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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

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。

●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。

1月

PART.1

1月8日（土）〜14日（金）

PART.2
1月15日（土）〜21日（金）

●今月のお買い得ワイン
●今月の新着-Ⅰ

●今月の新着-Ⅱ

§ワイン期末特別セール§

PART① 1月8日（土）～14日（金）

PART② 1月15日（土）～21日（金）

●ブルゴーニュ、イタリア

●ボルドー、アメリカ、その他
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【 今月の抽選販売　】　  1月9日（日） 24時 まで

№ 生産地区／生産者 年  銘                   柄 色 限定数 税込価格

抽選-1 ブルゴーニュ　プレミアムワイン３本セット 1 385,000円

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 15 ロマネ サン ヴィヴァン 赤

アルマン ルソー 18 クロ ド ラ ロシュ 赤

コント ジョルジュ ド ヴォギュエ 14 ボンヌ マール 赤

抽選-2 ブルゴーニュ　プレミアム紅白ワインセット 1 385,000円

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 13 ロマネ サン ヴィヴァン 赤

エティエンヌ ソゼ 17 モンラッシェ 白

抽選-3 ブルゴーニュ プレミアムワイン２本セット 1 220,000円

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 12 エシェゾー 赤

アルマン ルソー 18 リュショット シャンベルタン クロ デュ リュショット 赤

抽選-4 人気生産者エシェゾー飲みくらべ３本セット 1 198,000円

ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ 15 エシェゾー 赤

ジャイエ ジル 16 エシェゾー デュ ドゥシュー 赤

ダヴィド　デュバン 18 エシェゾー 赤

抽選-5 人気生産者飲みくらべ２本セット 1 99,000円

アルマン ルソー 18 シャルムシャンベルタン 赤

デュジャック 18 シャルムシャンベルタン 赤

 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                                            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/tamaplazawine2022ny 　 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・メールでのお申込みは承っておりません。

　　●応募期間：1月9日（日）24時まで

　　●当選のお知らせ：1月14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：1月15日（土）〜31日（月）　　※ご購入時にTOKYU CARD ClubQの確認をさせていただきます。 こちらのQRコードからお申し込みいただけます

　　　※ご応募がなかった商品につきましては、1月17日（月）より店頭販売いたします。

東急百貨店たまプラーザ店　『2022年1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。
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【 PART-①  今月の新着-Ⅰ　】　  1月8日（土）～14日（金）

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

7 ルー デュモン レア セレクション 02 ボーヌ ルージュ 赤 6 本限定 4,950円

8 ルー デュモン レア セレクション 01 モンテリー ルージュ 赤 4 本限定 8,250円

成人ヴィンテージ

仲田 晃司氏

〔ルー デュモン レア セレクション〕

ワインの買い付けのために毎日のように生産者を訪ね歩いている仲田さんが地道な活動の
中で見つけた蔵出し古酒です。メゾン ルー デュモンにクルティエ達がビン買いを条件に持ち
込んでくる中から仲田さんが厳選したのが『LEAセレクション』です。
「レア」は娘さんの「レアちゃん」と「レアもの」をかけています。
各古酒の生産者は非公開ですが『仲田印』の安心の古酒です。

9 ポール ペルノ 20 ブルゴーニュ コート ドール シャルドネ 白 6 本限定 3,960円

10 ポール ペルノ 20 ピュリニ モンラッシェ 白 2 本限定 9,680円

11 ポール ペルノ 20 ピュリニ モンラッシェ 1erクリュ フォラティエール 白 2 本限定 13,750円

ブルゴーニュ

中：ポール ペルノ氏

〔ポール ペルノ〕

ポール ペルノは1850年創業のピュリニ モンラッシェを代表する生産者のひとつです。

現在は創業者の孫と息子たちにより運営され、除草剤や化学肥料を使用しない丁寧な栽培
がされています。
多くの優良な畑を所有していて、以前は大手ネゴシアンのジョセフ ドルーアンにもぶどうを販

売していましたが、現在はほとんどのワインを自分たちの名前で元詰めしています。収量を抑
え適度な新樽を使用することで芳醇で濃厚な造りとなり、その偉大なワインはピュリニでも三
本の指に数えられる程の名手です。

12 デュジャック 19 モレ サン ドニ ブラン 白 88-90 3 本限定 12,100円

13 デュジャック 19 モレ サン ドニ 1erクリュ モン リュイザン ブラン 白 92-94 1 本限定 22,000円

14 デュジャック 19 シャルム シャンベルタン 赤 93-95 2 本限定 49,500円

15 デュジャック 19 モレ サン ドニ 赤 89-91 3 本限定 15,400円

16 デュジャック 19 シャンボール ミュジニ 赤 89-91 4 本限定 15,400円

17 デュジャック 19 シャンボール ミュジニ 1erクリュ レ グリュアンシェール 赤 92-94 1 本限定 37,400円

18 デュジャック 19 クロ ド ラ ロシュ 赤 96-98 2 本限定 68,200円

19 デュジャック 19 クロ サン ドニ 赤 94-96 2 本限定 68,200円

20 デュジャック 19 ボンヌ マール 赤 95-97 2 本限定 72,600円

21 デュジャック 19 ヴォーヌ ロマネ 1erクリュ レ ボー モン 赤 93-95 3 本限定 41,800円

22 デュジャック 19 ヴォーヌ ロマネ 1erクリュ オー マルコンソール 赤 93-95 1 本限定 61,600円

23 デュジャック 19 エシェゾー 赤 94-96 1 本限定 59,400円

24 ドニ モルテ 19 ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ ド ノーブル スーシュ 赤 1 本限定 7,700円

25 ドニ モルテ 19 マルサネ レ ロンジュロワ 赤 1 本限定 8,800円

26 ドニ モルテ 19 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 1 本限定 49,500円

27 サン テステフ 19 ル マルキ ド カロン セギュ－ル 赤 90-92 JS92-93 6 本限定 5,280円

28 ポイヤック 19 カリュアド ド ラフィット ロ－トシルト 赤 92-94 JS95-96 1 本限定 36,300円

29 ポイヤック 19 ル プティ ムートン ド ムートン ロートシルト 赤 92-94 JS96-97 1 本限定 33,000円

30 ポイヤック 19 CH ランシュ ムーサ 赤 92-94 2 本限定 6,600円

（次ページにつづく）

ボルドー
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【　PART① 今月の新着−Ⅰ　】　1月8日（土）〜14日（金）つづき

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

31 サン ジュリアン 19 CH ラグランジュ 赤 93-95 JS93-94 6 本限定 7,700円

32 サン ジュリアン 19 レ フィエフ ド ラグランジュ 赤 6 本限定 5,280円

33 サロン 12 サロン 白・泡 1 本限定 132,000円

34 バロン ドーベルニュ ＮＶ デリス ド ブジィ グランクリュ 白・泡 4 本限定 9,350円

35 甲斐ワイナリー 20 かざま 甲州 辛口 白 6 本限定 1,540円

36 甲斐ワイナリー 20 かざま ロゼ ロゼ 6 本限定 1,980円

シャンパーニュ

日本

〔甲斐ワイナリー〕

天保5年（1834年）風間懐慧により酒造業を創業。その後昭和61年（1986年）にその歴史を今にとどめる

蔵屋敷で甲斐ワイナリーは設立されました。創業以来の伝統と技術に新風を吹き込みながら日本人の
繊細な味わいと食文化に合う上質なワイン造りを目指しています。
【かざま 甲州 辛口】

甲州種本来の魅力を100％引き出したシンプルでキレのある看板ワイン。専門誌ワイン王国
№123の「1,000円台で見つけた和食に合う白ワイン」で五つ星を獲得。

【かざま ロゼ】
メルロ主体の辛口ロゼワイン。少量ブレンドしているバルベラが持つ酸で全体を引き締めて
います。

37 奥野田ワイナリー 19 奥野田 ロッソ リゼルヴァ 赤 6 本限定 2,640円

中村 雅量氏

〔奥野田ワイナリー〕

甲府盆地の東側、甲州市塩山の急奥野田地区にある奥野田ワイナリーは、元々は栽培農家がぶどう
を持ち寄って醸造する1962年に設立された共同の醸造所でした。1989年に現オーナーの中村さんが
26歳の時に引き継ぎました。ぶどう栽培に古い歴史を持つこの地で契約農家さんとの信頼関係を築き、
現在は自社畑と契約栽培の割合は半々だそうですが思い通りのワインが造れるようになるまでは10年
ほどかかったそうです。
【奥野田 ロッソ リゼルヴァ】

契約農家のマスカットベーリーAとメルロを除梗し醸し後プレス。ステンレスタンクで
発酵後225Lの古樽で12ヶ月熟成。

38 ファンキー シャトー 20 ファンキー ブラン 白 3 本限定 4,400円

〔ファンキー シャトー／ファンキー ブラン〕

2020年より上高井郡高山村のワイン用ぶどう生産者の方々と縁があり、醸造を開始したいわゆるネゴ
シアンワインです。

（メルロも同様に購入していますが、メルロは従来の上田市の生産者のぶどうと合わせ、先月ファン
キー ルージュとしてリリースしています。）
2020年はトライアルという形で400キロの仕込みを行い、高山村の景色を感じる魅力的な北のシャルド
ネに仕上がりました。
ぶどうにストレスがかからないようゆっくりと樽内で自然発酵させた後10ヶ月間熟成。

【 PART-②  今月の新着-Ⅱ　】　  1月15日（土）～21日（金）

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

39 アルベール モロ 19 ボーヌ 1erクリュ エグロ ブラン 白 4 本限定 7,150円

40 アルベール モロ 19 ボーヌ 1erクリュ ブレサンド 赤 4 本限定 7,150円

41 アルロー 19 ブルゴーニュ アリゴテ 白 4 本限定 3,850円

42 アルロー 19 ブルゴーニュ ロンスヴィ 赤 4 本限定 5,500円

43 アルロー 19 モレ サン ドニ 赤 1 本限定 13,200円

44 アルロー 19 モレ サン ドニ 1erクリュ レ ブランシャール 赤 1 本限定 17,600円

（次ページにつづく）

ブルゴーニュ



東急百貨店たまプラーザ店 2022年1月のワインフェア Page.6

67 サン ジュスト ア レンテンナーノ 20 IGT ロザート トスカーナ フオーリ ミズーラ ロゼ 4 本限定 2,860円

68 ファン ヒル 19 ブルーラベル 赤 6 本限定 4,840円

69 アルマヴィヴァ 19 エプ 赤 93+ 3 本限定 8,800円

スペイン

チリ

ジャンフランコ ガッロ氏

〔ヴィエ ディ ロマンス〕

北イタリアのエレガンスを表現する人気の「ヴィエ ディ ロマンス」からピノ ネロが初リリースと
なります。ピノ ネロは当主ジャンフランコ氏がかねてより研究を重ねてきた品種。生産量が限
られているため世界でも限られた顧客にのみ販売される限定品です。2018年はここ20年で特

に暑い年でしたが、熟成のポテンシャルのあるパワフルながらバランスの良いワインに仕上
がりました。

【　PART② 今月の新着−Ⅱ　】　1月15日（土）〜21日（金）つづき

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

45 シルヴァン パタイユ 19 ブルゴーニュ ブラン レ メシャロ 白 2 本限定 5,280円

46 シルヴァン パタイユ 19 ブルゴーニュ ルージュ 赤 3 本限定 5,500円

47 シルヴァン パタイユ 19 マルサネ ルージュ 赤 3 本限定 6,270円

48 ダヴィド デュバン 20 ブルゴーニュ ロゼ ロゼ 6 本限定 2,640円

49 ダヴィド デュバン 19 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 4 本限定 4,070円

50 ダヴィド デュバン 19 モレ サン ドニ 赤 2 本限定 8,470円

51 ダヴィド デュバン 19 ヴォーヌ　ロマネ 赤 2 本限定 10,450円

52 ダヴィド デュバン 19 クロ ド ラ ロシュ 赤 1 本限定 35,200円

53 ダヴィド デュバン 19 エシェゾー 赤 1 本限定 31,900円

54 ニコル ラマルシュ 19 ブルゴーニュ ルージュ 赤 2 本限定 4,950円

55 ニコル ラマルシュ 19 ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ルージュ 赤 4 本限定 5,500円

56 ニコル ラマルシュ 19 ヴォーヌ ロマネ 赤 3 本限定 14,300円

57 ニコル ラマルシュ 19 クロ ド ヴージョ 赤 2 本限定 33,000円

58 ニコル ラマルシュ 19 エシェゾ－ 赤 1 本限定 33,000円

59 ニコル ラマルシュ 19 ラ グランド リュ （モノポール） 赤 1 本限定 143,000円

60 サン プレフェール 20 コート デュ ローヌ クロ ベアトゥース イレ 赤 4 本限定 4,400円

61 サン プレフェール 19 シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ クラシック 赤 4 本限定 7,700円

62 サン プレフェール 19 シャトーヌフ デュ パプ コレクション シャルル ジロー 赤 1 本限定 18,150円

ブルゴーニュ

イザベル フェランド氏

〔サン プレフェール〕

アンリ ボノーの下で修業を積んだ情勢醸造家によるシャトーヌフ デュ パプの次世代を担う注
目の生産者です。2003年の初ヴィンテージでいきなり専門各紙で高評価を獲得。2007年ヴィ
ンテージではロバート パーカーから「完璧なワイン」、「将来伝説となる」という言葉と共にコレ
クション シャルル ジローに100点が贈られました。
名実ともにトップドメーヌの仲間入りを果たし今後益々目が離せません。

63 クロ サン マグドレーヌ 20 カシィ ロゼ ロゼ 6 本限定 3,080円

64 ヴィエ ディ ロマンス 18 ロンゴルチス ピノ ネロ 赤 5 本限定 4,840円

65 ヴィエ ディ ロマンス 17 マウルス 赤 4 本限定 4,950円

フランスその他

イタリア
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ワイン期末特別セール

PART①：1月 8日（土）～14日（金）

ワイン期末特別セールのご案内です。特別セール品につきお取り置きはできませんのであらかじめご了承ください。

東急百貨店たまプラーザ店 2022年1月のワインフェア

ワイン期末特別セール

PART②：1月 15日（土）～21日（金）

ワイン期末特別セールのご案内です。特別セール品につきお取り置きはできませんのであらかじめご了承ください。

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

B-1 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 レヴィニューロンド 赤 1 本限定 15,840円

B-2 ルフレーヴ 16 ピュリニ モンラッシェ 1er クリュ クラヴォワイヨン 白 1 本限定 16,280円

B-3 ユベール リニエ 14 モレ サン ドニ 1er クリュ ラリオット 赤 1 本限定 11,440円

B-4 ユベール リニエ 13 モレ サン ドニ 1erシャフォ 赤 1 本限定 11,440円

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

B-5 ルチアーノ サンドローネ 15 バローロ アレステ 赤 1 本限定 14,520円

B-6 アルドコンテルノ 15 バローロ ブッシア 赤 1 本限定 10,120円

B-7 アルドコンテルノ 14 バローロ チカラ 赤 1 本限定 15,840円

B-8 サンジュステ アレンテンナーノ 14 I.G.T.トスカーナ ラペルカルロ 赤 2 本限定 10,560円

B-9 マッツィ フォンテルトーリ 15 シエピ 赤 1 本限定 12,320円

ブルゴーニュ

イタリア

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

B-10 ポムロル 12 ラ フルール ペトリュス 赤 1 本限定 16,720円

B-11 サンテミリオン 14 ル プティ シュヴァル 赤 1 本限定 30,360円

B-12 ポイヤック 14 カリュアド ド ラフィット ロートシルト 赤 1 本限定 20,240円

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

B-13 ニコラ ジェイ 16 ヴィラメットヴァレー ピノ ノワール 赤 3 本限定 7,568円

B-14 ヴィジョン セラーズ 14 ゲーリーズ ヴィンヤード ピノ ノワール 赤 1 本限定 7,832円

B-15 ヴィジョン セラーズ 17 ホワイトワイン カリフォルニア 白 1 本限定 4,048円

B-16 ニコラ ジェイ 18 ヴィラメットヴァレー ピノ ノワール ランサンブル 赤 1 本限定 7,920円

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

B-17 エゴン ミュラー 14 シャルツホーフベルガー シュペトレーゼ 赤 1 本限定 17,600円

B-18 クロ コルビ 17 クロ コルビ シメラ 赤 2 本限定 3,256円

その他

ボルドー

アメリカ


