ENOTECA

4月 SPECIAL TASTING
CAFÉ & BAR

MILLE = 1000
下記テイスティングを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。

4/9(金)～

4/3(土)～

4/2(金)～
ジュヴレ・シャンベルタンの偉大な特級畑
シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ
参加料金：¥8,500 (¥9,350)
(赤 3グラス・各30ml) 定員24名様

イタリアを代表するワイン
スーパータスカン

春を彩る
プレステージ・シャンパーニュ・ロゼ
参加料金：¥9,000 (¥9,900)
(泡 3グラス・各30ml) 定員24名様

参加料金：¥4,500 (¥4,950)
(赤 3グラス・各30ml) 定員24名様

2017 シャンベルタン・クロ・ド・べーズ・グラン・クリュ
キュヴェ・デュ・フレーヌ
/ローラン・ポンソ

¥92,000
(¥101,200)

2017 シャンベルタン・クロ・ド・べーズ・グラン・クリュ
/ルシアン・ル・モワンヌ

¥58,000
(¥63,800)

2017 シャンベルタン・クロ・ド・べーズ・グラン・クリュ
/ドルーアン・ラローズ

¥26,000
(¥28,600)

2016 ソライア
/アンティノリ

¥40,000
(¥44,000)

2012 ルイ・ロデレール・クリスタル・ロゼ

¥75,000
(¥82,500)

2016 サッシカイア
/サッシカイア(テヌータ・サン・グイド)

¥25,000
(¥27,500)

M.V.

¥43,200
(¥47,520)

2016 ルーチェ
/テヌータ・ルーチェ

¥19,000
(¥20,900)

M.V. アンリ・ジロー・フュ・ド・シェーヌ・ロゼ

クリュッグ・ロゼ

¥36,000
(¥39,600)

)

4/16(金)～

4/10(土)～
華やかさと力強さを兼備する味わい
ドメーヌ・デュジャック
参加料金：¥8,500 (¥9,350)
(5グラス・各30ml) 定員24名様
2018 エシェゾー・グラン・クリュ
/ドメーヌ・デュジャック
2018 ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ
オー・マルコンソール
/ドメーヌ・デュジャック

4/17(土)～

『Wine 3 Days』
ボルドー主要産地を識る

カリフォルニアの至宝
キスラー・ヴィンヤーズ

参加料金：¥5,500 (¥6,050)
(赤 6グラス・各30ml) 定員24名様
¥43,000
(¥47,300)

¥45,000
(¥49,500)

2018 ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ
オー・コンボット
/ドメーヌ・デュジャック

¥30,000
(¥33,000)

2018 シャンボール・ミュジニー
/ドメーヌ・デュジャック

¥12,000
(¥13,200)

2018 モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ
モンリュイザン・ブラン
/ドメーヌ・デュジャック

¥17,000
(¥18,700)

2017 CH.モンローズ
/サン・テステフ

¥26,000
(¥28,600)

2017 CH.クレール・ミロン
/ポイヤック

¥12,500
(¥13,750)

2017 CH.タルボ
/サン・ジュリアン

¥10,000
(¥11,000)

2017 CH.ジスクール
/マルゴー

¥11,000
(¥12,100)

2017 CH.ベレール・モナンジュ
/サン・テミリオン

¥21,000
(¥23,100)

2017 CH.ガザン
/ポムロル

¥14,000
(¥15,400)

参加料金：¥5,000 (¥5,500)
(白 4グラス・各30ml) 定員24名様
2018 ダットン・ランチ・ソノマ・シャルドネ
/キスラー・ヴィンヤーズ

¥21,000
(¥23,100)

2018 ハドソン・ヴィンヤード・シャルドネ
/キスラー・ヴィンヤーズ

¥21,000
(¥23,100)

2018 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

¥21,000
(¥23,100)

2018 ストーン・フラット・ヴィンヤード・シャルドネ ¥21,000
/キスラー・ヴィンヤーズ
(¥23,100)

4/30(金)～

4/24(土)～

4/23(金)～
ボルドー格付けシャトーが手掛ける
ボルドー・ブラン

カリフォルニア カベルネ特集

参加料金：¥5,000 (¥5,500)
(白 4グラス・各30ml) 定員24名様

参加料金：¥6,000 (¥6,600)
(赤 4グラス・各30ml) 定員24名様

世紀のグレートヴィンテージ
2005年ボルドー格付けワイン

参加料金：¥11,000 (¥12,100)
(赤 4グラス・各25ml) 定員28名様

2018 ヴァン・ブラン・ド・パルメ
/ヴァン・ド・フランス

¥32,000
(¥35,200)

2016 ドミナス
/ドミナス・エステート

¥45,000
(¥49,500)

2005 CH.コス・デストゥルネル
/サン・テステフ

¥45,000
(¥49,500)

2016 プティ・シュヴァル・ブラン
/ボルドー

¥20,000
(¥22,000)

2016 シネガル・エステート・リザーヴ
カベルネ・ソーヴィニヨン
/シネガル・エステート

¥33,000
(¥36,300)

2005 CH.カロン・セギュール
/サン・テステフ

¥27,000
(¥29,700)

2016 シャトー・スミス・オー・ラフィット・ブラン
/ペサック・レオニャン

¥20,000
(¥22,000)

2016 ユリシーズ
/ユリシーズ・ヴィンヤード

¥27,000
(¥29,700)

2017 クラルテ・ド・オー・ブリオン・ブラン
/ペサック・レオニャン

¥16,000
(¥17,600)

2016 ケイマス・ヴィンヤーズ・スペシャル・セレクション
カベルネ・ソーヴィニヨン
¥20,000
/ケイマス・ヴィンヤーズ
(¥22,000)

2005 CH.ラトゥール
/ポイヤック

2005 CH.ブラネール・デュクリュ
/サン・ジュリアン

¥215,000
(¥236,500)

¥20,000
(¥22,000)

・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。

〈 お問合せ 〉

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

E-mail：ginzasec_shop@enoteca.co.jp
ワインショップ・エノテカ銀座店
営業時間 SHOP 11:00～20:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-8-3
CAFE 11:00～21:00(20:00 L.O.)
※飲酒は20歳になってから。
銀座尾張町TOWER 2F
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、
飲酒運転は法律で
TEL 03-3573-1531 / FAX 03-3573-1532
時短営業をさせていただいております。
禁止されています。
E-mail：

