ENOTECA

4月 SPECIAL TASTING

CAFÉ & BAR

MILLE = 1000

チーズとワインのマリアージュ会

ロシニョール・トラペ ゲスト来日イベント

●開催期間：4/15(日)16:00開始～18:00終了
参加料金：8,640円(税込)・定員26名様

フランスのトップソムリエ達から熱い支持を受け、多くの星付きレストランにオンリスト
されている、ロシニョール・トラペ。
この度は、ニコラ・ロシニョール氏をお迎えしテイスティングイベントを開催致します。

（クラブエノテカVISA会員様割引適用）

※着席にてお楽しみいただけます。当日はワイン5種、チーズ5種ご用意致します。

【講師】村瀬

●開催日時：4/22(日)13:00開始～14:30終了
参加料金：3,780円(税込)立席形式 定員40名様

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
世界最優秀フロマジェコンクール2013 優勝

アカデミー

（クラブエノテカVISA会員様割引適用・無料チケットご利用可）

副校長

【ゲスト】ニコラ・ロシニョール氏（オーナー・ファミリー）

【テーマ：フランス周遊～春に味わうチーズ＆ワイン～】
●村瀬さんチョイスのチーズ5種と、春にぴったりのエノテカ銀座店おすすめのフランス
ワインとのマリアージュ。
●チーズの基本とチーズとワインの合わせ方。
●おしゃれなチーズの盛り付け方（デモンストレーション付）

【Wine list】
赤 2014 ジュヴレ・シャンベルタン ヴィエイユ・ヴィーニュ
赤 2014 ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ プティ・シャペル
赤 2014 ボーヌ レ・マリアージュ
赤 2014 ボーヌ プルミエ・クリュ レ・トゥロン
赤 2014 シャンベルタン グラン・クリュ

Bordeaux Grand vin

-

※各銘柄限定1本のみご用意。無くなり次第終了致します。ご予約可能
■マーラベッセ蔵出し！1990 CH.HAUT BRION BLANC
白1990

CH.オー・ブリオン・ブラン
/ペサック・レオニャン

¥194,400

最高峰、最高級を集めた特別テイスティング –
酸化を防ぐ、コラヴァンを使用致します。
お好みの日時でお楽しみいただけます。

■2000 CH.MOUTON ROTHSCHILD
赤2000

30ml ¥8,640（税込）

■2014 CH.PETRUS

CH.ムートン・ロスチャイルド
/ポイヤック

¥432,000

赤2014

30ml ¥16,200（税込）

4/6(金)～

4/13(金)～
最高峰カルトワイナリー

シャサーニュ・モンラッシェの
テロワールを極める

VS

スペクテーター98点 2015 クロ・デ・パプ

参加料金：¥5,400(税込)
(6グラス・各30ml) 定員24名様

参加料金：¥4,320(税込)
(白 5グラス・各30ml) 定員24名様

シャトーヌフ・デュ・パプ・ブラン
/クロ・デュ・パプ
赤2015 シャトーヌフ・デュ・パプ・ルージュ
/クロ・デュ・パプ

¥12,960

白2016

¥12,960

赤2015

¥11,880

¥16,200

コンドリュー・ラ・ボネット
/ルネ・ロスタン
コート・ロティ・アンポディウム
/ルネ・ロスタン
赤2015 コート・ロティ・コート・ブロンド
/ルネ・ロスタン
赤2015 コート・ロティ・ラ・ランドンヌ
/ルネ・ロスタン

¥23,760

4/14(土)～

参加料金：¥9,720(税込)
(赤 2グラス・各30ml) 定員24名様

2015 バタール・モンラッシェ・グラン・クリュ
/ブラン・ガニャール

¥32,400

2015

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ
・カイユレ/ブラン・ガニャール

¥12,960

2015

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ
モルジョ/ブラン・ガニャール

¥10,800

2015

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ
ブドリオット/ブラン・ガニャール

¥10,800

2015

シャサーニュ・モンラッシェ
/ブラン・ガニャール

¥21,600

¥313,200

30ml ¥13,500（税込）

4/7(土)～

パーカー100点 2015 ルネ・ロスタン

白2015

CH.ペトリュス
/ポムロル

2015

ベクストファー・ジョルジュ・ザ・サード・ヴィンヤード
カベルネ・ソーヴィニヨン/シュレイダー

¥82,080

2014

マヤ
/ダラ・ヴァレ

¥81,000

¥8,640

2015年稀少必飲！ルシアン・ル・モワンヌ

4/20(金)～
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

4/27(金)～
2000年 ボルドー稀少シャトー

参加料金：¥6,480(税込)
(4グラス・各30ml) 定員24名様

参加料金：¥4,860(税込)
(赤 4グラス・各30ml) 定員24名様

参加料金：¥10,800(税込)
(赤 4グラス・各30ml) 定員23名様

白2015

コルトン・ブラン・グラン・クリュ
/ルシアン・ル・モワンヌ

¥24,840

2006

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・リゼルヴァ
・マドンナ・デル・ピアーノ
/ヴァルディカヴァ

¥28,080

2000

CH.コス・デストゥルネル
/サン・テステフ

¥41,040

白2015

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ ¥20,520
・アン・レミリー/ルシアン・ル・モワンヌ

2012

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・アンナータ
/ビオンディ・サンティ

¥20,520

2000

CH.デュクリュ・ボーカイユ
/サン・ジュリアン

¥48,600

赤2015

ボンヌ・マール・グラン・クリュ
/ルシアン・ル・モワンヌ

¥59,400

2012

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
/ポッジョ・ディ・ソット

¥21,600

2008

¥18,360

ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ
・マルコンソール/ルシアン・ル・モワンヌ

¥38,880

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
/チェルバイオーナ

赤2015

4/28(土)～
神に祝福されし村 ヴォーヌ・ロマネ

4/29(日)～
世界のトップカベルネ特集

参加料金：¥6,480(税込)
(赤 4グラス・各30ml) 定員24名様

参加料金：¥7,020(税込)
(赤 4グラス・各30ml) 定員24名様

2008

ヴォーヌ・ロマネ・クロ・ゴワイヨット
/プリューレ・ロック

¥75,600

2013

CH.ムートン・ロスチャイルド
/ポイヤック

¥78,840

2014

ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ
プティ・モン/ルシアン・ル・モワンヌ

¥31,320

2014

ドミナス
/ドミナス・エステート

¥45,360

2014

サッシカイア
/テヌータ・サン・グイド

¥20,520

2015

アルマヴィーヴァ
/コンチャ・イ・トロ＆バロン・フィリップ

¥20,520

2014 ヴォーヌ・ロマネ・レ・ルージュ
/ジャン・グリヴォ

¥20,520

2015

¥12,960

ヴォーヌ・ロマネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ
/ロベール・シュルグ

・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。
※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。

2000 CH.パルメ
/マルゴー

¥76,680

2000

¥48,600

CH.オザンナ
/ポムロル

テイスティングはいずれも
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。
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、セミナー対象外

クラブエノテカVISA会員様特典
クラシック会員様 5％OFF
ゴールド会員様
10％OFF

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
営業時間

SHOP 11:00～21:00
CAFE 11:00～22:00(21:00 L.O.)

〒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

