
TOKYU Department Store

Wine Fair
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

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。
★VSは「VINOS」の評価です。★WEは「ワイン エンスージアースト」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
＊お電話･ＦＡＸでのご注文は、フェア売出しの初日・各日13時からとさせて頂きます。会期前のご予約はご容赦ください。
＊数量に限りがございますので売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。
＊誠に恐れ入りますがワインフェア商品のお取置きは、ご容赦いただいております。（お持帰りまたはご配送にて承ります）
＊転売目的のご購入はご容赦願います。

9月

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＞
※年齢を確認の上、20以上の方のみに酒類を販売しています。※表示価格は標準税率10％を含んだ税込価格です。

PART.1
9月4日（土）〜10日（金） ●今月のお買い得ワイン

●今月の新着-Ⅰ

PART.2
9月11日（土）〜17日（金） ●今月の新着-Ⅱ
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 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

　今月のプレミアムワインの抽選販売はございません。

東急百貨店たまプラーザ店　『2021年9月のワインフェア』　の販売と抽選に関するお願い

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。

〔コルテ アダミ／センツァフィーネ ガルガーネガ〕

当店のおすすめワインランキングでもお馴染みの優良コスパ⽣産者「コルテ アダミ」が贈る、「センツァフィーネ」シリーズ。
センツァフィーネとは「終わりがない」という意味で、気づいたら1本空いてしまうようなワインを⽬指しています。DOC、DOCDの
枠にとらわれず、気軽にもっと楽しんで欲しい！という思いで造られており、フルーティでフレッシュな味わいが魅⼒です。

ガルガーネガ100％のヴェローナI.G.T。フレッシュでトロピカルフルーツを思わせる果実味があり、ミネラルとバランスの良い酸を
備えた⼼地よい味わいの⾟⼝⽩ワインです。

【 PART-①  今月の新着-Ⅰ　】　  9月4日（土）～10日（金）

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

5 ドメーヌ ド ヴィレーヌ 19 ブルゴーニュ コート シャロネーズレ クルー エメ ブラン 白 12 本限定 4,400円

6 ドメーヌ ド ヴィレーヌ 19 リュリィ レ サン ジャック　ブラン 白 3 本限定 4,730円

7 ドメーヌ ド ヴィレーヌ 18 リュリィ 1erクリュ レ マルゴテ ブラン 白 91 4 本限定 8,800円

8 ドメーヌ ド ヴィレーヌ 18 リュリィ 1erクリュ ラブルセ ブラン 白 91 4 本限定 8,800円

9 ドメーヌ ド ヴィレーヌ 19 ブルゴーニュ コート シャロネーズ ラ フォルチュンヌ ルージュ 赤 6 本限定 4,950円

10 ドメーヌ ド ヴィレーヌ 19 ブルゴーニュ コート シャロネーズ ラ ディゴワンヌ ルージュ 赤 89 4 本限定 5,720円

11 ドメーヌ ド ヴィレーヌ 19 メルキュレ レ　モント ルージュ 赤 6 本限定 6,050円

12 ミシェル ゴヌー 09 ボーヌ 赤 90 4 本限定 6,270円

13 ユドロ バイエ 19 ブルゴーニュ ブラン 白 4 本限定 4,180円

14 ユドロ バイエ 19 ブルゴーニュ　ルージュ 赤 4 本限定 4,180円

15 ユドロ バイエ 19 シャンボール ミュジニ ヴィエイユ　ヴィーニュ 赤 2 本限定 10,450円

16 ユドロ バイエ 19 ボンヌ マール 赤 1 本限定 60,500円

（次ページへつづく）

ブルゴーニュ

【 PART-①  今月のお買い得ワイン　】　  9月4日（土）から

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

1 オ－ メドック 13 レ ザレ ド カントメルル 24 本限定 2,310円

2 リュサック サン テミリオン 06 CH ド リュサック 12 本限定 2,310円

3 ボルド－ 15 ル ベ－パ－ モ－カイユ 24 本限定 1,540円

4 コルテ アダミ 18 センツァフィ－ネ ガルガ－ネガ 24 本限定 1,540円

　ボルドー

イタリア
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【　PART①　今月の新着-Ⅰ　】　  9月4日（土）～10日（金）つづき

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

17 マルセル ダイス 17 リボーヴィレ 白 4 本限定 4,620円

18 マルセル ダイス 19 サン イポリット ルージュ 赤 2 本限定 5,500円

19 マルセル ダイス 16 マンブール グランクリュ 白 1 本限定 16,500円

20 ヴィニョブル デュ レヴール 20 リヤン ヌ ブージュ オレンジ 2 本限定 3,850円

アルザス

〔リヤン ヌ ブージュ〕

収穫後に圧搾した⽩ぶどうの果汁（ピノ グリ42％、ピノ ブラン42％、リースリング16％）を、「マルセル ダイス」の「アルザス ルージュ」
（ピノ ノワール）のアルコール発酵後に残った果⽪と種とともに2週間マセラシオンした、オレンジワイン⾵の⾚ワインです。ベンヴィール村
の0.8haの畑より。沖積⼟壌。樹齢約40年。
「Rien Ne bouge（直訳：何も動かない）」はいろいろな意味に⽤いられる慣⽤句で、ワイン関連では伝統的に、「⾚ワインを飲ん
でから⽩ワインを飲むと悪酔いするが、⽩ワインと飲んでから⾚ワインを飲めば問題なく、⻑時間楽しめる。⽩の後に⾚。これは動かない
。」という⾵に⽤いられます。ラベルのドミノでも表現されているこの格⾔と、「⽩ワインと造りはじめて⾚ワインとして完成する」というこの作
品のワイン造りをかけたものです。
※輸⼊元資料より

〔ドメーヌ デュ ペリカン〕

ヴォルネイの名⾨マルキ ダンジェルヴィルの当主ギョーム ダンジェルヴィル⽒と、醸造責任者のフランソワ デュヴィヴィエ⽒が2012年にジ
ュラ地⽅で設⽴したドメーヌです。ドメーヌ名の由来はジュラ地⽅アルボワの町のエンブレムであるペリカンから引⽤したもの。

●アルボワ サヴァニャン ウイエ
ウイエとは補酒を意味する⾔葉で、ジュラ地⽅のサヴァニャンは主に被膜で酸化させて醸造されるものが多い（ヴァン ジョーヌ）ですが
こちらはサヴァニャンのフレッシュさとアロマを保つために、2週間に⼀度のペースで同品種・同ヴィンテージのワインで補酒されています。
ヴァン ジョーヌとは⼀味違うサヴァニャン本来の味わいが楽しめます。

（次ページへつづく）

【 PART-②  今月の新着-Ⅱ　】　  9月11日（土）～17日（金）

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

21 フォンテーヌ ガニャール 19 ブルゴーニュ ピノ ノワール 赤 4 本限定 3,850円

22 フォンテーヌ ガニャール 19 ブルゴーニュ パストゥグラン 赤 6 本限定 2,750円

23 ジャン ジャック コンフュロン 18 コート ド ニュイ ヴィラージュ ラ モンターニュ 赤 4 本限定 5,500円

24 ジャン ジャック コンフュロン 18 シャンボール ミュジニ 赤 2 本限定 8,580円

25 ポンソ 18 ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ デュ パンソン 赤 2 本限定 7,480円

26 ポンソ 18 モレ サン ドニ キュヴェ デ グリーヴ 赤 2 本限定 12,100円

27 ロベール シュヴィヨン 18 ブルゴーニュ シャルドネ 白 4 本限定 3,300円

28 ロベール シュヴィヨン 18 ニュイ サン ジョルジュ ブラン ヴィエイユ ヴィーニュ 白 2 本限定 8,800円

29 ロベール シュヴィヨン 18 ブルゴーニュ ルージュ 赤 6 本限定 5,060円

30 ロベール シュヴィヨン 18 ニュイ サン ジョルジュ ヴィエイユ ヴィーニュ 赤 6 本限定 8,800円

31 ロベール シュヴィヨン 18 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ レ シェニョ 赤 2 本限定 12,650円

32 ロベール シュヴィヨン 18 ニュイ サン ジョルジュ 1erクリュ レ ヴォークラン 赤 2 本限定 17,600円

33 ロベール シュヴィヨン 18 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 22,000円

34 ボルドー 15 CH レストリーユ ボルドー スペリュール 赤 12 本限定 1,980円

35 ジャン ルイ シャヴ セレクション 19 コート デュ ローヌ モン クール 赤 12 本限定 2,640円

36 ドメーヌ デュ ペリカン 19 アルボワ サヴァニャン ウイエ 白 4 本限定 5,500円

ブルゴーニュ

ボルドー

コート デュ ローヌ

ジュラ
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【　PART②　今月の新着-Ⅱ　】　  9月11日（土）～17日（金）つづき

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

37 ドンナ フガータ 19 ラ フーガ　シャルドネ 白 4 本限定 3,520円

38 ドンナ フガータ 18 スル ヴルカーノ エトナ ロッソ 赤 4 本限定 4,950円

イタリア

〔ドンナ フガータ〕

ドンナ フガータは、トマシ・ディ・ランペデューサの⼩説ガトーパルド（⼭猫）のシチリアに逃亡してきたある⼥王「ドンナ・イン・フガータ（
逃げてきた⼥）」に由来します。⼥王が⾝を隠したその場所がドンナ フガータのぶどう畑のある場所なのです。

●ラフーガ シャルドネ
パイナップルやシトラスの⾹り豊かでしっかりとした⾟⼝。クリーミーでしっかりとした味わいでバランスが⾮常に良い。

●スル ヴルカーノ エトナ ロッソ
ネレッロ マスカレーゼ、ネレッロ カプッチョなどのブレンド。タンクとバリックで14カ⽉熟成。タンニンが溶け込んだ深みのある味わい。

39 ジャン ステュッデン 20 シュペトブルグンダー ブラン ド ノワール 白 4 本限定 4,400円

40 ジャン ステュッデン 19 シュペトブルグンダー 赤 4 本限定 4,950円

ドイツ

〔ジャン ステュッデン〕

〔デキャンタ誌・世界No.1ピノ ノワール* 獲得〕*2016年4⽉
デキャンタ誌・世界No.1ピノ ノワールを獲得し世界最先端たる専⾨家が震撼した
北緯52度アール*、冷涼微少気候の最北端ピノ ノワールの驚きのテロワールワインです。

(*現在、上質ピノ・ノワールが⽣まれる最北の地とされます)



〈503 塩尻メルロ 2020年〉 〈601 信州メルロ 2020年〉
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〈401 桔梗が原メルロ 2020年〉

●アメリカンオークで熟
成。今すぐ飲んでも楽し
めますし、さらに数年瓶
熟成させると、よりおい
しくお召し上がりいただ
けます。

味村 興成⽒

●⼭梨⼤学発酵⽣産学科、同⼤学院修了後、三楽オーシャン（
現メルシャン）に⼊社。在職中にボルドー⼤学DUAD取得。
●メルシャン時代、現代⽇本ワインの⽗と称される故・浅井昭吾（
筆名：⿇井宇介）⽒に師事。⽇本のメルロを世界に知らしめた、
『シャトー メルシャン 桔梗ヶ原メルロ』を浅井⽒とともに⼿掛けてきた
、メルロのプロフェッショナルであり、第⼀⼈者。

⽇本を代表するメルロの栽培地である、信州・桔梗ヶ原ワインバレーで、
元シャトー メルシャン チーフワインメーカーを務めた味村興成⽒による、
メルロに特化したワイナリーです。

2016年、塩尻市⽚丘地区にメルロを植樹し、2019年にワイナリーが完
成し、同ヴィンテージが初リリース。現在畑は10区画約10haまで広がっ
ています。
今後も畑を徐々に増やす計画で、将来的には年産3万本規模を⽬指
しているそうです。

今回リリースとなるのは味村⽒の新たな挑戦、契約栽培ぶどうから造られ
る『プライムシリーズ』です。
メルロのスペシャリストが贈る、新たな世界をお楽しみください。

●アメリカンオークとフ
レンチオークで熟成させ
たワインをベストな⽐率
でブレンド。それぞれの
良さが醸し出された芳醇
な⾹味。

●フレンチオークで熟成
。エレガントな樽⾹の余
韻が⼼地良く⻑く感じら
れ、今後の瓶熟成が期待
できます。

「プライム」を辞書を引くと、形容詞で、⾸位の・主な・最重要な・優良の・最良の・第⼀級の・極上の・すばらしい、等と出ています。
また、名詞で、全盛・最上級・極上・初期・素数、等と出ています。素数は、正確には、「プライムナンバー」ですが、「プライム」のみでも素数
の意味があります。以上より、今回の「プライムシリーズ」は、優良なメルロワイン、極上なメルロワインのシリーズを表します。

また、素数は縁起の良い数字とも⾔われており、４０１，５０３，６０１も縁起の良い数字と⾔われています。
当ドメーヌのメルロを醸すタンクにも、この４０１，５０３，６０１のナンバーのタンクがあり、今回のワインもこれらのタンクも使⽤して醸造
された物です。

素数は未だ規則性が発⾒されていません。割りきることのできない数を探す旅のように、メルロ葡萄から最良のワインの味を引き出す⽅法も
また法則はなく、だからこそ魅⼒に溢れていると⾔えます。素数のように、神秘的で、美味しいワインを追い求めて出来たワインです。

ラベルのデザインは、この素数について、あるルールに基づいて2次元平⾯に並べ、可視化した図案です。（「ウラムの螺旋」と⾔われています
）各ラベルの右側の縦の⾊は、昨年リリースした「⽚丘メルロ」の⾊を踏襲しており、４０１は、アメリカンオーク育成（⻘⾊）、６０１は、
フレンチオーク育成（⾚⾊）です。尚、５０１については、アメリカン・フレンチのそれぞれの樽の良さを引き出すように、バランス良くブレンドし
ており、緑⾊にして、差別化を図っています。

各ワイン共、樽で約7か⽉間育成しています。8⽉上中旬の瓶詰めですので、まだ若いところがあるかもしれませんが、既に、美味しく頂けま
す。また、今後の瓶熟成により、⾹味は格段に良くなると思います。

味村 興成

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

41 ドメーヌ コーセイ 20 401 桔梗が原メルロ 赤 6 本限定 3,300円

42 ドメーヌ コーセイ 20 503 塩尻メルロ 赤 6 本限定 3,300円

43 ドメーヌ コーセイ 20 601 信州メルロ 赤 6 本限定 3,300円

長野


