サロン ・ ド ・ヴァンパッシオン

Salon de VIN PASSION 主催
ブルゴーニュ＆シャンパーニュを中心とした

ヴァンパッシオン ファインワイン試飲会
多くのお客様から開催ご希望のお声を頂戴いたしまして、
この度も、通常よりご来場人数を減らし、限定のご案内にて開催させて頂きます。
新型コロナウイルス感染拡大の問題を鑑み、ご来場人数を通常の半分に限定させて頂き、
換気や消毒などの準備も徹底いたします。また、皆様にも、入退室時の手指消毒や、
「密」にならない動かれ方などなど、ご配慮をお願いする形での開催となり、
対応のご協力をお願いしてしまいますが、何卒ご理解賜れますようお願い致します。
ご来場についてのご注意は最終ページをご査収ください。

3 16
月

参加費

日火

19:00~21:00

4,000

【会場】 株式会社ヴァンパッシオン４F
⽇⽐⾕線 『神⾕町駅』 より徒歩５分 / 都営地下鉄三⽥線 『御成⾨駅』 より徒歩５分

特別企画
今回の特集ワインは、ブルゴーニュの⽩ワインが⾼騰する中、今最も注⽬すべき

1.

2.

テロワール「シャブリ」と多様な個性と複雑さを持つ、「アルザス」︕

フリー試飲

シャブリの２⼤ TOP ドメーヌ「ダンリ」＆「マランド」、三ッ星昇格間近のアルザス

50

の新星「ボット・ゲイル」のワインをラインナップ。
他にも、現地を知るからこそお伝えできる「ブルゴーニュ発⾒のテロワールワイン」

全部で約

アイテム

レアワイン試飲
全部で約

5

( 有料 )

や「ヴォーヌ・ロマネ特集」、スペイン・リオハ、イタリアから TOP ⽣産者の
ワインを多数ご⽤意してお待ちしております。

「ワインの神様」 と称される
＜ドメーヌ ・ コシュ ・ デュリ＞
リリース後即完売の超希少銘柄

⽣産量わずか 6000 本の
希少ブランコ
リオハ最⾼峰の＜レメリュリ＞

Domaine Coche Dury
Bourgogne Aligote 2018

Remelluri Blanco 2017

（割当希少品）

アイテム

（割当希少品）

シャブリ＆リオハのトップ⽣産者のトップキュヴェ特別試飲をお楽しみいただけます︕

会員の皆様限定で、お得な価格でご購⼊頂ける、

3.

Salon de VIN PASSION 会員様限定 期間限定「会員制特別通販カタログ」を進呈致します。
「特別通販お申込み⽤紙」 進呈

当⽇お申込み頂いた⽅には、『有料ワインチケット』を
プレゼント︕この機会に、お気に⼊りのワインをご⾃宅
でもお楽しみください。

【第５回】試飲ワインリスト

【第１4 回】試飲予定ワイン(一部)

【Bourgogne】

【France/Chablis】

■発見のテロワール■

＜ドメーヌ・ダンリ＞

＜セガン・マニュエル＞

シャブリ 2017

¥4,200

¥5,000

シャブリ 1 級フルショーム 2017

¥5,500

サヴィニー・レ・ボーヌ・ヴィエイユ・ヴィーニュ 2017

¥5,500

★シャブリ 1 級フルショーム･エリタージュ・プルミエール・トリ 2017

サヴィニー・レ・ボーヌ 1 級ラヴィエール・ルージ 2017

¥6,500

モンタニー・プルミエ・クリュ・ヴィーニュ・デ・ソレイユ 2016

¥10,000

＜マランド＞
＜エ・アルロー＞

シャブリ 2019

¥3,500

ブルゴーニュ・オカ 2016

¥4,200

シャブリ・アンヴェール・ド・ヴァルミュール 2018

¥3,800

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ 2016

¥5,500

シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォー・ド・ヴェイ 2018

モレ・サン・ドニ・クロ・ソロン 2018

¥10,000

＜ファブリス・ヴィゴ＞
コトー・ブルギニヨン・ルージュ 2018

¥3,000

★シャブリ特級ヴォデジール 2017

¥5,000
¥12,000

【France/Alsace】
＜ボット・ゲイル＞
アルザス・メティス 2018

＜ロレンゾン＞
メルキュレイ・ルージュ 2017

¥6,500

メルキュレイ 1 級レ・シャン・マルタン・ルージュ 2013

¥8,000

メルキュレイ 1 級レ・シャン・マルタン・キュヴェ・キャルリンヌ 2013

¥8,500

■ヴォーヌ・ロマネ特集■

¥2,400

ミュスカ・ダルザス・レゼレマン 2015

¥3,000

アルザス・リースリング・レゼレマン 2018

¥3,000

アルザス・ピノ・グリ・レゼレマン 2016

¥3,600

アルザス・リースリング特級シュロスベルグ 2016

¥7,000

アルザス・リースリング特級ショーネンブール 2016

¥7,000

アルザス・リースリング特級マンデルベルグ 2016

¥7,000

＜ファブリス・ヴィゴ＞
ヴォーヌ・ロマネ 2017

¥12,000

＜エ・アルロー＞
★ヴォーヌ・ロマネ・オー・レア 2017

¥16,000

【France/ Sparkling】

【Spain/Rioja】
＜レメリュリ＞
リンデス・デ・レメリュリ ヴィニエドス・デ・ラバスティーダ 2015
リンデス・デ・レメリュリ ヴィニエドス・デ・サン・ヴィセンテ 2016

¥2,800

レメリュリ・レゼルヴァ 2013

¥4,500

★レメリュリ・ブランコ 2017

¥12,000

★レメリュリ・レゼルヴァ 2012

¥12,000

クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ド・ブラン NV

¥2,500

クレマン・ド・ブルゴーニュ キュヴェ・アッサンブラージュ NV

¥2,500

フェット・ドール・ブラン・ド・ブラン・ブリュット NV

¥1,400

フェット・ドール・ロゼ・ブリュット NV

¥1,400

クレマン・ド・ジュラ・ブリュット NV

¥2,000

【Italy/Veneto＆Trentino Alto Adige】

クレマン・ド・ジュラ・ロゼ・ブリュット NV

¥2,200

＜ビアンカヴィーニャ＞

*試飲ワインは変更になる場合がございます。予めご了承ください。
*表示価格は、小売希望価格です。
★印は有料試飲となります。（会場でチケットをお買い求めください）

¥2,800

プロセッコ・スプマンテ・エキストラ・ドライ NV

¥2,500

リーヴェ・ディ・オリアーノ・ブリュット・ナチューレ 2016

¥3,800

＜テルラーノ＞
テルラーネル・キュヴェ 2018

¥3,800

ピノ・ビアンコ "ヴォルベルグ" リゼルヴァ 2016

¥6,000

ブルゴーニュ、シャンパーニュを代表する TOP 生産者やライジングスターを中心に、
世界の銘醸地より選りすぐりのファインワインを約 2 ヶ月に 1 回、皆様にご紹介して参ります。

次回

Vol.15 は 2021 年 5 月 11 日の開催を予定しております!

申込
方法

事前に、下記の URL より、必要事項をご記入の上、ご予約お願い致します。

http://www.vinpassionco.com/newsevent/202103/

ヴァンパッシオン ファインワイン試飲会（第 14 回目）
【日時】3 月 16 日(火)19:00-21:00(受付 18:50)
【定員】40 名様まで
【参加費】￥4,000(税込)
【お申込み締切】3 月 12 日(金)

【会場】 株式会社ヴァンパッシオン
住所：東京都港区芝公園 3-1-1 美濃富ビル４F
TEL:03-6402-5505 9:00-17:00（土日・祝を除く）
【内容】＊テイスティングワイン約 40 種以上 (有料試飲含む)＊お食事のご用意はございません。
＊会員限定 ワイン通信販売カタログの進呈（ワインは後日ご自宅配送）

＊ご入場数に限りがございますので、必ず事前にお申込みください。
＊酒類を伴いますので、お車でのご来場はご遠慮ください。
＊アルコール取扱いのため、未成年の方のご入場はお断り致します。 ※当日会場で、現金にてお支払お願い致します。

お問合せ先：株式会社ヴァンパッシオン 担当：永井
TEL: 03-6402-5505 Email: event@vp2004.net

