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11月21日
［火］─ 27日
［月］最終日6時終了 伊勢丹新宿店本館6階＝催物場
協力：シャンパーニュ地方ワイン生産同業委員会（C.I.V.C.）

これだけはチェック！
シャンパーニュを知るための、
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シャンパーニュメゾンの業態別にカテゴ

ライズし、
メゾンの魅力をご紹介します。
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お洋服で
例えるなら、
ビッグメゾン

コーポラティブ
マニピュラン

農 家から原 料ぶどうを仕 入れて生 産
するシャンパーニュ。資 本 力を持った
大 手 企 業が多く、毎 年 安 定した品 質
のワインを提供できるのが魅力です。

レコルタン
マニピュラン

個性を表現

複数のぶどう農家が協同組合を結成
して造られる、日 本 の 農 協 に近 い 形
態。土 地 の 個 性 を表 現しつつ、安 定
感あるスタイルを保つことができます。

造り手の
個性が光る
クリエーター系

ぶどう農 家自らが、栽 培から瓶 詰めま
でを一 貫して行うシャンパーニュ。小
規模な造り手が多く、希少価値が出て
熱烈なファンを生み出しているものも。

本館

¥

A-3
会場入口

お歳暮
ギフト
センター

ドメーヌ・フランク・パスカル
（RM） J.M.ラブリュイエール（RM）
ドゥーツ
（NM）
ポル・ロジェ
（NM）
フランク・ボンヴィル
（RM）
ジーパー
（NM）
ポール・ルイ・ デュヴァル=
ジェローム・
ニコラ・フィアット
（CM）
マルタン
（RM） ルロワ
（NM）
ラリエ
（NM）
ブラン
（CM）

B-3

エリック・シュレーバー（RM）
モニアル
（RM）
シャンパーニュ・マルトー（RM）
ベルジュロノー・マリオン
（RM）
ゴネ・シュルコヴァ
（RM）
カイエ・ルメール
（RM）

お歳暮
ギフト
センター

B-2

ラルマンディエ- ピエール・
（RM）
ベルニエ
（RM） ペテルス
・

ヴーヴ・フルニ
（RM）

アルロー（CM） アンリ・ジロー（NM）

スルデ・ディオ
（RM）

シャンパーニュ・バロン・
ド・ロスチャイルド
（NM）
ポール・
デテュンヌ
（RM）

ビルカール・
サルモン
（NM）

ボーモン・デ・クレイエール（CM）

C-3 ジャカール（CM）
ポメリー（NM）

ドゥラモット
（NM） ボランジェ
（NM）

B-1

R&Lルグラ
（NM）

パイパー・
エドシック
（NM）
ドン ペリニヨン
（NM）

テタンジェ
（NM）
エリック・ロデズ（RM）

ジャン・

C-2 ジョスラン（RM）

アンリオ
（NM）

C-1

ドゥヴォー（CM）

ダミアン・ウーゴ（NM）

タルラン
（RM）
会場入口

ローラン・ペリエ
（NM） ジャン・ヴェッセル
（RM） メゾン マム
（NM） ペリエ ジュエ
（NM） ラルーノディ・
イロー（RM） ローラン・
お歳暮
ゾエミ・ド・
シャルル
・
エドシック
（NM）
ギフト
D-3 スーザ（NM）
D-2 フィリポナ（NM） ルカール
センター
（CM）
会場
フレール・ジャン・フレール（NM）
ゴセ・ブラバン
（RM）
入口

憧れの〈ドン ペリニヨン〉を体験！
一度は名前を耳にしたことがあるシャンパーニュの王様
〈ドン ペリニヨン〉
を、
グラスにてお愉しみいただけます。
〈ドン ペリニヨン〉
ドン ペリニヨン 2009
2,700円 （60㎖ /1杯） B-1

本館7階=バンケットルーム
にて、各種セミナーを開催。
詳しくはこちらをご覧ください。

※20歳未満の方、
お車・オートバイを運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。
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グランド カーヴで、
ソムリエおすすめの
一本をチェック
クリスマスや年末年始などの特
別な食 事には、シャンパーニュ
も飲みたいけれど赤ワインも飲
みたい。そんな方には、ハーフ
ボトルがおすすめです。シャン
パーニュ随 一のピノ・ノワール
を産出するブージー村の小 規
模 生 産 者を選 べば、はじめの
一杯から食卓が華やぎます！
〈ポール バラ〉
ブージー レゼルヴ ブリュット
グラン・クリュ
24点限り 3,888円
（白発泡/375㎖）

新宿店本館地下1階＝
グランド カーヴ

ハ
パイパー・エドシック… ………………… B-1

ピエール・モンキュイ…………………… C-2

フィリポナ… …………………………… D-2
フランソワ・スコンデ… ………………… C-2

ブルトン・フィス… ……………………… D-2

ダミアン・ウーゴ………………………… C-2

フレール・ジャン・フレール… ………… D-2

ツァリーヌ… …………………………… D-2

ペリエ ジュエ…………………………… D-2

マルゲ…………………………………… B-2

ムーゾン・ルルー・エ・フィス… ………… B-2

メゾン マム……………………………… D-2
モニアル………………………………… B-3

ペユ・シモネ… ………………………… D-3

ラ
ラルノーディ・イロー… ………………… D-2
ランスロ ロワイエ… …………………… C-1

ルイ・ロデレール… …………………… C-3
ルネ ジョフロワ… ……………………… C-1
ル メニル… …………………………… B-2

ルラージュ・プジョー… ………………… C-2

ベルジェロノー・マリオン… …………… B-3

ローズ・ド・ジャンヌ…… ………………… B-3

ドゥヴォー… …………………………… C-2

ボーモン・デ・クレイエール… ………… C-2

ローラン・ルカール…… ……………… D-2 横

ドゥラモット……………………………… C-3

ポール バラ… ………………………… C-1

デュヴァル＝ルロワ… ………………… B-2

ドゥーツ… ……………………………… B-3

ノエル・ア・ラ・モード

1

マリーノエル・ルドリュ… ……………… B-3

ニコラ・フィアット… …………………… B-1

マイィ… ………………………………… B-2

ラルマンディエ -- ベルニエ……………… B-3

本 館 6 階 ＝ 催 物 場 だ けじゃな い！

B F

ナ

フランク・ボンヴィル… ………………… B-2

スルデ・ディオ…………………………… C-2

ゾエミ・ド・スーザ… …………………… D-3

テタンジェ… …………………………… C-1

本館

マ

ラリエ… ………………………………… B-2

ゴネ・シュルコヴァ… …………………… B-3

サロン…………………………………… C-3

ドン ペリニヨン… ……………………… B-1

ビルカール・サルモン…… ……………… C-3

タルラン… ……………………………… C-1

サ

ポル・ロジェ…… ………………………… B-1

ジョリー・シャンパーニュ… …………… D-3

クリストフ・ミニョン……………………… B-3

ゴネ メドヴィユ… ……………………… B-2

ドメーヌ ブルジョワ ディアス…………… B-2

ピエール・ペテルス… ………………… B-2

タ

ゴセ・ブラバン… ……………………… D-3

ドメーヌ・フランク・パスカル… ………… B-2

ポメリー… ……………………………… C-3

シャンパーニュ・マルトー… …………… B-3

ガティノワ… …………………………… C-1
ギィ ラルマンディエ… ………………… C-1

ドメーヌ ヴァンサン クーシュ…………… B-2

ベレッシュ… …………………………… D-3

ポール・デテュンヌ……………………… C-3

ローラン・ペリエ………………………… D-3
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11月21日［火］− 27日［月］ 伊勢丹新宿店本館・メンズ館＝各階

2F
本館

〈ザ・スタンド〉
で、
“ちょっと休憩”が
優雅なシャンパンタイムに
気 軽に、
リッチなひとときを過
ごせる
〈ザ・スタンド 〉で は、繊
細 かつ 優 雅 な 味 わいの〈ペリ
エ ジュエ〉
グラン ブリュットを
グラスでご 用 意。お買 物 途 中
のひと休みも、シャンパーニュ
＋おつまみでちょっと特 別 な
時間に。
〈ザ・スタンド〉
スリーピースプレート 8 31円

（タコとバジルのアヒージョ風 パン添え、
トマトの オイルマリネ、プロシュートと
オリーブ）

〈ペリエ ジュエ〉
グラン ブリュット
各日16点限り 972円
（白発泡/90㎖/1杯）

新宿店本館2階＝ザ・スタンド
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〈カフェ 賚果〉
で、
フルーツとシャンパーニュの
マリアージュに酔う
フル ーツを 使 ったメニューが
人 気 の〈カフェ 賚 果 〉で 愉し
めるのは、ノーベル 賞 授 賞 式
後 の晩 餐 会（ 2 0 1 4 年 ）にも供
さ れ た〈テタンジ ェ〉ブリュッ
ト レゼルヴ。シャインマスカッ
ト入りのサラダと合 わせてご
堪 能ください。
〈カフェ 賚果〉
じゃがいものガレットと
スモークサーモン、
シャインマス
カットのサラダ 1,512円
〈テタンジェ〉
ブリュット レゼルヴ
各日16点限り 972円
（白発泡/90㎖/1杯）

新宿店本館5階＝カフェ 賚果

※20歳未満の方、お車・オートバイを運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。
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レストラン13店舗で、
グラスシャンパーニュを
愉しむ
〈ドゥーツ〉を代表するキュヴェ、
ブリュット クラシックをご用意。
〈リーデル 〉が 香りを引き出す
ために作ったグラスでお 愉し
みいただけます。
〈ドゥーツ〉
ブリュット クラシック
972円 （白発泡/100㎖/1杯）
新宿店本館7階＝レストラン街
「イートパラダイス」
【対象店舗】 正月屋 𠮷 兆/分とく
山/とんかつ和幸 匠庵/鮨 魯山/
おらがそば信州/銀座アスター/
韓食 古家/イセタンダイニング/
西 櫻 亭/マ ーケ ットレストラン
AGIO/ラ･ターブル･エディアール/
チャヤマクロビ レストラン/
つきじ宮川本
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メンズ館

〈カフェ リジーグ〉で、
大人の男を満たす
シャンパーニュ体験
大人の男性のための
〈カフェ リ
ジーグ〉でご用 意するのは、力
強い香りと長い余 韻が身上の
〈メゾン マム 〉グラン コルドン。
ボリュームたっぷりのプレミア
ムバーガーと合わせてどうぞ。
〈カフェ リジーグ〉
r e jiigプレミアムバーガー
2,160円
〈メゾン マム〉
グラン コルドン
各日16点限り 972円
（白発泡/90㎖/1杯）

新宿店メンズ館8階＝
カフェ リジーグ

