
2014年4月度価格改定　新旧価格比較表 イタリアワインと食材、雑貨通販のカーサブォーナ

カテゴリー 品番 商品名 メーカー 現価格（税抜） 新価格（税抜）

ワイン AC-1 コネリアーノ・プロセッコ・スーペリオーレDOCG ブリュット"マティウ" アンティーカ・クエルチャ ¥2,457 → ¥2,590

ワイン BR-1 ピガート ブルーナ ¥2,380 → ¥2,490

ワイン BR-2 ロッセーゼ ブルーナ ¥2,838 → ¥2,990

ワイン CF-1 モンティオーネ IGT 2010 コンティ・ファイーナ ¥1,886 → ¥2,190

ワイン CF-2 マッキア・デッラ・トーレ IGT 2010 コンティ・ファイーナ ¥2,171 → ¥2,390

ワイン CF-3 ヴィッラ・ムレッリ（旧ロッソ・ウンブリア） コンティ・ファイーナ ¥1,886 → ¥2,190

ワイン CF-4 マル・テンポ IGT 2009 コンティ・ファイーナ ¥2,362 → ¥2,490

ワイン CL-1 カリカンテ IGT 2012 カルカーニョ ¥2,743 → ¥2,890

ワイン CL-2 ロザート・アルクリア カルカーニョ ¥2,743 → ¥2,890

ワイン CL-3 ネレッロ・マスカレーゼ カルカーニョ ¥3,124 → ¥3,290

ワイン CM-1 "ドン・ジョヴァンニ" ヴェルメンティーノ・サルディーニャDOC カンティーナ・ディ・モゴロ ¥2,076 → ¥2,380

ワイン CM-2 "ヴィニャルージャ" カンノナウ・ディ・サルディーニャDOC 2010 カンティーナ・ディ・モゴロ ¥2,233 → ¥2,480

ワイン CS-1 ノビレ・ディ・モンテプルチアーノ　リセルバ ラ・カゼッラ ¥4,038 → ¥4,250

ワイン CS-2 ロッソ・ディ・モンテプルチアーノ ラ・カゼッラ ¥2,380 → ¥2,490

ワイン DF-1 ヴィッラ・コンヴェルシーノ・ビアンコ IGT　2011 ディ・フィリッポ ¥1,600 → ¥1,690

ワイン DF-1-1 グレケット ディ・フィリッポ ¥1,886 → ¥1,990

ワイン DF-2 ヴィッラ・コンヴェルシーノ・ロッソ IGT　2011 ディ・フィリッポ ¥1,886 → ¥1,990

ワイン DF-3 モンテファルコ・サグランティーノ DOCG 2007 ディ・フィリッポ ¥4,743 → ¥4,990

ワイン DF-4 プロペルツィオ サンジョヴェーゼ・コッリマルティーニ DOCリゼルバ 2008 ディ・フィリッポ ¥2,838 → ¥2,990

ワイン PA-1 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ イル・パラッツォーネ ¥6,648 → ¥6,990

ワイン PO-1 キャンティ・クラシコ ポッジェリーノ ¥2,648 → ¥2,770

ワイン PT-1 ロッソ・デル・ポッジョ ポッジョ・トゥーリ ¥2,076 → ¥2,190

ワイン SB-1 ピノ・グリージョ シュタッハルブルグ ¥2,171 → ¥2,290

ワイン SE-1 ランブルスコ　ロッソヴィオラ サエッティ ¥2,457 → ¥2,590

ワイン SE-2 ロザート・デッレミリア サエッティ ¥2,457 → ¥2,590

ワイン SE-3 ロッソ・デッレミリア サエッティ ¥2,457 → ¥2,590

ワイン SL-1 ビアンコ・ウンブリア サッソ・ディ・ルピ ¥1,124 → ¥1,390

ワイン SL-2 ロッソ・ウンブリア サッソ・ディ・ルピ ¥1,124 → ¥1,390

オリーブオイル DC-1 エモツィオーネ デチミ ¥1,886 → ¥1,990

ギフトボックス GIFT-F1 食材用ギフトボックスA カーサブォーナ ¥286 → ¥300

ギフトボックス GIFT-W1 ワイン１本用ギフトボックス （ノーマルタイプ） カーサブォーナ ¥190 → ¥200

ギフトボックス GIFT-W2 ワイン１本用ギフトボックス （トールタイプ） カーサブォーナ ¥190 → ¥200

ギフトボックス GIFT-W3 ワイン１本用ギフトボックス （デラックスタイプ） カーサブォーナ ¥286 → ¥300

ギフトボックス GIFT-W4 ワイン２本用ギフトボックス （デラックスタイプ） カーサブォーナ ¥381 → ¥400

食材 LMR-1 オリーブ入りトマトソース ラ・マルバ・ローザ ¥1,124 → ¥1,190

食材 LMR-2 ケッパー入りトマトソース ラ・マルバ・ローザ ¥933 → ¥1,150

食材 LMR-3 ジェノベーゼ ラ・マルバ・ローザ ¥1,314 → ¥1,390

食材 LMR-4 トリュフの入ったバジルソース ラ・マルバ・ローザ ¥1,410 → ¥1,490

食材 LMR-5 ドライトマトのオリーブオイル漬け ラ・マルバ・ローザ ¥1,314 → ¥1,390

食材 LMR-6 ブラックオリーブのパテ ラ・マルバ・ローザ ¥1,124 → ¥1,190

食材 LMR-7 グリーンオリーブのパテ ラ・マルバ・ローザ ¥1,124 → ¥1,190

※価格改定の行われる商品のみ掲載しています。

※ご購入時には別途消費税が加算されます。


