
11 月 8 日 (火) 19:00~20:45

参加費￥4,000（ 税 込 ）

フリー試飲

【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

全部で約

レア＆ 新着ワイン（有料）

今回のテーマはサンターディをはじめとする、「冷涼＆ミネラルのイタリア銘醸産地」
特集の他、フランスからはコシュデュリの甥にしてムルソー村が誇るライジングスター
「ジャン・フィリップ・フィシェ」の新着ヴィンテージや、サロン以上にメニルらしさを表
現するシャンパーニュの造り手「ギィ・シャルルマーニュ」、ルイ16世が愛した”南のグ
ラン・クリュ” リセイより「モレル」などご紹介いたします。他にもスペインからは大人
気のチャコリ、日本からは鳥居平今村の新酒など、 約６0種のワインを取り揃えて、皆
さまのご参加をお待ちしております。

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

60 アイテム

特 別 企 画

ワイナリー「サンターディ」
副社長 マッシモ ポッダ氏

イタリア38万社No.1ワイナリーの頂点に輝いた「サンターディ」特別来日！
サッシカイア等を産んだ巨匠”ジャコモ・タキス”最後の作品、限定プレゼント

◆来場予定：20:00～20:45

「サッシカイア」「ティニャネロ」「ソライア」等を世に送りだしたイタリアワインの巨匠、ジャコモ・
タキス氏の情熱と優れた醸造技術を引き継ぎ、2015年イタリアで最も権威のあるワインア
ワード「オスカー・デル・ヴィーノ」の頂点に輝いた造り手 ”サンターディ”。

今年最後のファインワイン試飲会では、サンターディ副社長のマッシモ ポッダ氏をお招きし
て、9種のワインとトレビッキオーリを15回以上も受賞しているサンターディ最高峰ワイン
「テッレ・ブルネ」（12,000円）を特別にご用意して、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

≪Comte Georges de Vogüé≫≪Jean-Philippe Fichet≫

Special Guest

≪Special Present≫
生産者よりご来場の皆さまへ
TOPキュヴェ”テッレ ブルネ” １杯無料プレゼント！

Meursault 2020

Meursault 1er Le Tesson 2020

Bourgogne Rouge 2020  他
Chambolle Musigny 2020

（新入荷） (特別限定品)約 6 アイテム



【 第 ５回 】試飲ワ イ ン リ ス ト

★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）

下記のURLより、事前に必要事項をご記入の上、メールにてご予約お願い致します。

https://www.vinpassionco.com/_20221108/
申込
方法

ヴァンパッシオン ファインワイン試飲会（第 20 回目）

【日時】2022 年 11 月 8 日(火)19:00-20:45

【定員】80 名様まで

【参加費】￥4,000(税込)

【お申込み締切】2022 年 11月 2 日(水)

【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 60 種 (有料試飲含む)＊お食事のご用意はございません。

＊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、佐藤

TEL: 03-6402-5505 Email: salondevp@vp2004.net

【 第２０回 】 試飲ワイン ６０ 種 一部ご紹介！

※ 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（税別）です。

【France Champagne】
<ｷﾞｨ ｼｬﾙﾙﾏｰﾆｭ>
レゼルヴ ブランドブラン 22デゴルジュ NV

<ﾓﾚﾙ>
レゼルヴ ブリュット NV
ロゼ デ リセイ 2018

<シャルリエ>
プレスティージュ ロゼ NV

新着入荷

¥7,500
¥8,500

¥5,600

【日本】

< MAP >

【France Bourgogne】

< ジャン・フィリップ・フィシェ>
ブルゴーニュ コート ド ボーヌ ブラン 2020
ムルソー 2020

< コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエ >
シャンボール ミュジニー 2020

★

<鳥居平今村>
柏尾山南方祇園の滝 ブラン 2021
上菱平ブラン 2021

★

【ITALY】
< サンターディ >
スルキ ビアンコ
スルキ ロッソ
ヴィラ ソライス 2020 
カーラ シレンテ 2020
グロッタ ロッサ 2019
ロッカ ルビア 2018 
テッレ ブルネ 2016
ラティニア ビアンコ 2015
グラッパ ディ テッレ ブルネ NV

< カファッジョ >
キャンティクラシコ シングルエステート 2019 
キャンティクラシコ リゼルヴァ 2016

¥1,600
¥1,600
¥2,400
¥3,000
¥2,400
¥4,800
¥12,000
¥6,500
¥10,000

¥2,800
¥4,800

【CHILE】

<イナシオ ウルソラ>
フアニタ ブリュット ナチュール 2019

<アシ ベリアック>
アロツ（ビスカイコ・チャコリーナ） 2020

<エル モソ ワインズ>
エル コスモナウタ ティント 2021

¥1,250
¥1,250

¥7,000
¥7,000

新着入荷
新着入荷

特別限定品

★

新型コロナウイルス感染拡大の問題を鑑み、換気や消毒などの準備も徹底いたします。

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、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。

来日記念！Special Tasting
ガンベロ・ロッソ最高評価「トレビッキーリ」５年連続受賞！
サルデーニャ最高峰サンターディの稀少なTOPキュヴェ ”テッレ・ブルネ”
特別テイスティングチケットプレゼント。

【SPAIN】

<モントグラス>
クラシック デ ヴァイン レゼルヴァ CH 2022
クラシック デ ヴァイン レゼルヴァ CS 2021

¥5,000

¥5,300

¥5,500

【France Back Vintage】

ブルゴーニュ他、バックヴィンテージも多数ご用意しております。
（★特別試飲あり）

https://www.vinpassionco.com/_20221108/
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92105-0011+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E8%8A%9D%E5%85%AC%E5%9C%92%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%91+%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%AF%8C%E3%83%93%E3%83%AB+6F/@35.6615867,139.7467486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188b9591560d2f:0x50c56bafda5438e8!8m2!3d35.6615867!4d139.7489373?shorturl=1

