
◆Au Bons Ferments セミナー・イベントのご案内◆ 

新 春 号（2017 年 １月 ～ ３月） 

 

講師：オーボンフェルマン オーナー 足立武彦 

（フランスチーズ鑑評騎士、チーズプロフェッショナル、シニアワインアドバイザー） 

 

 

①  ★新春特別企画★ おいしいチーズを食べる会 「世界のチーズ 17 種類を堪能しよう！」 

日本料理に飽きた頃、チーズ好きの皆様で世界中のチーズをいっぱい食べましょう！ 2017年にちなんで、なんと 

なんと 17種類もお出しします。 私ども１回にこれほどの種類を用意するのは初めてです。ひと口ずつでもかなりの

量になりますので、お料理はサラダとパン程度に抑えます。でもワインはたっぷりとご用意します。ご安心下さい。 

お得な新春特別料金です。お友達をお誘いの上皆様でご参加下さい。 

1 月 14日（土）  19：00～21：30    参加費 5,000円    定員 12名様  最少開講人数 10名 

 

‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊ 

（注）以下のワインセミナーは１クール５回または３回の講座です。 受講生のご都合でお休みされる場合、受講料のお返しは出来ません

ので予めご了承下さい。 定員に空きがあり準備が整う場合のみ、途中から、または１回毎の参加もお受けします。 

受講料は別途設定しております。 

 

② ワインセミナー 「入門クラス」 全 5回 

ワインショップやレストランで、自分の好みのワインを選べるようになると本当に楽しいものです。ワインの世界の扉

を開いてみませんか？ 「ワインは全然わからない‥‥」と思っている初めての方対象の入門クラスです。ブドウ品種

の違いでどのように香りや味わいの違うワインができるのか実際に体験してみましょう。色、味わい、香りなどワイン

の表現の仕方まで学びます。 チーズをお供に楽しくテイスティングしましょう。 

＜第１回  白ワイン＞         1 月 18 日（水） 

＜第２回  赤ワイン＞         2月  1 日（水） 

＜第３回  スパークリングワイン＞      2月 15 日（水）    時間 19：30～21：15 

＜第４回  フランスワインの基礎＞      3月  1 日（水）    受講料 20,600円    定員 12名様 

＜第５回  イタリアワインの基礎＞      3月 15 日（水） 

 

③ ワインセミナー 「水曜クラス ～ 色々なブドウ品種を覚えよう  ～ 赤ワイン用品種集中講座」 １クール３回 

入門クラスを終了した方向けの講座です。毎回ひとつのブドウ品種をとり上げ、その個性に迫ります。今回は赤ワイン

用ブドウ品種の集中講座です。 基本的な品種について、この機会にきちんと確認しておきましょう。 

色々テイスティングするうちに自信のなかった品種も特徴がわかってきます。 

＜第１回  ピノ・ノワール＞      1 月 11 日（水） 

＜第２回  シラー＞           2 月  8 日（水）    時間 19：00～2１：０0 

＜第３回  カベルネ・ソーヴィニヨン＞ 3 月 8日（水）    受講料 12,960円  定員 12名様 

 

④ ワインセミナー 「土曜クラス ～ 生産国別に学ぶ  新世界集中講座 ～」 １クール３回 

  入門クラスを終了した方向けの講座です。今回のクールは、最近めきめきと品質向上しているニューワールドの生産国

を取り上げます。 長い歴史を持つ伝統国との味わいの違いと、その違いが生まれる原因に迫ります。 

＜第１回  アメリカ ＞       1 月 21 日（土） 

＜第２回  南アフリカ＞       2 月 18 日（土）    時間 19：00～2１：00 

＜第３回  オーストラリア＞     3 月 25 日（土）    受講料 12,960円    定員 12名様 

‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊ 

⑤ ラクレットパーティー  ～ 自分でラクレットを焼いてみよう！ ～ 

お待たせしました。毎年大好評のラクレットパーティー、今シーズンもやります。「ラクレット」とはハイジがおじいさ

んと暖炉の火で溶かして食べていたあのチーズです。 人気のチーズ工房、北海道の共働学舎製のラクレットを使い、

フランスから取り寄せたラクレットオーブンで溶かす本格派！ 熱々とろとろのラクレットをホカホカのジャガイモや

パン、ソーセージなどにのせていただきます。香りがまた何とも言えません。寒い季節のお楽しみ！ もちろん相性の

良いワインもたっぷりご用意します。 お一人様のご参加も大歓迎。ぜひこの機会にご賞味ください。 

2 月 4日（土） 19：00～21：00    参加費 5,800円    定員 12名様 



⑥ アルザス ☆ ナイト  ～アルザスワイン、アルザスの料理とチーズを楽しむ会  ～ 

フランス・アルザス地方は美食で有名な美しい地方です。 ボルドーやブルゴーニュの陰に隠れてしまいがちですが、

数々の素晴らしいワインが生まれる産地です。特にリースリング種をはじめとする白ワインは有名で、独特の美味しさ

に魅了される通の方も多いはず‥‥当店マダムもアルザスの大ファンです。今回は色々なアルザスワインを飲みながら

郷土料理やチーズを楽しむ会です。 ワインの本当のおいしさを知る方のための、ひとランク上のワイン会です。  

ぜひお誘い合せの上どうぞ！ 

2 月 11日（土・祝） 19：00～21：30    参加費 6,800円    定員 12名様  10 名様より催行 

 

⑦ 日本酒と楽しむチーズの会  ～ ４種類の日本酒と相性の良いチーズ  ～ 

一言で日本酒と言っても様々な味わいがあります。 タイプの違う４種類の日本酒と、それぞれに相性の良いチーズを 

きき酒師も取ったオーナーがセレクトします。 寒い時期なので燗酒も登場予定！ 日本酒とチーズって合うんですよ。 

最近ではソムリエ試験にも日本酒が取り上げられる様になってきました。基本的な味わいの違いとチーズの相性を体験 

したい方もどうぞ！ 女性の方も大歓迎です。 

2 月 25日（土） 19：00～21：30    参加費 4,800円    定員 12名様  10名様より催行 

 

⑧ おいしいワインを飲む会スペシャル ★⋆「Ch. グリュオ・ラローズ 1978ヴィンテージ」⋆★ 

近年高騰を続けているボルドーの格付けワイン。 なかなか古いヴィンテージが探せなくなってきています。 

1855年メドック格付け 第２級 Ch. Gruaud Larose 1978 （サン・ジュリアン村）をご一緒に飲みましょう！ 

約 40年前のワインですが、1978年は良いヴィンテージだったために何とか残っています。そしてまた、良い状態で

飲み頃を迎えている様です。 セカンドワインの Sarget de Gruaud-Larose 1999 と飲み比べする予定です。 

東日本大震災が起こった日から数えてちょうど 6 年。 大変だったあの頃を忘れずに、そして大変な時には助けあえる

仲間がいることを確認しながら、美味しいワインを飲みましょう。 これからもずっと素晴らしいワインとの出会いが

ありますように‥‥。 色々なボルドーワインをご用意します。マダムの料理つき。ご希望の方は至急どうぞ！ 

3 月 11日（土）  19：00～21：30    参加費 12,000円   定員 12名様 

‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊ 

・会場はすべて、オーボンフェルマン です。  

・講座ではアルコールの試飲があります。お車でのご来場はご遠慮下さい。 

・セミナーでは香りについても学びますので、香水類はお控えくださるようお願い申し上げます。 

・お申し込みは先着順です。オーボンフェルマン TEL０２２-２１７-２２０２ まで、お早めにどうぞ。 

・受講料・参加費は原則、各講座日の 3日前までにお納めください。 

・直前のキャンセルにつきましては何卒ご容赦下さい。よろしくお願い申し上げます。 

 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊  合格おめでとうございます ＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

昨年、私どものもとで勉強し、日本ソムリエ協会の呼称資格認定試験にチャレンジした方のうち「シニア・

ソムリエ」、「シニア・ワインエキスパート」、「ソムリエ」、「ワインエキスパート」の４資格で合計で９名

の方が合格されました。 筆記の一次試験は若干傾向が変わったため残念な結果の方もいたものの、二次

試験・三次試験に臨んだ方は見事に全員が合格‼という快挙でした。 本当におめでとうございます。 

また昨年はワイン検定（ブロンズクラス・シルバークラス）、そしてチーズ検定も全員が合格という素晴ら

しい結果でした。 本年も皆様の熱意に応えられる様に、私ども日々精進して参りたいと思います。 

 

寒い季節限定！お得な内容で、毎年大人気！     

★★★チーズ屋の チーズフォンデュ・パーティプラン（３月まで）★★★ 

寒い季節、あったかいチーズ料理が恋しくなります。 当店では、皆様にチーズフォンデュの本当のおいしさを体験して 

頂きたいと思い、スイスから届いたグリュイエールとエメンタールを使った本格的なチーズフォンデュをご用意しました。 

たっぷり召し上がっていただける満足プランです。 準備の都合上、事前のご予約をお願いいたします。 

 お一人様 ￥５，0００ ＋ 税  （１グループ ４名様以上でご予約ください。） 

※今年は、お一人様プラス￥500で「コンテ＆エメンタール」のスペシャルバージョンに変更可能です。 

＜パーティプランの内容＞ ４名様の場合 

・ワイン 2本（ＡＯＣクラスの白ワイン＆赤ワイン）  ・前菜盛り合わせ   ・サラダ 

・たっぷりチーズフォンデュ（パン、野菜、ソーセージなど）  ・デザート盛り合わせ 

 ※アルコールが飲めない方には、ソフトドリンクをご用意いたします。ご予約時にご相談下さい。 



 

クリスマス用のお品を色々取り揃えております 

● ビゴのシュトーレン １個 ￥1,230 クリスマスのお菓子。毎年人気のビゴさんの 

シュトーレンは芦屋本店から直送です。クリスマスまで少しずつ食べていくのがヨーロッパ流！ 

でも美味しくて一気に全部食べてしまいそう‥‥。 食べ応えのある大きさも人気です。 

● 各種ギフト承ります‥‥ ご予算とお好みでお選びします。地方発送いたします。 

                                                        

 

冬季限定のとろとろチーズ「Mont d’Or  モン・ドール」販売中 

お買い得！価格 １個（約 400～500ｇ）￥３,２４０（税込）              

スプーンですくってそのまま、パンやあつあつのジャガイモ等にのせていただきます。 

クリスマスや年末年始、家族や友人が集まる時には、モン・ドール パーティ！ 

プレゼントにも最適！ 今年は焼いて食べてみませんか？ 寒い季節のお楽しみです。 

フォンドール（焼きモン・ドール）のレシピをお付けします。 ぜひお試し下さい。 

※何個かまとめて購入されるお客様は、事前のご予約をお願い申し上げます。 

 

 

 

CPA 主催 チーズ検定（コムラード・オブ・チーズ）のご案内 

NPO法人チーズプロフェッショナル協会が主催する CPAチーズ検定「コムラード・オブ・チーズ」。 

次は 2017年３月に開催されます。チーズ初心者から自称チーズ通の方まで年齢や職業を問わず、チーズ 

が好きならどなたでもチャレンジできます。受験要項・申込書がございます。ご希望の方はご連絡下さい。 

（※受験申込みは受験要項を参照の上、各自チーズプロフェッショナル協会に直接行って下さい。） 

＜チーズ検定 仙台会場について＞ 

   実施日   2017年 3月 4日（土）、5日（日）  受験料 10,000円   定員 12名ずつ 

   会 場   オーボンフェルマン （仙台市青葉区上杉 1-4-10  庄建上杉ビル 1Ｆ） 

   担当講師  足立武彦 （2000年＜第１回＞認定チーズプロフェッショナル、フランスチーズ鑑評騎士） 

   スケジュール  講習時間 13：00～15：30、  試験時間 15：50～16：30 

                                            

 

日本ソムリエ協会主催「ワイン検定・ブロンズクラス」 

2017 年 ４月２日（日） 開催 

申込受付期間：2/3（金）～3/13（月）ソムリエ協会の公式サイトより。 

足立恵美 講師による検定会場：仙台ビジネスホテル ２階会議室（地下鉄勾当台公園駅すぐ） 

ワイン検定はワインに興味をお持ちの皆様に広くワインの楽しさを学んで頂くためのものです。20歳以上の 

方ならどなたでも受検できます。ブロンズクラスのテキストより出題され、テイスティングはありません。 

当日の講習会で要点を学んでいただいてからの検定試験となります。合格すると認定証と認定バッジが授与 

されます。※ブロンズクラスの合格者はシルバークラス（2017年 12月 3日予定）にチャレンジできます。 

●受講・受検料：￥11,000税込。 ※お問合せは、オーボンフェルマン（TEL022-217-2202）まで。 

 

 

お申込み、お問合せは オー ボン フェルマン  TEL 022-217-2202 まで 



✰✰✰ ワイン飲み比べ のご案内 ✰✰✰ 
以下の飲み比べは無くなり次第終了です。どうぞお早目にご来店下さい。お席の予約も承ります。 

                                                        

 

＜1 月の飲み比べ＞ 新年スペシャル フランス王道セット 

シャンパーニュ、ブルゴーニュ白ワイン、ボルドー赤ワイン  \3,300                                    

３種類のワインにプチ・チーズプレートがついた大変お得なお楽しみセットです。 

1/12（木）～1/13（金）  18:00～22:00 

                                          

＜2 月の飲み比べ＞ 南半球のワイン ３種類 

オーナーのセラー放出ワイン ３種類を予定しています。 

オードブル盛合わせ付きのお得なセットです。 

2/9（木）～2/10（金）  18:00～22:00 \2,900 

                                                        

＜3 月の飲み比べ＞ さくらチーズと味わう ロゼ ３種類 

大人気のチーズ「さくら」と産地の違うロゼワイン 3 種類  \2,700 

共働学舎の季節限定品、ほんのり香るやさしい桜のかおりが魅力的なチーズと色々な産地のロゼ３種類。

ロゼワインといっても味わいは色々、きっと美味しさ再発見！です。お得な飲み比べです。 

3/2（木）～3/3（金）  18:00～22:00 

 

★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★ 

バータイム ‥‥グラスワイン１杯からどうぞ。 

 

★ グラスワイン \800～            Au Bons Ferments  サービス券 

★ チーズ盛り合わせ、お１人様 ￥800～    ワインご注文のお客様に限り、プチ・チーズプレート 

＜通常の火曜から土曜＞18：30～22：00    サービスします。  2017年 3月 31 日迄 

＜セミナー開催日＞  21：00～23：00    ※この券を切り取って、スタッフにご提示ください。 

                                                        

 

２０１7年 初売り 福袋 （チーズ１種類、ワイン４種類）  

数量限定。予約のみ。只今受付中！黄色の申込用紙です。 

ＦＡＸまたは電話で、お申込み下さい。  お早目にどうぞ。 
                                                        

 

年内は 12 月 30 日まで、休まず営業いたします。 
12 月 31 日・１月１日  年末年始休み、  新年 ２日～5 日  初売り、   ８日～１０日 休業日 

１年間のご愛顧、心より感謝申し上げます。2017年もどうぞ宜しくお願い致します。 

                                                

お申込み、お問合せは オー ボン フェルマン  TEL 022-217-2202 まで 


