
（別紙-1）

 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・整理入場していただきます。
抽選にて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・・・　　　　　　　　　　　　　　カード会員様限定の事前申込による抽選販売方式となります。

※「TOKYU POINT CARD（現金専用）」については除外とさせていただきます。（当選した場合のキャンセルはご容赦願います。）

人気集中が予想される銘柄は、事前申込による抽選販売とさせていただきます。

2019年11月の対象銘柄は別紙-2の通りです。別紙-2の「プレミアムワイン抽選販売お申込み用紙」にご記入のうえ、応募期間内にご来店ください。

お申込みは　　　　　　　　　　　　　　カード会員様限定とさせていただきます。お申込みの際、ご本人名義の「　　　　　　　　　　　　　カード」をご提示ください。

なお、抽選結果は当選の方へのご連絡をもちまして発表にかえさせていただきます。

また、ご応募がなかった商品は、11月18日（月）以降売場にて販売いたします。

　　●応募期間：11月2日（土）・3日（日・祝）

　　●当選のお知らせ：11月8日（金）から　　※恐れ入りますがお電話での抽選結果のお問い合わせはご遠慮ください。

　　●商品のお渡し：11月9日（土）～17日（日）　　※期間内にご来店いただけない場合は無効とさせていただきます。ご了承ください。

　　●お申し込み場所：東急百貨店たまプラーザ店 地下1階 和洋酒売場

　　　※電話などによるお申し込みは受付けておりません。

　　　※お一人様1回のみのお申し込みとさせていただきます。複数応募の際は無効となりますのでご了承ください。

東急百貨店 たまプラーザ店　『2019年11月のワインフェア』　販売方法のお知らせ

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。



（別紙-2）

東急百貨店たまプラーザ店　『2019年11月のワインフェア』　販売方法のお知らせ

東急百貨店たまプラーザ店 　2019年11月のプレミアムワイン　（抽選販売対象銘柄）

●ＮＯ.P-1～3はいずれか、P-4～7の銘柄に重複してお申し込みが可能です。

↓ご希望の商品の欄に「○」をご記入ください。
生産者 年  銘                   柄 色 ＷＡ ＷＳ 　　限定数 税込価格

P-1 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 リシュブール(お一人様1本限定） 赤 97 1 本限定 179,300円

P-2 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 ロマネ サン ヴィヴァン(お一人様1本限定） 赤 95 3 本限定 188,100円

P-3 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 ラ ターシュ.(お一人様1本限定） 赤 98 3 本限定 212,300円

P-4 ドメーヌ フーリエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ グリュアンシエール V.V. 赤 1 本限定 34,100円

P-5 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン オー ゼシェゾー V.V. 赤 88-90 1 本限定 15,400円

P-6 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン 1er クリュ レ シェルボード　V.V. 赤 90-92 1 本限定 31,900円

P-7 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ コンブ オー モワンヌ V.V. 赤 92-94 1 本限定 34,100円

※お客様の個人情報につきましては抽選販売のみに使用し、終了後は当社にて責任を持って処分いたします。

★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。

↓ご希望の商品の欄に「○」をご記入ください。
生産者 年  銘                   柄 色 ＷＡ ＷＳ 　　限定数 税込価格

P-1 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 リシュブール(お一人様1本限定） 赤 97 1 本限定 179,300円

P-2 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 ロマネ サン ヴィヴァン(お一人様1本限定） 赤 95 3 本限定 188,100円

P-3 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 ラ ターシュ.(お一人様1本限定） 赤 98 3 本限定 212,300円

P-4 ドメーヌ フーリエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ グリュアンシエール V.V. 赤 1 本限定 34,100円

P-5 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン オー ゼシェゾー V.V. 赤 88-90 1 本限定 15,400円

P-6 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン 1er クリュ レ シェルボード　V.V. 赤 90-92 1 本限定 31,900円

P-7 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ コンブ オー モワンヌ V.V. 赤 92-94 1 本限定 34,100円

※お客様の個人情報につきましては抽選販売のみに使用し、終了後は当社にて責任を持って処分いたします。

★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。

ご連絡先お電話番号

東急百貨店たまプラーザ店　2019年11月プレミアムワイン 抽選販売お申し込み用紙　＜お客様控え＞

当選した場合のお引換券となります。保管をお願いいたします。

お名前(ふりがな) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様(ふりがな：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様)

NO

NO

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東急百貨店たまプラーザ店　2019年11月プレミアムワイン 抽選販売お申し込み用紙　＜お客様控え＞

お名前(ふりがな) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様(ふりがな：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様)

ご連絡先お電話番号

お一人様いずれか１銘柄

お一人様いずれか１銘柄



↓ご希望の商品の欄に「○」をご記入ください。
生産者 年  銘                   柄 色 ＷＡ ＷＳ 　　限定数 税込価格

P-1 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 リシュブール(お一人様1本限定） 赤 97 1 本限定 179,300円

P-2 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 ロマネ サン ヴィヴァン(お一人様1本限定） 赤 95 3 本限定 188,100円

P-3 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 ラ ターシュ.(お一人様1本限定） 赤 98 3 本限定 212,300円

P-4 ドメーヌ フーリエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ グリュアンシエール V.V. 赤 1 本限定 34,100円

P-5 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン オー ゼシェゾー V.V. 赤 88-90 1 本限定 15,400円

P-6 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン 1er クリュ レ シェルボード　V.V. 赤 90-92 1 本限定 31,900円

P-7 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ コンブ オー モワンヌ V.V. 赤 92-94 1 本限定 34,100円

※お客様の個人情報につきましては抽選販売のみに使用し、終了後は当社にて責任を持って処分いたします。

★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。

↓ご希望の商品の欄に「○」をご記入ください。
生産者 年  銘                   柄 色 ＷＡ ＷＳ 　　限定数 税込価格

P-1 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 リシュブール(お一人様1本限定） 赤 97 1 本限定 179,300円

P-2 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 ロマネ サン ヴィヴァン(お一人様1本限定） 赤 95 3 本限定 188,100円

P-3 ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 16 ラ ターシュ.(お一人様1本限定） 赤 98 3 本限定 212,300円

P-4 ドメーヌ フーリエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ グリュアンシエール V.V. 赤 1 本限定 34,100円

P-5 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン オー ゼシェゾー V.V. 赤 88-90 1 本限定 15,400円

P-6 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン 1er クリュ レ シェルボード　V.V. 赤 90-92 1 本限定 31,900円

P-7 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ コンブ オー モワンヌ V.V. 赤 92-94 1 本限定 34,100円

※お客様の個人情報につきましては抽選販売のみに使用し、終了後は当社にて責任を持って処分いたします。

★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。

ご連絡先お電話番号

東急百貨店たまプラーザ店　2019年11月プレミアムワイン 抽選販売お申し込み用紙　＜お客様控え＞

当選した場合のお引換券となります。保管をお願いいたします。

お名前(ふりがな) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様(ふりがな：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様)

NO

NO

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東急百貨店たまプラーザ店　2019年11月プレミアムワイン 抽選販売お申し込み用紙　＜お客様控え＞

お名前(ふりがな) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様(ふりがな：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様)

ご連絡先お電話番号

お一人様いずれか１銘

お一人様いずれか１銘
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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。

★JRは「ジャンシス ロビンソン」の評価です。

●東急百貨店たまプラーザ店 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。

＊表示価格は標準税率10％（軽減税率対象商品は8％）の消費税を含んだ税込価格です。なお、軽減税率対象商品において、

　 用途により軽減税率が適用されない場合がございます。詳しくは売場係員へおたずねください。

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。

Wine Fair 11
TOKYU Department Store 2019

November

Part.1 11月2日（土）～8日（金） ●今月の新着-Ⅰ
●『ウィンターギフト』好適品特集
●11月・12月期間限定『シルバーオーク』特別価格

Part.2 11月9日（土）～15日（金） ●今月の新着-Ⅱ

Part.3 11月16日（土）～22日（金） ●今月の新着-Ⅲ

【特別会期】 11月21日（木）から ●『2019年ボージョレ ヌーボー』フェア

東急百貨店たまプラーザ店 地下1階 東急フードショー 和洋酒売場 ワインコーナー

東急百貨店たまプラーザ店 地下1階 東急フードショー
和洋酒売場 ワインコーナー

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。



東急百貨店たまプラーザ店　2019年11月のワインフェア
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【　PART① 今月の新着-Ⅰ　】　  11月2日（土）～8日（金）  

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

1 ジャン マリー フーリエ 17 ブルゴーニュ ルージュ（お一人様1本限り） 赤 3 本限定 8,250円

2 ドメーヌ フーリエ 17 ブルゴーニュ ブラン 白 87-89 1 本限定 7,700円

3 ドメーヌ フーリエ 17 ジュヴレ シャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ（お一人様1本限り） 赤 89-91 5 本限定 15,400円

4 ドメーヌ フーリエ 17 モレ サン ドニ クロ ソロン ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 88-90 1 本限定 14,300円

5 アルノー モルテ 17 ジュヴレ シャンベルタン 赤 (87-89) 1 本限定 9,900円

6 アルノー モルテ 17 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ ラヴォー サン ジャック 赤 (91-93) 1 本限定 26,400円

7 ドニ モルテ 17 ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ デ ノーブル スーシュ 赤 2 本限定 6,600円

8 ドニ モルテ 17 マルサネ レ ロンジュロワ 赤 2 本限定 8,580円

9 ドニ モルテ 17 フィクサン ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 2 本限定 9,350円

10 ドニ モルテ 17 ジュヴレ シャンベルタン メ サンク テロワール 赤 (89-91) 1 本限定 12,650円

11 ドニ モルテ 17 ジュヴレ シャンべルタン 1erクリュ レ シャンポネ 赤 1 本限定 28,600円

12 ドニ モルテ 17 ジュヴレ シャンべルタン 1erクリュ ラヴォー サン ジャック 赤 (92-94) 1 本限定 34,100円

13 ユッタ アンブロジッチ 17 コスモポリート 白 6 本限定 3,300円

14 ユッタ アンブロジッチ 15 シュペート ヒンメルファルト 白 6 本限定 4,620円

15 ユッタ アンブロジッチ 18 ローター ゲミシュターサッツ ラケート 赤 3 本限定 3,300円

16 ファンキー シャトー 17 ラ プルミエール フォワ メルロ 赤 3 本限定 5,500円

17 ファンキー シャトー 16 ピノ ノワール ブラックレーベル 赤 3 本限定 5,500円

【　PART① ウィンターギフト好適品特集　】　  11月2日（土）～12月22日（日）  

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

18 フェヴレ 15 ヴォーヌ ロマネ（全国無料配送） 赤 8,250円

19 ブシャール ペール エ フィス 16 ジュヴレ シャンベルタン（全国無料配送） 赤 7,700円

20 ラ シャブリジェンヌ 17 シャブリ 1erクリュ フルショーム（全国無料配送） 白 5,500円

21 オー メドック 13 CH カントメルル（全国無料配送） 赤 5,500円

22 コート ド カスティヨン 15 CH カップ ド フォージェール（全国無料配送） 赤 3,300円

23 チャッチ ピッコロミーニ ダラゴナ 14 ブルネロ ディ モンタルチーノ 赤 7,150円

24 フォンタナ フレッダ 13 バローロ セッラルンガ ダルバ（全国無料配送） 赤 6,600円

25 マッツェイ フォンテトリーリ 16 キャンティ クラシコ（全国無料配送） 赤 3,300円

26 ラ カウドリーナ NV アスティ スプマンテ ラ セルヴァティカ 白･泡 2,970円

イタリア

フランス ／ ブルゴーニュ

日本

『あなたがいらっしゃる、幸せ。』東急百貨店のバイヤーがおすすめするウィンターギフト好適品です。いつもお世話になっているあの方へ、ワイン好きの
ご友人へウィンターギフトはいかがでしょうか。配送料無料でお届けできるワインもございます。詳しくは売場係員までおたずねください。

フランス ／ ブルゴーニュ

フランス ／ ボルドー

オーストリア

＜フェヴレ/ヴォーヌ ロマネ

＞
ブルゴーニュの名高きメゾンが贈

る、軽快なワイン。芳醇な果実味

を持ち、シルキーなのどごしと充

実した飲み口が絶妙です。

＜ブシャール ペール エ フィス
ジュヴレ シャンベルタン

＞
280余年の歴史を刻む、ブルゴー
ニュの名門が手掛けたジュヴレ
シャンベルタン。果実味を酸味が
調和し、複雑味のあるワインです。

＜CH カントメルル＞
確かなワイン造りで高く評価され
るメドック格付５級のシャトーが手
掛けた銘酒。
柔らかなタンニンと果実の風味が
広がります。

＜フォンタナ フレッダ
バローロ セッラルンガ ダルバ
＞
イタリアの銘酒､バローロを造り続
けてきた名門｡セッラルンガ ダル
バ村のぶどうのみを使った､力強く
繊細なワインをお届けします｡

＜マッツェイ フォンテルトーリ
キャンティ クラシコ＞

25代に渡るキャンティクラシコ造り
で名高きワイナリーが贈る銘酒｡
ジューシーでほどよいタンニンが
心地良い味わいです｡

＜ラ カウドリーナ/アスティ ス
プマンテ ラ セルヴァティカ

＞
アスティ スプマンテの傑出した生
産者が手掛けた美酒｡桃を思わせ
る華やかな香りと爽やかな甘みを
備え､食前酒としても楽しめます｡

【アルノー モルテ】
ドニ・モルテの長男アルノーがドメーヌを任せられるようになったのはまだ24歳であった2006年。13歳の頃から父の手伝いとしていたそうです。

父の時代はいかにもジュヴレ・シャンベルタンらしい強い抽出と凝縮感のあるワインでしたが、徐々に方向転換。極めてビオロジックに近い、

化学肥料や殺虫剤、除草剤に頼らない自然な造りで、エレガントでスムーズな飲み口のワインに。

父の時代より増えた４haの畑は『アルノー』の名前でラベリングしています。

【ユッタ アンブロジッチ】
2004年、著名な広告代理店でのグラフィックデザイナーから転身、夫と共にワインの道に進みました。ドナウ川沿いのニュスベルク、グリンツィ

ングなど、著名な畑を３ヘクタール所有しています。

全て有機栽培で、畑の中で生まれたものを堆肥にする循環農法で、女性醸造家ならではのきめ細やかで繊細なワインを造っています。

2008年からは念願のブッシェンシャンクをオープン。営業は限られた週末のみですが、ウィーンに旅行の際は是非お立ち寄りください。
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【　PART① 11月・12月期間限定『シルバー オーク』特別価格 　】　  11月2日（土）～12月31日（火）

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

27 シルバー オーク 14 アレキサンダー ヴァレー カベルネ ソーヴィニヨン 赤 3 本限定 11,000円

【　PART② 今月の新着-Ⅱ　】　  11月9日（土）～15日（金）  

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

28 ダヴィド デュバン 17 ブルゴーニュ　オート　コート　ド　ニュイ　ブラン 白 6 本限定 3,850円

29 ダヴィド デュバン 17 ブルゴーニュ　オート　コート　ド　ニュイ　ルージュ　“ルイ　オーギュスト” 赤 6 本限定 3,850円

30 ダヴィド デュバン 17 ヴォーヌ　ロマネ 赤 3 本限定 10,780円

31 ダヴィド デュバン 17 クロ　ド　ラ　ロシュ　グラン　クリュ 赤 1 本限定 29,700円

32 ダヴィド デュバン 17 シャルム　シャンベルタン　グラン　クリュ 赤 1 本限定 35,200円

33 ダヴィド デュバン 17 エシェゾー　グラン　クリュ 赤 1 本限定 30,800円

34 フェヴレ 17 ムルソー 1erクリュ シャルム 白 1 本限定 13,200円

35 フェヴレ 17 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ ラ ガレンヌ 白 1 本限定 11,550円

36 フェヴレ 17 コルトン シャルルマーニュ 白 (93-95)+ 1 本限定 39,600円

37 フェヴレ 17 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 4 本限定 10,450円

38 フェヴレ 17 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ レ サン ジョルジュ 赤 2 本限定 15,400円

39 フェヴレ 17 ボーヌ 1erクリュ クロ デ レキュ 赤 3 本限定 6,050円

40 フェヴレ 17 ブラニィ 1erクリュ ラ ピエス スール ボワ 赤 4 本限定 4,400円

41 フェヴレ 17 コルトン クロ デ コルトン フェヴレ(モノポール) 赤 (92-94) 1 本限定 23,100円

42 シャトー ド ボーカステル 17 シャトー ド ボーカステル ブラン 白 92-94 JR16.5 1 本限定 14,300円

43 シャトー ド ボーカステル 16 シャトー ド ボーカステル ルージュ　 赤 97 JR18 3 本限定 13,200円

44 ピエール ペテルス NV グラン レゼルヴ ブラン ド ブラン グランクリュ 白･泡 6 本限定 7,260円

45 ピエール ペテルス NV キュヴェ ラ ペルル ブラン ド ブラン 白･泡 6 本限定 6,050円

（次ページにつづく）

フランス ／ コート デュ ローヌ

フランス ／ シャンパーニュ

カルフォルニアワインワインの中で根強い人気を誇る「シルバー オーク」を年内限定の特別価格にてご案内いたします。
ちょっと贅沢なステーキディナーのおともに、またはカリフォルニアワイン好きの方へのプレゼントなど、是非この機会にご利用ください！！

アメリカ／カリフォルニア

フランス ／ ブルゴーニュ

【シルバー オーク】

1972年設立のワイナリーで、ただ一つ、『カベルネ・ソーヴィニヨン』を造ることに

特化した稀有な存在。アメリカンオークにこだわることでも有名です。

全米のステーキハウスのワインリストで人気のあるワインの筆頭として長く愛されています。
新樽比率50％で24か月の熟成と15か月の瓶熟成を経てリリースされます。
まさにカルフォルニアのグランヴァンというべき存在です。

11月･12月期間限定特別価格 11,000円

【ダヴィド デュバン】
1971年生まれの若手醸造家として1990年代から注目されてきましたが、今ではすっかり風格を備えた実力派生産者です。

もともとは父親がワイン造りを始め、当初は全量を生産者協同組合に販売していました。1990年に19歳で学校を卒業し、ワイン造りに参加す

るようになります。一時はジャイエ・ジルにも師事していました。

2015年には厳しい評価で知られる『ル・メイユール・ヴァン・ド・フランス』で三ツ星評価を獲得！

ワインは極力自然に任せ、構成要素がしっかりしつつ、早くから楽しめ長期熟成も可能なバランスの取れた味わいです。

【ピエール ペテルス】
世界中のワイン専門誌や評論家から高い評価を獲得する造り手。シャルドネの聖地「メニル・シュール・オジェ村」で100年以上お歴史をもつ、

レコルタン・マニピュランです。

シャルドネだけで複数の畑、ヴィンテージを使い分け様々なキュヴェに仕立てる手腕は特筆すべきものがあります。

とりわけ単一畑の「シェティヨン」はメニルの中でも際立って評価の高い畑。良年のみ造られるドサージュを控えめにした、ぶどう本来の旨みを

感じられる特別な時に味わいたいシャンパーニュです。
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｛　【PART②　今月の新着-Ⅱ】　つづき

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

46 アジィエンダ アグリコーラ トゥア リータ 18 ロッソ ディ ノートリ 赤 90+ 6 本限定 2,310円

47 アジィエンダ アグリコーラ トゥア リータ 18 ペルラート デル ボスコ ヴェルメンティーノ 白 6 本限定 2,090円

48 アジィエンダ アグリコーラ トゥア リータ 17 ペルラート デル ボスコ ロッソ 赤 92 2 本限定 3,740円

49 アジィエンダ アグリコーラ トゥア リータ 17 ジュスト ディ ノートリ 赤 96 2 本限定 9,350円

50 ルチアーノ サンドローネ 17 ネッビオーロ ダルバ ヴァルマッジオーレ 赤 92 JR15.5 2 本限定 5,500円

51 ルチアーノ サンドローネ 15 バローロ レ ヴィーニェ 赤 95+ JR17.5 2 本限定 14,850円

52 ルチアーノ サンドローネ 15 バローロ アレステ 赤 95 JR17.5 1 本限定 18,150円

【　PART③ 今月の新着-Ⅲ　】　  11月16日（土）～22日（金）  

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

53 ラモネ 17 ブルゴーニュ パストゥグラン 赤 4 本限定 3,300円

54 ラモネ 17 シャサーニュ モンラッシェ ルージュ 赤 1 本限定 10,560円

55 ラモネ 17 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ モルジョ ルージュ 赤 1 本限定 15,180円

56 ラモネ 17 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ クロ サン ジャン ルージュ 赤 1 本限定 15,950円

57 ラモネ 17 ブズロン 白 3 本限定 5,830円

58 ラモネ 17 ブルゴーニュ ブラン 白 1 本限定 6,600円

59 ラモネ 17 シャサーニュ モンラッシェ ブラン 白 1 本限定 14,300円

60 ラモネ 17 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ モルジョ ブラン 白 1 本限定 18,700円

61 ラモネ 17 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ ブードリオット ブラン 白 1 本限定 18,700円

62 ラモネ 17 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ クロ デュ カイユレ ブラン 白 2 本限定 19,800円

63 ラモネ 17 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ レ ショーメ ブラン 白 1 本限定 19,800円

64 ラモネ 17 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ レ リュショット ブラン 白 1 本限定 22,000円

65 ラモネ 17 ビアンヴニュ バタール モンラッシェ 白 1 本限定 85,800円

【　PART③ 今月のバックヴィンテージ　】　  11月16日（土）～22日（金）  

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

66 ベルナール デュガ ピィ 15 マジ シャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 (92-94) 1 本限定 90,200円

67 ポンソ 98 クロ ド ラ ロシュ キュヴェ ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 1 本限定 99,000円

68 ポンソ 97 クロ ド ラ ロシュ キュヴェ ヴィエイユ ヴィーニュ(1500ml) 赤 1 本限定 198,000円

69 マルク コラン 11 モンラッシェ 白 97 1 本限定 94,600円

70 ブルーノ パイヤール 09 ブルーノ パイヤール エクストラ ブリュット アッサンブラージュ 白･泡 2 本限定 12,100円

【　限定品　ボランジェ007　リミテッド　エディション　】　発売中  

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

71 ボランジェ 14 ボランジェ 007リミテッド エディション ミレジメ　2011 ブラン ド ノワール 白･泡 2 本限定 28,600円

フランス／シャンパーニュ

フランス ／ シャンパーニュ

イタリア

フランス ／ ブルゴーニュ

フランス ／ ブルゴーニュ

【ルチアーノ サンドローネ】
バローロに革命を起こした伝説的生産者と高く評価されている生産者です。早くからバローロにテロワールの概念を持ち込みました。

複雑な丘陵地形であるバローロ地区は、ブルゴーニュと同様に畑の個性を引き出すことが重要と考えたのです。

畑の個性を知り尽くし、異なる区画のブレンド、単一畑でのワインなど様々なワインを造りだしています。

しなやかさと品格を兼ね備えた、クラシックで伝統的なバローロです。ぜひ一度は体験いただきたいワインです。

【ボランジェ 007 リミテッド エディション】

ボランジェは1979年、世界的に有名な映画『007』のオフィシャル・シャンパーニュとしてスクリーンデビューしました。以来深いパートナー

シップにより、様々なコラボレーションを生み出してきました。

今年はそのパートナーシップが40周年ということもあり、新作の映画を記念しリミテッド・エディションを誂えました。

2011年は通常のヴィンテージシャンパーニュのラインアップにも無く、この限定版のみでしか味わえません！！

28,600円
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2本でお買い得！【　よりどり2本セール　】　　　10月31日（木）～11月13日（水）

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

＜　フランス＞

B-1 ボルドー スペリュール 16 CH ダルヴェイユ 赤 24 本限定

B-2 ボルドー スペリュール 16 CH ダルヴェイユ ブラン 白 24 本限定

B-3 メゾン ジョセフ ドルーアン 17 ラフォーレ ブルゴーニュ シャルドネ 白 24 本限定

B-4 メイエ フォンネ 18 ジョンティ 白 24 本限定

B-5 レオン ベイエ 17 キュヴェ レオン ベイエ 白 24 本限定

B-6 ポール ジャブレ エネ 16 コート デュ ローヌ パラレル45 ビオ ルージュ 赤 24 本限定

B-7 ドメーヌ ジャンヌ ガイヤール 17 シラー I.G.P デ コリンヌ ローダニエンヌ 赤 24 本限定

B-8 ドメーヌ ジャンヌ ガイヤール 18 シャルドネ I.G.P デ コリンヌ ローダニエンヌ 白 24 本限定

B-9 ドメーヌ ジャンヌ ガイヤール 17 ロゼ  ド シラー I.G.P デ コリンヌ ローダニエンヌ ﾛｾﾞ 12 本限定

B-10 ドメーヌ アラン ブリュモン 15 シリュス マディラン 赤 24 本限定

＜　イタリア　＞

B-11 サンタ マルゲリータ NV プロセッコ スペリオーレ ディ ヴァルドッビアーデネ ブリュット 白･泡 24 本限定

B-12 サンタ マルゲリータ NV スプマンテ ロゼ ブリュット ロゼ･泡 24 本限定

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

＜　フランス　＞

Ｂ-13 リュサック サン テミリオン 15 CH ド クロット 赤 12 本限定

Ｂ-14 ドメーヌ オリヴィエ メールラン 16 ヴィレ クレッセ ヴィエイユ ヴィーニュ 白 24 本限定

Ｂ-15 メゾン ジョセフ ドルーアン 16 リュリィ ルージュ 赤 24 本限定

Ｂ-16 メゾン ジョセフ ドルーアン 17 サン ヴェラン 白 24 本限定

Ｂ-17 ドメーヌ ロドルフ ドゥモルジョ 14 ブルゴーニュ ピノ ノワール ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 12 本限定

Ｂ-18 ポール ジャブレ エネ 17 クローズ エルミタージュ レ ジャレ ブラン 白 12 本限定

Ｂ-19 ドメーヌ ド ラ シャルボニエール 15 ヴァケラス 赤 24 本限定

Ｂ-20 ドメーヌ フランソワ ヴィラール 17 コントゥール ドゥポンサン  ヴァン ド ペイ デ コリンヌ ローダニエンヌ 白 12 本限定

Ｂ-21 メイエ フォンネ 17 ゲヴュルツトラミネール 白 12 本限定

Ｂ-22 ドメーヌ アラン ブリュモン 15 CH ド ブースカッセ 赤 24 本限定

Ｂ-23 ドメーヌ アラン ブリュモン 12 ジャルダン ド ブースカッセ 白 24 本限定

＜ イタリア ＞

Ｂ-24 サン ルスティコ 14 ヴァルポリチェッラ リパッソ クラシコ スペリオーレ ガッツォ 赤 12 本限定

【　よりどり2本　3,300円　】

2,090円

よりどり2本で

3,300円

2,090円

2,090円

2,200円

2,090円

2,090円

1,980円

1,980円

1,980円

1,980円

2,090円

2,090円

【　よりどり2本　5,500円　】

3,850円

よりどり2本で

5,500円

3,410円

3,300円

3,300円

3,300円

3,080円

3,300円

3,410円

3,410円

3,080円

2,860円

3,300円

よりどり2本よりどり2本 よりどり2本よりどり2本
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【 イタリアワインフェア　】　　11月13日（水）～20日（水）

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

B-25 カンティーナ　チェーチ NV ランブルスコ　バーチョ 赤・微泡 36 本限定 3,300円

B-26 カンティーナ　アルデーロ 17 ミュラートゥルガウ 白 12 本限定 2,420円

B-27 パッラディウム 17 ソアーヴェ 白 12 本限定 2,200円

B-28 レ　コンテッセ 16 カベルネ 赤 12 本限定 1,760円

B-29 ファットリア　ペトロイオ 15 ポッジオ　アル　マンドルロ 赤 12 本限定 2,640円

B-30 カーサ　ヴェッキア 15 バルベーラ　ダルバ　サン　キリコ 赤 12 本限定 3,630円

たまプラーザ店初登場の『ランブルスコ』のご紹介です。元サッカー日本代表の中田英寿さんが、イタリア滞在中に気に入りプロデュース！！
イタリア産の生ハムやチーズと合わせ、仲間とパーティなどいかがでしょうか。ぜひ一度お味見してください！！

【ランブルスコ バーチョ】

ランブルスコは、生ハムのプロシュートやチーズなどで有名な美食の地エミリア・ロマーニャ州を代表するワインです。

心地よい微発砲は食事と共にするのに最適です。

元サッカー日本代表の中田英寿氏が、イタリア滞在中にランブルスコを大変気に入り総合プロデュース。

ボトルの形からラベルまで徹底的にこだわり、イタリア語で『キス（Ｂａｃｃｉｏ）』を意味するネーミングで日本に上陸しました。

よく冷やしてパルマ産の生ハムやパルミジャーノ・レッジャーノなどと合わせてお楽しみください。
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NO 生産者 品   名 色 容量 税込価格

新酒-1 ドメーヌ　ロミュアルド　プティ ボージョレ　ヴィラージュ　ヌーボー 赤 750ml 2,750円

新酒-2 ジョルジュ デュブッフ ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー セレクション プリュス 赤 750ml 3,377円

新酒-3 ジョルジュ デュブッフ ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー セレクション プリュス　375ｍｌ 赤 375ml 1,760円

新酒-4 ジョセフ ドルーアン ボージョレ　ヴィラージュ　ヌーボー 赤 750ml 3,300円

新酒-5 ジョセフ ドルーアン ボージョレ　ヴィラージュ　ヌーボー　375ｍｌ 赤 375ml 1,980円

新酒-6 ルイ ジャド ボージョレ ヴィラージュ プリムール 赤 750ml 3,300円

新酒-7 ルイ ジャド ボージョレ ヴィラージュ プリムール　375ｍｌ 赤 375ml 1,870円

新酒-8 ドミニク ローラン ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー 赤 750ml 3,740円

新酒-9 ポール サパン ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー プリント ボトル 赤 750ml 3,300円

新酒-10 レ グリフェ ボージョレ ヌーボー キュヴェ スペシアル V. V. 赤 750ml 2,530円

新酒-11 ピエール マリー シェルメット ボージョレ ヌーボ― レ グリオット 赤 750ml 3,080円

新酒-12 ピエール マリー シェルメット ボージョレ ヌーボー レ グリオット 375ml 赤 375ml 1,815円

新酒-13 ピエール フェロー ボージョレ ヌーボー 赤 750ml 2,860円

新酒-14 ヴィニョーブル シャルメ キュヴェ ボージョレ ヌーボー 赤 750ml 3,300円

新酒-15 タイユヴァン ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー V.V. 赤 750ml 3,850円

新酒-16 タイユヴァン ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー V.V.　375ｍｌ 赤 375ml 2,090円

新酒-17 ロシェット ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー キュヴェ プレステージ 赤 750ml 2,750円

新酒-18 プレーニュ ボージョレ ヴィラージュ プリムール 赤 750ml 3,080円

新酒-19 ドミニク ピロン ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー 赤 750ml 2,750円

新酒-20 ルー デュモン ボージョレ ヌーボー トレ ヴィエイユ ヴィーニュ キュヴェ セット 赤 750ml 3,630円

新酒-21 ルー ペール エ フィス マコン ヴィラージュ ヌーボー 白 750ml 2,750円

新酒-22 シャトー カンボン ボージョレ ヌーボー 赤 750ml 3,520円

新酒-23 マドンヌ ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー 赤 750ml 2,970円

新酒-24 ジョセフ ロッシュ ボージョレ ヌーボー 赤 750ml 2,860円

新酒-25 フレデリック ソルナン ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー BIO 赤 750ml 2,750円

新酒-26 ジョルジュ デコンブ ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー 赤 750ml 3,520円

新酒-27 タイユヴァン マコン ヴィラージュ ヌーボー ヴィエイユ ヴィーニュ 白 750ml 4,070円

新酒-28 タイユヴァン ボージョレ ヴィラージュ ヌーボー プレミアム レゼルヴ 赤 750ml 5,500円

新酒-29 ルロワ ボージョレ ヴィラージュ プリムール 赤 750ml 4,950円

新酒-30 モメサン レッド フィズ ヌーボー 赤・泡 750ml 2,530円

新酒-31 ジョルジュ　デュブッフ ボージョレ ヌーボー 赤 750ml 2,706円

新酒-32 ジョルジュ　デュブッフ ボージョレ ヌーボー 375ml 赤 375ｍｌ 1,419円

新酒-33 ジョルジュ　デュブッフ マコン ヴィラージュ ヌーボー 白 750ml 3,036円

新酒-34 ジョルジュ　デュブッフ マコン ヴィラージュ ヌーボー 375ml 白 375ｍｌ 1,595円

新酒-35 フィリップ パカレ ボージョレ ヴァン ド プリムール 赤 750ml 3,740円

新酒-36 ルイ ジャド ボージョレ ヴィラージュ プリムール ノンフィルター 赤 750ml 3,630円

新酒-37 ルイ ジャド マコン ヴィラージュ プリムール 白 750ml 3,410円

新酒-38 レ　ローヴォレ “レ・ローヴォレ”ノヴェッロ・ヴェネト  赤 750ｍｌ 1,980円

新酒-39 ドネリ ノヴェッロ・サンジョヴェーゼ・ルビコーネ 赤 750ml 1,980円

新酒-40 バンフィ “サンタ・コスタンツァ”ノヴェッロ・トスカーナ 赤 750ml 2,640円

新酒-41 ドゥーカ　ディ　サラパルータ “コルヴォ”ノヴェッロ・シチリア 赤 750ml 2,310円

新酒-42 ツァーヘル ウィーナー ホイリゲ 白 750ml 3,080円

新酒-43 ツァーヘル ウィーナー ホイリゲ ツヴァイゲルト 赤 750ml 3,080円

東急百貨店たまプラーザ店 地下1階 和洋酒売場 TEL.045-903-2406（直通）  　

★ 2019年 ボージョレ・ヌーボー 11月21日（木）解禁 ★　

イタリア新酒＜ノヴェッロ＞10月30日（水）解禁！！

オーストリア新酒＜ホイリゲ＞11月11日（月）解禁！！
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　　　　　　■お申込み期間：11月2日（土）～10日（日）

　　　　　　■商品お渡し日：11月16日（土）～

　　　　　　※お申込みは店頭・お電話にて承ります。　　　東急百貨店　たまプラーザ店　　ＴＥＬ045-903-2406

NO. 年 ワイン名 容量 色 限定数 税込特別価格 ご注文数

特-1 1985 クロ ヴージョ 750ml 赤 2 ¥66,000 本

特-2 1983 ジュヴレ シャンベルタン 1er レ コンボット 750ml 赤 3 ¥33,000 本

特-3 1983 クロ ヴージョ 750ml 赤 2 ¥55,000 本

特-4 1983 ミュジニ ヴィエイユ ヴィーニュ 750ml 赤 2 ¥92,400 本

特-5 1982 ヴォルネイ 750ml 赤 6 ¥15,400 本

特-6 1979 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ レ コンボット 720ml 赤 3 ¥33,000 本

特-7 1979 シャンンベルタン クロ ド ベズ 720ml 赤 2 ¥107,800 本

特-8 1979 ミュジニ ヴィエイユ ヴィーニュ 720ml 赤 2 ¥163,900 本

特-9 1978 リシュブール 720ml 赤 2 ¥184,800 本

特-10 1973 クロ サン ドニ 720ml 赤 2 ¥62,700 本

特-11 1972 ヴォルネイ 1erクリュ サントノ 720ml 赤 3 ¥23,100 本

特-12 1969 ボーヌ 1erクリュ シュヴァリエ ド ラルクビュゼ 720ml 赤 3 ¥29,700 本

特-13 1967 シャンボール ミュジニ 720ml 赤 3 ¥31,900 本

特-14 1967 ジュヴレ シャンベルタン 720ml 赤 3 ¥31,900 本

特-15 1966 ヴォルネイ 1erクリュ シェヴレ 720ml 赤 3 ¥42,900 本

特-16 1966 ヴォルネイ 1erクリュ クロ デ シェーヌ 720ml 赤 3 ¥45,100 本

特-17 1964 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ シャルム 720ml 赤 2 ¥106,700 本

特-18 1947 ヴォーヌ ロマネ 720ml 赤 1 ¥227,700 本

※数に限りがございますので、完売の際はご了承ください。

1879年に創設されたルモワスネ社は、ボーヌの町の１４世紀の歴史的な城壁の中に本拠を構えています。
豊富な資⾦⼒と⼈脈でトップドメーヌから樽ごとワインを買い付け、瓶詰めし、熟成を待ってから販売する稀有な⽣
産者です。理想的な環境でじっくり熟成させたワインは驚くほど状態が良く、通常では考えられないほど⻑い期間、
飲み頃を保つことができます。ルモワスネの地下倉庫では60万本のワインが静かに眠っています。⻑い熟成期間を経
てコルクが⽼朽化したロットに対しては、同じワインを⼿作業で補填し、コルク交換を⾏います。

３代⽬当主ローラン･ルモワスネ⽒（前当主にあたります。)には跡継ぎがいないことから、2005年にアメリカの資産
家、エドワード･ミルシュテイン⽒へ経営を譲りました。彼はワインの収集家として名⾼く、ルモワスネ社の伝統を
引き継いでゆく事に⼤変意欲を燃やしています。また、副社⻑としてルイ・ジャド社で重役を務めたベルナール･ル
ポルト⽒を迎え、彼に実際の経営を任せています。

ベルナール ルポルト氏




