ENOTECA

3月 SPECIAL TASTING

CAFÉ & BAR

MILLE = 1000

チーズとワインのマリアージュ会
エノテカ銀座店限定イベント！今メディアや書店でも大人気、2013年世界フロマジェコンクールで優勝し、大活躍の村瀬美幸さんを講師にお迎えして、
この度第10回 村瀬さんチョイスチーズ × エノテカワインのマリアージュセミナーを開催いたします。是非、ご参加下さい!!

【日程】
【参加料金】
【定員】
【会場】

2019年3月30日（土） 16:00～18:00
¥8,640（税込）
26名様（着席）
ワインショップ・エノテカ銀座店 カフェ & バー エノテカ・ミレ

- テーマ –

【～ヨーロッパ周遊～】
講師：村瀬 美幸さん
世界のチーズを楽しく学べるスクール ザ・チーズルーム アカデミー 副校長
世界最優秀フロマジェコンクール2013 優勝

※こちらのイベントは着席形式です。※当日はチーズ5種、ワイン5種をご用意致します。
※割引対象外です。お支払いは前金制とさせて頂きます。また、キャンセルの際のご返金は致しかねます。何卒ご了承下さい。

アンヌ・フランソワーズ・グロ 来日イベント

ジャン・ピエール・ムエックス 来日イベント

●開催期間：3/2(土)19:00開始～20:30終了
参加料金：8,100円(税込)

●開催期間：3/10(日)17:00開始～18:30終了
参加料金：6,480円(税込)

（クラブエノテカVISA会員様割引適用）

（クラブエノテカVISA会員様割引適用）

【ゲスト】フランソワ・パラン氏(前当主)、マティアス・パラン氏(現当主)

【ゲスト】クリスチャン・ムエックス氏（オーナー）
【提供ワイン】
赤 2002 シャトー・ラトゥール・ア・ポムロール / ポムロル
赤 2012 シャトー・ラ・フルール・ペトリュス / ポムロル (1,500ml)
赤 2012 シャトー・ベレール・モナンジュ / サン・テミリオン (1,500ml)
赤 2012 シャトー・オザンナ / ポムロル (1,500ml)
赤 1992 シャトー・トロタノワ / ポムロル

【提供ワイン】
白 2017 ボーヌ・レ・モントルヴノ・ブラン
赤 2012 ポマール・レ・ペズロル
赤 2015 ヴォーヌ・ロマネ・オー・レア
赤 2014 ヴォーヌ・ロマネ・クロ・ド・ラ・フォンテーヌ・モノポール
赤 2012 リシュヴール

下記テイスティングは前日までにご予約いただいた方へ、当日おつまみをご用意致します。
また、前日までの決済に限り5％OFF致します。

3/1(金)～

スーパーセカンド
CH.デュクリュ・ボーカイユ 垂直

参加料金：¥5,940(税込)
(赤 3グラス・各30ml) 定員24名様

参加料金：¥9,180(税込)
(赤 4グラス・各25ml) 定員28名様

2013

シャンベルタン・グラン・クリュ
/ロシニョール・トラペ

¥32,400

2014

シャンベルタン・グラン・クリュ
/ロシニョール・トラペ

¥32,400

シャンベルタン・グラン・クリュ
/ロシニョール・トラペ

¥37,800

2015

3/9(土)～

3/8(金)～

ロシニョール・トラペ
シャンベルタン 垂直

バローロ最上の畑
GAJA スペルス 垂直
参加料金：¥8,640税込)
(赤 4グラス・各25ml) 定員29名様

1986 CH.デュクリュ・ボーカイユ
/サン・ジュリアン

¥43,200

1997 スペルス
/ガヤ

¥75,600

1990 CH.デュクリュ・ボーカイユ
/サン・ジュリアン

¥41,040

1999 スペルス
/ガヤ

¥70,200

1996 CH.デュクリュ・ボーカイユ
/サン・ジュリアン

¥70,200

2003 スペルス
/ガヤ

¥47,520

2008 CH.デュクリュ・ボーカイユ
/サン・ジュリアン

¥38,880

2014 スペルス
/ガヤ

¥29,160

3/15(金)～

3/22(金)～

3/16(土)～

ニュイ・サン・ジョルジュのテロワールを識る

参加料金：¥4,860(税込)
(赤 5グラス・各30ml) 定員24名様
2014

ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ
オー・ブド
/ジャン・グリヴォ

¥23,760

2016

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ
/メオ・カミュゼ・フレール・エ・セール

¥19,440

2016

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ
クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ
/ドメーヌ・ド・ラルロ

¥19,440

2015

ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ポワゼ
/ドメーヌ・アルヌー・ラショー

¥13,500

2014

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ
クロ・サン・マルク
/パトリス・リオン

¥11,880

グレートヴィンテージ 2000年左岸ボルドー

幻のシャンパーニュ アンリ・ジロー

参加料金：¥11,880(税込)
(赤 4グラス・各25ml) 定員29名様

参加料金：¥8,100(税込)
(泡 3グラス・各30ml) 定員24名様

2000 CH.ラトゥール
/ポイヤック

¥270,000

2000 CH.ベイシュヴェル
/サン・ジュリアン

¥45,360

2000 CH.ブラーヌ・カントナック
/マルゴー

¥27,000

2000 CH.ポンテ・カネ
/ポイヤック

¥27,000

3/23(土)～

2008 アンリ・ジロー・アルゴンヌ

¥70,200

2004 アンリ・ジロー・アルゴンヌ

¥43,200

M.V. アンリ・ジロー・フュ・ド・シェーヌ

¥28,080

3/29(金)～

キスラーVSピーター・マイケル
ソノマの名生産者対決

アルザスの名手 トリンバック

参加料金：¥5,400(税込)
(4グラス・各30ml) 定員24名様

ワインショップエノテカ銀座店
カフェ&バー エノテカ・ミレ

参加料金：¥5,400(税込)
(白 5グラス・各30ml) 定員24名様

営業時間
赤2016 ラグーナ・リッジ・ヴィンヤード・
ピノ・ノワール・ロシアン・リヴァー・ヴァレー
/キスラー・ヴィンヤーズ

¥25,920

白2016 ダットン・ランチ・ソノマ・コースト・シャルドネ ¥22,680
/キスラー・ヴィンヤーズ
白2016 マ・ベル・フィーユ・エステート・シャルドネ
/ピーター・マイケル・ワイナリー

¥23,760

赤2016 マ・ダンスーズ エステート・ピノ・ノワール
/ピーター・マイケル・ワイナリー

¥22,680

2012 リースリング・クロ・サン・テューヌ
/トリンバック

¥29,160

2000 リースリング・キュヴェ・フレデリック・エミール
ヴァンダンジュ・タルティヴ
/トリンバック

¥22,680

2001 ゲヴュルツ・トラミネール
セレクション・ド・グラン・ノーブル
/トリンバック

¥21,600

2005 ピノ・グリ・セレクション・ド・グラン・ノーブル
/トリンバック

¥19,440

2000 ゲヴュルツ・トラミネール ・ヴァンダンジュ・タルティヴ ¥15,120

SHOP 11:00～21:00
CAFE

11:00～22:00(21:00

〒104-0061 東京都中央区銀座6-8-3
銀座尾張町TOWER 2F
TEL：03（3573）1531
FAX：03（3573）1532
E-mail：ginzasec_shop@enoteca.co.jp

/トリンバック

・週末スペシャル・テイスティングセットは抜栓時間を目安にして頂き、
開催日を入れた3日間までのお好きな日にち・時間にてお楽しみ頂けます。
・抜栓時間の記載が無いテイスティグセットは最初にご注文頂いた際に抜栓致します。
・週末スペシャル・テイスティングセットのご予約の際は、
ご来店の日時に合わせてお席のご予約も一緒にされるようお勧めしております。
(お席の予約がない場合、お座り頂けない場合がございます。)
・上記テイスティングはクラブエノテカ割引対象となります。
割引の併用は致しかねますので、予めご了承ください。
※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
※表示価格は「8％消費税込み」の価格です。
※都合により表記内容に変更が生じる場合もございます。
※写真、イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

クラブエノテカVISA会員様特典
開催日前日迄のご決済に限り

5％OFF
～ご予約受付中～
※イベント対象外

クラシック会員様 5％OFF
ゴールド会員様
10％OFF

L.O.)

