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多くの困難、思いがけない試練が続いた2020年。今年の年の瀬はいつになく感
慨深い時間を過ごすことになりそうですね。ご家族やご友人、心から大切に想う
方と過ごす特別な時間にご活用いただけたらと、各生産地から選りすぐりのワイ
ンを取り寄せました。いずれも会員様限定の特別価格にてご用意しております。
すべて送料無料でお届けしますので、なかなか会いに行けない遠くにお住まい
の方への贈り物としても是非ご利用ください。当店からお届けする一杯のワイン
が、楽しい会話のきっかけとなりましたら、これ以上嬉しいことはありません。
寒さと共に忙しさも増してくる時期ですが、どうぞお身体には気をつけて。皆様
にとって温かく喜びに満ちた年末年始となりますように、当店スタッフ一同、心よ
りお祈りしております。
今後ともオールドビンテージ・ドットコムをどうぞよろしくお願いいたします。

特別なワインとともに
心に残るひとときをお過ごしください

クリスマス 限定
プレスティージュ・カタログ

PRESTIGE
CATALOG

カタログ有効期限：2020年12月20日（日） ボルドー事務所　青野 仁

OPEN1本あたり1,490円！税抜
ワイン尽くしの12月が叶うとっておきのセットをご用意しました。
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●商品価格はすべて税抜表示です。セットに含まれる各ワインの単価は2020年9月時点の当店希望小売価格です。商品価格に別途消費税が加算されます。また今後、
消費税が改定された場合には、本体価格に加算される消費税も同時に変更となりますので、予めご了承ください。●決済完了後の発送とさせていただきます。発送まで
お時間をいただく商品の場合、決済と発送が同月内の処理とならない場合がございます。●ワインの商品説明はお付けいたしません。●20歳未満の方はお申し込みい
ただけません。●商品がお手元に届きましたら、すぐに内容・状態をご確認ください。お届けした商品に不備があった場合は、商品到着後7日以内にご連絡ください。お
客様のご都合による返品・交換はご対応いたしかねますので、予めご了承ください。●写真はイメージです。実際にお届けのボトルデザインが異なる場合がございます。

■ご注文者（※必須項目）

フリガナ※

お名前※

お電話番号※ （　　　　　　　　　　　　）

お支払方法※

クレジットカードによるお支払い 私は下記の通り商品を注文します。
代金は、カード会員規約に基づき支払います。

カード有効期限 （有効期限は必ず
　ご記入ください） ご名義（ローマ字）

月／ 　　　 年

カード種別

カード番号

※ご利用カードの□にチェックマークを入れてください※カード番号は左詰めでご記入ください。

□ アメリカン・エキスプレス　□ ダイナース
□ JCB　      □ マスター　     □ VISA

□

■お届け先

（　　　　　　）

フリガナ

お名前

お電話番号

住所

〒

※左記と異なる場合（納品書に金額は記載されません）クリスマス用ギフトラッピングイメージ

【個人情報の取り扱い】当店ではお客様の大切な個人情報を厳重に管理していますが、
お客様からお預かりした個人情報は、商品の配送をはじめ、当店および当店姉妹グルー
プの商品DM 発送やメールマガジン配信、お客様へのご連絡等に利用させていただく
場合がありますので、予めご了承ください。

✓

商品番号 商品名

オールドビンテージ・ドットコム特製アドベントカレンダー

大人気格付けシャトーの飲み頃セカンド3本セット

新樽の魔術師「セラファン」入り！ジュヴレ・シャンベルタン福袋

プルミエ・クリュ《1級》シャンパーニュ3本セット

パリ3ツ星「ランブロワジー」マリアージュセット

シャトー・マルゴー 2013年

オーパス・ワン 2010年

シャトー・ラ・コンセイヤント 2010年

ルイ・ジャド ボーヌ1級 クロ・デ・ズルシュール 2010年

シャトー・ブラネール・デュクリュ 2015年

メゾン・アルベール・ベルノ シャンボール・ミュジニー 2013年

レ・パゴド・ド・コス（ハーフ/375ml） 2016年

ルイ・ロデレール ブラン・ド・ブラン・ミレジメ 2011年

ドメーヌ セルヴァン シャブリ 特級 レ・クロ 2017年

デュック・ド・ソーテルヌ 2016年

クロ・ド・ルルス ウルス 2016年

アメジスト・マリアージュ 5年熟成 黒ラベル NV ※1 ※2

マウリ・マウリズィオ社 ヴィショレ チェリーワイン NV ※1
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限定数

37,250円

19,600円

18,900円

12,900円

10,800円

69,000円

52,000円

26,000円

17,000円

9,600円

9,500円

7,900円

12,600円

11,000円

3,700円

9,800円

10,500円

4,100円

会員様限定特別価格
（税抜・送料込)

ご希望の場合は
チェックしてください

熨斗 ギフト包装
ご注文数

その他ご注意事項

本広告掲載の商品は、2020年12月上旬より送料無料の冷蔵便(常温と表記の商品以外)でお届けします。配達指定日のご希望は12月6日（日）着指定以降
でお承りいたします。熨斗へ名入れをご希望の場合は、お申込み時にお伝えいただくか、WEBサイトからご注文の場合は「備考欄」にてその旨ご連絡くだ
さい。数に限りがございますため、在庫が無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

お申し込みはこちら

お問い合わせ番号 ECPC2020申込期限：2020年12月20日（日）ご注文シート

FAXでのご注文の場合は、下の欄にご記入いただき、キリトリ線で切ってFAXを送信してください。黒または青の
ボールペンなどを使用し、文字を濃くご記入くださいますようお願いいたします。（鉛筆や蛍光ペン、薄い色のペ
ンでご記入の場合、読み取れない場合がございます。）お申し込み後、当店からのご連絡につきましては、確認事
項及び完売の際にご連絡させていただきます。

FAXでのお申し込み

ご注文時にお問い合わせ番号、お名前、お電話番号、
商品番号、ご注文数、カード情報をお伝えください。

お電話やFAXでご注文いただいた場合には、ご注文の確定までにお時間をいただくため、完売になる可能性がございます。予めご了承ください。

03-6262-7870
WEBサイトからのご注文
wine.old-vintage.com/user_data/ecpc2020

お電話でのお申し込み

0120-429-812
至 福 の ワ イ ン

営業時間　8：30～21：00（年中無休）

24時間・年中無休

WEBサイトからの注文を
優先して受付いたします！

お支払いはクレジットカード一括払いのみとなります。

※1の付いた商品は常温便でのお届けとなります。他の商品と同梱の場合はその温度帯に準じます。　※2の付いた商品は軽減税率8%の対象商品です。

注意事項を
ご確認の上、
お申し込み
ください。

WEB

商品のお届けについて

お支払いについて

「御歳暮」のし、無料で承ります！
クリスマス用のギフトラッピングも＋200円（税抜）
にて可能です。贈答用にも是非ご利用ください。

※ギフト包装は別途200円(税抜)頂戴します。

ワイン通の方も垂涎のセレクション。格付＆有名ワインも大特価！
中面もお見逃しなく御覧ください。

●フランス・イタリア・スペイン産ワイン（750ml）（赤・白・泡・ロゼ）ｘ25本
　内1本はクリスマス限定デザインのスパークリング「アスティ・ドルチェ」をお届け！
※フランス産ワインが多めになります。※2セット以上ご注文の場合、内容が重複する可能性が高いです。※本商品は複数個
口に分かれての配送になるためプレゼントラッピング、熨斗はお付けできません。※個別のワインの商品説明はお付けしてお
りません。予めご了承ください。※11月23日以降のお申込みでも、在庫のある限りご注文を受け付けます。

みんなニッコリ

商品コード 0748

オールドビンテージ・ドットコム特製
アドベントカレンダー特別価格：37,250円（税抜）送料無料

当店が事務所を構えるボルドーのシャトーを始め、フランス各地の銘醸地、そしてイタリア・スペインの
赤・白・泡・ロゼ、多様なワインを25種類、たっぷりとご堪能ください。カレンダーにあわせて開けていた
だく想定ですが、すべて透明なプチ袋に入れていますので、当日あわせるお料理や気分に合わせて開け
るワインを選んでいただくのももちろん可能です！

オリジナルカードはワインに関するトリビアクイズ付き！クイズの答えは翌日の
カードに書かれています。最後のワインを開ける頃には、ワインについてさらに
詳しくなれるかも?!

繊細な泡を持つ甘口のスパークリングは大人のデザートにピッタリ。現地のクリスマスの様子を彷彿と
させるエチケットがクリスマスのテーブルに素敵な華を添えてくれます。他のワインもすべて通常価格
3,000円（税抜）以上は確約！1本あたり1,490円（税抜）は破格です…！

締切後も在庫のある限りはご注文をお受け付けいたしますが、今年ご用意できたのは《100セット限
り》。売り切れの場合はご容赦ください！

全部で３箱に分かれてしまいますが、すべてクール便送料無料でお届けします。

12月１日から毎日ひとつずつ開けてクリスマス当日までの日数をカウントダウンできるカレンダーのこと。欧州
ではチョコレートやクリスマスツリーの飾りなどちょっとした贈り物が入ったアドベントカレンダーが一般的で
すが、当店ではクリスマスまで毎日異なるワインが楽しめる、ワインのアドベントカレンダーをご用意しました！
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55みんなニッコリ

アドベントカレンダーとは？

※掲載画像はイメージです。　　　　　　

11月22日（日）
までのお申込みで
11月27日（金）まで
に発送します。

限定

100 セット

●①

●㉕

●⑦

●⑬

●⑲

●⑳●㉑●㉒●㉓●㉔

●⑭●⑮●⑯●⑰●⑱

●⑧●⑨●⑩●⑪●⑫

●②●③●④●⑤●⑥

《100セット限定》1本あたり1,490円（税抜）！

ワイン愛好家の皆様に捧ぐ夢のアドベントカレンダー

11月22日
までにお申込み
ください！



特別な瞬間を、忘れられない思い出に
ここぞという席で味わいたいプレミアム・ワインのご案内

すべてクール便送料無料！

商品番号 ワイン名 年号 評価 産地・種類 限定数 特別価格（税抜）

1286 シャトー・マルゴー 2013 PP91 ボルドー産・赤 6 69,000円

8238 オーパス・ワン 2010 PP96 カリフォルニア産・赤 36 52,000円

2882 シャトー・ラ・コンセイヤント 2010 PP96 ボルドー産・赤 12 26,000円

7851 ルイ・ジャド ボーヌ1級 クロ・デ・ズルシュール 2010 PP91 ブルゴーニュ産・赤 10 17,000円

5293 シャトー・ブラネール・デュクリュ 2015 PP90 ボルドー産・赤 6 9,600円

7161 メゾン・アルベール・ベルノ シャンボール・ミュジニー 2013 ブルゴーニュ産・赤 12 9,500円

6976 レ・パゴド・ド・コス（ハーフ） 2016 PP92 ボルドー産・赤 12 7,900円

8030 ルイ・ロデレール　ブラン・ド・ブラン・ミレジメ 2011 PP93 シャンパーニュ産・白泡 18 12,600円

8064 ドメーヌ セルヴァン シャブリ 特級 レ・クロ 2017 ブルゴーニュ産・白 24 11,000円

7659 デュック・ド・ソーテルヌ 2016 ボルドー産・甘口白 60 3,700円

「ボルドーの宝石」と讃えられ、ワイン愛好家なら一度は味わいたい憧れのワインNo.1。本誌を御覧の方限定で、国内最安値の6万円台でご奉仕
いたします！2013年は他に比べると弱いヴィンテージのイメージもございますが、さすが1級マルゴー、トップの名に恥じない、揺るぎないエレ
ガンスをじっくりとご堪能いただけます。

「ポムロールで最もエレガントで瑞々しくおいしいワイン」と名高いコンセイヤント。2010年はとくに評価が高かった優良ヴィンテージです。ブ
ラックベリーやプラムなど黒系果実とともにスミレの芳香が美しく立ち昇るのが特長。ちょうど飲み頃に入ってきた美酒を、是非特別な夜のお
供にご活用ください。

ブルゴーニュを代表する造り手のモノポール畑。10年熟成ものは大変貴重で、他ではなかなか手に入りません。”惜しむことなくエレガントさが
香りににじみ出ている。(中略)素晴らしいストラクチャーで、ボリューム感と存在感を主張し、繊細さを備える長い余韻へと続く。飲み頃： 2014
～2028 年"*1

格付けは第4級ですが、常にそれ以上という評価を受けている実力のあるシャトー。スパイシーでエキゾチックなアロマと独特のチョコレートの
味わいから、“通好み”と高く評されています。 "肉づきのよいミディアムボディ。余韻には生き生きとしてバランスのとれた果実味がある。飲み
頃：2019～2031年 "*2

常に1級並と評されるスーパーセカンドの1つに名を連ねる名門シャトー。サンテステフらしく力強く、タンニンを含んでいるため、50年以上の
熟成も可能な長寿ワインですが、ハーフボトルのセカンドならより早くから飲み頃に入ります。2016年はとりわけファーストラベルが100点満
点を獲得した大当たり年です。

黄金色に輝く外観から「ワインの宝石」と呼ばれる貴腐ワイン。クリスマスに欠かせないワインですが、最高品質のものは１本のブドウ樹からグ
ラス１杯分しかできず、有名シャトーのものは大変高価です。しかし同村の生産者組合が造るこちらのワインなら、お手頃価格でソーテルヌの魅
力が味わえます。

『シャブリ・ワイン・アワード』No.1に輝いた実績を持つ名門生産者。特級レ・クロはオーク樽で醸造・発酵を行うという、非常に手の混んだ造り
のキュヴェで、複雑味とパワフルな香り、フレッシュで熟した果実の風味が、ミネラルとトースティーな風味とともに感じられます。

リュット・レゾネを取り入れるなど自社畑の改善に尽力することで評価をめきめきと上げているブルゴーニュの新生スター。ブルゴーニュで最も
「女性的」と形容される銘醸地シャンボール・ミュジニーは、キルシュのような甘さと円みのある味わい、長い余韻が魅力的な1本です。

ロシア皇帝アレクサンドル2世からも寵愛を受けたルイ・ロデレールのシャンパーニュ。来年でちょうど10年目を迎える記念ヴィンテージは、今
年の締めくくり、新年の始まりにこれ以上無い華を添えてくれるでしょう。国内最安値でご奉仕させていただきます。

仏ムートン・ロートシルトと米ロバート・モンダヴィがタッグを組んで造った、カリフォルニアを代表するグラン・ヴァン。リッチでボリューミーな
がらも繊細で優雅、ワインの奥深さ、面白さを再発見できる1本。こちらも今回限りの国内最安値で味わってみてください。

*1 = 『208, The Wine Advocate 』 より抜粋訳、*2 = 『Interim Issue Mid-February 2018, The Wine Advocate』より抜粋訳 、※国内最安値は2020年9月8日当店調べです。

ピノ・ノワール主体ながら、男性的で骨太、威厳とパワーを備えたコク旨ワインが生まれる産地として

名高い、ブルゴーニュきっての人気産地ジュヴレ・シャンベルタン。寒さが深まる冬に、じっくりと味わ

いたい銘酒を厳選し3本セットの福袋に仕立てました。いずれも通常なら13,000円（税抜）以上する

ワインばかりですが、今回限りの特別価格。一度に開けて贅沢な飲み比べを楽しむのも一興です。

残りの2種は当店ソムリエおまかせ！いずれも現地セラーより

直輸入＆希望小売価格合計39,000円以上のお品です。

特別なシーンで味わいたい、格付けシャトーの味。その片鱗をよりお手頃価格で味わえるのがセカンドワインの魅力です。今回

は高ポイント獲得の優良銘柄の中から、今ちょうど飲み頃を迎えているワインを厳選して詰め合わせました。とくにワインが活躍

するシーンが増える年末年始は、大人気シャトーのセカンドワインを是非ご活用ください！

木村拓哉主演ドラマ『グランメゾン東京』（2019年）のロケ地にも選ばれた、パリの3ツ星「ランブロワジー」。

30年以上も3ツ星を保持し続ける伝説的なレストランで提供されるものと同じチーズとワインをご自宅でご

堪能いただけるスペシャルセットが、さらにお求めやすい価格になりました！

2点セットで《35％OFF》！期間限定の大幅

お値引きです。聖夜にふさわしいとっておきの

マリアージュをじっくりとお楽しみください。

商品番号 0750

●750ml×3本

新樽の魔術師「セラファン」入り！
ジュヴレ・シャンベルタン福袋

特別価格18,900円（税抜）
送料無料

商品番号 0749

●750mlｘ3本

大人気格付けシャトーの
飲み頃セカンド3本セット

特別価格19,600円（税抜）
送料無料

世界が感動！ワイングラスで楽しむ、
山ぶどう100％のプレミアムジュース

アメジスト・マリアージュ 5年熟成 黒ラベル

商品番号 8402

●720ml×1本　※本商品は《常温便》にてお届けします。 
●賞味期限：製造より1年半。開封後は冷蔵庫にて保管し、3週間以内にお召し上がりください。
※ノンアルコールです。　※軽減税率8%の対象商品です。

●約500ml×1本　※本商品は《常温便》にてお届けします。
●アルコール度数：約12％

アメジスト・マリアージュ 5年熟成 黒ラベル
特別価格10,500円（税抜）送料無料

商品番号 8426

マウリ・マウリズィオ社 ヴィショレ チェリーワイン
特別価格4,100円（税抜）送料無料

冬のおうち時間のお供にぴったりな極上チェリーワイ

ンが、数量限定で入荷しました。イタリアで広く愛され

ているチェリーワイン。中でも最も高品質とされるの

が、酸味が強い「ヴィショレチェリー」で造られたもの

です。家族に伝わる秘伝のレシピを代々受け継ぐマウ

リ・マウリズィオ社では、この「ヴィショレチェリー」を

サンジョヴェーゼ種の赤ワインとともにブレンド。樽

で熟成させて出来上がるチェリーワインは、まろやか

な口当たり、トロリとした優しい舌触りが特長です。

凝縮したチェリーの甘み、それを引き立てる酸味、ブレ

ンドされたワインの複雑な風味のバランスが素晴ら

しく、長い余韻には華やかなフルーツアロマとともに

スミレの花の芳香が広がります。アルコール度数はワ

インと同程度なので飲みやすく、チョコレートケーキ

とのマリアージュは絶品です。

発売開始から数年で数々の賞に輝いた、今大注目

の「プレミアム山ぶどうジュース」。フランスの星付

きレストランやドバイの5ツ星ホテル、有名レストラ

ンや名だたるブランドのウェルカムドリンクとして

次々と採用される快挙を成し遂げました。日本山ぶ

どうとカベルネ・ソーヴィニヨンをかけ合わせた希

少交配種である「ヤマ・ソーヴィニヨン」の樹齢15

年以上の樹から収穫した果実を100％使用。ノンア

ルコールですが、ワインを思わせるまろやかさと深

み、芳醇な熟成香とリッチさが楽しめ、甘みと酸味

が絶妙なハーモニーを奏でます。乾杯の一杯や、デ

ザート代わりにはもちろん、熟成チーズや熟成肉、

ジビエ等、お食事と合わせてもその真価を発揮して

くれます。高級感あふれるボトル入りで、お酒を控

えている方へのプレゼントにもお薦めです。

特別な夜の締めくくりにふさわしい、
とっておきのデザートワイン

マウリ・マウリズィオ社 ヴィショレ チェリーワイン

ロバート・パーカー氏から最高ランクの
「５ツ星」評価を獲得する数少ない造り
手、ドメーヌ・セラファン。「新樽の魔術
師」の異名を持つほど新樽を贅沢に、ま
た巧みに使用することで知られていま
す。中でもヴィエイユ・ヴィーニュ（古樹）
のジュヴレ・シャンベルタンはパーカー
氏も“お値打ち品なのでお見逃しないよ
うに。”*と太鼓判を押す銘酒です。
*『ブルゴーニュ』ロバート・パーカーJr著より

セラファン ジュヴレ・シャンベルタン V.V 2007年

憧れのマリアージュをお手元に！

＆

コンテ 24ヵ月以上熟成

希望小売価格 13,000円（税抜）

直輸入＆通常価格

39,000円
以上

+

合計価格より

15％
OFF

※ボトル画像はイメージです。※ワインセットに個別の商品説明はお付けしておりません。記載の内容以外の説明はご容赦ください。シークレットワインの内容・産地・年号等のご指定は承りかねますので、予めご了承ください。※同商品を複数セットご購入の場合、同じ内容が届く場合がございます。

必ず
入る！

いずれか
  1本入る！

国内
最安値

国内
最安値

国内
最安値

国内
最安値

国内
最安値

国内
最安値

国内
最安値

大人気格付けシャトーの飲み頃セカンド3本セット 新樽の魔術師「セラファン」入り！
ジュヴレ・シャンベルタン福袋

クリスマスディナーや忘年会の乾杯に、年明けのカウントダウンにも欠かせないのは上質なシャンパー

ニュ。出番が多い分、あまり予算はかけすぎず、でもここぞという時に開けるワインだからこそ、その品

質にはこだわりたいですよね！今回は当店と直接取り引きのあるRM（レコルタン・マニピュラン）生産

者から、すべて1級の格付シャンパーニュを特価で譲っていただきました。絶対に損はない採算度外視

の詰め合わせです！

残りの2種は当店ソムリエ

おまかせ！いずれも現地

セラーより直輸入＆3本で

希望小売価格より《58％

OFF》以上！

商品番号 0751

●シャンパーニュ（白）750ml×3本

プルミエ・クリュ《1級》
シャンパーニュ3本セット

特別価格12,900円（税抜）
送料無料

商品番号 0752

●ワイン 750mlｘ1本●チーズ 約200gｘ1個

パリ3ツ星「ランブロワジー」
マリアージュセット

特別価格10,800円（税抜）
送料無料

ピノ・ノワールが持つ豊かで華やかなアロマに、シャルドネのミネラルがバランス良く感じられます。ふくよかで
上品なボリュームをストレートに感じられる、クオリティーの高いシャンパーニュです。

ラクルート・ギルマール ブリュット・ナチュール
ル・ミネラル1級 NV 希望小売価格 10,400円（税抜）

限定

24
セット

限定

50
セット

??
+

必ず
入る！

プルミエ・クリュ《1級》シャンパーニュ3本セット パリ3ツ星「ランブロワジー」マリアージュセット

シャトー・カロン・セギュールのセカンド
希望小売価格 6,900円（税抜）

JS 92点3級 DS 90点 WA 88-90点

❶ ハートのエチケットが魅力！特別なプレゼントにもオススメ ❶ ❷ ❸

ル・マルキ・ド・カロン・セギュール 2017年

シャトー・コス・デストゥルネルのセカンド
希望小売価格 8,000円（税抜）

JS 93点2級 WA 90-92点 WS 90点 DS 90点

❷ エレガントなアロマとリッチな味わいで1級シャトーにも並ぶ品質

レ・パゴド・ド・コス 2014年

シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランドのセカンド
希望小売価格 8,200 円（税抜）

JS 96点2級 JS 94点 WS 92点 WA 90-92点

❸ 「ポイヤックの貴婦人」の異名を持つ女性らしい柔らかなワイン

レゼルヴ・ド・ラ・コンテス 2016年

合計価格より

58％以上

OFF
限定

50
セット

「チーズ熟成士の巨匠」の称号を持つ
M.O.F.チーズ熟成士フィリップ・アレオス氏の手による

希望小売価格　4,300円（税抜）

シャトー・ドン・ピエール 2015年
エリゼ宮での晩餐会でも採用されたAOCポイヤックの銘酒

希望小売価格　12,400円（税抜）

??

合計価格より

35％
OFF

限定

30本

今年の8月に当店で初めて販売開始後、1ヵ月間で1,500本を超えるオーダーをいただき、当店史上一番の
ヒット商品となった「クロ・ド・ルルス」。プロヴァンスの小さな家族経営のドメーヌ、素朴な外観のボトルにも
関わらず、口コミが口コミを呼び、「パリで1番予約の取れないレストラン」と名高い伝説の名店【ランブロワ

ジー】、セレブに愛され続ける【ギィ・サヴォワ】、世界のベストレストランの頂点に輝いた【ミラズール】などな

ど、世界中の美食家を魅了する超一流レストランで次々と採用、2020年6月時点でオンリストするミシュラン
星付きレストランの数が《144店》まで広がった驚異のシンデレラワインの造り手です。
彼らの手掛ける最上級キュヴェ「ウルス」は、15ヘクタールの畑の中で最も樹齢が高く日射量の多い特別な
一区画から収穫したブドウのみを100％使用。年間3,000本だけしか造られません。フレンチ・オーク樽で

12ヵ月の熟成を経たワインからは、カシスリキュール、ブラックチェリー、黒スグリ、インク、こしょう、トース

ト、アニマル香など複雑なアロマが次々と開いてきます。力強いアタックですが、タンニンはまろやか、滑らか
で流れるような飲み心地と豊満なボディが楽しめます。ミネラル感を伴う非常に洗練されたフィニッシュは、
プロヴァンスAOCとは信じられないほど。スタンダード・キュヴェからさらに何次元もレベルが上の完成度
で、パーティーの主役ワインにふさわしい１本です。

＼＼ミシュラン星付きレストラン驚異の《144店舗》でオンリスト／／
【ランブロワジー】【ミラズール】【アラン・デュカス】が惚れ込んだ

スタンダード・キュヴェ「Le Chemin」「Milia」も好評販売中！

https://wine.old-vintage.com/user_data/3262007

商品番号 8236

●750ml×1本

クロ・ド・ルルス ウルス 2016年
特別価格9,800円（税抜）

限定

100本 究極のシンデレラワイン「Clos de l'Ours」の最・上・級キュヴェ
ウルス 2016年

クロ・ド・ルルス

ル・シュマン ミリア

限定

30本

1級

1級1級

送料無料

谷折り谷折り

中面


