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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分までに食料品東口地下1階出入り口(カラダファクトリー側）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12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、12月23（月）以降売場にて販売いたします。

　　●応募期間：12月7日（土）・8（日）

　　●お申し込み場所：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

　　●当選のお知らせ：12月13日（金）より　　※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：12月14日（土）～22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。

　　　※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12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。
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東急百貨店たまプラーザ店　『2019年12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12月のプレミアムワイン　（抽選販売対象銘柄）

●ＮＯ.P-1～6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 ジョルジュ ルーミエ 17 ブルゴーニュ ルージュ（お一人様1本限定） 赤 3 本限定 10,450円

P-2 ジョルジュ ルーミエ 17 モレ サン ドニ 1erクリュ クロ ド ラ ブシェール（お一人様1本限定） 赤 6 本限定 27,500円

P-3 ジョルジュ ルーミエ 17 シャンボール ミュジニ（お一人様1本限定） 赤 4 本限定 19,800円

P-4 ジョルジュ ルーミエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ クラ（お一人様1本限定） 赤 3 本限定 35,200円

P-5 ジョルジュ ルーミエ 17 ボンヌ マール（お一人様1本限定） 赤 3 本限定 110,000円

P-6 ジョルジュ ルーミエ 17 コルトン シャルルマーニュ 白 1 本限定 49,500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 ジョルジュ ルーミエ 17 ブルゴーニュ ルージュ（お一人様1本限定） 赤 3 本限定 10,450円

P-2 ジョルジュ ルーミエ 17 モレ サン ドニ 1erクリュ クロ ド ラ ブシェール（お一人様1本限定） 赤 6 本限定 27,500円

P-3 ジョルジュ ルーミエ 17 シャンボール ミュジニ（お一人様1本限定） 赤 4 本限定 19,800円

P-4 ジョルジュ ルーミエ 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ クラ（お一人様1本限定） 赤 3 本限定 35,200円

P-5 ジョルジュ ルーミエ 17 ボンヌ マール（お一人様1本限定） 赤 3 本限定 110,000円

P-6 ジョルジュ ルーミエ 17 コルトン シャルルマーニュ 白 1 本限定 49,500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。

NO

NO

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

東急百貨店たまプラーザ店　2019年12月プレミアムワイン 抽選販売お申込み用紙　＜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

東急百貨店たまプラーザ店　2019年12月プレミアムワイン 抽選販売お申込み用紙　＜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)

ご連絡先お電話番号

東急百貨店たまプラーザ店　2019年12月プレミアムワイン 抽選販売お申込み用紙　＜売場控え＞
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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。

年内は休まず営業いたします。12月31日（火）は19時まで。
新年は1月2日（木）より営業いたします。

休業日のお知らせ　1月1日（水・祝）、東急百貨店たまプラーザ店は休業いたします。

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。

Wine Fair 12
TOKYU Department Store 2019

December
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。

Part.1 12月7日（土）～13日（金） ●今月の新着-Ⅰ

Part.2 12月14日（土）～20日（金） ●今月の新着-Ⅱ

【特別会期】 12月19日（木）から ●『迎春ワイン』クレマン・クリュール キュヴェ・マネキネ

【特別会期】 12月31日（火）まで ●今月のお買い得シャンパーニュ＆スパークリングワイン特集
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【　特別会期　今月のお買い得シャンパーニュ＆スパークリングワイン　】　  12月31日（火）まで  

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

1 マム NV マム グラン コルドン 白･泡 12 本限定 4,950円

2 ジョゼ ミシェル エ フィス NV ブリュット ブラン ド ブラン クロ サン ジャン 白･泡 3 本限定 6,600円

3 フルーリー NV ブリュット ナチュール フルール ド リューロップ 白･泡 6 本限定 6,160円

4 ラエルト フレール NV ブリュット ウルトラディション 白･泡 6 本限定 5,500円

5 パスクア ＮＶ Ｐ.Ｌ.Ａ.Ｉ　プロセッコ　フリッツァンテ 白・泡 24 本限定 1,540円

6 ミューレ ＮＶ クレマン ダルザスキュヴェ プレステージ 白・泡 12 本限定 2,860円

7 ベラヴィスタ NV アルマ グラン キュヴェ ブリュットボックス 白･泡 12 本限定 4,180円

【　PART① 今月の新着-Ⅰ　】　  12月7日（土）～13日（金）  

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

8 アンヌ グロ 17 ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ブラン キュヴェ マリーヌ 白 2 本限定 6,600円

9 アンヌ グロ 16 ブルゴーニュ ブラン クロ ド レグリーズ 白 2 本限定 4,950円

10 アンヌ グロ 17 シャンボール ミュジニ コンブ ドルヴォー 赤 1 本限定 15,400円

11 アンヌ グロ 17 クロ ド ヴージョ グラン モーペルテュイ 赤 1 本限定 33,000円

12 アンヌ グロ 17 エシェゾー ロアショース 赤 1 本限定 33,000円

13 アンヌ グロ 17 リシュブール 赤 1 本限定 88,000円

14 ジャック プリウール 16 ブルゴーニュ シャルドネ 白 1 本限定 5,500円

15 ジョルジュ ミュヌレ ジブール 17 ブルゴーニュ ルージュ 赤 88-90 1 本限定 9,350円

16 ジョルジュ ミュヌレ ジブール 17 ヴォーヌ ロマネ 赤 90-92 6 本限定 16,500円

17 ジョルジュ ミュヌレ ジブール 17 ニュイ サン ジョルジュ1erクリュ レ ヴィーニュ ロンド 赤 90-92 4 本限定 19,800円

18 ジョルジュ ミュヌレ ジブール 17 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ レ シェニョ 赤 92-94 4 本限定 22,000円

19 ジョルジュ ミュヌレ ジブール 17 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ フスロット 赤 91-93 2 本限定 29,700円

20 ジョルジュ ミュヌレ ジブール 17 リュショット シャンベルタン 赤 93-95 2 本限定 55,000円

21 ジョルジュ ミュヌレ ジブール 17 エシェゾー 赤 93-95 2 本限定 55,000円

22 ジョルジュ ミュヌレ ジブール 17  クロ ヴージョ 赤 94-96 2 本限定 60,500円

23 クリスチャン ベラン エ フィス 18 コトー ブルギニヨン シャルドネ キュヴェ デ グット 白 3 本限定 2,860円

24 クリスチャン ベラン エ フィス 17 ブルゴーニュ スー ラ ヴェル シャルドネ 白 3 本限定 3,520円

25 クリスチャン ベラン エ フィス 17 ムルソー レ テイエ 白 2 本限定 7,480円

26 マンシア ポンセ 18 ブルゴーニュ ルージュ 赤 3 本限定 2,860円

27 マンシア ポンセ 17 プイィ フュイッセ ラ ロシュ 白 3 本限定 3,850円

(次ページへつづく)

シャンパーニュ

フランス ／ ブルゴーニュ

スパークリング　ワイン

＜ジョゼ ミシェル エ フィス／ブリュット ブラン ド ブラン クロ サン ジャン＞

1847年からぶどう栽培を続けているミシェル家。エペルネから約４㎞程離れた「ムッシィ村」に位置します。

初代となるポール・ミシェルが1912年に元詰めを開始し、2代目のレイモンがシャンパーニュの増産に成功。70代半ばになる現当のジョゼ・ミ

シェルは1955年よりワイン造りに携わり、先代からのノウハウを活かした高品質なシャンパーニュを造っています。

現在は3人の息子も参画し、ますます今後の発展が期待できるドメーヌです。

『クロ・サン・ジャン』は良年のシャルドネ100％のブラン・ド・ブラン。よくありがちなさっぱりとしたタイプではなく、芳醇な香りと上品な酸味が高

いレベルでバランスが取れていて熟成も期待できます。

＜ミューレ／クレマン ダルザス キュヴェ プレステージ＞

アルザスを代表する銘醸畑『クロ・サン・ランドラン』を所有するミューレ家は、現当主のトーマで12代目となります。

自然に寄り添ったぶどう栽培と、テロワールの味わいを丁寧に引き出す造り手です。

グランクリュに目を奪われがちですが、隠れた名作がこのクレマンです。

平均樹齢30年以上の5種類のぶどうを小樽と大樽を18カ月。その後『ソレラシステム』のように貯蔵したワインを加えて瓶詰め。

瓶内二次発酵は18カ月とたっぷり。アルザスのテロワールが詰まった優しい味わいのクレマンです。

＜ジャック プリュール／ブルゴーニュ シャルドネ＞

ムルソー屈指の名門ドメーヌ『ジャック・プリウール』が所有する約21haの畑はほとんどがプルミエクリュとグランクリュという、まさに綺羅星の

ようなワイン達です。

1990年から醸造に加わった『ナディーヌ・ギュブラン女史』は1997年に女性で初めてベスト・ワインメーカー・オブ・ザ・イヤーに輝いた実力者。

このワインはオーナーの『マルタン・プリウール』が所有する、ムルソーのヴィラージュ区画に隣接する約1haの小さな2つの畑のブレンド。

発酵、熟成は100％樽を使用、100％MLF発酵し、16カ月の熟成を経てリリースされます。

並のムルソーでは太刀打ちできない風格を備えたワインです。

＜クリスチャン ベラン エ フィス＞

1789年からぶどう栽培を続けてきた家系で、長らくはネゴシアンにぶどうを売却していました。1995年に現当主クリストフ氏がドメーヌを引き継

ぎ、2006年から元詰めでワインを造り始めました。

父方の家系がムルソーを、母方の家系がサヴィニ・レ・ボーヌの畑を所有し、約9.5haを引き継いでいます。

≪コトー・ブルギニヨン≫は1級シャルムの東側に位置する、粘土泥灰質の「Les Basses Gouttes」の区画。国道74号線より西に位置するためブ

ルゴーニュは名乗れませんが、若々しいおいしさを楽しめるワインです。

≪ブルゴーニュ・シャルドネ・スー・ル・ラ・ヴェル≫はムルソー・ヴィラージュに隣接する「Sous La Velle」の区画にあり、樹齢約45年。旧樽で醸

造、10カ月熟成のやわらかい口当たりでバランスの良い味わいです。
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( 【PART① 今月の新着-Ⅰ】 12月7日(土)～13日(金)  つづき )

NO 生産者 年  銘                   柄 色

28 カスティヨン コート ド ボルドー 15 CH クラリス 赤 6 本限定 3,630円

29 アンリオ NV ブリュット ス－ウ゛ェラン （限定プリズムボックス） 白･泡 3 本限定 6,600円

30 ルイ ロデレール 12 ブリュット ナチュール ブラン〈フィリップ スタルク ボックス〉 白･泡 3 本限定 16,500円

31 ルイ ロデレール 12 ブリュット ナチュール ロゼ〈フィリップ スタルク ボックス〉 ロゼ･泡 1 本限定 16,500円

32 ドメーヌ デ ザムリエ 18 IGP ヴォークリューズ ブラン スザンヌ 白 3 本限定 1,760円

33 ドメーヌ デ ザムリエ 17 IGP ヴォークリューズ ルージュ スザンヌ 赤 3 本限定 1,760円

34 パッソピシャーロ 17 コントラーダ キアッペマチーネ 赤 1 本限定 7,920円

35 パッソピシャーロ 17 コントラーダ グアルディオーラ 赤 1 本限定 9,350円

36 オーパス ワン 16 オーパス ワン 赤 1 本限定 59,400円

37 ミエ イケノ 18 月香シャルドネ　（お一人様１本限定） 白 12 本限定 7,480円

【　PART② 今月の新着-Ⅱ　】　  12月14日（土）～20日（金）  

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

40 ポール ペルノ 18 ブルゴーニュ アリゴテ 白 2 本限定 3,300円

41 ポール ペルノ 18 ブルゴーニュ コート ドール ブラン 白 6 本限定 3,960円

42 ポール ペルノ 18 ピュリニ モンラッシェ 白 2 本限定 9,680円

43 ポール ペルノ 18 ピュリニ モンラッシェ 1er クロ デ フォラティール 白 1 本限定 13,200円

44 ポール ペルノ 18 ピュリニ モンラッシェ 1er レ ピュセル 白 1 本限定 22,000円

45 ポール ペルノ 18 ビアンヴィニュ バタール モンラッシェ 白 1 本限定 41,800円

46 ポール ペルノ 18 バタール モンラッシェ 白 1 本限定 45,100円

47 ルフレーヴ 17 ブルゴーニュ ブラン 白 6 本限定 8,800円

48 ルフレーヴ 17 ムルソー 1erクリュ スー ル ド ダーヌ 白 1 本限定 22,000円

49 ルフレーヴ 17 ピュリニ モンラッシェ 白 3 本限定 15,400円

50 ルフレーヴ 17 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ クラヴォワイヨン 白 3 本限定 23,100円

51 ルフレーヴ 17 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ レ フォラティエール 白 1 本限定 31,900円

(次ページへつづく)

フランス ／ ブルゴーニュ

フランス ／ ボルドー

フランス ／ シャンパーニュ

その他フランス

イタリア／シチリア

アメリカ／カリフォルニア

日本

＜シャトー クラリス＞

このシャトーのオーナーは、元ホテル・ル・ブリストル・パリの社長、デディエ・ル・カルヴェス氏。醸造は世界屈指の醸造家ステファン・ドゥル

ノンクールが担当しています。

シャトー・クラリスのラインアップは3種類。上位2キュヴェはピュイスガン・サン・テミリオンですが、末っ子のこのワインは『カスティヨン』のアペ

ラシオンとなります。

わずか2haの畑ですが、もともとドゥルノンクール氏に貸し出していて、氏所有の『ドメーヌ・ド・ラ』の一部として生産されていました。返却後の

2014年より『シャトー・クラリス』となった訳ですが、もちろんワインの醸造はドゥルノンクール氏が担当しています。

しっかりとした飲み口ながらも若いうちから楽しめる親しみやすいボルドーワインです。

上からみると蓋が六角
形
になっています

＜アンリオ プリズム ボックス＞

Time becomes light 時間が輝くシャンパーニュ、アンリ

オ

と き

アンリオより、光り輝くプリズムをデザインした、華やかな限定ボックスが
登場です。
パーティシーズンのギフトとして、また大切な方とのお食事など、様々な
シチュエーションにマッチします。

＜ミエ イケノ／月香シャルドネ＞

人気のミエ・イケノから最新リリースのご紹介です！！

2018年は4/23から徐々に芽吹きが始まり、順調に生育し、6/3一斉に開花が始まりました。

前年に比べ半分の降雨量となった梅雨は6/29に梅雨明け宣言となりましたが、その後実際には7月下旬までぐずついた天候が続きました。

その後八ヶ岳でも猛暑日、酷暑日となりましたが、お盆明けに一転、17℃まで冷え込んだり、台風の影響などで降雨がありました。

月香シャルドネの収穫は9/14の深夜に行われました。多少の収穫減となりましたが、厳しい選果のおかげで健全なぶどうから素晴らしいワインが出

来上がりました。

生産本数は1800本です。
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( 【PART② 今月の新着-Ⅱ】 12月14日(土)～20日(金)  つづき )

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

52 ルフレーヴ 17 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ レ コンベット 白 1 本限定 31,900円

53 ルフレーヴ 17 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ レ ピュセル 白 2 本限定 41,800円

54 ルフレーヴ 17 ビアンヴニュ バタール モンラッシェ 白 1 本限定 84,700円

55 ルフレーヴ 17 バタール モンラッシェ 白 1 本限定 88,000円

56 ルフレーヴ 17 シュヴァリエ モンラッシェ 白 1 本限定 110,000円

57 熊本ワイン NV 菊鹿シャルドネ  （お一人様１本限定） 白 2 本限定 2,913円

【　PART② 今月のバックヴィンテージ　】　  12月14日（土）～20日（金）  

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

78 ウィリアム フェーヴル(ドメーヌ) 12 シャブリ グランクリュ レ プル－ズ 白 3 本限定 16,500円

79 パラン 11 ラドワ 赤 2 本限定 5,500円

80 ブシャール ペール エ フィス(ドメーヌ) 13 ムルソ－ レ クル 白 2 本限定 7,480円

82 ブシャール ペール エ フィス(ドメーヌ) 15 ヴォルネイ 1erクリュ タイユピエ 赤 2 本限定 11,000円

83 ブシャール ペール エ フィス(ドメーヌ) 10 モンテリー レ デュレス 赤 2 本限定 5,500円

84 オー　メドック 11 CH ベルナドット 赤 12 本限定 3,740円

85 オー　メドック 10 ＣＨ ベルナドット 赤 6 本限定 4,400円

86 サン　テミリオン 11 エスプリ　ド　パヴィ 赤 12 本限定 3,300円

87 サン テミリオン 00 CH シマール 赤 3 本限定 6,050円

89 サン テミリオン 99 CH フォンブロージュ 赤 3 本限定 7,920円

90 モンラヴェル 10 ランクロ　ポンティ 赤 12 本限定 2,640円

91 イヴ キュイロン 07 コート ロティ テール ソンブル 赤 1 本限定 12,100円

92 ピエール ガイヤール 06 サン ジョセフ ルージュ レ ピエール 赤 1 本限定 8,030円

93 ドメーヌ ド マルクー 07 シャトーヌフ デュ パプ ブラン 白 1 本限定 8,800円

94 アンリオ 06 ブリュット ミレジメ 白･泡 1 本限定 14,520円

97 アジィエンダ アグリコーラ サン ジュゼッペ 09 ブルネロ ディ モンタルチーノ リゼルヴァ 赤 1 本限定 17,600円

【　迎春ワイン　】　  12月19日（木）から  

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

122 クレマン クリュール NV クレマン ダルザス ブリュット キュヴェ マネキネコ 白・泡 12 本限定 3,850円

フランス ／ シャンパーニュ

イタリア ／ トスカーナ

日本

フランス ／ ブルゴーニュ

フランス ／ ボルドー

フランス ／ シュド ウェスト

フランス ／ コート デュ ローヌ

＜熊本ワイン／菊鹿シャルドネ＞

熊本県北部の山鹿市菊鹿町にシャルドネを植えたのは1999年。ぶどうを手掛けるのは初めての地元の農家3軒で、約650本の苗木からスタート。

当初、雨の多い熊本ではワイン用ぶどうの栽培は難しいといわれていましたが、雨除けや水はけを良くする工夫や、土壌の改良やぶどうの仕立て

方など独自の栽培方法で努力を重ね、年々品質の良いぶどうが収穫できるようになりました。

現在は菊鹿町葡萄生産振興会の30軒の栽培家がぶどう造りに励んでいます。

このワインはステンレスタンクで熟成させたシャルドネと、異なる収穫年の樽で一年熟成させたシャルドネをブレンドしています。

熟した果実の香りに、控えめな樽由来の香りが調和し、スムーズな飲み口のワインです。

＜アジェンダ アグリコーラ サン ジュゼッペ＞

オーナーで栽培・醸造責任者も兼ねるステッラ・ディ・カンパルト女史は、結婚後義母にモンタルチーノの農地を贈与されたのがきっかけでワイン人
生がスタートしました。ワイン造りに関しては全て周囲の先輩から学び、中でも同じブルネロの生産者サリクッティのフランチェスコ氏から学んだこ
とは大きかったと語っています。現在は100％ビオディナミによる栽培を行い、現地でも入手困難な垂涎のワインとなっています。
そのサン・ジュゼッペの貴重なバックヴィンテージの入荷です。
2009年は春にまとまった降雨があり、その後も比較的涼しい気候のまま7月中旬まで移行。その後8月中旬から本格的な夏日が到来ということで、
ぶどうの成熟に時間を要しました。モンタルチーノ地区全体としては難し年でしたが、ステッラ自身は『祭スユ的に驚くほどの良い収穫ができた』を
自信のヴィンテージです。2009年は通常よりリリースが遅く、リゼルヴァになりました。

＜クレマン クリュール／クレマン ダルザス キュヴェ マネキネコ＞

毎年恒例、金色の招き猫が目印のクレマン・ダルザスの入荷です！！見た目わかわいいけれど、中身は本格派。
ビオディナミで栽培されたぶどうを使用し、樹齢は平均40年以上。瓶内熟成12カ月。

何故猫ラベルかというと、理由は二つ。
①ワイナリーのある『カッツェンタル（＝猫峡谷）』という名にちなんで。
②日本に住んでいるクリュールさんの弟を訪ね来日した際、土産物屋さんで出会った招き猫を気に入った。
通常は黒猫ですが、迎春特別バージョンで金の猫があしらわれています。
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2本でお買い得！【　よりどり2本セール　】　　　12月5日（木）～11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 16 CH ロック ド ジャン リス キュヴェ フランソワ ティエンポン 赤 24 本限定

B-2 ボルドー 18 CH トゥール ド ミランボー 白 24 本限定

B-3 南フランス NV プリマ ペルラ クレマン ド リムー ロゼ ブリュット ロゼ･泡 24 本限定

＜　イタリア　＞

B-4 サン マルツァーノ 17 タロ プリミティーヴォ ディ マンドゥーリア 赤 24 本限定

＜　スペイン　＞

B-5 デ ムリェール 18 デ ムリェール シャルドネ 白 24 本限定

＜　アメリカ／カリフォルニア　＞

B-6 アイアンストーン ヴィンヤーズ 17 アイアンストーン ジンファンデル 赤 24 本限定

＜　チリ　＞

B-7 バルディビエソ NV バルディビエソ ブラン ド ブラン 白･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-8 メドック 09 CH カルドンヌ 赤 24 本限定

Ｂ-9 シルヴァン ロワシェ 17 ブルゴーニュ ブラン ラ プレジドント 白 12 本限定

Ｂ-10 ドメーヌ ミッシェル トマ 18 サンセール シレックス 白 12 本限定

Ｂ-11 ドメーヌ ラフラン ヴェロル 17 バンドール ロゼ ロゼ 12 本限定

Ｂ-12 アルベール マン 16 クレマン ダルザス エクストラ ブリュット 白･泡 24 本限定

＜　イタリア　＞

Ｂ-13 リジーニ 16 サン ビアッジョ 赤 24 本限定

Ｂ-14 サン マルツァーノ NV コレツィオーネ チンクアンタ +3 赤 24 本限定

1,980円

1,980円

1,870円

3,740円

3,300円

3,300円

2本でお買い得！よりどり2本セールをご案内いたします！

【　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

3,300円

2,860円

2,860円

1,870円

1,870円

【　よりどり2本　5,500円　】

3,080円

よりどり2本で

5,500円

よりどり2本

3,300円

よりどり2本

5,500円



東急百貨店 たまプラーザ店　2019年12月　店頭イベントのご案内 page.6

【　年末おすすめワイン特集　】　　　12月19日（木）～31日（火）

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

＜　シャンパーニュ　＞

Ｂ-15 アルフレッド グラシアン NV ブリュット 白･泡 24 本限定 6,050円

Ｂ-16 アルフレッド グラシアン NV ブリュット 1500ml (木箱入り) 白･泡 3 本限定 16,500円

Ｂ-17 アンリオ NV ブリュット スーヴェラン 白･泡 24 本限定 6,600円

Ｂ-18 アンリオ NV ブリュット スーヴェラン 375ml 白･泡 24 本限定 4,400円

Ｂ-19 ルイ ロデレール NV ブリュット プルミエ(箱無し特別価格) 白･泡 24 本限定 6,380円

Ｂ-20 ルイ ロデレール 08 クリスタル ボックス(オリジナルシャンパーニュグラスを2脚プレゼント) 白･泡 3 本限定 38,500円

＜　スパークリングワイン　＞

Ｂ-21 ヴァンジーニ NV ピノ ネロ スプマンテ エクストラ ドライ 1500ml 白･泡 6 本限定 6,050円

Ｂ-22 ヴァンジーニ NV ピノ ネロ スプマンテ エクストラ ドライ 白･泡 60 本限定 2,420円

Ｂ-23 ヴァンジーニ NV モスカート スプマンテ 白･泡 36 本限定 2,420円

＜　ボルド―　＞

Ｂ-24 サン テステフ 16 ル プティ カロン 赤 24 本限定 4,950円

Ｂ-25 コート ド ブール 17 コート ド ブール レ ドゥモワゼル ド ファルファ 赤 36 本限定 3,080円

＜　ブルゴーニュ　＞

Ｂ-26 メゾン ウィリアム フェーヴル 18 シャブリ 白 36 本限定 3,190円

Ｂ-27 ブシャール ペール エ フィス 17 ブルゴーニュ ピノ ノワール ラ ヴィニェ 赤 36 本限定 3,080円

Ｂ-28 ダヴィド デュバン 09 ヴォーﾇ ロマネ 赤 12 本限定 10,450円

＜　その他フランス　＞

Ｂ-28 シャトー ファーゲェロール 17 シャトーヌフ デュ パプ 赤 36 本限定 4,180円

Ｂ-29 ドメーヌ ド ヴェディラン 18 セリカ ヴィオニエ 白 48 本限定 1,760円

Ｂ-30 ブティノ 17 プール ル ヴァン ア ラ カルト シラー 赤 60 本限定 1,430円

Ｂ-31 ブティノ 17 レ ヴォレ シャルドネ 白 60 本限定 1,650円

Ｂ-32 マス デル ペリエ 18 テュ ヴァン ブリュ オー ソワレ 赤 24 本限定 2,750円

Ｂ-33 マス デル ペリエ 18 レ ザギュド 白 24 本限定 2,860円

＜　アルゼンチン　＞

Ｂ-34 カテナ 17 シャルドネ 白 24 本限定 3,080円

Ｂ-35 ボルドー 15 クラレンドル ルージュ 375ml 赤 24 本限定

Ｂ-36 アンティノリ 17 キャンティ クラシコ ペポリ 375ml 赤 24 本限定

Ｂ-37 イエルマン 16 ヴィナーエ 375ml 白 24 本限定

Ｂ-38 ケンダル ジャクソン 17 ヴィントナーズ リザーヴ カベルネ ソーヴィニヨン 375ml 赤 24 本限定

Ｂ-39 ロデレール エステート NV アンダーソン ヴァレー ブリュット 375ml 白･泡 48 本限定

クリスマスや年末のパーティにおすすめのシャンパーニュ・スパークリングワイン・ボルドーワインなど幅広く取り揃えました。

昨年好評でしたハーフサイズワインのよりどり2本セールです。少人数でのパーティや、いろいろな味わいを楽しみたい方におすすめです！

1,760円

よりどり2本で

3,300円

1,870円

2,090円

2,200円

2,200円




