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●ワイン評価の出典表記について

★WAはロバート･パーカーＪｒ.氏主筆「The Wine Advocate」または「eRobertParker.com」の評価です。　★WSは「Wine　Spectator」の評価です。

●東急たまプラーザ店 ワインフェア について

＊電話でのご予約は、各フェア会期初日の13時からとさせていただきます。品切れによりご予約できない場合もございます。

＊数量に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。また輸入品のため 未入荷の場合がございます。

＊一部商品につきましては、お一人様限定数を決めさせていただく場合がございます。

＊ご試飲いただけない商品や時間帯がございます。

＊転売目的のご購入はご容赦願います。

リスト掲載商品は各フェア会期初日の午前10時からの販売とさせていただきます。
10時開店前よりお越しのお客様は地下１階 食料品東口（カラダファクトリー前）にお並びください。
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お問い合わせ：TEL.045-903-2406 ＜直通＞

※年齢を確認のうえ、20歳以上の方のみに酒類を販売しています。

Part.1 9月7日（土）～13日（金） ●今月の新着-Ⅰ

Part.2 9月14日（土）～20日（金） ●今月の新着-Ⅱ

【特別会期】

Part.3 9月21日（土）～27日（金） ●今月の新着-Ⅲ
●今月のバックヴィンテージ

ご予約承り中～9月８日（日） ●〔ご予約限定〕ブルゴーニュワイン特別受注販売

【特別会期】 9月12日（木）～18日（水） ●スペイン大使館協賛〔スペインワインフェア〕
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 ①ご入場方法・・・　　　　　　　　　　　　　 　カード会員様限定の抽選方式となります。

※「TOKYU POINT CARD（現金専用）」については除外とさせていただきます。

※プレミアムワインのお申し込みは営業時間内にお願いいたします。

※カードをお持ちでない方は抽選終了後、最後尾より順番にご案内いたします。

ワインフェアの限定品をご希望のお客様は、フェア会期各初日のあさ9時50分までに地下１階 食料品東口(カラダファクトリー前）にお並びください。

その場で抽選・整列入場していただきます。
抽選にてご入場順整理券を配布いたします。整理券の配布は　    　　  　　　　　　カード会員様限定とさせていただきます。

整理券の抽選はお並びいただいた順に行います。また、抽選へのご参加はご購入いただけるご本人様に限らせていただきます。代理の方へ依頼するなど、

お一人様で複数の抽選券を得る事はご遠慮ください。多数お集まりいただけるワインファンの皆様にとって公平な抽選となりますようご理解・ご協力のほど

お願い申しあげます。なお、混雑状況により抽選方式の整理券配布後すぐに売場へご案内させていただく場合がございます。

＜ご注意＞ お一人様で複数の抽選券を得た場合や抽選券を他人に譲渡した場合、数量限定ワインのご購入をお断りいたします。

  ②プレミアムワインの販売方法について

　　9月のプレミアムワインの販売はございません。

【　ＰＡＲＴ①　今月の新着-Ⅰ　】　  9月7日（土）～13日（金）

NO
ﾎﾞﾙﾄﾞｰ：生産地区

ﾎﾞﾙﾄﾞｰ以外：生産者
年  銘                   柄 色 ＷＡ ＷＳ   限定数 税込価格

1 ドメーヌ クリュニー 17 コート ド ニュイ ヴィラージュ レ クレオール ルージュ 赤 6 本限定 5,400円

2 ドメーヌ クリュニー 17 ジュヴレ シャンベルタン V.V. 赤 2 本限定 8,640円

3 ユドロ バイエ 17 ブルゴーニュ ブラン 白 6 本限定 3,888円

4 ユドロ バイエ 17 ブルゴーニュ ルージュ 赤 6 本限定 3,888円

5 ユドロ バイエ 17 シャンボール ミュジニ V.V. 赤 3 本限定 9,720円

6 ユドロ バイエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ クラ 赤 3 本限定 16,200円

7 ユドロ バイエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ シャルム 赤 3 本限定 16,200円

8 ユドロ バイエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ ボルニック 赤 1 本限定 20,520円

9 ユドロ バイエ 17 ボンヌ マール 赤 1 本限定 48,600円

10 ルー デュモン 16 ブルゴーニュ ブラン ニュメロ ドゥー 白 6 本限定 4,104円

11 ポイヤック 16 CH ラフィット ロ－トシルト 1級 赤 99 98 3 本限定 118,800円

12 ポイヤック 14 ポイヤック　ド　ラトゥール ラトゥール2nd 赤 2 本限定 15,120円

13 ポイヤック 13 レクスプレッション ド ポイヤック 赤 6 本限定 3,780円

14 サッシカイア(テヌータ サン グイド) 16 サッシカイア 赤 100 2 本限定 23,760円

イタリア　／　トスカーナ

東急百貨店たまプラーザ店　『2019年9月のワインフェア』　販売方法のお知らせ

フランス ／ ブルゴーニュ

①ご入場方法、②プレミアムワインの販売方法は下記の通りといたします。

フランス ／ ボルドー

【レクスプレッション ド ポイヤック】
誰もが知るポイヤックの超優良生産者から提供されたワインを瓶詰めしたACポイヤックワインです。

カベルネ ソーヴィニヨンを中心に、メルロをブレンド。バリック（1年樽）にて12ヵ月熟成しています。

黒いベリー系の凝縮感のある果実味に、きめ細やかながら力強さのあるタンニン、スパイシーさやスモーキーさが複雑味を帯び、

エレガントな余韻が楽しめる高品質のポイヤックワインです。

【サッシカイア 2016】
スーパータスカンの先駆け的存在「サッシカイア」の最新ヴィンテージです。

2016年はワイン・アドヴォケイト誌にて100点を獲得した最高の出来栄えとして、世界中のワイン愛好家の争奪戦が繰り広げられて

います。

イタリア最高のヴィンテージと評された1985年に並ぶヴィンテージ。「2016年はテクスチャーや力強さは変わらずも、バランスの取

れた酸と洗練さが感じられる」と高く評価されています。



東急百貨店たまプラーザ店　2019年9月のワインフェア page.3

【　ＰＡＲＴ②　今月の新着-Ⅱ　】　  9月14日（土）～20日（金）
NO 生産者 年  銘                   柄 色 ＷＡ ＷＳ   限定数 税込価格

15 ジャン マリー フーリエ 17 ラトリシエール シャンベルタン V.V. 赤 1 本限定 51,840円

16 ジャン マリー フーリエ 17 シャンベルタンV.V. 赤 1 本限定 108,000円

17 トロ ボー 17 ブルゴーニュ ブラン(お一人様1本限り) 白 4 本限定 5,940円

18 トロ ボー 17 コルトン シャルルマーニュ(お一人様１本限り) 白 1 本限定 32,400円

19 トロ ボー 17 ブルゴーニュ ルージュ 赤 6 本限定 4,104円

20 トロ ボー 17 サヴィニ レ ボーヌ 赤 6 本限定 5,940円

21 トロ ボー 17 アロース コルトン 赤 6 本限定 7,344円

22 トロ ボー 17 コルトン ブレサンド 赤 1 本限定 19,440円

23 ラ ジブリヨット 17 ブルゴーニュ ルージュ 赤 6 本限定 3,996円

24 ラ ジブリヨット 17 ジュヴレ シャンベルタン 赤 3 本限定 7,560円

25 レシュノー 17 ブルゴーニュ アリゴテ 白 6 本限定 2,376円

26 レシュノー 17 ブルゴーニュ ロゼ ロゼ 6 本限定 2,160円

27 レシュノー 17 ブルゴーニュ ピノ ノワール 赤 6 本限定 3,672円

28 レシュノー 17 モレ サン ドニ 赤 3 本限定 7,020円

29 レシュノー 17 ヴォーヌ ロマネ 赤 3 本限定 8,316円

30 レシュノー 17 ニュイ サン ジョルジュ 赤 3 本限定 6,912円

31 レシュノー 17 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ レ ダモード 赤 2 本限定 11,880円

32 レシュノー 17 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ レ プリュリエ 赤 2 本限定 11,880円

33 レシュノー 17 クロ ド ラ ロシュ 赤 1 本限定 37,800円

34 ロベール グロフィエ 17 ブルゴーニュ パストゥグラン 赤 6 本限定 4,320円

35 ロベール グロフィエ 17 ブルゴーニュ ピノ ノワール 赤 3 本限定 7,020円

36 ロベール グロフィエ 17 ジュヴレ シャンベルタン レ スヴレ 赤 1 本限定 11,880円

37 ロベール グロフィエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ センティエ 赤 1 本限定 27,000円

38 ロベール グロフィエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ ザムールーズ 赤 1 本限定 59,400円

39 ロベール グロフィエ 17 シャンベルタン クロ ド ベズ 赤 1 本限定 64,800円

40 ボット ゲイル 17 ポワン カルディノー メティス 白 12 本限定 2,592円

41 ボット ゲイル NV クレマン ダルザス エクストラ ブリュット キュヴェ ポール エドゥアール 白･泡 12 本限定 3,240円

42 ミットナット フレール NV キュヴェ ギョタク 白 6 本限定 3,240円

43 ヴィラデストワイナリー 18 ソーヴィニヨン ブラン 白 6 本限定 3,601円

44 ヴィラデストワイナリー 18 ヴィニュロンズ リザーヴ シャルドネ 白 6 本限定 5,141円

45 城戸ワイナリー 17 城戸プライベートリザーヴ　シャルドネ(お一人様１本限り） 白 3 本限定 3,888円

46 城戸ワイナリー 17 城戸プライベートリザーヴ　ピノ　グリ(お一人様１本限り） 白 2 本限定 3,996円

47 城戸ワイナリー 17 城戸プライベートリザーヴ　ピノ　ノワール(お一人様１本限り） 赤 1 本限定 4,320円

48 城戸ワイナリー 17 城戸プライベートリザーヴ　ブリリアンス(お一人様１本限り） 赤 1 本限定 4,536円

49 城戸ワイナリー 17 城戸プライベートリザーヴ　メドウズ(お一人様１本限り） 赤 1 本限定 5,400円

50 ドメーヌ　長谷 18 FUKUIHARA　ロゼ ロゼ 12 本限定 1,944円

フランス ／ ブルゴーニュ

フランス ／ アルザス

日本

【ドメーヌ 長谷】
ドメーヌ長谷は2017年9月に酒類製造免許の認可を受けた家族経営の小さなワイナリーです。長野県の北部、高山村の福井原地

区にある6haの自社畑と契約農家からのブドウでワイン造りをしています。

今回入荷の「FUKUIHARA」シリーズはネゴシアン的ワインで、契約ブドウ（全て福井原産）と自社畑（混植）のブドウで混醸したワイン

です。（シャルドネ、マスカット・ベーリーA、ピノノワール、ツヴァイゲルトレーベ）

【ジャン マリー フーリエ】
ジュヴレ シャンベルタン村を中心に活躍するドメーヌ フーリエの当主ジャン マリー フーリエ氏のネゴシアン・プロジェクト。

ドメーヌのワインとは別に、コート ド ニュイで自身で所有していない畑のブドウを信頼できる旧知のドメーヌより購入。

自らのドメーヌと全く同じ醸造法にて造られています。
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【　ＰＡＲＴ③　今月の新着-Ⅲ　】　  9月21日（土）～27日（金）

NO 生産者 年  銘                   柄 色 ＷＡ ＷＳ   限定数 税込価格

51 アルベール グリヴォー 17 ムルソ－ レ ペリエ－ル 白 1 本限定 19,440円

52 アルベール グリヴォー 17 ポマ－ル クロ ブラン 赤 1 本限定 10,800円

53 ベルトー ジェルベ 17 ブルゴーニュ ルージュ レ プリエール 赤 6 本限定 3,564円

54 ベルトー ジェルベ 17 フィサン 赤 3 本限定 5,400円

55 ベルトー ジェルベ 17 ヴォーヌ ロマネ 赤 2 本限定 9,720円

56 レイモン デュポン ファーン 17 ブルゴーニュ アリゴテ 白 3 本限定 3,780円

57 レイモン デュポン ファーン 17 ブルゴーニュ ブラン ショーム デ ペリエール 白 3 本限定 4,860円

58 レイモン デュポン ファーン 17 ピュリニ モンラッシェ レ シャルム 白 1 本限定 8,640円

59 E.ギガル 16 サン ジョセフ ルージュ ヴィーニュ ド ロスピス 赤 92-94 3 本限定 14,040円

60 E.ギガル 15 エルミタージュ ブラン エクス ヴォト 白 95 1 本限定 32,400円

61 E.ギガル 15 エルミタージュ ルージュ エクス ヴォト 赤 95-97 1 本限定 54,000円

62 E.ギガル 15 コート ロティ シャトー ダンピュイ 赤 95-97 3 本限定 19,440円

63 E.ギガル 15 コート ロティ ラ ムーリンヌ 赤 97-99 1 本限定 59,400円

64 E.ギガル 15 コート ロティ ラ ランドンヌ 赤 98-100 1 本限定 59,400円

65 E.ギガル 15 コート ロティ ラ トュルク 赤 98-100 1 本限定 59,400円

66 ドメーヌ ド マルクー 11 シャトーヌフ デュ パプ レ プティ カイユー 赤 3 本限定 5,400円

67 ドメーヌ ド ラ ジャナス 18 コート デュ ローヌ ブラン 白 6 本限定 2,700円

68 ドメーヌ ド ラ ジャナス 18 コート デュ ローヌ ロゼ ロゼ 3 本限定 2,376円

69 ドメーヌ ド ラ ジャナス 17 コート デュ ローヌ ルージュ 赤 91 6 本限定 2,484円

70 ドメーヌ ド ラ ジャナス 17 シャトーヌフ デュ パプ ブラン 白 93 93 1 本限定 9,720円

71 ドメーヌ ド ラ ジャナス 17 シャトーヌフ デュ パプ 赤 90-92 4 本限定 7,560円

72 ドメーヌ ド ラ ジャナス 17 シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ ショーパン 赤 93-95 1 本限定 12,420円

【　ＰＡＲＴ③　今月のバックヴィンテージ　】　  9月21日（土）～27日（金）

NO 生産者 年  銘                   柄 色 ＷＡ ＷＳ   限定数 税込価格

73 ロベ－ル アンポ－ 94 オ－セイ デュレス エキュソ－ 赤 6 本限定 6,804円

74 ロベ－ル アンポ－ 96 サウ゛ィニ レ ボ－ヌ ル－ジュ 赤 2 本限定 8,640円

75 ポムロル 06 ロスピタレ ド ガザン 赤 6 本限定 5,400円

76 カスティヨン コート ド ボルドー 04 ＣＨ デギーユ 赤 89 6 本限定 4,860円

フランス ／ ブルゴーニュ

フランス ／ コート　デュ　ローヌ

フランス ／ ブルゴーニュ

フランス ／ ボルドー

【ドメーヌ ド マルクー／シャトーヌフ デユ パプ レ プティ カイユー】
ドメーヌ ド マルクーはシャトーヌフ デュ パプAOCの最北端に位置します。21haの畑を所有し、アルメニ姉妹（姉：ブドウ栽培、妹：醸造）

が最高品質のヌフパプを造りだしています。

1994年よりビオディナミを始めていますが、認証はビオロッジックで取得しています。

2011年は天候に恵まれたため、特別キュヴェを醸造いたしました。完熟したブドウを厳しく選果、100％除梗、100％天然酵母で発酵、コン

クリートタンクにて熟成しています。25～30ｈｌ/haと収量を抑制しているので、凝縮した味わいをお楽しみいただけます。日本入荷240本の

みの限定品です。

【レイモン デュポン ファーン】
ムルソー由来のボリューム感とエレガンスが調和した、新世代ブルゴーニュを牽引する注目の生産者。
1979年生まれのレイモンは幼少期から父や祖父の傍らでブドウ栽培に触れてきた生粋のヴィニュロン。19歳の時にドメーヌに参画し、
2001年に自身の名を冠したドメーヌを設立。
とりわけ興味深いのは「ブルゴーニュ ブラン ショーム デ ペリエール」。このキュヴェはムルソーの1級畑ジュヌヴリエールとペリエール
に接する好立地。1975年に祖父が購入した際に20cmほど盛土しムルソー村名としてINAOに申請。ほかの生産者の抗議によりACブル
ゴーニュに格下げされたという。現在ブドウ樹は地中深く根を張り、テロワールの恩恵を十分に受けた「最高のブルゴーニュ ブラン」として
評価されています。
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ブルゴーニュワインの輸入で定評のある㈱ラック・コーポレーションご協力のもと、飲み頃のブルゴーニュワインを取り揃えました。
受注販売限定の特別価格でご案内いたします。お買い得のチャンスです！！ぜひこの機会にご利用ください！！

◆お申込み・お問い合わせは直接店頭にて、またはTEL045-903-2406　にて承ります。

お電話でご注文の際はリスト中の「NO」をお申付けください。

●ご注文承り期間：承り中～９月８日（日）　

●商品確保のご連絡：９月１３日（金）～　                       ●商品のお渡し：９月１４日（土）～３０日（月）

※２０１９年１０月１日（火）に予定されております消費税率改定に伴い、９月３０日（月）以前にご予約・ご注文いただいた商品のうち、

お品物のお渡しが１０月１日（火）以降となる商品につきましては、法令の定めに則り、商品代金に新たな消費税率を適用させていただきます。

NO 生産者 年  銘                   柄 色 　 税込価格

B-1 A.&P. ド ヴィレーヌ 14 ブーズロン 白 60 本限定 2,700円

B-2 ヴァンサン エ ソフィ モレ 13 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ レ ボーディーヌ ブラン 白 24 本限定 6,264円

B-3 ジャン マルク ボワイヨ 16 ピュリニ モンラッシェ 白 24 本限定 8,316円

B-4 ジャン マルク モレ 13 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ レ シャン ガン 白 24 本限定 6,480円

B-5 パトリック ジャヴィリエ 13 ムルソー レ ティレ 白 24 本限定 6,264円

B-6 ピエール モレ 14 ムルソー 白 24 本限定 7,236円

B-7 ビヨー シモン 15 シャブリ 白 60 本限定 2,484円

B-8 ビヨー シモン 15 シャブリ 1erクリュ レ ヴァイヨン 白 36 本限定 3,564円

B-9 ブリュノ コラン 13 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ ラ トリュフィエール 白 24 本限定 11,340円

B-10 モレ ブラン 13 サン トーバン 1erクリュ 白 36 本限定 4,860円

B-11 ルフレーヴ 16 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ クラヴォワイヨン 白 48 本限定 17,280円

B-12 ルフレーヴ 16 マコン ヴェルゼ 白 60 本限定 3,672円

NO 生産者 年  銘                   柄 色 　 税込価格

B-13 アルベール モロ 13 サヴィニ レ ボーヌ 1erクリュ ラ バタイエール オー ヴェルジュレス 赤 60 本限定 4,320円

B-14 アレット ジラルダン 13 ブルゴーニュ ルージュ 赤 60 本限定 2,808円

B-15 シモン ビーズ 13 サヴィニ レ ボーヌ オー グラン リアール 赤 60 本限定 5,076円

B-16 ジャイエ ジル 13 ブルゴーニュ パストゥグラン 赤 60 本限定 2,052円

B-17 ジャイエ ジル 13 ブルゴーニュ オート コート ド ボーヌ ルージュ 赤 60 本限定 4,536円

B-18 ジャン グリヴォ 14 ヴォーヌ ロマネ 1erクリュ レ ルージェ 赤 24 本限定 14,040円

B-19 ティエリー モルテ 13 ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ レ シャルム ド ディ 赤 60 本限定 2,592円

B-20 ピエール モレ 11 モンテリー ルージュ 赤 60 本限定 3,564円

B-21 ブリュノ クレール 12 モレ サン ドニ アン ラ リュ ド ヴェルジィ ルージュ 赤 36 本限定 7,236円

B-22 ブリュノ クレール 13 ヴォーヌ ロマネ レ シャン ペルドリ 赤 24 本限定 10,260円

B-23 フェヴレ 13 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ クロ デ イサール(モノポール) 赤 24 本限定 8,316円

B-24 フェヴレ 12 エシェゾー 赤 24 本限定 17,064円

B-25 ベルナール デュガ ピィ 11 ジュヴレ シャンベルタン レ ゼヴォセル ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 24 本限定 15,120円

B-26 ポンソ 13 モレ サン ドニ 1erクリュ キュヴェ デ ザルーエット 赤 24 本限定 17,280円

B-27 ミシェル ラファルジュ 11 ヴォルネイ 赤 36 本限定 5,616円

B-28 モーム 12 ジュヴレ シャンベルタン 赤 60 本限定 5,400円

B-29 レシュノー 13 ショレ レ ボーヌ 赤 60 本限定 4,104円

B-30 ロベール シュヴィヨン 13 ニュイ サン ジョルジュ ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 60 本限定 5,940円

※限定数は東急百貨店6店計

【お買い得ワイン特別企画】　ブルゴーニュワイン特別受注販売

ブルゴーニュ　白

限定数

ブルゴーニュ　赤

限定数
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東急百貨店 たまプラーザ店　2018年9月のワインフェア

【　　特別会期　スペイン大使館協賛　】　　９月１２日（木）～１８日（水）

NO
ﾎﾞﾙﾄﾞｰ：生産地区

ﾎﾞﾙﾄﾞｰ以外：生産者
地域 年 銘                   柄 色 ＷＡ ＷＳ 　　限定数 税込価格

特1 ボデガス　ラ　テルシア ラマンチャ 2017 イェマヌエバ　アイレン 白 12 本限定 1,620円

特2 ボデガス　エンゲラ バレンシア 2012 エンゲラ　リゼルヴァ 赤 12 本限定 2,268円

特3 ナバスクエス　エロノヒア カリニｪナ 2016 クティオ　ブランコ 白 12 本限定 1,944円

特4 ボデーガス　エル　イルシオ二スタ リベラ　デル　ドゥエロ 2016 ボデーガス　エル　イルシオ二スタ　ホベン 赤 12 本限定 1,620円

特5 ボデーガス　ペリカ リオハ 2015 セイス　セパス　セイス 赤 12 本限定 3,024円

特6 セジェールス ウニオ カタルーニャ 2017 レス タジャデス 白 12 本限定 1,620円

特7 ボデガス　ヒメネス　ランディ メントリダ 2016 バホンディージョ 赤 12 本限定 1,944円

特8 ボデガス　チャベス リアス　バイシャス 2017 フロール　デ　カステル 白 12 本限定 2,268円

特9 ビノス バルトゥイージェ ビエルソ 2016 パゴ デ バルドネヘ ゴデージョ 白 12 本限定 2,376円

特10 クロ　コル　ビ バレンシア 2017 クロ　コル　ビ　シメラ 白 12 本限定 3,996円

特11 ボデガス　セニョﾙｵ　ﾃﾞ　アラナ リオハ　アラベサ 2013 ソムリエ　レゼルバ 赤 12 本限定 3,132円

特12 パルシェット カタルーニャ 2017 カバ　ブリュット　キュベ２１　オーガニック 白・泡 12 本限定 2,160円

特13 バサゴイティ リオハ 1017 バサゴイティ　ブランコ 白 12 本限定 2,484円

特14 ボデガス　エゴ ムルシア 2017 ゴル　オーガニック 赤 12 本限定 1,944円

特15 ボデガ　イニエスタ ﾏﾝチェエラ ＮＶ ボデガ　イニエスタ　コラソン　スプマンテ　ロザート ロゼ・泡 12 本限定 2,484円

特16 ボデガ　デル　アンゴスト バレンシア 2010 ラ　トリブ 赤 12 本限定 1,836円

特17 Ｋ5ワイナリー バスク 2017 チャコリK ピロタ 赤 12 本限定 2,160円

特18 トーレス ペネデス 2015 コロナス 赤 12 本限定 1,836円

特19 トーレス ぺネデス 2016 グランヴィーニャソル 白 12 本限定 2,538円

特20 トーレス ペネデス - マスカテロ　オロ（500ml） 白・甘口 12 本限定 2,160円

特21 モリ パレリャーダ Ｄ．Ｏ．ペネデス NV エンジョイ オーガニック 赤 12 本限定 2,052円

特22 ラモン　ビルバオ リオハ 2015 ラモン　ビルバオ　クリアンサ 赤 12 本限定 1,836円

特23 ボデガス　フェリックス　ロレンソ　カチャラソ ルエダ 2017 マニア　ソーヴィニヨン　ブラン 白 12 本限定 1,944円

特24 ビニャス　デル　カンブリコ シエラ　デ　サラマンカ 2016 ビニャス　デル　カンブリコ 赤 12 本限定 2,808円

スペインワインフェア

9月12日（木）～18日（水）



【お買い得ワイン特別企画】

TOKYUclubQカード会員様限定

〔おすすめランキングおまとめ買い企画〕

対象期間：9月19日（木）～30日（月）

おすすめランキング赤白各1位～10位の計20種の中から合計10本お買い上げで

お好きな銘柄を2本サービス！！（36名様限り）

※お選びいただくワインには限りがございます。詳しくは売場係員までお尋ねください。

その１

おまとめ買いのチャンスです！！
期間限定で３つの特典をご用意いたしました。ぜひご利用ください！

〔配送料無料サービス〕

対象期間：9月19日（木）～30日（月）

和洋酒売場対象商品を税込合計10,000円以上お買い上げの場合

特別地域に限り配送料無料でお届けいたします。

※通常便に限ります。クール便は別途差額を頂戴いたします。詳しくは売場係員までお尋ねください。

〔月末5DAYS SPECIAL〕

対象期間：9月26日（木）～30日（月）

本体価格3,000円以上のワインを3本以上お買い上げの場合

本体価格より10％ＯＦＦ

※セール品、その他当社が指定する対象外の商品がございます。

その２

その３

※上記内容は2019年8月10日現在の企画内容です。場合により内容が変更となる場合がございます。


