
格付 1st 2nd 3rd/table

第2級 シャトー・コス・デストゥルネル（Ch.Cos d'Estournel） レ・パゴド・ド・コス

第2級 シャトー・シャトー・モンローズCh.Montrose) ラ・ダム・ド・モンローズ

第3級 シャトー・カロン・セギュール（Ch.Calon-Segur） マルキ・ド・カロン

第4級 シャト-・ラフォン・ロシェ ラ・シャペル・ド・ラフォン・ロシェ

第5級 シャトー・コス・ラボリー シャトー・アンドロン・ブランケ

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・オー・マルビュゼ

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ドゥ・マルビュゼ

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・フェラン・セギュール

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・メイネ

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・レゾルム・ド・ペ

格付 1st 2nd 3rd/table

第1級 シャトー・マルゴー（Ch.Margaux） パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー

第2級 シャトー・デュルフォールヴィヴァン スゴン・ド・デュルフォール

第2級 シャトー・ブラーヌ・カントナック ル・バロン・ド・ブラーヌ

第2級 シャトー・ラスコンブ シャトー・スゴンヌ

第2級 シャトー・ローザン・ガシー アンクロ・ド・モンカボン

第2級 シャトー・ローザン・セグラ メーヌ・ド・ジャネ

第3級 シャトー・カントナック・ブラウン シャトー・ カニュエ

第3級 シャトー・キルヴァン シャルム・ド・キルヴァン

第3級 シャトー・ジスクール ラ・シレーヌ・ド・ジスクール　 ル・オーメドック・ド・ジスクール

第3級 シャトー・ディッサン ブラゾン・ディッサン シャトー・ムーラン・ディッサン

第3級 シャトー・デミライユ ドメーヌ・ド・ポンタルネ

第3級 シャトー・パルメ アルテル・エゴ・ド・パルメ

第3級 シャトー・フェリエール レ・ランパール・ド・フェリエール

第3級 シャトー・ボイド・カントナック ジャック・ボイド

第3級 シャトー・マルキ・ダレーム・ベッケル シャトー・マルキ・ダレーム

第3級 シャトー・マレスコ・サン・テクジュペリ ラ・ダム・ド・マレスコ

第4級 シャトー・ドゥザック ラ・バスティード・ドゥザック

第4級 シャトー・プリューレ・リシーヌ シャトー・ド・クレルフォン

第4級 シャトー・マルキ・ド・テルム テルム・デ・ゴンダ

第5級 シャトープージェ アントワーヌ・プージェ

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・コルデ

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・シラン

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ポンタック・ランシュ シャトー・ポンタック・フェニックス

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ラ・トゥール・ド・モン

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ラベゴルス・ゼデ

格付 1st 2nd 3rd/table

第1級 シャトー・ムートン・ロートシルト（Ch.Mouton Rothschild） ル・プティ・ムートン・ドゥ・ムートン・ロートシルト

第1級 シャトー・ラトゥール（Ch.Latour） レ・フォール・ドゥ・ラトゥール ポイヤック・ド・ラトゥール

第1級 シャトー・ラフィット・ロートシルト（Ch.Lafite Rothschild） カリュアド・ド・ラフィット・ロートシルト

第2級 シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ドゥ・ラランド ラ・レゼルヴ・ド・ラ・コンテス

ボルドー/メドック/サン･テステフ

ボルドー/メドック/マルゴー

第2級 シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ドゥ・ラランド ラ・レゼルヴ・ド・ラ・コンテス

第2級 シャトー・ピション・ロングヴィル・バロン レ・トゥール・ド・ロングヴィル

第4級 シャトー・デュアール・ミロン・ロートシルト バロン・ド・ミロン

第5級 シャトー・オー・バージュ・リベラル シャペル・ド・バージュ

第5級 シャトー・オー・バタイエ プレザンス・サン・ランベール

第5級 シャトー・グラン・ピュイ・デュカス プレリュード・ア・グラン・ピュイ・デュカス シャトー・アルティーグ・アルノー

第5級 シャトー・グラン・ピュイ・ラコスト ラコスト・ボリー

第5級 シャトー・クレール・ミロン

第5級 シャトー・クロワゼ・バージュ シャトー・リシュボン

第5級 シャトー・ダルマイヤック

第5級 シャトー・デュ・テルトル レ･オー・デュ･テルトル

第5級 シャトー・バタイエ

第5級 シャトー・ペデスクロー シャトー・ベルローズ

第5級 シャトー・ポンテ・カネ レ・オー・ド・ポンテ

第5級 シャトー・ランシュ・バージュ シャトー・オー・バージュ・アヴルー

第5級 シャトー・ランシュ・ムーサ レ・オード・ランシュ・ムーサ レ・オー・ド・ランシュ・ムーサ

格付 1st 2nd 3rd/table

第2級 シャトー グリュオー・ラローズ サルジェ・ドゥ・シャトー・グリュオ・ラローズ

第2級 シャトー・デュクリュ・ボーカイユ クロワ・ド・ボーカイユ

第2級 シャトー・レオヴィル・バルトン レディ・ランゴア

第2級 シャトー・レオヴィル・ポワフェレ シャトー・ムーラン・リッシュ

第2級 シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ クロ・ドゥ・マルキ

第3級 シャトー・ラグランジュ レ・フィエフ・ド・ラグランジュ

第3級 シャトー・ランゴア・バルトン レディ・ランゴア

第4級 シャトー・サン・ピエール 

第4級 シャトー・タルボ コネタブル・ド・タルボ

第4級 シャトー・ブラーネル・デュクリュ シャトー・デュリュク

第4級 シャトー・ベイシュヴェル アミラル・ド・ベイシュヴェル

第4級 シャトー・ラ・トゥール・カルネ シャトー・シール・ド・カマン

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・テリー・グロ・カイユ

ボルドー/メドック/ポイヤック

ボルドー/メドック/サンジュリアン



格付 1st 2nd 3rd/table

第3級 シャトー・ラ・ラギューヌ ル・リュドン・ポミエ・アガサック

第5級 シャトー・カマンサック ラ・クロズリ・ド・カマンサック

第5級 シャトー・カントメルル レ・ザレ・ド・カントメルル

第5級 シャトー・ベルグラーヴ ディアンヌ・ド・ベルグラーヴ

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・シサック

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・シトラン ムーラン・ド・シトラン

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・シャス・スプリーン レルミタージュ・ド・シャス・スプリーン

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・セネジャック

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ソシアンド・マレ ラ・ドモワゼル・ド・ソシアンド・マレ

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ド・ラマルク

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・バラトー

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・バルメイ

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー･フォール･ド･ヴォーバン

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ボーモン シャトー・ダルヴィニー

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ポタンサック シャペル・ド・ポタンサック

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ムーラン・ナ・ヴァン

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー･モーカイユ

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ラネッサン

ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ級 シャトー・ラローズ・トラントドン

格付 1st 2nd 3rd/table

特別第1級A シャトー・シュヴァルブラン プティ・シュヴァル・ド・シュヴァル・ブラン

特別第1級A シャトー・オーゾンヌ シャペル・ドーゾンヌ

特別第1級Ｂ シャトー・アンジェリュス

特別第1級Ｂ シャトー・セジュール・ベコ

特別第1級Ｂ シャトー・ボーセジュール・デュフォー・ラガロス シャトー・ド・モズラ

特別第1級Ｂ シャトー・ベレール ベー・ド・ベレール・レゼルヴ・アー・マダム

特別第1級Ｂ シャトー・カノン クロ・ジィー・カノン

特別第1級Ｂ シャトー・フィジャック ラ・グランジェヌーヴ・ド・フィジャク

特別第1級Ｂ シャトー・ラ・ガフリエール クロ・ラ・ガフリエール

特別第1級Ｂ シャトー・マグドレーヌ

特別第1級Ｂ シャトー・パヴィ

特別第1級Ｂ シャトー・トロットヴィエイユ

特別第1級Ｂ クロ・フロテ

特別第1級 シャトー・トロロン・モンド

特級 プリュール・デ・ジャコバン シャトー・デュ・ピュイ・ボネ

特級 モンド

特級 シャトー・ル・ジュラ

特級 シャトー・ラロゼ

特級 シャトー・ラルマンド

特級 シャトー・ラプラニョット・ベルヴュー

特級 シャトー・ラ・フルール

ボルドー/メドック/その他

特級 シャトー・ラ・フルール

特級 シャトー・ラ・クーロンヌ

特級 シャトー・ラ・クースポード

特級 シャトー・ラ・ガフリエール

特級 シャトー・モンブスケ シャトー・アンジェリク・ド・モンブスケ

特級 シャトー・ムーラン・デュ・カデ

特級 シャトー・ムーラン・サン・ジョルジュ

特級 シャトー・ミレン

特級 シャトー・ペビー・フォージエール

特級 シャトー・プチ・フォリー・ド・スータール

特級 シャトー・フォンブロージュ

特級 シャトー・フォルタン

特級 シャトー・フォージエール

特級 シャトー・フェラン・ラルティグ

特級 シャトー・ピポー

特級 シャトー・バレスタール・ラ・トネル

特級 シャトー・バルド・オー

特級 シャトー・トリムーレ

特級 シャトー・ド・ヴァランドロー ヴィルジニ・ド・ヴァランドロー リンテルディット・ド・バランドロー

特級 シャトー・テシエ

特級 シャトー・ショーヴァン

特級 シャトー・クロ・デ・ジャコバン

特級 シャトー・グラン・メイヌ

特級 シャトー・グラン・コルバン・デスパーニュ

特級 シャトー・グラン・コルバン

特級 シャトー・キュール・ボン

特級 クロ・フルテ

特級 クロ・バドン

特級 クロ・デ･サルプ

特級 ヴィユ・シャトー・ラバイ

シャトー・ルシア

ボルドー/サン･テミリオン



格付 1st 2nd 3rd/table

特別第1級 シャトー・ディケム

第1級 シャトー・スデュイロー

第1級 シャトー・ギロー

第1級 シャトー・ラ・トゥール・ブランシュ 

第1級 シャトー・ラフォリー・ペラゲイ

第1級 シャトー・クロ・オー・ペラゲイ

第1級 シャトー・ド・レイヌ・ヴィニョー クロ・ラベイィ

第1級 シャトー・スデュイロー

第1級 シャトー・クーテ

第1級 シャトー・クリマン

第1級 シャトー・リューセック カルム・ド・リューセック

第1級 シャトー・ラボー・プロミ

第1級 シャトー・シガラ・ラボー

第2級 シャトー・ミラ

第2級 シャトー・ドワジィ・デーヌ

第2級 シャトー・ドワジイ・デュブロッカ

第2級 シャトー・ドワジィ・ヴェドリーヌ

第2級 シャトー・ダルシュ

第2級 シャトー・フィロー

第2級 シャトー・ブルステ

第2級 シャトー・ネーラック

第2級 シャトー・カイユ

第2級 シャトー・シュオー

第2級 シャトー・ド・マール

第2級 シャトー・ロメール・デュ・アヨ

第2級 シャトー・ラモット・デビュジョル

第2級 シャトー・ラモット・ギニャール

格付 1st 2nd 3rd/table

第1級 シャトー・オー・ブリオン（Ch.Haut Brion） シャトー・バアン・オー・ブリオン 

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・オー・バイィ ラ・パルド・オー・バイィ

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・オリヴィエ

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・カルボニュー ラ・トゥール・レオニャン

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・クーアン・リュルトン カントボ

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・スミス・オー・ラフィット オー・ド・スミス・オー・ラフィット

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・パプ・クレマン

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・ブスコー シャトー・ヴァル

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・フューザル ラベイュ・ド・フューザル

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・マラルティック・ラグラヴィエール シャトー・マラルティック･ラグラヴィエール

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・ラ・ミッション・オー・ブリオン ラ・シャペル・ド・ラ・ミッション・オー・ブリオン

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・ラトゥール・オー・ブリオン

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・ラトゥール・マルティヤック ラ・グラーヴ・マルティヤック

ボルドー/ソーテルヌ

ボルドー/グラーヴ

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 シャトー・ラトゥール・マルティヤック ラ・グラーヴ・マルティヤック

ｸﾞﾗｰｳﾞ特級 ドメーヌ・ド・シュヴァリエ

格付 1st 2nd 3rd/table

ヴィユ・シャトー・セルタン

クロ･ルネ

シャトー・ガザン ロスピタレ･ド・ガザン

シャトー・ド・サル

シャトー・トロタノワ

シャトー・ネナン ラ・フュージュ・ド・ネナン

シャトー・ぺトリュス

シャトー・ラ・カバンヌ

シャトー・ラ・グラーヴ・ア・ポムロール トリガン　ド　ボワゼ

シャトー・ラ・クロワ・タイユフェール

シャトー・ラ・クロワ・ベルヴュー

シャトー・ル・パン

シャトー・ルジェ ル・クロシェ・ド・ルジェ

ドメーヌ・ド・ヴィオウ

ラ・フリュール・ド・ブアール

ラ・フルール・ペトリュス

シャトー・プティ・ヴィラージュ ル・ジャルダン・ド・プティヴィラージュ

格付 1st 2nd 3rd/table

オー・カルル

シャトー・ダレム

シャトー・フォンテニール

シャトー・レ・トロワ・クロワ

シャトー・レヴァンジル

格付 1st 2nd 3rd/table

ボルドー/アントル・ドゥ・メール シャトー・モン・ペラ・ジロラット シャトー・モン・ペラ

格付 1st 2nd 3rd/table

クロ・レオ

シャトー・カップ・ド・フォジェール

シャトー・コート・モンプーザ シャトー・ド・ブルース

シャトー・デギュイエ

シャトー・デグイユ

シャトー・ピカルパン

シャトー・ピトレイ

シャトー・ロック・ド・カンブ

セニョール・デギエ

ドメーヌ・ラ

プピーユ シャトー・プピーユ

ボルドー/ポムロール

ボルドー/フロンサック

ボルドー/コート・ド・カスティヨン
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