WINE LIST
当店では、ソムリエ監修ワインを取り扱っています。
皆様に安心してお楽しみいただくため、
鮮度をそこなわないよう温度管理された、
リーファーコンテナで海上輸送されてくる
リーファーワインのみ、仕入れています。
また、ワインリストには載せていないワインも
多数ご用意致しております。
スタッフにお声掛けくださいませ♪
SAKABA SOU

WINE LIST

Sparkling&Campagne
NV

Cava Brut

1+1=3

カヴァ ブリュット

ウ メス ウ ファン トレス

¥4,400-

シルキーな舌触りとともに、いきいきとした柑橘系の香りが広がります。リンゴやナツメグ、
ハチミツなどが混じった複雑味のあるアロマが長く続き、フルーティーな余韻。
【幻の葡萄】と呼ばれる自社畑100%の葡萄で一番搾りの果汁のみを使用した、高品質カヴァ。
産地 スペイン/カタルーニャ
品種 チャレッロ 45%/パレリャーダ 30%/マカベオ 25%

2017

Moscato d'Asti

Ceretto

モスカート ダスティ

チェレット

¥6,000-

シャルマ方式で造られる微発泡ワイン。アルコール度数も5-6%に抑えたほのかな甘口。
モスカート(マスカット)種らしい華やかな香り。甘みはありますが、それに負けない綺麗な酸
があり、ワイン全体の味わいをしっかりと引き締め、美しいバランスを保っています。
産地

イタリア/ピエモンテ

品種

モスカート 100％

NV Crémant de Bourgogne Brut Lou Dumont
クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット

産地

ルー・デュモン

¥6,500-

神様アンリ・ジャイエ氏も認めたルー・デュモン。4品種をブレンドして造られるシャンパーニュ
と同じ瓶内2次発酵を行った後熟成されています。ブドウの果実味をしっかりと感じられ、
ふくよかな果実のコク、バランスの取れた心地良い味わいが感じられます。
フランス/ブルゴーニュ 品種 ピノ・ノワール 61%/シャルドネ 15%/ガメイ 10%/アリゴテ 14%

NV

Brut Impérial

Moët et Chandon
モエ エ シャンドン

ブリュット アンペリアル

200

㎖

¥3,850-

広大なブドウ畑から、良質な葡萄を選び抜き、100種類以上を越えるベースワインをブレンド
することで、熟成感と複雑さ、スタイルの一貫性を実現しています。このアッサンブラージュこ
そそれぞれのブドウの個性を引き立てつつバランスのとれた味わいを生み出しているのです。
産地

NV

フランス/シャンパーニュ

Brut Impérial

品種

ピノ・ノワール/ピノ・ムニエ/シャルドネ

Moët et Chandon

ブリュット アンペリアル

モエ エ シャンドン

375

㎖

¥6,600-

広大なブドウ畑から、良質な葡萄を選び抜き、100種類以上を越えるベースワインをブレンド
することで、熟成感と複雑さ、スタイルの一貫性を実現しています。このアッサンブラージュこ
そそれぞれのブドウの個性を引き立てつつバランスのとれた味わいを生み出しているのです。
産地

フランス/シャンパーニュ

品種

ピノ・ノワール/ピノ・ムニエ/シャルドネ

WINE LIST

Sparkling&Campagne
Brut Impérial

NV

Moët et Chandon

ブリュット アンペリアル

モエ エ シャンドン

¥13,200-

広大なブドウ畑から、良質な葡萄を選び抜き、100種類以上を越えるベースワインをブレンド
することで、熟成感と複雑さ、スタイルの一貫性を実現しています。このアッサンブラージュこ
そそれぞれのブドウの個性を引き立てつつバランスのとれた味わいを生み出しているのです。
産地

NV

フランス/シャンパーニュ

品種

ピノ・ノワール/ピノ・ムニエ/シャルドネ

Yellow Label Brut

Veuve Clicquot

イエロー ラベル ブリュット

ヴーヴ クリコ

¥14,300-

1772年に創業したヴーヴ・クリコ・ポンサルダン社。このイエローラベルはグラン・クリュ、
プルミエ・クリュを主体に50～60にも及ぶ異なる畑のブドウがブレンドされています。
酸味と果実味がバランスよく広がり、心地良い爽やかさと際立ったフルーティさが印象的です。
産地

NV

フランス/シャンパーニュ

LOUIS ROEDERER
ルイ ロデレール

産地

品種

ピノ・ノワール/ピノ・ムニエ/シャルドネ

Carte Blanche
カルト ブランシュ

¥15,400-

設立以来、一貫して家族経営を続け、世界最高峰のシャンパーニュ・メゾンと名高いルイ・ロデ
レール。40もの異なる区画から集められた三種類のブドウをブレンドされ造られるカルト・ブラ
ンシュ。甘く芳しい味わいとクリーミーで複雑かつ繊細な味わいをお愉しみいただけます。
フランス/シャンパーニュ
品種 ピノ・ノワール 40%/シャルドネ 40%/ピノ・ムニエ 20%

DOM PÉRIGNON VINTAGE

ask

ドン ペリニヨン ヴィンテージ

¥44,000-

17世紀より歴史を持つメゾン。優良年に収穫されたブドウのみを使い、最高のヴィンテージの
みに造られ、鋭い感性でヴィンテージの個性が解釈され、アッサンブラージュと精緻な微調整
が施すことにより、その年毎の神秘的なハーモニーが生み出されます。
産地 フランス/シャンパーニュ
品種 ピノ・ノワール/シャルドネ

Krug Grande Cuvée

ask

クリュッグ グランド キュヴェ

産地

¥99,000-

最高品質と卓越性をもったプレステージ・キュヴェだけを造り続けているメゾン。
かのココ・シャネル、ヘミングウェイなど世界の偉人たちを虜にした品質は
もはや伝説となっています。独特の深く複雑な味わい印象深い逸品です。
フランス/シャンパーニュ
品種 ピノ・ノワール/シャルドネ/ピノ・ムニエ

WINE LIST

Rosé Sparkling&Rosé Campagne
NV

Spumante Brut Rose

La Jara

スプマンテ ブリュット ロゼ

¥4,400-

ラ ジャラ

果皮と共に、軽くマセラシオン後、天然酵母を使用して発酵。シャルマ方式。
赤のベリー系果実、ピンクグレープフルーツのような香り。ストロベリー思わせる果実由来の
僅かな甘み。泡立ちも柔らかく果実の余韻が長く楽しめる優しい味わいです。
産地

NV

イタリア/ヴェネト

品種

ピノ グリージョ 100%

Brut Rose

Dm.Ste Michelle

ブリュット ロゼ

ドメーヌ サン ミッシェル

¥5,500-

夏の日照時間が長い特異な気候により得られる完熟した果実味と、砂漠気候由来の
昼夜の寒暖の差から得られる美しい酸のバランスを生み出しています。
美しい淡いピンクの色合い。ベリー系の香りで口当たりは非常にキレが良くドライです。
産地

NV

アメリカ/ワシントン

Rosé Impérial

品種

ピノ ノワール / ピノ・ムニエ

Moët et Chandon

ロゼ アンペリアル

モエ エ シャンドン

¥19,800-

広大なブドウ畑から、良質な葡萄を選び抜き、100種類以上を越えるベースワインをブレンド
することで、熟成感と複雑さ、スタイルの一貫性を実現しています。このアッサンブラージュこ
そそれぞれのブドウの個性を引き立てつつバランスのとれた味わいを生み出しているのです。
産地

NV

フランス/シャンパーニュ

品種

ピノ・ノワール/ピノ・ムニエ/シャルドネ

CUVÉE ROSÉ BRUT Laurent-Perrier
キュヴェ ロゼ ブリュット

ローラン ペリエ

¥30,000-

エレガントでしなやかな、独特なボトル。このボトルは、斬新さかつモダンさを感じられます。
ロゼシャンパンの本質、そして偉大なるシャンパンをサーブする方法まで考え抜いて世に
出された逸品、それが、「ロゼシャンパンのあるべき姿」と評されるローラン・ペリエ・ロゼです。
産地 フランス/シャンパーニュ
品種 ピノ・ノワール

ask

DOM PÉRIGNON Rosé
ドン ペリニヨン ロゼ

¥66,000-

「最高のワインを造る」というヴィジョンのもと、17世紀より歴史を持つメゾン。優良年に収穫さ
れたブドウのみを使い、最高のヴィンテージだけが、ドン・ペリニヨンになります。
こちらのロゼは、力強い味わいとシルキーな美しい余韻に酔いしれる逸品。
産地 フランス/シャンパーニュ
品種 ピノ・ノワール/シャルドネ

WINE LIST
Blanc

2017

PEMO PECORINO The Wine People
ペモ ペコリーノ

ザ ワイン ピープル

¥4,400-

リリース2年目にして英国専門誌五つ星評価！パーカーの評価100点満点を2回獲得の
醸造家キオッチョリ。マンゴーやエキゾチックフルーツを思わせる豊かな香りと、
フレッシュで瑞々しく爽やかな酸味のバランスが取れた、躍動感のあるワインです。
産地 イタリア/アブルッツォ
品種 ペコリーノ 100％

Alamos Torrontes

2020

Catena

アラモス トロンテス

カテナ

¥4,400-

パーカー五ツ星生産者で、ワインスペクテイター誌高評価！デキャンター誌で「マン・オブ・ザ・イヤー
2011年」に選出されたワイン。柑橘類や桃の果実を思わせる活き活きとしたノートに、ジャスミンの
ヒント。軽くフレッシュな口当たりで、活き活きとした酸味と、バランスの良い味わいが楽しめます。
産地 アルゼンチン／サルタ
品種 トロンテス 100％

2019 Sauvignon Blanc Delta Wine Company
¥4,800ソーヴィニョン ブラン
デルタ ワイン カンパニー
サクラ・ワイン・アワード金賞受賞ワイン！外観は、淡く青みを帯びたレモンイエローを湛え、
グレープフルーツ、黒スグリ、ピリリとしたレモンピールのアロマが香ります。濃厚で重量感が
あり、黒スグリやレモンの果皮のニュアンスが感じられ、塩味のあるミネラルが後味に広がります。
産地

ニュージーランド/ワイラウ・ヴァレー

2020

品種

ソーヴィニョン・ブラン 100％

Chardonnay

Domaine d'O

シャルドネ

ドメーヌ ド オー

¥5,500-

ブルゴーニュの昔ながらの重厚ボトル【ブルゴーニュ・オータンティック】を使用するこだわり。
黄桃やパイナップルなどの香り。ブルゴーニュのマランジュやサン・マロンのような
柔らかい果実味とシャープな酸味がバランスよく、飲み応えもある満足度の高い味わい。
産地

フランス/ラングドック

品種

シャルドネ 100％

2016 Yarden Viognier Golan Heights Winery
¥6,200ヤルデン・ヴィオニエ
ゴラン・ハイツ・ワイナリー
ワインスペクター誌が選ぶワイナリーTOP100に選出。アロマ豊かなこのワインからは
新鮮なモモ、アプリコット、花を思わせる香りとともに微かなスパイスが感じられ、
その背景に広がる滑らかなオークが全てを際立たせています。
産地

イスラエル/ゴラン

品種

ヴィオニエ 100％

WINE LIST
Blanc

2018 Monsordo Langhe Bianco
モンソルド ランゲ ビアンコ

Ceretto
チェレット

¥7,260-

リースリングの聖地ドイツワインのようにわずかに残糖を残した味わいのバランスが良いワイン。
シトラス系果実や花のアロマが感じられ、白桃や青りんご・蜂蜜を思わせる上品な甘さと、
爽やかさが味わえます。ワインが苦手な方でも比較的飲みやすい味わいです。
品種 リースリング 100％
産地 イタリア/ピエモンテ

2016

Cuvee Alexandre

Lapostolle

キュヴェ アレクサンドル

ラポストール

¥7,500-

エレガントながら熟成にも向くシャルドネ。マロラクティック発酵は行いません。フレンチオーク
(新樽23%)で10ヶ月熟成。白い花とトロピカルフルーツの印象的な香りに
ボリュームのある口当たりといきいきとした酸と長い余韻が感じられます。
産地 チリ/アコンカグア
品種 シャルドネ 100％

2018

Chablis

Dom.William Fèvre

シャブリ

ドメーヌ ウィリアム フェーブル

¥8,000-

メイユール・ヴァン2ツ星獲得！ 果物の凝縮感と、クミンシードのようなスパイシーさを
兼ね備えた香りから始まり、徐々に石灰質土壌特有のモカフレーバーが表れ始めます。
口に含むと、豊かな酸味と重厚な味わいを持ち、風格すら感じさせてくれます。
品種 シャルドネ 100％
産地 フランス/ブルゴーニュ

2017

RIESLING

Eroica

リースリング

エロイカ

¥8,500-

ベートヴェンの交響曲第3番「英雄」にちなんで名付けられ、モーゼルの優良生産者、
ドクターローゼン醸造所とのコラボワイン。マンダリンオレンジを思わせるアロマと、
清冽な酸味オフドライに仕上げられており、幅広い食との相性を楽しめるリースリングです。
産地 アメリカ/ワシントン
品種 リースリング 100％

2019

Bourgogne Blanc
ブルゴーニュ ブラン

Philippe Chavy
フィリップ シャヴィ

¥8,800-

ピュリニィ・モンラッシェ畑95%とムルソー畑5%を使用して造られている、超高コスパワイン！
間違いなく絶品です。フレッシュなマルメロや柑橘系の芳醇なアロマが感じられ、
凝縮感があり、肉厚で素晴らしいストラクチャーを備え、後味にミネラル感が長く続きます。
産地 フランス/ブルゴーニュ
品種 シャルドネ 100%

WINE LIST
Blanc

2017

Central Coast JOSH JENSEN

CALERA

セントラル コースト ジョシュ ジェンセン

カレラ

¥9,000-

カレラが日本限定で手掛けるシリーズ！熟したピーチやパパイヤのアロマが魅力です。ハチミツ
漬したレモンの甘味や白檀の味わいに、樽の心地よいブーケが絡まり舌を優しく包み込みます。
心地よい酸が全体を明るい印象へ導き、余韻に旨味がいつまでも留まるリッチなスタイルです。
産地 アメリカ/カリフォルニア
品種 シャルドネ 100％

2016

Blanc Sec
ブラン セック

Chateau Doisy Daëne ¥9,200シャトー ドワジ デーヌ

ワインアドヴォケイト93点！淡いレモンイエロー。林檎、グレープフルーツ、桃、ミネラルの風味が
豊かに香るフルーティなアロマに、フレッシュな酸味と共に洋梨、グレープフルーツ、スパイスの
風味が広がります。バランスが良く、熟成感のあるフレッシュでエレガントな味わいです。
産地

NV

フランス/ボルドー

Meursault
ムルソー

品種

ソーヴィニョン・ブラン 100％

Maison Los Dumont
¥16,550メゾン ルー デュモン

首脳会談後の食事会でふるまわれ、「日本の魂のこもったワイン」と紹介され、
漫画「神の雫」でも取り上げられた、注目度抜群ワイン。樽からくる香ばしさに、白い花を
思わせる可憐な香り。ムルソーらしい豊かなボディとふくよかな果実味が心地よい逸品です。
産地 フランス/ブルゴーニュ
品種 シャルドネ 100％

2018 Chassagne Montrachet Bemard Moreau
シャサーニュ モンラッシェ

ベルナール モロー

¥16,900-

ハーブバター、レモン、ライムの皮の香りが広がり、チョークの粉、レモングラスの味わいから、
ミネラル感に富んだドライなフィニッシュへと続き、十分な長さを持つワイン。
ブドウ樹はシャサーニュ南北に植えられ、それぞれの個性が生きておりミネラルと力強さを感じます。
産地 フランス/ブルゴーニュ
品種 シャルドネ 100％

2016

Puligny Montrachet Philippe Chavy
ピュリニィ モンラッシェ

フィリップ シャヴィ

¥21,000-

ムルソー・シャルムの横にあるピュリニー村の北端に畑があり、ムルソーとピュリニーの中間的
性格を兼ね備えた、素晴らしいワイン。洋梨や、熟したリンゴのアロマに柑橘類を
感じさせるブーケ、滑らかでありながらしっかりした酸もバランスも良く感じさせるワインです。
産地 フランス/ブルゴーニュ
品種 シャルドネ 100%

WINE LIST
ROUGE

NV I’m Cabernet Sauvignon Because
アイアム カベルネソーヴィニョン

ビコーズ

，

¥4,400-

暖かい土地で皮まで熟して育った葡萄から、果実味が豊かで濃密な味わいが生まれました。
力強いタンニンのフルボディで、酸はまろやか、ブラックベリーやブラックチェリー、カシス、
モカ、シガーの煙のような深みと樽香などが楽しめます。
産地 アメリカ/カリフォルニア
品種 カベルネ ソーヴィニョン 100%

2012

Rosso di Toscana

Lecciaia

ロッソ ディ トスカーナ

レッチャイア

¥4,600-

モンタルチーノのサンジョヴェーゼ・グロッソに,モンテクッコのカベルネ・ソーヴィニヨンとメルローを
ブレンド。赤く熟した果実やスパイスの香り。細かなタンニンがよく溶け込んだ滑らかで
丸みのある果実の味わいにはトスカーナ特有の陰影が感じられる。
産地

イタリア/トスカーナ

2017

品種

サンジョヴェーゼ 90%/カナイオーロ 7%/コロリーノ 3%

Pinot Noir

Domaine d'O

ピノ ノワール

ドメーヌ ド オー

¥5,500-

熟したフランボワーズやカシス、スミレの香り。ブルゴーニュのヴォルネイやボーヌのような、
しっとりと滑らかな果実味とシルキーなタンニン、少し土っぽさを感じることができます。
南仏の果実感がありつつも、冷涼感のあるエレガントな仕上がりに驚かされます。
産地

2016

フランス/ラングドッグ

ピノ ノワール 100%

Classique Rupert & Rothschildt
クラシック

産地

品種

ルパート アンド ロートシルト

¥6,500-

近代化の先駆者でもあるルパート家と、ボルドーのエドモン ド ロートシルト家の協力によって
創設されたジョイントベンチャー。ピュアなカシスやプラムなどとシガーや黒鉛のニュアンスが
ある香り。フレッシュな香りと、なめらかで豊富なタンニンがあり、余韻も長く続きます。
南アフリカ/ウェスタンケープ 品種 メルロ 50%/カベルネ ソーヴィニヨン 35%/カベルネ フラン 15%

2017

Malbec

Catena

マルベック

カテナ

¥6,900-

ロバート・パーカー満点5つ星！マルベック・Jサックリング驚異93点・ワインアドヴォケイト誌の91点
サクラアワード2020年度Ｗゴールド受賞ワイン。熟した黒い果実、花、モカ、スパイス、タバコなどの
ニュアンスがあり、豊かな酸味とミネラル、果実味のバランスが取れたワインです。
産地

アルゼンチン/サルタ

品種

マルベック 100%

WINE LIST
ROUGE

2016

Chianti Classico

Fontodi
フォントディ

キャンティ クラシコ

¥8,100-

パーカーポイント92点！イタリアのミシュランと呼ばれる「ガンベロ・ロッソ」から何度も最高評価
の「トレ・ビッキエーリ」を獲得しているワイン！ルビー色が美しく、完熟レッドフルーツとスミレの花
の芳香が特徴。奥深い味わいながら、口当たりは非常に柔らかく丸みを帯びているワインです。
品種 サンジョヴェーゼ100％
産地 イタリア/トスカーナ

2016

Yarden Merlot Golan Heights Winery
¥8,700ゴラン ハイツ ワイナリー
ヤルデン メルロー

イスラエル航空ビジネスクラスご用達ワイン！ワインスペクター誌が選ぶワイナリーTOP100に選出。
熟したベリーやプラムの香りがオークやバニラ香と層を成し、またオレンジやクローブ、チョコレート、
爽やかで新鮮なハーブなどの香りがします。フルボディで重厚感があるワインです。
産地 イスラエル/ゴラン
品種 メルロ 100％

Protos27

2016

プロトス27

Bodegas Protos
ボデガス プロトス

¥9,000-

ペニン・ガイド誌94点、ワインアドヴォケイト誌90点、ワインスペクテーター誌91点！
野生酵母のみ使用。フレンチオークの新樽100％で16ヶ月熟成後、瓶熟12ヶ月で造られる。
黒系果実の凝縮したアロマやバニラやトースト、リコリスのニュアンスが楽しめるワインです。
産地

スペイン/リベラ・デル・ドゥエロ

品種

テンプラニーリョ100％

2016 Bourgogne Rouge Christophe Chevaux
ブルゴーニュ ルージュ

クリストフ シュヴォー

¥9,300-

ロマネ・コンティの畑を遊び場に育ったサラブレッドがつくる、フラジェ・エシェゾー村内の区画
のぶどうだけで造られた贅沢な逸品。バランスよくエレガントな仕上がり。ベリー系の果汁感も
かなり膨らみ酸も優しくコーティングしています。クラシカルな旨味をまとったワインです。
産地

2017

フランス/ブルゴーニュ

Veraton
ベラトン

品種

ピノ・ノワール100%

Bodegas Alto Moncayo
ボデガス アルト モンカヨ

¥9,500-

ヴィノスやジェームズ・サックリン・ワインスペクテーターなど数々の評価誌にて高得点を
取得しています。クリーミーな樽香、熟した黒系果実、甘いスパイスのアロマが広がり、
濃厚な味わいで、熟れた果実やスパイスの風味とともに丸みを帯びたタンニンが感じられる。
産地

スペイン/アラゴン

品種

ガルナッチャ 100％

WINE LIST
ROUGE

2015

Central Coast JOSH JENSEN CALERA
セントラル コースト ジョシュ ジェンセン

¥10,200-

カレラ

カリフォルニアのロマネコンティと呼ばれるCALERA！日本限定で手掛けるシリーズ。
ラズベリーやチェリー、若干感じられるジビエの野生的な香りが複雑に絡み合い、熟したチェリーの
ような味わいが複雑な層を成し、クリーミーさも感じられる見事なバランスのとれたワインです。
産地 アメリカ/カリフォルニア
品種 ピノ・ノワール100％

2013

Conte dell'Unità Barolo Ceretto

¥11,000-

チェレット

コンテ デル ウニタ バローロ

この銘醸地最高峰の造り手として世界的な名声を博しているチェレット社。
ベリー系果実や甘いスパイスの香りに、トリュフやリコリスのニュアンスの香り、エレガントな熟成
に由来する香りがある。清涼感のある酸があり、口の中でも香りと同様な風味が印象に残ります。
産地

イタリア/ピエモンテ

品種

ネッビオーロ100％

2018 Chassagne Montrachet Bernard Moreau
シャサーニュ モンラッシェ

ベルナール モロー

¥12,100-

ワイン・アドヴォケイト誌91点！フランス最高評価誌[クラスマン]と[ベターヌ&デソーヴ]の二誌ともに、
一級畑[レ・グランド・ルショット]に17.5/20点という、まさに特級モンラッシェ同格の評価。
ベリー系果実の香りとスミレのような花のアロマをお楽しみいただけます。
産地 フランス/ブルゴーニュ
品種 ピノ・ノワール100％

2015

Baron de Brane

Brane Cantenac

バロン ド ブラーヌ

シャトー ブラーヌ カントナック

¥13,000-

ボルドーで最も有名な一族であるエリート集団【リュルトン・ファミリー】の一人【アンリ・リュルトン氏】が
率いています。優美なマルゴースタイルを継承する格付け2級シャトーのセカンドワイン。
テロワールを忠実に表現した、豊かな香りと完璧なバランスを備えた仕上がりです。
産地 フランス/ボルドー
品種 カベルネ・ソーヴィンヨン /メルロ /カベルネ・フラン

2017

Vosne Romanée
ヴォーヌ・ロマネ

Domaine Jafflin ¥21,500ドメーヌ・ジャフラン

フランス各都市で開催される試飲販売会「サロン」でしかお目にかかれなかった幻の生産者
ドメーヌ・ジャフランのヴォーヌ・ロマネ。平均樹齢45年のヴィエイユ・ヴィーニュ。
ステンレスタンクで発酵後、新樽30%、1～3回使用樽70%で18ヶ月間熟成しています。
産地

フランス/ブルゴーニュ

品種

ピノ・ノワール

BORDEAUX WINE
2014 Château Mouton Rothschild
シャトー ムートン ロートシルト

￥132,000-

2006 Château Latour
シャトー ラトゥール

￥198,000-

2014 Château Lafite Rothschild
シャトー ラフィット ロートシルト

￥143,000-

2014 Château Margaux
シャトー マルゴー

￥132,000-

2014 Château Haut Brion
シャトー オー ブリオン

￥143,000-

NAPA VALLEY WINE
2015 Opus One
オーパス ワン

￥99,000-

KENZO ESTATE
2020

yui

結

￥24,2002020

asatsuyu
あさつゆ

￥24,5002018

rindo
紫鈴

￥38,5002014

asuka

明日香

￥51,7002014

murasaki
紫

￥88,0002014
藍

ai

￥88,000-

