ENOTECA

1月 SPECIAL TASTING

CAFÉ & BAR

MILLE = 1000

新年の運試し 2021年福くじテイスティング
くじを引いていただき、当たった内容に応じて下記のワインをお楽しみいただけます。
また、シャンパーニュ最高峰のメゾン・ルイ・ロデレールが造る最高級キュヴェ・クリスタルのバックヴィンテージ2002年も
お楽しみいただけるセットもご用意いたしました。新年の運試しに是非お楽しみください 。
下記より3つお選び頂けます。

●日時：12月9日(月)～12月31日(火)
【くじの結果により、下記の内容のいずれかをお楽しみいただけます。ハズレなし】
●開催期間：1/2(土)～1/3(日)
各日11：00～19：00
料金：くじ1回(30ml) 1,000円(1,100円)
90,000円 (99,000円)
クリスタル30ml ＋くじ1回(30ml)セット 3,500円(3,850円) 1等 2012 CH.ムートン・ロスチャイルド/ポイヤック
2等 2017 クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ/ジャン・グリヴォ
3等 2017 サッシカイア/サッシカイア(テヌータ・サン・グイド)
☆2002 ルイ・ロデレール・クリスタル・ブリュット

※数に限りがございます。無くなり次第終了致します。
また、予告なく内容が変更となる場合もございます。

35,000円 (38,500円)
25,000円 (27,500円)
70,000円 (77,000円)

下記週末テイスティングは、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。

1/3(日)～

1/2(土)～
ボルドー左岸 スーパーセカンド
参加料金：6,000円 (6,600円)
(赤 4グラス・各30ml) 定員24様
29,000円
(31,900円)

2017

2012 CH.モンローズ
/サン・テステフ

18,500円
(20,350円)

2012 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

23,000円
(25,300円)

2012 CH. パルメ
/マルゴー

48,000円
(52,800円)

2017 ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ
レ・ボー・モン
/ジャン・グリヴォ
2017 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
2017 ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ
レ・プリュリエ
/ジャン・グリヴォ

2012 CH. コス・デストゥルネル
/サン・テステフ

※1/2(土)～1/4(月)は営業時間が11:00～20:00(19:00L.O.)となります。

エシェゾー・グラン・クリュ
/ジャン・グリヴォ

46,000円
(50,600円)

参加料金：6,500円 (7,150円)
(白 3グラス・各30ml) 定員24名様
2018 バタール・モンラッシェ・グラン・クリュ
/オリヴィエ・ルフレーヴ

46,000円
(50,600円)

2018 コングスガート・シャルドネ・ザ・ジャッジ
/コングスガート

42,000円
(46,200円)

2018 ガヤ・エ・レイ・シャルドネ
/ガヤ

25,000円
(27,500円)

28,000円
(30,800円)
24,000円
(26,400円)
21,000円
(23,100円)

※1/2(土)～1/4(月)は営業時間が11:00～20:00(19:00L.O.)となります。

自然栽培の先駆者 ドメーヌ・ポンソ

20年熟成 ポメリー・キュヴェ・ルイーズ
2000年 マグナムボトル

参加料金：8,000円 (8,800円)
(赤 3グラス・各25ml) 定員29名様

参加料金：3,000円 (3,300円)
(泡 1グラス・各50ml) 定員29名様

2015 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ
/ドメーヌ・ポンソ

85,000円
(93,500円)

2015 シャペル・シャンベルタン・グラン・クリュ
/ドメーヌ・ポンソ

65,000円
(71,500円)

2000

ポメリー・キュヴェ・ルイーズ(マグナムボトル)

1/15(金)～
セギュール侯爵最愛のシャトー
CH.カロン・セギュール 垂直
参加料金：5,500円 (6,050円)
(赤 4グラス・各30ml) 定員23名様

48,800円
(53,680円)

65,000円
(71,500円)

1/16/(土)～

1998 CH. カロン・セギュール
/サン・テステフ

24,000円
(26,400円)

2003 CH. カロン・セギュール
/サン・テステフ

25,000円
(27,500円)

2012 CH. カロン・セギュール
/サン・テステフ

23,000円
(25,300円)

2015 CH. カロン・セギュール
/サン・テステフ

23,000円
(25,300円)

1/22/(金)～

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
参加料金：5,000円 (5,500円)
(赤 4グラス・各30ml) 定員24名様
2014 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
/ポッジョ・ディ・ソット

23,000円
(25,300円)

2012 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
/テヌータ・ルーチェ

19,000円
(20,900円)

2013 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・レイニーナ 17,000円
/ガヤ
(18,700円)

2012 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
/ヴァルディカヴァ

12,000円
(13,200円)

1/29/(金)～
ローヌの主要産地を識る
参加料金：5,000円 (5,500円)
(赤 4グラス・各30ml) 定員24名様
2016 エルミタージュ・レ・グレフュー
/M.シャプティエ

23,700円
(26,070円)

2016 コート・ロティ・コート・ブロンド
/ルネ・ロスタン

22,000円
(24,200円)

2016 シャトー・ヌフ・デュ・パプ・ルージュ 16,000円
/クロ・デ・パプ
(17,600円)
2016 ジゴンダス・ル・クロー
/シャトー・ド・サン・コム

2018年 世界の高品質シャルドネ

1/10(日)～

1/9(土)～

2015 グリオット・シャンベルタン・グラン・クリュ
/ドメーヌ・ポンソ

1/8(金)～

エレガンスを体現する正統派ブルゴーニュ
ジャン・グリヴォ
参加料金：6,000円 (6,600円)
(赤 4グラス・各30ml) 定員24名様

12,000円
(13,200円)

1/23/(土)～

DRCの遺伝子を継ぐビオディナミワイン
ドメーヌ・プリューレ・ロック

2017年 ボルドー右岸優良シャトー

参加料金：8,500円 (9,350円)
(赤 3グラス・各30ml) 定員24名様

参加料金：7,000円 (7,700円)
(赤 4グラス・各30ml)
定員24名様
1/31/(金)～

2017 ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ
クロ・デ・コルヴェ
/ドメーヌ・プリューレ・ロック

71,100円
(78,210円)

2017 ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ
クロ・デ・ザルジリエール
/ドメーヌ・プリューレ・ロック

47,900円
(52,690円)

2017 ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ
ヴィエイユ・ヴィーニュ
/ドメーヌ・プリューレ・ロック

29,500円
(32,450円)

2017 ヴュー・シャトー・セルタン
/ポムロル

43,000円
(47,300円)

2017 CH.トロタノワ
/ポムロル

35,000円
(38,500円)

2017 CH.フィジャック
/サン・テミリオン

32,000円
(35,200円)

2017 CH.ヴァランドロー
/サン・テミリオン

・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。
※妊娠中、及び授乳中の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影
響をあたえるおそれがあります。
※上記価格はすべて税抜表記です。( )内は「10％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。

※飲酒は20歳になってから。
飲酒運転は法律で禁止されています。

28,000円
(30,800円)

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
〒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
営業時間 SHOP 11:00～20:00
CAFE 11:00～21:00(20:00L.O.)

