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●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。★WCはステファン･タンザー氏主筆「INTERNATIONAL WINE CELLAR」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 2
TOKYU Department Store 2021

Feburary

2月13日（土）～19日（金） ●今月のお買い得ワイン
●今月の新着

Part.1

【 特別会期 】 ●≪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

⇒詳しくはPage.B-1をご覧ください

2月5日（金）～14日（日）

【 長野ワインオンラインセミナー 】 開催日時：2月27日（土） 17時～18時

毎月ワイナリーを紹介していくオンラインセミナーです。
参加方法等詳細は、Page.5 をご覧ください

地下１階 東急フードショー ワインコーナー お問い合わせ：TEL.0422-21-5591 <直通>／ FAX.0422-21-5592

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

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。
1～5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をご確認ください。

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＞

休業日のお知らせ 2月17日（水）、東急百貨店たまプラーザ店は休業いたします。

※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  2021年2月のワインフェア Page.2

 ①フェア会期各初日の販売方法・・・　　　　　　　　　　　　　　　　カード会員様を対象にご購入順の抽選を行います。
　※「TOKYU POINT CARD（現金専用）」については除外とさせていただきます。

　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

　抽選は専用のECサイトよりお申込みいただけます。

　https://krs.bz/t-net/m/tamaplazawine　または右記QRコードよりアクセスください。※店頭・お電話・FAX・メールでのお申し込みは承っておりません。

　　●応募期間：2月14日（日）24時まで

　　●当選のお知らせ：2月19日（金）　※ご当選の方にのみEメールでお知らせいたします。

　　●商品のお渡し：2月20日（土）～3月7日（日）　　※ご購入時にTOKYU CARD ClubQの確認をさせていただきます。

　　※ご応募がなかった商品につきましては、2月15日（月）より店頭販売いたします。

こちらのQRコードよりお申し込みいただけます。

【 ＰＡＲＴ-①　今月の買い得ワイン　】　  2月13日（土）から

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

1 ジャン イヴ デュヴェヴェイ 14 リュリィ ラ ショーム ルージュ 赤 12 本限定 2,970円

2 パトリック ジャヴィリエ 14 ペルナン ヴェルジュレス ルージュ 赤 12 本限定 3,740円

3 ビヨー シモン 17 シャブリ キュヴェ テット ドール 白 12 本限定 2,970円

4 ビッビアーノ 18 リストリチェ 白 12 本限定 1,320円

5 ビッビアーノ 18 スカッパレプレ ロゼ 12 本限定 1,320円

6 ビッビアーノ 16 キャンティ クラシコ リゼルヴァ 赤 12 本限定 2,530円

東急百貨店たまプラーザ店　『2021年2月のワインフェア』　の販売と抽選に関するお願い

①フェア会期各初日の販売方法、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

イタリア

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。

≪ビッビアーノ≫

ビッビアーノの畑は、エルトリア時代からラテン時代後期に起源を持つキャンティの歴史的地区に位置します。この土地でワ
イン造りがまったのが1550年。1865年からオーナーであるマルケージ・マルツィ家はこの地の自然と歴史を受け継ぎ現在で5
代目。
海抜270～300mの丘の斜面に広がる約25ｈａの自社畑は斜面という立地を生かした最高の条件のもと、流行に左右されな
い、時に頑固ともいえる『キャンティ・クラシコの原点』ともいうべきスタイルを守り続けています。
今回は日本への輸入がしばらくお休みという事で、最後の在庫を特別価格でご提供いたします。

※ビッビアーノのワインは、2013年からイタリアのオーガニック認証機関『ＩＣＥＡ（イチェア）』の認証を受けています。
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【 ＰＡＲＴ-①　今月の新着-Ⅰ　】　  2月13日（土）～19日（金）

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

7 クリストフ ブリチェック 18 ジュヴレ シャンベルタン オー エシェゾー 赤 3 本限定 7,150円

8 クリストフ ブリチェック 18 モレサン ドニ クロ ソロン 赤 3 本限定 7,150円

9 コント ジョルジュ ド ヴォギュエ 18 シャンボール ミュジニ 赤 1 本限定 33,000円

10 コント ジョルジュ ド ヴォギュエ 18 シャンボール ミュジニ 1erクリュ 赤 1 本限定 49,500円

11 コント ジョルジュ ド ヴォギュエ 18 ボンヌ マール 赤 1 本限定 96,800円

12 コント ジョルジュ ド ヴォギュエ 18 ミュジニ ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 1 本限定 129,800円

13 ラモネ 18 ブズロン 白 3 本限定 6,600円

14 ラモネ 18 ブルゴーニュ ブラン 白 2 本限定 6,930円

15 ラモネ 18 ピュリニ モンラッシェ レ ゼンセニエール 白 1 本限定 17,380円

16 ラモネ 18 シャサーニュ モンラッシェ ブラン 白 1 本限定 15,400円

17 ラモネ 18 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 20,130円

18 ラモネ 18 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ クロ ドゥ カイユレ ブラン 白 2 本限定 21,450円

19 ラモネ 18 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 21,450円

20 ラモネ 18 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 2 本限定 23,100円

21 ラモネ 18 シャサーニュ モンラッシェ ルージュ 赤 1 本限定 11,550円

22 ラモネ 18 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 16,280円

23 ラモネ 18 シャサーニュ モンラッシェ 1erクリュ ブードリオット ルージュ 赤 1 本限定 16,280円

24 ルー デュモン NV クレマン ド ブルゴーニュ ブリュット 白･泡 4 本限定 3,300円

25 ルー デュモン 18 ブルゴーニュ ブラン 白 4 本限定 3,960円

26 ルー デュモン 18 サン ロマン ブラン 白 4 本限定 6,237円

27 ルー デュモン 18 ピュリニ モンラッシェ 白 2 本限定 11,000円

28 ルー デュモン 18 ブルゴーニュ パストゥグラン キュヴェ タガミ 赤 4 本限定 3,300円

29 ルー デュモン 18 ブルゴーニュ ルージュ 赤 4 本限定 4,070円

30 ルー デュモン 18 ジュヴレ シャンベルタン 赤 3 本限定 9,900円

31 ルー デュモン 18 モレ サン ドニ 赤 4 本限定 7,700円

32 ルー デュモン 18 シャンボール ミュジニ 赤 1 本限定 11,880円

33 ルー デュモン 18 シャルム シャンベルタン 赤 1 本限定 30,800円

34 ルー デュモン(ドメーヌ) 18 ブルゴーニュ ルージュ ヴィエイユ  ヴィーニュ 赤 1 本限定 7,040円

35 ジェローム プレヴォー NV エクストラ ブリュット ラ クロズリー ラ ベギーヌ(2017) 白･泡 2 本限定 14,300円

36 サン テステフ 18 ル マルキ ド カロン セギュ－ル 赤 6 本限定 4,400円

37 サン ジュリアン 18 CH タルボ 4級 赤 91 3 本限定 8,800円

（次ページへつづく）

ブルゴーニュ

シャンパーニュ

ボルドー

≪クリストフ ブリチェック≫

モレ・サン・ドニの優良生産者クリストフ・ブリチェックの新ヴィンテージのご紹介です。
歴史あるドメーヌを2003年に受け継いだ現当主クリストフ氏の代になり、以前の堅牢なスタイルからエレガントで優美なスタイ
ルに変わり、新たなファンを世界中で増やしています。

【モレ サン ドニ クロ ソロン】
『クロ ソロン』はリューディ名。モレ・サン・ドニは元々ジュヴレ・シャンベルタンとシャンボール・ミュジニだった比較的新しく区
分けされたアペラシオンですが、ジュヴレの力強さとシャンボールの優美さを兼ね備えた恵まれたテロワールです。このワイ
ンはモレ・サン・ドニを拠点とするドメーヌならではの見事な複雑美を表現しています。

≪ジェローム プレヴォー≫

ジャック・セロスのもとでの経験を基にビオディナミのシャンパーニュを代表する一人となったジェローム・プレヴォー。
ピノ・ムニエ100％から醸される偉大なシャンパーニュは世界中の人々を魅了しています。

【エクストラ ブリュット ラ クロズリー ラ ベギーヌ(2017)】
偉大なセロスのスタイルに通じる66666ピュアで繊細な味わいと男性的なボディと骨格を持ち合わせています。
『ラ ベギーヌ』とは村の近くにある修道院（レ・ベギーヌ派）の名から取っています。『ラ クロズリー』とは語源的には、『下界か
ら隔絶した、自分帯の違いをはっきりとさせたい』という意味が込められているそうです。
ヴィンテージ表記はありませんが、2017年産のぶどうを使用しています。
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【　PART①　今月の新着　】　  2月13日（土）～19日（金）つづき

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

38 HOCCA NV HOCCA シードル シードル 6 本限定 1,650円

39 HOCCA NV HOCCA シードル スイート シードル 6 本限定 1,650円

　　　今春以降リリース予定のワイン

40 カンティーナ リエゾー 19 チャオ チャオ ロッソ メルロ 赤 6 本限定 3,300円

41 カンティーナ リエゾー 19 チャオ チャオ ロッソ ピノ ネロ&バルベーラ 赤 6 本限定 3,300円

42 カンティーナ リエゾー 19 チャオ チャオ ロッソ アリアニコ 赤 6 本限定 3,300円

43 カンティーナ リエゾー 19 ベル ヴェデーレ 白 6 本限定 3,630円

山形

長野

オンラインセミナー開催日：2月27日（土）17時～18時

※カンティーナ･リエゾーのワインをいずれか1本以上ご購入のお客様を

オンラインセミナーにご招待いたします。

⇒詳しくは､Page．5をご覧ください

≪HOCCA シードル≫

山形県産ふじ及び紅玉を自社で搾汁し丁寧に
濾過、瓶内二次発酵を行った発泡性シードルで
す。
エルダーフラワーやハチミツ、そして凝縮したリ
ンゴの蜜のように華やかな香りですが、含み香
は穏やかでまるでシャンパンを連想させるよう
な口当たりです。
よく冷えた状態より、やや常温に戻していただ
いた方がほんのりと甘味を感じることができま
す。

≪HOCCA シードル スイート≫

山形県産ふじ及び紅玉を自社で搾汁し、丁寧
に濾過、瓶内二次発酵を行った発泡性シードル
です。
芳醇な香り、心地よい炭酸感、凝縮されたリン
ゴの果実感のバランスが良く決して甘ったるい
味わいではありません。
よく冷やしてお酒単体はもちろんチーズやデ
ザート等と合わせてお楽しみください。

2017年・山形県鶴岡市にて日本酒蔵が立ち上げた新興ワイナリ―です。ブドウは欧米品種を中心に自社で栽培し、日本酒造りで培った知識を基にワイン造

りを行っています。山形県鶴岡市及び酒田市の休耕地を借りてブドウ栽培を行っていますが、休耕地を復活させることで庄内地域の原風景を取り戻し、地

域活性化に繋げていきたいという想いからブドウ栽培からワイン醸造まで一貫して手掛けています。

2020年には、シャルドネ、ピノ・グリ、ツヴァイゲルト、ピノ・ノワール、シラーを収穫して醸造。こちらは、2021年9月頃に販売開始予定です。

現在までは日本酒蔵内でワイン醸造を行っていましたが2021年春にはワイナリーの建設にも着工し、いよいよ本格稼働します。

まず最初のご紹介となるのが山形県産のりんごを使用したシードルです。日本酒蔵が立ち上げたという事が良く分かる味わいで、食中酒としておすすめで

す。

今春以降欧州品種を使用したワインのリリースも控えており、今後注目のワイナリーです。
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　東急百貨店　×　銀座NAGANO　共同企画

長野ワインオンラインセミナー
【シーズン-Ⅰ】2021年2月～4月

オンラインセミナー開催日：2月27日（土）17時～18時

※下記の≪今月のワインリスト≫のうち、いずれか1本以上ご購入のお客様をご招待いたします。

オンラインセミナーのご参加にはメールアドレスのご登録が必要となります。ワインをご購入いただいたお客様に

メールアドレス登録用のQRコードをお渡しいたします。詳しくは売場係員までおたずねください。

シーズン-Ⅰ ≪新しき挑戦者≫

シーズン-Ⅰのテーマは≪新しき挑戦者≫と題し、近年創業した新興ワイナリーに着目いたします。

これまで長野県内では栽培されていなかった品種や、新風を吹かす新しいワイン、造り手をご紹介いたします！

Cantina Riezo カンティーナ リエゾー（高山村）

×

2月
February

サンクゼールワイナリーにて栽培・醸造に携わった湯本康之さんがイタリアでの研修を経て、
2015年に地元である高山村に念願のワイナリーを設立。
湯本さんの醸す“クラフトワイン”は某ホテルシェフソムリエ絶賛の、体に染み入る優しいワイ
ンです。

3月

4月

March

April

オンラインセミナー開催日：3月27日（土）17時～18時（予定）

オンラインセミナー開催日：4月24日（土）17時～18時（予定）

シードルで数々の受賞歴のあるワイナリーが醸すワイン達。
新シリーズ「Lapin」のお披露目を東急百貨店にて限定発売。

2019年設立。全国でも珍しい、醸造免許を持つ高校で醸造の教鞭をとった高
山先生とフランス研修帰りの若き醸造家、渡辺さんがタッグを組んだワイナ
リー。

ここに生産者の写真を

入れてください

≪今月のワインリスト≫
● Ciao Ciao Rosso 2019 Merlot   (チャオ チャオ ロッソ 2019 メルロ)

● Ciao Ciao Rosso 2019 Pinot Nero & Barbera (チャオ チャオ ロッソ 2019 ピノ ネロ & バルベーラ)

● Cioa Ciao Rosso 2019 Aglianico (チャオ チャオ ロッソ 2019 アリアニコ)

● Bel Vedere 2019 (ベル ヴェデーレ 2019)

(赤･750ml) 3,300 円

(赤･750ml) 3,300 円

(赤･750ml) 3,300 円

(白･750ml) 3,630 円

『銀座NAGANO』とは、長野県観光協会が運営する銀座にあるアンテナショップです。

年内各地の農産物や特産品、日本酒やワインも充実した長野の旬が楽しめる発信基地です。

毎月多くのイベントを開催し、いずれも満員御礼の人気スポットです。

大池ワイン（山形村）

ドメーヌ スリエ（塩尻市）

2021年東急百貨店では、長野県観光協会『銀座NAGANO』と協力し、年間を通じ長野ワインを特集してまいります。

シーズン毎にテーマを設け毎月１ワイナリーをご紹介。毎月第４土曜日にオンラインセミナーを開催いたします。
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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。ぜひこの機会にご利用ください！！

◆お申し込み・お問い合わせは直接店頭にて、またはTEL.045-903-2406＜直通＞　にて承ります。

お電話でご注文の際はリスト中の「NO」をお申し付けください。

●ご注文承り期間：2月5日（金）～2月14日（日）　

●商品確保のご連絡：2月19日（金）から　                       ●商品のお渡し：2月20日（土）～3月7日（日）

NO 生産者 年  銘                   柄 色 　 税込価格

B-1 アルベール グリヴォー 2016 ムルソー 1erクリュ レ ペリエール 白 24 本限定 11,880円

B-2 アルベール グリヴォー 2016 ムルソー 1erクリュ クロ デ ペリエール(モノポール) 白 24 本限定 15,400円

B-3 アントワーヌ ジョバール 2014 ムルソー 1erクリュ ブラニー 白 24 本限定 10,340円

B-4 ヴァンサン エ ソフィ モレ 2018 シャサーニュ モンラッシェ ヴィエイユ ヴィーニュ ブラン 白 36 本限定 5,720円

B-5 ヴァンサン エ ソフィ モレ 2016 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 36 本限定 7,040円

B-6 シャトー ド ピュリニ モンラッシェ 2015 ムルソー 1erクリュ レ ポリュゾ 白 24 本限定 9,570円

B-7 ジャン クロード エ ロマン ベッサン 2017 シャブリ ヴィエイユ ヴィーニュ 白 36 本限定 3,080円

B-8 ジャン クロード エ ロマン ベッサン 2018 シャブリ グランクリュ ヴァルミュール 白 36 本限定 6,270円

B-9 ジョセフ コラン 2017 シャサーニュ モンラッシェ ブラン 白 36 本限定 6,600円

B-10 ジョセフ コラン 2018 サン トーバン コンパンディウム 白 36 本限定 4,290円

B-11 シルヴァン モレ 2017 シャサーニュ モンラッシェ ブラン 白 36 本限定 6,380円

B-12 ドメーヌ ド ヴィレーヌ 2016 ブズロン 白 36 本限定 2,970円

B-13 ニュダン 2017 ピュリニ モンラッシェ レ シャルム 白 36 本限定 5,720円

B-14 パトリック ジャヴィリエ 2016 コルトン シャルルマーニュ 白 24 本限定 18,480円

B-15 パトリック ジャヴィリエ 2013 ムルソー クロ デュ クロマン 白 36 本限定 6,600円

B-16 ピエール モレ 2015 ムルソー 白 24 本限定 8,800円

B-17 ピエール モレ 2013 ムルソー レ テール ブランシュ 白 24 本限定 8,800円

B-18 ビヨー シモン 2017 シャブリ 白 36 本限定 2,640円

B-19 フィリップ コラン 2018 シャサーニュ モンラッシェ ブラン 白 36 本限定 6,270円

B-20 フェヴレ 2015 ムルソー 1erクリュ レ シャルム 白 24 本限定 9,900円

B-21 フェヴレ 2016 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ レ シャン ガン 白 36 本限定 8,800円

B-22  フェヴレ 2016 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ ラ ガレンヌ 白 36 本限定 9,570円

B-23 フランソワ カリヨン 2017 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ シャン ガン 白 24 本限定 9,900円

B-24 マルク コラン エ セ フィス 2018 サン トーバン 1erクリュ レ カステット 白 36 本限定 5,170円

B-25 マルク コラン エ セ フィス 2018 サン トーバン 1erクリュ スー ロシュ デュメ 白 36 本限定 5,170円

B-26 メゾン ド モンティーユ 2016 サン ロマン ブラン 白 36 本限定 4,070円

B-27 ルフレーヴ 2017 マコン ヴェルゼ レ シェーヌ 白 36 本限定 4,290円

B-28 ルフレーヴ エ アソシエ 2018 オークセイ デュレス ブラン 白 36 本限定 5,610円

B-29 ルフレーヴ エ アソシエ 2017 リュリィ 1erクリュ 白 36 本限定 6,050円

B-30 ルフレーヴ エ アソシエ 2018 ブルゴーニュ シャルドネ 白 36 本限定 6,380円

※限定数は東急百貨店6店計

【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－①

ブルゴーニュ　白

限定数

※在庫に限りがございますので、完売の際はご容赦ください。
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◆お申し込み・お問い合わせは直接店頭にて、またはTEL.045-903-2406＜直通＞　にて承ります。

お電話でご注文の際はリスト中の「NO」をお申し付けください。

●ご注文承り期間：2月5日（金）～2月14日（日）　

●商品確保のご連絡：2月19日（金）から　                       ●商品のお渡し：2月20日（土）～3月7日（日）

NO 生産者 年  銘                   柄 色 　 税込価格

B-31 アルベール モロ 2015 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(モノポール) 赤 36 本限定 4,400円

B-32 アルベール モロ 2014 ボーヌ 1erクリュ サン ヴィーニュ 赤 36 本限定 4,840円

B-33 クロード デュガ 2015 ジュヴレ シャンベルタン 赤 24 本限定 12,100円

B-34 コンフュロン コトティド 2014 シャルム シャンベルタン 赤 24 本限定 19,800円

B-35 コンフュロン コトティド 2014 ヴォーヌ ロマネ 1erクリュ レ スショ 赤 36 本限定 12,650円

B-36 シモン ビーズ 2015 サヴィニ レ ボーヌ 1erクリュ レ フルノー 赤 36 本限定 7,370円

B-37 シモン ビーズ 2015 サヴィニ レ ボーヌ 1erクリュ レ タルメット 赤 36 本限定 7,370円

B-38 ジャイエ ジル 2015 ブルゴーニュ オート コート ド ボーヌ ルージュ 赤 36 本限定 3,850円

B-39 ジャイエ ジル 2011 コート ド ニュイ ヴィラージュ 赤 36 本限定 4,620円

B-40 ジャック カシュー エ フィス 2016 ヴォーヌ ロマネ レ ゾルム 赤 36 本限定 6,600円

B-41 シャルル オードワン 2015 マルサネ レ ロンジュロワ 赤 36 本限定 4,840円

B-42 ジャン イヴ デュヴェエイ 2014 リュリィ ラ ショーム ルージュ 赤 36 本限定 2,970円

B-43 ジャン ジャック コンフュロン 2015 ニュイ サン ジョルジュ レ フルーリエール 赤 36 本限定 6,050円

B-44 ショーヴネ ショパン 2014 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ オー ザルジラ 赤 36 本限定 5,390円

B-45 ジョブロ 2015 ジヴリ 1erクリュ クロ デュ セリエ オー モワンヌ 赤 36 本限定 3,850円

B-46 ティエリー モルテ 2014 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ クロ プリュール 赤 36 本限定 9,240円

B-47 ドニ モルテ 2016 ジュヴレ シャンベルタン メ サンク テロワール 赤 24 本限定 10,340円

B-48 パトリック ジャヴィリエ 2013 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 5,060円

B-49 ピエール モレ 2014 モンテリー ルージュ 赤 36 本限定 3,850円

B-50 ピエール モレ 2011 ポマール 1erクリュ グラン ゼプノ 赤 36 本限定 8,470円

B-51 フィリップ ルクレール 2016 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ レ シャンポー 赤 36 本限定 8,140円

B-52 フェヴレ 2014 ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ レ カズティエ 赤 36 本限定 8,800円

B-53 フェヴレ 2014 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ オー ヴィーニュ ロンド 赤 36 本限定 6,270円

B-54 フェヴレ 2014 ラトリシエール シャンベルタン 赤 24 本限定 19,800円

B-55 フェヴレ 2013 シャンボール ミュジニ 1erクリュ オー ボー ブリュン 赤 36 本限定 9,240円

B-56 ブリュノ クレール 2013 マルサネ レ グラス テート 赤 36 本限定 5,170円

B-57 ブリュノ クレール 2015 マルサネ レ グラス テート 赤 36 本限定 5,500円

B-58 ベルナール デュガ ピィ 2014 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-59 モーム 2015 ジュヴレ シャンベルタン アン パリュ 赤 36 本限定 7,370円

B-60 ラ プス ドール 2015 シャンボール ミュジニ 赤 36 本限定 8,140円

B-61 ラ プス ドール 2014 ヴォルネイ 1erクリュ クロ ドーディニャック(モノポール) 赤 24 本限定 8,800円

B-62 ラ プス ドール 2014 サントネイ 1erクリュ クロ タヴァンヌ 赤 36 本限定 5,720円

B-63 レシュノー 2015 マルサネ レ サンパニィ 赤 24 本限定 4,840円

B-64 ロベール シュヴィヨン 2015 ニュイ サン ジョルジュ ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 36 本限定 7,040円

B-65 ユベール リニエ 2014 モレ サン ドニ トリロジー 赤 36 本限定 7,370円

※限定数は東急百貨店6店計

【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－②

ブルゴーニュ　赤

限定数

※在庫に限りがございますので、完売の際はご容赦ください。
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