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フランス料理「アジュール」2階　French Restaurant AZUR 2FL

Tel: 045-223-2369

ご予約･お問い合わせ　For reservation and inquiries

協力：サントリーワインインターナショナル株式会社 / 株式会社ファインズ
Supported by Suntory Wine International Limited,  FWINES Co., Ltd.

「アンリオトリロジー ～アンリオ・ブシャール・フェーブル～」 を愉しむ夕べ

AZUR WINE & DINNER
feat. HENRIOT-TRILOGY

1808年創業以来、アンリオ家が７代に渡って家族経営する名門シャンパーニュメゾン「アンリオ」。本ワインディナーではアンリオトリロジーと称し、
同グループが擁するシャンパーニュのアンリオ、ブルゴーニュのブシャール、シャブリのウィリアム・フェーブルを一堂にお愉しみいただ
けます。極上ワインの数 と々「アジュール」の本格フレンチコースとのマリアージュをご堪能ください。

■ フランス料理「アジュール」　French Restaurant AZUR
■ 2013 年 9月 19日（木）  午後 7時～午後 9時
　 Sep. 19, 2013　7:00p.m.- 9:00p.m.

■ 限定40名様　Limited to 40 seats

■ ワイン&ディナーコース：1名様 ￥15,000
　 Wine & Dinner Course: ￥15,000 per guest
 　（税金・サービス料込み　Tax and service charge included）

・ご予約をお願いいたします
・メニューの詳細は、裏面をご覧ください
・他の特典や割引との併用不可

・Please book  in advance.
・The menu are on the other side.
・This special event is not applicable with other discounts and coupons.



WINE LIST  & MENU

Champagne Henriot Brut Souverain
シャンパーニュ アンリオ ブリュット スーヴェラン

<アンリオ>

Chablis 1er Cru Vaillons
William Fèvre

シャブリ プルミエクリュ ヴァイヨン
<ウイリアム フェーブル>

Beaune du Château 1er Cru
Bouchard Père & Fils

ボーヌ デュ シャトー プルミエ クリュ
<ブシャール ペール エ フィス >

Volnay Caillerets Ancienne Cuvée Carnot
Bouchard Père & Fils

ヴォルネイ カイユレ アンシェンヌ キュベ カルノ
<ブシャール ペール エ フィス >

Petits hors-d’oeuvre variés
小さなオードブルヴァリエーション

Parcelle de poissons et “Matsutake” grillé
糸縒鯛と松茸の包み焼き 潮の香り

Canard challandais rôti, caramelise au miel épicé avec figue noir
シャラン鴨のロティ オリジナルスパイスと蜂蜜のキャラメリゼ

佐渡産・黒イチジクと共に

Fromages
フロマージュ

Sélection de dessert du chef patissier
シェフパティシェおすすめデザート

Café ou thé
コーヒーまたは紅茶

Hiroyuki SEINO  情野 博之氏

Guest Speaker

フランス料理の歴史そのものとも称される「トゥール・ダルジャン」東京店のシェフ・ソムリエを経て、
2006年より現職、日本を代表するグランメゾン「アピシウス」のシェフ・ソムリエに就任。
1998年に第 6回ポメリー・スカラシップ・ソムリエ・コンクール」優勝。
自由が丘ワインスクール主任講師を務めるほか、ワイン専門誌のテイスターとしても活躍。
日本ソムリエ協会関東支部役員としても従事、日々ワイン文化の普及、発展に尽力している。

AZUR  Dinner Menu

AZUR WINE & DINNER feat. HENRIOT-TRILOGY

Wine List

LA VELA WINE PARTY   “FESTA DEL VINO ITALIANO”

ラ ヴェラ イタリアワインパーティー 
■ イタリア料理「ラ ヴェラ」2階　Italian Restaurant LA VELA 2FL

■ 10月 18日（金）午後7時～午後9時30分   Oct. 18, 2013  7:00 p.m. - 9:30 p.m.

■ ワイン＆ディナーブッフェ： 1 名様 ￥6,000（税金・サービス料込み）
    Italian Dinner-Wine Bu�et :  ￥6,000 per guest （Tax and service charge included）

フランス料理  アジュール  2階
French Restaurant AZUR 2FL
■ ランチ　   Lunch  11：30 a.m.-  2：30p.m.（LO）
■ ディナー　　　　　 5：30p.m.-  9：30p.m.（LO）

Tel: 045-223-2369
Dinner

「アンリオトリロジー ～アンリオ・ブシャール・フェーブル～」 を愉しむ夕べ

100名様限定

次回
予告
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