エノテカ円山店の定番★人気セット

新春
特別号

0

12本すべて赤ワインだけのセットにしたり、
白ワインを多めにすることが出来ます。
お好みをご相談下さい。

（税込17,280円）

選べる目玉ワイン1本の他、

赤ワイン7本、白ワイン3本、
スパークリングワイン1本の12本セットです♪

どちらかお好きなワインをお選び下さい♪

2
選べる目玉ワイン●

1
選べる目玉ワイン●

2014 シャルドネ・ロシアン・
リヴァー・ヴァレー

2014 ショレイ・レ・ボーヌ

/ トロ・ボー（フランス・やや重口赤）

/ ラ・クレマ（アメリカ・辛口白）

5,000円（税込5,400円）

5,000円（税込5,400円）

19世紀から続く由緒正しい家族経営のドメー
ヌ「トロ・ボー」が造り出すワインは、果実
味が豊かでタンニンが丸く、身体に自然と溶
け込むようなブドウの旨味を引き出した上品
な味わい。ワイン初心者からコアなブルゴー
ニュラヴァーまで、 幅広い層から愛されて
いるのも特徴です。

冷涼な気候で育まれるブドウならではの
引き締まったスタイルと芳醇な果実味が魅
力。リッチネスとエレガンスを兼ね備えた
秀逸な白ワインです。近年、より一層評価
を上げているラ・クレマのワインを是非
一度味わってみて下さい。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

〜ワイン教室のご案内〜

※単回でもお気軽にご参加できます。

ブラインドテイスティング教室では難しいことは考えずに、
ワインテイスティングの実践をゲーム感覚で楽しんで頂きます。
様々なブドウ品種の特徴を、実際に飲んで確認することができるので初心者の方にもおすすめです♪
基礎教室は全4回。
これからワインを始める方への導入編として、広く浅く、
ワインの魅力に触れていきます。
専門知識を持ったスタッフが、丁寧に、そして楽しく教えます！

●1月10日
（火）19：00〜 ブラインドテイスティング教室
●1月24日
（火）19：00〜 ブラインドテイスティング教室
●1月 25日
（水）19：00〜 【無料】
ワインの基礎①／白ワインとスパークリングワインについて

定員：各回10名(要予約)

時間：およそ45分間

料金：各回 2,000円(税込2,160円)

場所：ワインショップ・エノテカ＆ケーシーズ札幌円山店
※開催人数に満たない場合は不開催となることがあります。

※お問い合わせ、
ご予約は店頭またはお電話にて承ります。

℡.011-633-8086（エノテカ＆ケーシーズ札幌円山店）

▲例年早くに完売となる白・スパー
クリングワイン福袋。大当たりは
32,000円のシャンパーニュ！

地 域 密 着 の ワイン ショップ

3

初売りは一月二日十一時よりスタート

ワイン・スパークリングワ

イン好きの方はお早目のご

完売御礼の福袋︑ご利用はお早めに

本入り

なんと言っても毎年恒例、

大好評の赤ワイン

福袋。ひとつ三千円で、大

当たりは三万五千円の赤ワ

インです！ハズレは無し

で、すべての福袋に三千五

百円以上の赤ワインが入っ

ています。

同じく三千円で白ワイン

一

今年も残すところわずか

となりました。二〇十六年

は皆様にとってどのような

年でしたでしょうか。本年

も多くの皆様にご愛顧頂き

感謝の気持ちでいっぱいで

す。

年明け一月二日十一時よ

り、エノテカ＆ケーシーズ

来店をおすすめ致します。

さらにプレミアムな一万

円福袋や、赤・白それぞれ

の六本セットを六千円にて

販売致します。

年末の営業は大晦日の午

後五時まで、年始の初売り

は一月二日午前十一時より

スタートです。皆様のご来

店をスタッフ一同心よりお

待ちしております。二〇一

七年もどうぞ宜しくお願い

申し上げます。

※各種包装や全国配送も承ります。
※写真はイメージの為、実際の商品とは異なる場合がございます。

の福袋もご用意。即日完売

1本3,000円
（税込3,240円）
今年の大当たりは各評価誌で大絶賛を浴びる
極上のプレミアム・ナパワイン。店頭価格
は35,000円。

となることもあるので、白

▲毎年恒例、人気の福袋

札幌円山店では初売りセー

ルを開催致します。目玉は

※送料別

1月いろは箱

好みの12本にカスタマイズが可能！

○6本以上のご購入から承ります。
「まとめ買いしたいけれど、
ちょっと重たくて…」
という時に便利！
お気軽にスタッフにお申し付け下さい。
（配達エリア）エリア拡大！
！
・北３〜４条西15丁目〜30丁目、北１〜２条西15丁目〜28丁目
・双子山 ・宮が丘１〜３丁目 ・大通西11〜28丁目 ・南１〜５条西11〜28丁目
・宮の森全域 ・琴似地区 ・山の手地区
※配達時刻については、要相談となる場合がございます。
予めご了承下さい。
※宮の森、双子山、琴似、山の手は翌日以降のお届けとなります。

※未成年の飲酒は法律で禁止されています。
酒類販売管理者：鈴木

良

お問い合わせ・ご注文はこちら

TEL.011-633-8086

2017

新春
初売

1等

当たり入り ワイン6本セット

エノテカ人気の定番ワインが詰まった初売りならではのお得な6本セット。今年も福引き式です。

1/2（月）〜1/9（月）迄

赤ワイン6本セット

通常価格8,700円 →

1/2（月）11：00より販売スタート

6,000円

特別価格

【限定60本】

（税込6,480円）

1等 2013サッシカイア / サッシカイア
通常価格19,000円
2等 2014グイダルベルト / サッシカイア
通常価格6,800円
3等 2009エスクード・ロホ・ヴィンテージ・コレクション
通常価格3,000円

すべて3,500円以上の赤ワインが入っています。
売り切れ次第終了となります。

2等

1/60

限定70セット

3,000円(税税込3,240円)

赤ワイン福袋

大当たり1本入

初売り限定特別価格

当たりワイン
はこちら！

3等

1/60

1/60

↑基本の6本セットに
1/10の確率で当たりワインが入っています！
！
2012 ドミナス / ドミナス・エステート

2011 ブルネッロ・ディ・
モンタルチーノ・スガリーレイ

世界屈指の醸造家が手掛けるプレミアム･ナパワイン。2012年はカ
/ ガヤ
リフォルニアの歴史に残る素晴らしいヴィンテージで、なんと 陽光の恩恵を受けたことに由来する凝縮感のある果実味が
パーカーポイントで98+点という高得点を獲得しています。生産量
ありながら、バルバレスコにも通じる深遠さとエレガンス
に対して世界の需要が増え続けていることから年々入手困難と
を感じさせるプルネッロ・ディ・モンタルチーノ。
なっている貴重な赤ワインです。

白・泡ワイン福袋
3,000円

1等

【限定40本】

1/40

ブルゴーニュの鬼才が手掛ける渾身のシャトー
ヌフ・デュ・パプ。ブルゴーニュワインを彷彿と
させる繊細かつエレガントなスタイルです。

通常価格20,000円

通常価格35,000円

大当たり1本入

2011 シャトーヌフ・デュ・パプ
オムニア / ルシアン・ル・モワンヌ

(税込3,240円)

2009 ルイ・ロデレール・
クリスタル / シャンパーニュ

大当たり1本入

通常価格12,000円

白・泡ワイン6本セット

通常価格8,600円 →

1等

6,000円

特別価格

極上ワイン福袋

（税込6,480円）

2等
3等

2014ピュリニー・モンラッシェ・レ・ピュセル
/ オリヴィエ・ルフレーヴ 通常価格17,000円
ルイ・ロデレール・ブリュット・プルミエ
/ シャンパーニュ 通常価格6,800円
2014クラレンドル・ブラン / クラレンドル 通常価格3,000円

10,000円

1等

【限定10本】

1/10

(税込10,800円)

2013 オーパス・ワン

当たりワイン
はこちら！

/ オーパス･ワン・ワイナリー

年々値上がりするオーパス・ワンですが、その価格に
見合う品質であると世界が認める逸品です。2013年は
醸造責任者が「見事としか言いようがない」と語るほ
どの素晴らしい完成度。

シャンパーニュの頂点に立つメゾンが誇る、完璧な
美しさを備えたプレステージ・キュヴェ。エレガンス
と生命力に満ちた別格のヴィンテージ、2009年。

通常価格32,000円
その他のワイン例はこちら

限定40セット

通常価格46,000円

↑基本の6本セットに
1/10の確率で当たりワインが入っています！
！

その他のワイン例はこちら

2013 シャブリ･グラン･クリュ・レ・クロ / ダニエル・ダンプ 10,000円
ルイ・ロデレール・ブリュット・プルミエ / シャンパーニュ
6,800円
2013 ブルゴーニュ・オンクル・ヴァンサン / オリヴィエ・ルフレーヴ
5,000円
2014 シャブリ･プルミエ･クリュ・コート・ド・ルシェ
/ ダニエル・ダンプ 5,000円

2013 SWK・ヴィンヤード・ピノ・ノワール / オクシデンタル
35,000円
2011 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・レイニーナ / ガヤ
23,000円
2010 ラ・ポヤ / アレグリーニ
13,000円

その他すべて3,500円以上のワインが入っています。
限定40本！早いもの勝ちです！
！

その他すべて11,000円以上の赤ワインが入っています。
限定10本！ワインの重複はございません。

2013 ロシアン・リヴァー・ヴァレー・ピノ・ノワール
/ キスラー・ヴィンヤード

のされる方必見！ 新規ポイントカード会員
初めてお買いも

13,000円

※表示価格は税込表記のあるもの以外すべて税抜です。 ※飲酒運転は法律で禁止されています。

酒類販売管理者：鈴木

良

入会キャンペーン！

入会費・年会費は無料！全国のエノテカ(※)で使用できるポイントカードです。
100円で1ポイント貯まり、1ポイント1円としてご利用頂けます。ワイン新聞をお読みの方に
限り、新規ポイントカード会員のご入会でテイスティンググラスをプレゼント致します！
“ワイン新聞を持参”もしくは“ワイン新聞を見た”とお申し付け下さい！ (※)一部対象外店舗がございます。

