ENOTECA

11月 SPECIAL TASTING

CAFÉ & BAR

MILLE = 1000

CHAMPAGNE CHOICE
毎回ご好評頂いているシャンパーニュを贅沢にお楽しみ頂けるセットを期間限定でご用意致します。
今回は、11月の前半と後半でそれぞれ異なったテーマでご用意致しました。
下記のリストよりそれぞれお好みの銘柄を

３種類 お選びいただき、お楽しみ下さいませ。

【シャンパーニュチョイス・プレステージ特集】
●開催日時：11/1(水)～11/15(水)各日11:00～21:00
参加料金：5,400円(税込) (3グラス・各40ml)

【下記5種類より3種類お選びいただけます】
2009 ルイ・ロデレール・クリスタル
2006 テタンジェ・コント・ド・シャンパーニュ・ブラン・ド・ブラン
M.V. アンリ・ジロー・フュ・ド・シェーヌ
2008 ペリエ・ジュエ・ベル・エポック
2007 ボランジェ・ラ・グラン・ダネ

¥34,560
¥24,840
¥28,080
¥24,840
¥21,600

【シャンパーニュチョイス・スタンダード特集】
●開催日時：11/16(木)～11/30(木)各日11:00～21:00
参加料金：3,240円(税込) (3グラス・各40ml)

【下記5種類より3種類お選びいただけます】
2009 ルイ・ロデレール・ブリュット・ヴィンテージ
N.V. バロン・ド・ロスチャイルド・ブリュット・ブラン・ド・ブラン
N.V. フィリップ・グラヴィエ・ジェネスィ
N.V. マキシム・ブラン・ブリュット・グラン・トラディション
N.V. ポール・デテュンヌ・エクストラ・ブリュット

¥10,800
¥10,800
¥9,720
¥8,640
¥6,480

※予告なく銘柄を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。
※予告なく終了する場合がございます。予めご了承下さい。
※店頭にお越しいただいた際にご希望の銘柄をお選び下さい。ご予約は承っておりません。

イタリアワイン・3種スペシャル・フリーフロー
イタリアワインの歴史は常に食事と共に歩んできました。ゆえに、イタリアワインはお食事に合わせる事で初めて完成されます。
今回は、泡も、白も、赤もその時の気分で自由に楽しめるよう、3種全てご注文より1時間限定で飲み放題でご利用頂ける企画をご用意致しました。
是非、銀座ミレのお食事と共にお楽しみ下さいませ。

●開催期間：11/1(水)～11/30(木)各日11:00～21:00
参加料金：4,320円(税込)

【提供ワイン】下記リストを一時間の間、ご自由におかわりいただけます。

※フリーフローのおかわりは、ご注文より1時間限定とさせていただきます。また、シェアはご遠慮下さい。
※予告なく商品を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。
※予告なく終了する場合がございます。予めご了承下さい。
※店頭にお越しいただいた際にご希望の銘柄をお選び下さい。ご予約は承っておりません。

泡 N.V.
白 2016
赤 2015

マルケーゼ・アンティノリ・キュヴェ・ロワイヤル
ラメッレ / イル・ボッロ
グイダルベルト / サッシカイア

¥3,780
¥5,400
¥7,344

下記テイスティングは前日までにご予約いただくと、当日おつまみをお付けいたします。
また、前日までにご決済完了で5％OFF致します。

11/2(木)17：00抜栓

11/10(金)17：00抜栓

11/3(金)11：00抜栓

2015年ブルゴーニュ白ワイン
実力派生産者飲み比べ
参加料金：¥7,020(税込)
(白5グラス・各30ml) 定員24名様

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

参加料金：¥6,480(税込)
(赤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

2015

シュヴァリエ・モンラッシェ・グラン・クリュ
/ オリヴィエ・ルフレーヴ（ドメーヌ）

¥64,800

2015

シャブリ・グラン・クリュ・レ・クロ
/ ヴァンサン・ドーヴィサ

¥19,440

2015

ピュリニー・モンラッシェ
/ ドメーヌ・ルフレーヴ

¥17,820

2015

ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ
・ラ・ガレンヌ / エティエンヌ・ソゼ

2015

シャサーニュ・モンラッシェ
・レ・ザンセニエール / エティエンヌ・ソゼ

2010

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・リゼルヴァ
/ ポッジョ・ディ・ソット

¥37,800

2011

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

¥16,200

2012

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
/ ピエヴェ・サンタ・レスティトゥータ（ガヤ）

¥8,640

¥11,880

2012

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
/ ピアン・デッレ・ヴィーニェ（アンティノリ）

¥8,100

11/17(金)※古酒の為最初のオーダー時に抜栓

11/18(土)11：00抜栓

熟成格付けシャトー飲み比べ

参加料金：¥7,560(税込)
(白4グラス・各30ml) 定員24名様

1985

CH.デュクリュ・ボーカイユ
/ サン・ジュリアン

¥42,120

1996

CH.ピション・ロングヴィル
・コンテス・ド・ラランド / ポイヤック

¥63,720

1998

CH.レオヴィル・ラス・カーズ
/ サン・ジュリアン

¥41,040

1998

CH.モンローズ / サン・テステフ

¥32,400

1998

CH.カロン・セギュール
/ サン・テステフ

¥23,760

2012

ドミナス / ドミナス・エステート

¥37,800

2014

ムッシュ・エタン
/ スケアクロウ・ワイン

¥37,800

2012

シルバー・オーク・アレキサンダー・ヴァレー ¥13,500
・カベルネ・ソーヴィニヨン / シルバー・オーク

2012

アルテミス・カベルネ・ソーヴィニヨン
/ スタッグス・リープ・ワイン・セラーズ

¥11,880

11/22(水)17：00抜栓

世界の最高級シャルドネを極める

参加料金：¥10,260(税込)
(赤5グラス・各30ml) 定員23名様

ナパヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨン

2015年ドメーヌ・ラルロ
＆ジャンテ・パンショ
参加料金：¥10,800(税込)
(赤4グラス・各30ml) 定員24名様

2015

モンラッシェ・グラン・クリュ
/ オリヴィエ・ルフレーヴ

¥81,000

2015

ロマネ・サン・ヴィヴァン・グラン・クリュ
/ドメーヌ・ラルロ

2011

ウノ・シャルドネ / エナーテ

¥59,400

2015

2015

ガヤ・エ・レイ・シャルドネ
/ ガヤ

¥23,760

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ
¥18,360
・クロ・ド・ラルロ（モノポール）/ドメーヌ・ラルロ

2015

マックレア・ヴィンヤード・シャルドネ
/ キスラー・ヴィンヤーズ

¥22,680

シャンベルタン・グラン・クリュ
/ ジャンテ・パンショ

¥64,800

2014

2015

シャルム・シャンベルタン・グラン・クリュ
/ ジャンテ・パンショ

¥27,000

¥81,000

11/23(木・祝)11：00抜栓
ブルゴーニュ・希少ワインテイスティング

参加料金：¥4,860(税込)
(4グラスセット各40ml)
赤 2014

クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ
/コカール・ロワゾン・フルーロ
単品 50ml ¥1,836
100ml ¥3,564

¥22,680

赤 2014

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ
・クロ・ド・ラ・マレシャル・ルージュ
/ ジャック・フレデリック・ミュニエ
単品 50ml ¥1,296
100ml ¥2,484

¥15,120

白 2014

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ
・クロ・ド・ラ・マレシャル・ブラン
/ ジャック・フレデリック・ミュニエ
単品 50ml ¥1,296
100ml ¥2,484

¥16,200

白 2014

ヴィレ・クレッセ・オマージュ
・ア・ジセル・ボノーム
/ アンドレ・ボノーム
単品 50ml ¥864
100ml ¥1,620

¥10,076

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

開催日前日迄のご決済に限り

5％OFF
～ご予約受付中～

・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、
お好きな時間に楽しんで頂けます。
・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予めご了承下さい。

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

