Delight ディライトクラス

Platinum プラチナクラス

Precious プレシャスクラス

0
世界の中心にあるフランスワイン。国際品種と呼ばれる

フランス銘醸地であるシャンパーニュ地方、

色彩感情豊かなフランス文化、そして欠かせないのが「シャ

ブドウを用いたワインを探求いたします。

ボルドー地方、ブルゴーニュ地方にスポットをあて

ンパーニュ」。グラスに注ぐと広がる泡立ちのコーラス、

12 月と 2 月は季節に合わせた特別なテーマとして

ただひたすらにグラン・ヴァンを楽しむ至極の 1 年間。

弾む会話のメロディ、合わせる料理とのハーモニー。

シャンパーニュとスイートワインをご用意いたします。
食生活を豊かに彩るワインをお楽しみください。

偉大なワイン産地の極上(プラチナ)ワインを
唎きながら新しい発見をしていただきます。
優雅な空間と銘醸ワインで特別な時間を・・。

No.1 5/26 (木), 5/28 (土)
白ワイン探求Ⅰソーヴィニヨン ブラン
No.2 6/16 (木), 6/18 (土)
白ワイン探求Ⅱ シャルドネ
No.3 7/14 (木), 7/16 (土)
白ワイン探求Ⅲ 様々な品種たち
No.4 9/8 (木), 9/10 (土)
赤ワインの探求Ⅰ ミディアムボディ
No.5 10/6 (木), 10/8 (土)
赤ワインの探求Ⅱ フルボディ
No.6 11/10 (木), 11/12 (土)
赤ワインの探求Ⅲ 様々な品種たち
No.7 12/8 (木), 12/10 (土)
世界に煌めくシャンパーニュ
No.8 1/12 (木), 1/14 (土)
赤ワインの探求Ⅳ ブレンドの力

No.1 5/25 (水), 5/27 (金) ～Champagne～
プレスティージュ シャンパーニュⅠ
No.2 6/15(水), 6/17 (金) ～Champagne～
プレスティージュ シャンパーニュⅡ
No.3 7/13 (水), 7/15 (金) ～Champagne～
プレスティージュ シャンパーニュⅢ
No.4 9/7 (水), 9/9 (金) ～Bordeaux～
偉大なボルドー グラン・ヴァンⅠ
No.5 10/5 (水), 10/7 (金) ～Bordeaux～
偉大なボルドー グラン・ヴァンⅡ
No.6

11/9 (水), 11/11 (金) ～Bordeaux～
偉大なボルドー グラン・ヴァンⅢ

No.7 12/7 (水), 12/9 (金) ～Bourgogne～
コート・ドールで生まれる極上ワインⅠ

色の歴史はフランス史そのもの。各テーマに因んだシャンパ
ーニュをミステリアスに、そしてドラマティックに。
A votre santé（乾杯）！
No.1 5/24 (火), 5/29 (日)
Rouge - 赤 - 出会い ： 人類が最初に見た色
No.2 6/14 (火), 6/19 (日)
Blanc - 白 - 平等 ： 汚れなき純白
No.3 7/12 (火), 7/17 (日)
Bleu - 青 - 豪華絢爛 ： フランス王のロイヤルブルー
No.4 9/6 (火), 9/11 (日)
Vert - 緑 - 再生復活 ： 青春、愛情の象徴
No.5 10/4 (火), 10/9 (日)
Jaune - 黄色 - 称賛 ： 喜び、勝利の証
No.6 11/8 (火), 11/13 (日)
Noir - 黒 - 原点 ： モノクロームの世界
No.7 12/6 (火), 12/11 (日)
Rosé - ピンク - 優雅 ： 女性を虜にした華麗なる色彩
No.8 1/10 (火), 1/15 (日)

No.8 1/11 (水), 1/13 (金) ～Bourgogne～
コート・ドールで生まれる極上ワインⅡ

Orange - オレンジ - 幸福 ： 花嫁を囲み、舞う花びら

甘美なる味わい スイートワイン

No.9 2/8 (水), 2/10 (金) ～Bourgogne～
コート・ドールで生まれる極上ワインⅢ

No.9 2/7 (火), 2/12 (日)
Violet - 紫- 高貴 ： 歴史を動かした帆船

No.10 3/9 (木), 3/11 (土)
艶やかに輝くロゼシャンパーニュ

No.10 3/8 (水), 3/10 (金) ～Bourgogne～
コート・ドールで生まれる極上ワインⅣ

No.10 3/7 (火), 3/12 (日)
Argent - 銀 - 眩い輝き ： トゥールダルジャン

No.9 2/9 (木), 2/11 (土)

木曜日クラス 7:00p.m.～8:30p.m.

水曜日クラス 7:00p.m.～8:30p.m.

火曜日クラス 7:00p.m.～8:30p.m.

土曜日クラス 2:00p.m.～3:30p.m.

金曜日クラス 7:00p.m.～8:30p.m.

日曜日クラス 2:00p.m.～3:30p.m.

（お席に限りがございます）

（お席に限りがございます）

（お席に限りがございます）

1 名様
通期

全 10 回

¥ 110,000 (税込)

ナヴィゲーター

1 名様 全 10 回
通期 ¥308,000 (税込)
ナヴィゲーター
湯浅 耕平

渡邉 智明
＊ 日程、テーマ、講師は変更になる場合もございます
＊ 12 名様に満たない場合、クラスが成立しないこともございます

1 名様
通期

全 10 回

¥ 220,000 (税込)

ナヴィゲーター
工藤

順平

Wine Atelier
トゥールダルジャン ソムリエが
提案するオートクチュールの
ワインスクール

Wine Atelier

全コースとも
2022 年 2 月 14 日（月）12：00 より
電話にてご予約承ります
ご予約専用番号

03-3265-2258

