ENOTECA

12月 SPECIAL TASTING

CAFÉ & BAR

MILLE = 1000

【 クリスマス・年末特別企画 PRESTIGE CHAMPAGNE CHOICE 】
●日時：12月15日(金)～12月31日(日)
●参加料金：3グラス 各40ml 5,400円(税込)

下記より3つお選び頂けます。
2009
1995

※本数に限りがございます。
※予告なく終了または銘柄の変更を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。

2000
2006
2007

¥34,560
¥27,000

ルイ・ロデレール・クリスタル
シャルル・エドシック・ブラン・デ
・ミレネール・ブラン・ド・ブラン
アンリオ・キュヴェ・アンシャンテルール
ドン・ペリニョン
ボランジェ・ラ・グラン・ダネ

¥24,840
¥24,840
¥21,600

下記テイスティングは前日までにご予約いただだいた方へ、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。
12/1(金)～
新着！OPUS ONE 垂直

12/2(土)～
ムルソー飲み比べ

参加料金：¥10,260(税込)
(赤 3グラス・各30ml) 定員24名様
2008

2013

2014

¥70,200

オーパス・ワン
/ オーパス・ワン・ワイナリー

オーパス・ワン
/ オーパス・ワン・ワイナリー

¥49,680

オーパス・ワン
/ オーパス・ワン・ワイナリー

¥54,000

12/8(金)～

参加料金：¥7,560(税込)
(白 5グラス・各30ml) 定員24名様
2012

¥37,616

2011

¥35,640

ムルソー・プルミエ・クリュ・レ・ポリュゾ
/コント・ラフォン
ムルソー・プルミエ・クリュ・ブシェール
/コント・ラフォン
2014 ムルソー・プルミエ・クリュ
・ラ・ピエス・スー・ル・ボワ
/ポール・ペルノ
2014 ムルソー・プルミエ・クリュ・ブラニー
・スー・ル・ド・ダーヌ
/オリヴィエ・ルフレーヴ（ドメーヌ）
2011 ムルソー
/マトロ

ジュヴレ・シャンベルタン
人気銘柄特集
参加料金：¥7,020(税込)
(赤 5グラス・各30ml) 定員23名様
2014

ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ
・シャンポネ
/ドニ・モルテ
ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ
・コンブ・オー・モワンヌ
/ジャンテ・パンショ
ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ
・ベル・エール
/フィリップ・パカレ
ジュヴレ・シャンベルタン
・オー・エシェゾー V.V.
/ドメーヌ・フーリエ
ジュヴレ・シャンベルタン
・キュヴェ・ド・ラベイユ
/ポンソ

2015

¥12,603
2015

¥11,880
2015

¥8,100
2007

12/9(土)～

12/15(金)～

2000

ドン・ペリニョン P2

¥57,240

2000

アンリ・ジロー・フュ・ド・シェーヌ

¥54,000

2000

アンリオ・キュヴェ・アンシャンテルール

¥24,840

12/22(金)～
参加料金：¥11,880(税込)
(白 4グラス・各30ml) 定員24名様
2012

ビアンヴニュ・バタール・モンラッシェ
・グラン・クリュ
/ルシアン・ル・モワンヌ

¥66,960

2014

バタール・モンラッシェ・グラン・クリュ
/ルシアン・ル・モワンヌ

¥66,960

2015

シュヴァリエ・モンラッシェ・グラン・クリュ ¥64,800
/オリヴィエ・ルフレーヴ（ドメーヌ）

2015

クリオ・バタール・モンラッシェ
・グラン・クリュ
/ドメーヌ・ブラン・ガニャール

¥32,400

¥15,120
¥15,120

参加料金：¥7,560(税込)
(赤5グラス・各30ml) 定員24名様

2013

クロ・ド・タール・グラン・クリュ
/クロ・ド・タール

¥50,760

2012

ソライア
/テヌータ・ティニャネロ（アンティノリ）

¥41,040

2015

エシェゾー・グラン・クリュ
ラ・グラン・コンプリカシオン
/モンジャール・ミュニレ

¥37,800

2014

サッシカイア/テヌータ・サン・グイド

¥20,520

2012

バルバレスコ/ガヤ

¥23,760

2013

ボンヌ・マール・グラン・クリュ
/ドルーアン・ラローズ

¥18,360

2012

バローロ・カンヌビ・ボスキス
/ルチアーノ・サンドローネ

¥18,360

2004

シャンベルタン・グラン・クリュ
/ポンソ

2009

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
/ポッジョ・ディ・ソット

¥23,760

12/23(土)～

12/23(土)～

ブルゴーニュ白ワイン・グラン・クリュ

¥20,520

イタリア名門ワイナリー周遊

参加料金：¥10,800(税込)
(赤 4グラス・各30ml) 定員24名様

参加料金：¥10,800(税込)
(3グラス・各30ml) 定員23名様

¥20,520

12/16(土)～

ブルゴーニュ・グラン・クリュ

豪華2000年プレステージ・シャンパーニュ

¥27,000

グレート・ヴィンテージ2005年
五大シャトー
参加料金：¥35,640(税込)
(赤 5グラス・各30ml) 定員24名様

熟成の極み 1970年ブラン・ド・ブラン
参加料金：¥10,800(税込)
(40ml) 定員36名様

2005

CH.ラトゥール
/ポイヤック

¥232,200

2005

CH.ラフィット・ロスチャイルド
/ポイヤック

¥159,840

1970

2005

CH.ムートン・ロスチャイルド
/ポイヤック

¥151,200

※ご予約が25名様に達しない場合は開催致しません。

2005

CH.マルゴー
/マルゴー

¥172,800

2005

CH.オー・ブリオン
/ペサック・レオニャン

¥140,400

ドゥラモット・ブリュット・コレクション
・ブラン・ド・ブラン（マグナムボトル）

¥237,600

１９７０

※ご予約が12名様に達しない場合は開催致しません。

12/29(金)～
カリフォルニアの一流生産者

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

参加料金：¥12,960(税込)
(5グラス・各30ml) 定員24名様
赤 2013 カリュアド・レッド・ワイン・ナパ・ヴァレー ¥91,800
/コルギン・ワインセラーズ
赤 2015 カベルネ・ソーヴィニヨン・ナパ・ヴァレー
/コングス・ガード

¥37,800

赤 2011

¥30,240

ドミナス/ドミナス・エステート

赤 2013 メイトリアーク/ボンド

¥27,000

白 2014 マックレア・ヴィンヤード
・ソノマ・マウンテン・シャルドネ
/キスラー・ヴィンヤーズ

¥22,680

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

・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

