
page.1

●ワイン評価の出典表記について

　★WAは「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。JSは「ジェームス サックリング」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。

＊OFF表示は当店通常販売税込価格に対しての表示です。

＊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。

Wine Fair 9
TOKYU Department Store 2020

September

Part.3 9月19日（土）～25日（金） ●今月の新着－Ⅲ

Part.2 9月12日（土）～18日（金） ●今月の新着－Ⅱ

Part.1 9月5日（土）～11日（金） ●今月の新着－Ⅰ

●㈱ラック・コーポレーション協賛
『ブルゴーニュワイン』特別受注販売

⇒Page. B-1をご覧ください

承り中～9月13日（日）【 特別会期 】

9月15日（火）から ●ボランジェ限定品販売

当面の間、営業時間を下記の通りに変更させていただきます。

7月1日（水）から 1階～5階：10時～18時30分 ／ 地下1階：10時～20時

変更となる場合がございますので、最新の情報はホームページでご確認ください。

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＞

東急百貨店たまプラーザ店 地下１階 東急フードショー ワインコーナー
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 ①ご入場方法・・・TOKYU CARD ClubQカード会員様優先の抽選入場方式となります。

　※「TOKYU POINT CARD（現金専用）」については除外とさせていただきます。カードをお持ちでないお客様は、整理入場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45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前）にお並びください。

　お並びいただく際は、前のお客様との間隔を十分にとり、飛沫感染の防止にご協力をお願いいたします。売場係員がご案内いたします。

　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TOKYU CARD ClubQ カード会員様限定とさせていただきます。

　整理券配布の際、ご本人名義のTOKYU CARD ClubQ カードをご提示ください。（入会ご希望のお客様は、詳細は売場係員までお問い合わせください。）

　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。

　＜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5日（土）～11日（金）

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

1 アンヌ グロ 18 ブルゴーニュ シャルドネ 白 2 本限定 6,820円

2 アンヌ グロ 18 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 7,150円

3 アンヌ グロ 18 ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ルージュ 赤 1 本限定 6,820円

4 アンヌ グロ 18 シャンボール ミュジニ ラ コンブ ドルヴォー 赤 2 本限定 15,950円

5 アンヌ グロ 18 ヴォーヌ ロマネ レ バロー 赤 1 本限定 24,200円

6 アンヌ グロ 18 エシェゾー 赤 1 本限定 37,400円

7 アンヌ グロ 18 クロ ヴージョ ル グラン モーペルテュイ 赤 2 本限定 39,600円

8 エティエンヌ ソゼ 18 ブルゴーニュ ブラン 白 86 4 本限定 6,050円

9 エティエンヌ ソゼ 18 ブルゴーニュ オート コート ド ボーヌ 白 2 本限定 7,700円

10 エティエンヌ ソゼ 18 シャサーニュ モンラッシェ レ ゼンセニエール ブラン 白 2 本限定 14,300円

11 エティエンヌ ソゼ 18 ピュリニ モンラッシェ 白 90 3 本限定 14,300円

12 エティエンヌ ソゼ 18 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ ラ ガレンヌ 白 91 2 本限定 22,000円

13 エティエンヌ ソゼ 18 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ シャン ガン 白 90-92 1 本限定 23,100円

14 エティエンヌ ソゼ 18 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ レ ペリエール 白 91-93 1 本限定 24,200円

15 エティエンヌ ソゼ 18 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ レ ルフェール 白 91-93 2 本限定 24,200円

16 エティエンヌ ソゼ 18 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ レ コンベット 白 92-94 2 本限定 33,000円

17 エティエンヌ ソゼ 18 バタール モンラッシェ 白 94-96 1 本限定 121,000円

18 エティエンヌ ソゼ 18 シュヴァリエ モンラッシェ 白 93-95 1 本限定 132,000円

19 グロ フレール エ スール(SCEA グロ F&S) 18 ピノ ノワール ヴァン ド フランス 赤 3 本限定 3,410円

（次ページへつづく）

東急百貨店たまプラーザ店　『2020年8月のワインフェア』　のご入場と抽選販売に関するお願い

新型コロナウイルス拡散防止のため、ご入場の際は下記注意事項のご協力をお願いいたします。

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。

ブルゴーニュ
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【　PART①　今月の新着-Ⅰ　】　  9月5日（土）～11日（金）つづき

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

20 グロ フレール エ スール 18 ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ルージュ 赤 3 本限定 4,070円

21 グロ フレール エ スール 18 ヴォーヌ ロマネ 赤 1 本限定 9,900円

22 グロ フレール エ スール 18 エシェゾー 赤 1 本限定 19,800円

23 シャントレーヴ 18 ラントリュ ブラン 白 3 本限定 2,640円

24 シャントレーヴ 18 ブルゴーニュ シャルドネ 白 6 本限定 2,860円

25 シャントレーヴ 18 オークセイ デュレス レ ゾート ブラン 白 2 本限定 5,940円

26 シャントレーヴ 18 ブルゴーニュ ピノ ノワール 赤 6 本限定 2,860円

27 シャントレーヴ 18 ヴォルネイ レ リュレ 赤 2 本限定 7,370円

28 シャントレーヴ 18 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ レ ダモード 赤 2 本限定 12,100円

29 ポンソ 17 モレ サン ドニ 1erクリュ クロ デ モン リュイザン ブラン ヴィエイユ ヴィーニュ 白 93 1 本限定 18,700円

30 ポンソ 17 ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ デュ パンソン 赤 88 3 本限定 6,600円

31 ポンソ 17 モレ サン ドニ キュヴェ デ グリーヴ 赤 90 1 本限定 11,000円

32 サン テステフ 17 ラ ダーム ド モンローズ モンローズ2nd 赤 92 3 本限定 7,700円

33 ポイヤック 17 CH ラフィット ロートシルト 1級 赤 97+ WS96 3 本限定 104,500円

34 ポイヤック 17 CH ム－トン ロ－トシルト 1級 赤 3 本限定 88,000円

35 ボルドー 17 エール ダルジャン 白 91-93 3 本限定 15,400円

36 サン ジュリアン 17 CH デュクリュ ボーカイユ 2級 赤 96+ 1 本限定 33,000円

37 サン テミリオン 17 CH フィジャック 第1特別級B 赤 95 1 本限定 35,200円

38 ソーテルヌ 17 CH リューセック 白 2 本限定 12,650円

39 ソーテルヌ 17 CH ドワジ ヴェドリーヌ 375ml 白･甘 94+ 3 本限定 3,960円

40 奥尻ワイナリー 17 ピノ ノワール 赤 3 本限定 2,530円

41 宝水ワイナリー 19 雪の系譜 バッカス 白 3 本限定 3,300円

42 鳥居平今村 18 菱山圃場 赤 6 本限定 2,750円

43 広島三次ワイナリー 19 TOMOE マスカットベーリーA 柳ヴィンヤード 赤 6 本限定 2,200円

【　PART②　今月の新着-Ⅱ　】　  9月12日（土）～18日（金）

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

44 ユドロ バイエ 18 シャンボール ミュジニ ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 5 本限定 10,120円

45 ユドロ バイエ 18 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ クラ 赤 5 本限定 17,600円

46 ユドロ バイエ 18 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ シャルム 赤 5 本限定 16,830円

47 ユドロ バイエ 18 ヴォーヌ ロマネ 赤 1 本限定 12,320円

48 ユドロ バイエ 18 ボンヌ マール 赤 1 本限定 53,900円

49 ユベール リニエ 17 サン ロマン ブラン 白 3 本限定 5,500円

50 ユベール リニエ 18 ブルゴーニュ ルージュ プラン ジルベール 赤 87 3 本限定 4,070円

51 ユベール リニエ 17 ジュヴレ シャンベルタン レニャー 赤 2 本限定 8,580円

（次ページへつづく）

ブルゴーニュ

ボルドー2017年プリムール

北海道

山梨

広島

＜シャントレーヴ＞
日本人女性醸造家の栗山朋子さんと、ギョビオデーム・ボットさんの醸造家夫婦が2010年に始めた人気のワイナリーです。

栗山さんのテイスティングコメントをご紹介いたします。

●ラントリュ ブラン⇒南ローヌ・ヴァルレアスのオーガニック認証を持つヴィオニエをマセラシオンカルボニックで香り高く醸

しました。オレンジピールや金柑を思わせる芳醇な果実味に、全房発酵由来のさらっとした苦味がバランスよくマッチ。リッ

チなオレンジワインです。冷やしてお飲みください。

●ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュレ ダモード⇒ニュイ サン ジョルジュ最北のプルミエクリュの一つで、ヴォーヌロマネとの

境に位置していることから、ヴォーヌを思わせる淡麗なミネラル感と重心の高さが特徴です。それにニュイ特有の温かみの

あるテクスチュアときめ細かいタンニン。若くても良し、熟成させても良し。プルミエクリュならではのスケール感にあふれて

います。

＜鳥居平今村／2018菱山圃場＞

1877年創業の歴史を誇るシャトー勝沼。そのシャトー勝沼から2007年、『日本が誇るファインワイン』として『鳥居平今村』

が誕生。以来、ロワールのカリスマ『ニコラ ジョリー氏』をはじめ世界の醸造家、ソムリエ等の第一人者から称賛を浴びてき

ました。古来より現在の国道38号より上の斜面一体が『鳥居平』と呼ばれ、『鳥居平今村』はそこに拠点を置く唯一のワイ

ナリーであることに由来します。※現在の行政地区名（住所）では「勝沼町菱山」となります。

今回は東急百貨店のために特別キュヴェを造っていただきました。ワイナリーにほど近い『菱山圃場』のマスカットベーリー

Aとブラッククイーンをブレンド。マスカットベーリーAならではの優しいく柔らかい果実味に、ブラッククイーンのスパイス感

が全体をまとめ上げています。ブレンドならではのバランスの良さが魅力です。

＜グロ フレール エ スール＞

2016、2017年とSO2のサン・スフルに挑戦していましたが、2018年は一転、SO2添加に回帰するようです。とはいえ赤で30～
40㎎/lと少ない数値のため、適切な管理が必要な事に変わりはありません。

●ピノ ノワール ヴァン ド フランス⇒モレ サン ドニ村にあるレ プラティエールという自社畑で樹齢は約27年。2017年までは

AOCコトーブルギニヨンとしてフランス国内向けに販売。VdFのためドメーヌ表記をしていません。
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【　PART②　今月の新着-Ⅱ　】　  9月12日（土）～18日（金） 【　PART②　今月の新着-Ⅱ　】　  9月12日（土）～18日（金）つづき

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

52 ユベール リニエ 17 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ オー コンボット 赤 91-93 1 本限定 26,400円

53 ユベール リニエ 17 モレ サン ドニ 赤 2 本限定 8,580円

54 ユベール リニエ 17 モレ サン ドニ 1erクリュ ラ リオット 赤 90-93 1 本限定 15,400円

55 ユベール リニエ 17 シャルム シャンベルタン 赤 91-93 1 本限定 31,350円

56 ユベール リニエ 17 グリオット シャンベルタン 赤 90-92 2 本限定 58,300円

57 ユベール リニエ 17 クロ ド ヴージョ 赤 2 本限定 35,200円

58 ユベール リニエ 17 クロ ド ラ ロシュ 赤 95-97 2 本限定 44,000円

59 E.ギガル 18 コンドリュー ラ ドリアーヌ 白 94 2 本限定 14,300円

60 E.ギガル 16 コート ロティ シャトー ダンピュイ 赤 92-94 3 本限定 17,600円

61 E.ギガル 16 コート ロティ ラ ムーリンヌ 赤 95-98 1 本限定 57,200円

62 E.ギガル 16 コート ロティ ラ ランドンヌ 赤 95-98 1 本限定 57,200円

63 E.ギガル 16 コート ロティ ラ トゥルク 赤 95-97 1 本限定 57,200円

64 ジャン ルイ シャヴ セレクション 18 クローズ エルミタージュ ブラン シベル 白 3 本限定 3,300円

65 ジャン ルイ シャヴ セレクション 18 サン ジョセフ ブラン シルカ 白 3 本限定 4,290円

66 ジャン ルイ シャヴ セレクション 16 エルミタージュ ブラン ブランシュ 白 1 本限定 7,260円

67 ジャン ルイ シャヴ セレクション 18 コート デュ ローヌ モン クール 赤 6 本限定 2,640円

68 ジャン ルイ シャヴ セレクション 18 クローズ エルミタージュ ルージュ シレーヌ 赤 2 本限定 3,300円

69 ジャン ルイ シャヴ セレクション 17 サン ジョセフ ルージュ オフリュス 赤 2 本限定 3,300円

70 ジャン ルイ シャヴ セレクション 16 エルミタージュ ルージュ ファルコネ 赤 2 本限定 7,260円

71 ジャン ルイ シャヴ 17 エルミタージュ ブラン 白 1 本限定 29,700円

72 ジャン ルイ シャヴ 17 サン ジョセフ 赤 1 本限定 9,570円

73 ジャン ルイ シャヴ 17 エルミタージュ ルージュ 赤 2 本限定 29,700円

74 シャトー デ トゥール 16 ドメーヌ デ トゥール ヴォークリューズ ブラン 白 1 本限定 6,600円

75 シャトー デ トゥール 16 コート デュ ローヌ ルージュ 赤 2 本限定 6,600円

76 アンドレ ヴァタン 16 サンセール サン フランソワ 白 4 本限定 4,180円

77 アンドレ ヴァタン 18 サンセール ルージュ ムーラン ベル 赤 4 本限定 2,860円

78 クリストフ ドルーア 16 ミュスカデ セーヴル エ メーヌ モニエール サン フィアクル 白 4 本限定 2,860円

79 ディディエ ダグノー 17 ブラン フュメ ヴァン ド フランス 白 1 本限定 13,200円

80 ディディエ ダグノー 17 ピュール サン ヴァン ド フランス 白 1 本限定 16,500円

81 ディディエ ダグノー 17 シレックス ヴァン ド フランス 白 1 本限定 22,000円

82 ヴィニョブル デュ レヴール 18 アン ナンスタン シュール テール 白 3 本限定 6,050円

83 テヌータ ルーチェ 17 ルーチェ 赤 JS94-93 2 本限定 19,800円

84 サルヴァトーレ モレッティエーリ 18 グレコ ディ トゥーフォ 白 4 本限定 3,410円

85 サルヴァトーレ モレッティエーリ 16 イルピニア アリアニコ チンクエ クエルチェ 赤 4 本限定 3,520円

86 サルヴァトーレ モレッティエーリ 07 タウラージ リゼルヴァ ヴィーニャ チンクエ クエルチェ 赤 2 本限定 9,240円

87 ヴァイングート スールナー 19 ゲースィング アー ミュラートゥルガウ&リースリング 白 6 本限定 2,420円

88 カレラ 16 セントラル コースト シャルドネ 白 6 本限定 3,190円

89 カレラ 16 マウント ハーラン シャルドネ 白 3 本限定 7,480円

90 カレラ 16 マウント ハーラン ヴィオニエ 白 12 本限定 6,050円

91 カレラ 16 セントラル コースト ピノ ノワーﾙ 赤 6 本限定 4,070円

92 カレラ 17 マウント ハーラン ド ヴィリエ ピノ ノワーﾙ 赤 3 本限定 8,800円

93 カレラ 09 マウント ハーラン ミルズ ピノ ノワーﾙ 赤 1 本限定 14,850円

94 カレラ 05 マウント ハーラン リード ピノ ノワーﾙ 赤 1 本限定 15,400円

95 カレラ 17 マウント ハーラン ジェンセン ピノ ノワーﾙ 赤 93 3 本限定 17,600円

アメリカ

ロワール

ブルゴーニュ

コート デュ ローヌ､南フランス

ロワール

イタリア

オーストリア

＜サルヴァトーレ モレッティエーリ＞

敬意をもって南のバローロとも評される、南イタリアを代表する銘醸ワインが『タウラージ』です。その中でもトップ生産者の一

人がこの『サルヴァトーレ モレッティエーリ』です。

ファーストVTは1988年ですが、以後はぶどう全量を売却し、利益を植え替えと樽の購入に充てたため、次のリリースが1992年

というこだわりよう。

鈍重になりがちなタウラージですが、モレッティエーリの手に掛かると優美で滑らかな偉大なワインの風格を備えます。

『イルピニア アリアニコ』と『タウラージ リゼルヴァ』も同じ畑（チンクエ クエルチェ）です。収穫の段階で選別され、主に樹齢の

高い樹からタウラージが、良年にはリゼルヴァも造られます。
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【　特別会期　ボランジェ限定品販売　】　  9月15日（火）

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

96 ボランジェ NV PN VZ15 白･泡 3 本限定 17,600円

【　PART③　今月の新着-Ⅲ　】　  9月19日（土）～25日（金）

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

97 ドメーヌ ド ラルロ 18 コート ド ニュイ ヴィラージュ ブラン オー ルーリー 白 1 本限定 6,820円

98 ドメーヌ ド ラルロ 18 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ クロ ド ラルロ ブラン 白 2 本限定 18,700円

99 ドメーヌ ド ラルロ 18 コート ド ニュイ ヴィラージュ クロ デュ シャポー 赤 1 本限定 7,480円

100 ドメーヌ ド ラルロ 18 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ モン デ ゾワゾー 赤 2 本限定 13,750円

101 ドメーヌ ド ラルロ 18 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ クロ デ フォレ サン ジョルジュ 赤 2 本限定 18,150円

102 ドメーヌ ド ラルロ 18 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ クロ ド ラルロ 赤 2 本限定 19,800円

103 ドメーヌ ド ラルロ 18 ヴォーヌ ロマネ 1erクリュ レ スショ 赤 1 本限定 26,400円

104 ニコラ ポテル 08 ムルソー 1erクリュ レ ペリエール 白 4 本限定 9,460円

105 ニコラ ポテル 12 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ シャン ガン 白 2 本限定 11,550円

106 ニコラ ポテル 12 ボーヌ 1erクリュ レ ブレサンド 赤 6 本限定 6,490円

107 ニコラ ポテル 07 サントネイ ルージュ 赤 6 本限定 3,520円

108 ラ パルセル 17 コニジ 白･泡 1 本限定 13,200円

109 ラ パルセル 16 ラ カペラ 白･泡 1 本限定 17,600円

110 エンビナーテ 18 ロウサス ヴィニャス デ アルデア 赤 3 本限定 3,300円

111 エンビナーテ 18 ミガン 赤 3 本限定 4,620円

ブルゴーニュ

シャンパーニュ

スペイン

ブルゴーニュ

＜ボランジェ／PN VZ15＞

格調高いピノノワールのメゾンとして高い評価を受けてきたボランジェから、ピノ
ノワール100％の新しいキュヴェ＜PNシリーズ＞をリリース。
ボランジェのDNAというべきピノノワールを用い、シャンパーニュ地方の多様な
テロワールを表現したマルチヴィンテージのシャンパーニュです。
■ピノ ノワール100％（ヴェルズネを中心に、アイ、ブジィなど）
■ドサージュ：7ｇ/ｌ
■ベースヴィンテージ：2015年
■最も古いリザーヴワイン：2009年

＜ ラ パルセル＞

ビオロジック、ビオディナミによる畑の栽培管理会社を営んでいたステファニー シュヴルー氏とジュリアン ブルナゼル氏が
2012年にスタートしたメゾン。それは2012年に引退するヴィニュロンが2人が管理していた小さな区画『ラ パルセル』を売っ
てくれた事がきっかけでした。わずか0.4haの真南向きの急斜面で1983年植樹のピノムニエ100％、2015年にビオディナミ認
証を取得。プレパラートも畑の周囲に生える草花を収穫し自家製。
●コニジ⇒2016年に購入した30アールの畑。バリック発酵で月の満ち欠けを見ながらバトナージュを行う。
●ラ カペラ⇒星の名前であるとともにラテン語では子ヤギを意味する。高低差が120ｍほどある急斜面の粘土石灰質の畑。
バリック発酵、バリック8ヵ月熟成

＜エンビナーテ＞

『エンビナーテ（ワイン、あなた自身という意味）』はワインメーカー仲間の4人組、ロベルト サンタナ、アルフォンソ トレンテ、

ラウラ ラモス、ホセ マルティネスの構想から生まれました。4人はアリカンテの大学で醸造学を学び、2005年に結成。

彼らはリベイラ サクラやカナリア諸島といった、太平洋気候から影響を受けた地域の個性的なパーセルに焦点を当て、明

快かつ簡潔な表現法でもって各畑のテロワールを体現しています。

●ミガン⇒ビドゥエーニョと呼ばれる昔ながらの栽培環境で様々な品種が自根で混植されています。根元が一か所にまと

まっているので冬の間は枝を一方向にまとめてどけておいて、他の作物を栽培することができます。この栽培方法はこの地

方独特で100年以上続いています。
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【 ヘレンヘルガー　ホーフ / ドイツワイン特集　】　　9月3日（木）～16日（水）

生産地：ラインヘッセン 生産者：ワインケラーライ　ドイッチェ　GmbH

ピノ・ノワール　ロゼ　アイスワイン 375ml 2018年 色・味わい：ロゼ・極甘口

ピノ・ノワールから感じられる赤い果実、苺を凝縮させたかのような芳香を放つロゼ色のアイスワイ
ン。
１２月以降のマイナス７度以下の凍てつくような寒さの中で収穫された天然氷結ぶどうを使用。

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

税込価格：3,630円

生産地：モーゼル 生産者：レナート・ファイト

ピースポーター　ゴールトトレップヒェン リースリング シュペートレーゼ 1998年 色・味わい：白・甘口

20年以上醸造所で熟成させた蔵出しワイン。とても希少な銘醸畑のシュペートレーゼクラス。
年月の経過により、甘みは少し控えめになったが、その代わり旨みが発揮されており、リースリング
の真価が味わえる。

品種：リースリング

税込価格：8,800円

生産地：ファルツ 生産者：フリードリッヒ・ベッカー

ピノ・ノワール [B] 2014年 色・味わい：赤・ミディアム

ワンランク上のベーシッククラス。[B]は「Becker Basic Barrique」の頭文字から。
小樽での熟成、無濾過無清澄。甘みを感じるほどの果実味だが、ボディはしなやかで上質な酸。

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

税込価格：5,500円

生産地：バーデン 生産者：マルティン・ヴァスマー

マルクグレーフラーラント　シュペートブルグンダー 2017年 色・味わい：赤・ミディアム

ワインガイド「Vinum」にて最優秀コストパフォーマンス賞受賞。小樽での熟成。
ピノ・ノワールに求められる果実味、色気、まろやかさ、酸が、この価格ですべて揃っている優等生ワ
イン。

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

税込価格：3,300円

生産地：ファルツ 生産者：ヴィラ・ヴォルフ

ヴィラ・ヴォルフ　シュペートブルグンダー　 2018年 色・味わい：赤・ミディアム

50％を大樽熟成、50％をステンレスタンクでの熟成。南ファルツ、森の麓の優良区画より収穫。
この価格ながら、ピノ・ノワールの繊細さと色気が感じられる、チャーミングで華やか、コストパフォー
マンス抜群の赤ワイン。

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

税込価格：2,200円

生産地：バーデン 生産者：トラウトワイン

トラウトワイン　シャルドネ 2018年 色・味わい：白・辛口

特級区画に植えられた若木のシャルドネを小樽で熟成(20％は新樽)。樽のトーンは強すぎず、
土壌由来の鉱物的なトーン、バナナやハーブを思わせるアロマ。力強さと繊細さが共存した、バラ
ンスの良いシャルドネ。

品種：グラウアーブルグンダー（ピノ・グリ）

税込価格：3,300円

生産地：バーデン 生産者：トラウトワイン

トラウトワイン　ブラン 2019年 色・味わい：白・辛口

ステンレスタンクでの熟成。アロマティックな品種をブレンドし、フルーティーに仕上げた優しい味わ
い。爽やかで、少し甘みを残した辛口。

品種：ムスカテラー30％、ミュラー・トゥルガウ25％他

税込価格：2,970円

生産地：フランケン 生産者：クリストフ・シュタインマン

ミュラー　ルスト 2017年 色・味わい：白・辛口

軽快にスイスイ飲めるようにミュラートゥルガウ単一で仕上げたフルーティな辛口。
ドイツの童謡の名前をぶどう品種にかけている。マスカットを思わせる香りが心地よい。

品種：ミュラー・トゥルガウ

税込価格：2,310円

生産地：モーゼル 生産者：ローゼン・ブラザーズ

ドクター・エル　リースリング (甘口） 2018年 色・味わい：白・甘口

青りんごを丸かじりしたような、チャーミングでフレッシュなやや甘口ワイン。
クラシックなドイツワインを彷彿とさせる味わいで、ワイン初心者から上級者まで楽しめる安心の味わ
い。

品種：リースリング

税込価格：2,090円

世界のワイン産地で最も北に位置するドイツワイン。その冷涼な気候から美しい酸と繊細な芳香を備えるワインを生み出す産地です。
人気のリースニングやアイスワイン、また近年愛好家からも評価が上昇している赤ワインもぜひこの機会にお楽しみください。

生産地：モーゼル 生産者：ローゼン・ブラザーズ

ドクター・エル　リースリング　ドライ 2018年 色・味わい：白・辛口

レモンのような果実味を持つフレッシュ＆フルーティなドライリースリング。
この価格帯ながら粘板岩土壌由来のミネラル分を十分に感じることができる、コストパフォーマンス
抜群のワイン。

品種：リースリング

税込価格：2,090円
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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。ぜひご利用ください。

◆お申込み・お問い合わせは直接店頭にて、またはTEL.045-903-2406　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13日（日）　

●商品確保のご連絡：9月18日（金）から　                       ●商品のお渡し：9月19日（土）～30日（水）

NO 生産者 年  銘                   柄 色 　 税込価格

B-1 アミオ ギィ エ フィス NV クレマン ド ブルゴーニュ エクストラ ブリュット 白･泡 60 本限定 2,750円

B-2 アミオ ギィ エ フィス NV クレマン ド ブルゴーニュ エクストラ ブリュット ロゼ ロゼ･泡 60 本限定 2,750円

B-3 ヴァンサン エ ソフィ モレ 14 サン トーバン 1erクリュ レ シャルモワ ブラン 白 24 本限定 4,950円

B-4 カロリーヌ モレ 16 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ ル シェーヌ ブラン 白 24 本限定 6,930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 6,380円

B-6 ビヨー シモン 16 シャブリ キュヴェ テット ドール 白 36 本限定 2,970円

B-7 ビヨー シモン 16 シャブリ 1erクリュ モント ド トネル 白 24 本限定 4,620円

B-8 ブルーノ コラン 14 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ ラ ブードリオット 白 24 本限定 7,920円

B-9 ブルーノ コラン 14 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 11,880円

NO 生産者 年  銘                   柄 色 　 税込価格

B-10 アルヌー ラショー 15 シャンボール ミュジニ 赤 24 本限定 9,130円

B-11 アルベール モロ 11 ボーヌ 1erクリュ マルコネ 赤 24 本限定 5,500円

B-12 クロード デュガ 15 ジュヴレ シャンベルタン 赤 24 本限定 11,550円

B-13 コンフュロン コトティド 14 ヴォーヌ ロマネ 1erクリュ レ スショ 赤 24 本限定 12,100円

B-14 シモン ビーズ 14 サヴィニ レ ボーヌ 1erクリュ レ フルノー 赤 36 本限定 6,050円

B-15 ジャン グリヴォ 15 ヴォーヌ ロマネ 赤 24 本限定 8,580円

B-16 ショーヴネ ショパン 14 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ オー ザルジラ 赤 24 本限定 5,390円

B-17 ティエリー モルテ 12 ジュヴレ シャンベルタン ヴィーニュ ベル 赤 24 本限定 6,380円

B-18 パトリック ジャヴィリエ 14 サヴィニ レ ボーヌ 1erクリュ レ セルパンティエール 赤 36 本限定 4,400円

B-19 パトリック ジャヴィリエ 14 ペルナン ヴェルジュレス 赤 24 本限定 3,740円

B-20 ピエール モレ 14 モンテリー ルージュ 赤 36 本限定 3,850円

B-21 フェヴレ 14 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 8,250円

B-22 フェヴレ 14 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ レ カズティエ 赤 24 本限定 8,580円

B-23 フェヴレ 14 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ シャルム 赤 24 本限定 10,230円

B-24 フェヴレ 15 ヴォーヌ ロマネ 赤 24 本限定 7,480円

B-25 フェヴレ 13 クロ ド ヴージョ 赤 24 本限定 17,600円

B-26 フェヴレ 13 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ レ ダモード 赤 24 本限定 7,150円

B-27 ベルナール デュガ ピィ 13 ジュヴレ シャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 24 本限定 11,880円

B-28 ミシェル ゴヌー 07 ポマール 1erクリュ グラン ゼプノ 赤 24 本限定 13,200円

B-29 ミシェル ラファルジュ 11 ヴォルネイ 赤 24 本限定 5,830円

B-30 モレ ブラン 11 アロース コルトン 1erクリュ クロ デュ シャピトル 赤 24 本限定 7,150円

B-31 モンジャール ミュヌレ 14 ヴージョ 1erクリュ レ クラ 赤 24 本限定 9,680円

B-32 ユベール リニエ 14 モレ サン ドニ トリロジー 赤 24 本限定 7,150円

B-33 ユベール リニエ 13 モレ サン ドニ 1erクリュ ラ リオット 赤 24 本限定 11,550円

B-34 ラ プッス ドール 15 シャンボール ミュジニ 赤 24 本限定 7,920円

B-35 レシュノー 13 ニュイ サン ジョルジュ 赤 24 本限定 5,500円

※限定数は東急百貨店6店計

限定数

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


