,363 本

S-42 1999 ｶｻ ｶｽﾃｨｰﾘｮ ｸﾘｱﾝｻ ¥2,268 本 KA-160 2003 ヴｨﾝｹﾗｰ ﾊｰｾﾞﾝｼｭﾌﾟﾙﾝｸ ｱｳｽﾚｰｾﾞ ¥2,835 本

S-52 2001 ﾏﾙｹｽ ﾃﾞ ｸﾞﾘﾆｮﾝ ﾄﾞﾐﾆｵ ﾃﾞ ﾊﾞﾙﾃﾞﾌﾟｻ ﾌﾟﾃｨ ﾍﾞﾙﾄﾞ ¥3,780 本 KA-41 2002 ｱﾙﾋﾞｶﾞｰ ﾌﾝｽﾞｺﾌﾞﾌ ﾍﾞｰﾚﾝｱｳｽﾚｰｾ ¥3,308 本

商品ｺｰﾄﾞ ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞ 商品名 特別価格 ご注文本数

FB-113 2003 ﾗ ﾏﾙｷｰｽﾞ ﾄﾞ ﾄｩｰﾙ ﾌﾞﾗﾝｼｭ ¥2,646 本

FB-112 1998 ｼｬﾄｰ ｹﾞﾘｨ ¥2,835 本 お名前：

FB-156 1999 ﾚ ﾄﾞｩｰヴ ﾄﾞ ﾗ ﾄｩｰﾙ ｶﾙﾈ ¥3,402 本 ご住所：

FB-114 2003 ｼｬﾄｰ ﾄｩｰﾙ ﾌﾞﾗﾝｼｭ ¥3,591 本 TEL：

F-431 2003 ヴｧﾝ ﾄﾞ ﾍﾟｲ ﾃﾞ ｺｰﾄ ﾄﾞ ｶﾞｽｺｰﾆｭ ¥1,210 本

F-582 2004 ﾐｭｽｶﾃﾞ ｾｰヴﾙ ｴ ﾒｰﾇ ｼｭｰﾙ ﾘ ヴｨｴｲﾕ ヴｨｰﾆｭ ¥1,607 本 有限会社　坂本酒店　　〒509-3214　岐阜県高山市久々野町無数河616-2

FB-86 2004 ヴｧﾝ ﾄﾞ ﾍﾟｲ ﾃﾞ ｺﾄｰ ﾄﾞ ﾌｫﾝｺｰﾄﾞ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ¥1,701 本 TEL:0577-52-2105　FAX:0577-52-2178　info@waiwai-wine.com　http://waiwai-wine.com/

≡御注文票≡

　　合計本数：　　　　　　本　　　　　　　　合計金額：￥　　　　

イタリアワイン

スペインワイン＆チリワイン

フランスワイン

ドイツワイン


