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シャンパーニュ

Champagne

de Castelnau
ド・カステルノー

モンターニュ・ド・ランス

シャンパーニュ・ド・カステルノーの起源は、第
一次世界大戦のGeneral de Castelnau （ド・カス
テルノー将軍）に敬意を表してブランド名が創ら
れた1916年に遡ります。ランスの中心部にある
シャンパーニュ・ド・カステルノーは、一部1980
年代まで遡る地下三層のセラーを持っています。
ここでは2500万本以上のワインを長期間最良の状
態で熟成させることが可能で、シャンパーニュ生
産の最も重要な役割の一つを担っています。2003
年以降、シャンパーニュ・ド・カステルノーはラ
ンス・シャンパーニュ共同組合（C.R.V.C.)が所
有・生産しています。シャンパーニュ・ド・カス
テルノーと同様、C.R.V.C.はシャンパーニュに一
つの歴史を作りました。 シャンパーニュ地方のぶ
どう栽培者グループが独自のシャンパーニュ会社
を作ることを決意し、1962年に設立したのです。
現在、会員数は730以上。3,312平方マイル以上に
拡大したぶどう畑は、シャンパーニュ地方で最も
有名なテロワールに拡がっており、144を数えるク
リュは並はずれた供給能力を保証してくれます。
これにより、C.R.V.C.では、シャンパーニュ・
ド・カステルノーのような傑出したワイン作りが
可能なのです。最新の設備と伝統・職人技の結合
により、あらゆる消費者のご要望にお応えするワ
インを作ることが出来ます。
●CRVC生産の中での最高峰の品質を誇ります。総
生産量の5％にも満たない最高品質の果汁のみがカ
ステルノー用のキュヴェに選ばれます。
●シャンパーニュ地方では稀な”キュヴェ”（一
番搾りの葡萄果汁）のみ使用します。酸が少なく
熟成には向かない果汁”タイユ”を使用しないこ
とで長期熟成にも耐えうる事が出来るのです。
●瓶内滓熟成期間は規定の6倍以上の長い時間をか
けて造られます。ノンヴィンテージシャンパー
ニュ規定の瓶内熟成15ヶ月の内、瓶内滓熟成義務
期間は12か月。カステルノーはレゼルヴクラスで
72ヶ月、ミレジメクラスで144ヶ月にわたる瓶内滓
熟成を設定しています。
●デゴルジュマン後も品質を安定させるため長期
間セラーに貯蔵します。

ＣＭ

● Brut Réserve
ブリュット・レゼルヴ

01008582

N.V.

750ml

入数12

白泡 3257941000010

シャルドネ40％、ピノ・ノワール20％ ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ40％ 瓶内澱熟成期間：6年

¥6,700

参考小売
ドザージュ8ｇ/ℓ

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾜｲﾝｱﾝﾄﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ2012＆2013：特別金 ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ世界ｺﾝｸｰﾙ2013：金 国際ﾜｲﾝ･ｺﾝｸｰﾙ･ﾑﾝﾄﾞｩｽ：銀

● Brut Millésimé
ブリュット・ミレジメ

01008768

2003 750ml

入数6

白泡 3257941001437

ピノ・ノワール70％、シャルドネ30％ 瓶内澱熟成期間：10年以上

01008769

2006 750ml

入数6

参考小売

¥12,000

ドザージュ8ｇ/ℓ

白泡 3257941003028

参考小売

シャルドネ50％、ピノ・ノワール30％、ピノ・ムニエ20％ 瓶内澱熟成期間：10年以上

¥10,000

残糖8ｇ/ℓ

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾜｲﾝｱﾝﾄﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ：95/100 ﾍﾞﾀﾝﾇ･ｴ･ﾄﾞｩｿｰｳﾞ：16/20 ﾜｲﾝ･ｴﾝｽｰｼﾞｱｽﾄ：93/100

● Blanc de Blancs Brut Millésimé
ブラン・ド・ブラン・ブリュット・ミレジメ

01008766

2007 750ml

入数6

100％シャルドネ 瓶内澱熟成期間：12年
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｻｯｸﾘﾝｸﾞ：92/100

白泡 3257941002076

参考小売

¥11,000

ドザージュ7ｇ/ℓ

ｺﾞｰ･ﾐﾖ：16.5/20

ﾍﾞﾀﾝﾇ･ｴ･ﾄﾞｩｿｰｳﾞ：16/20

● Champagne de Casternau Cuvée HC （ｷﾞﾌﾄBOX入り）
シャンパーニュ・ド・カステルノー・キュヴェ・アッシュ・セー

01008767

N.V.

750ml

入数6

白泡 4528161025602

参考小売

¥20,000

ピノ・ノワール55％、ピノ・ムニエ28％、シャルドネ17％ 2008,2009,2010の最高級ｷｭｳﾞｪを1/3づつブレンド

100周年を記念した、初のﾌﾟﾚｽﾃｨｰｼﾞｭ･ｷｭｳﾞｪ

● Brut Millésimé 2002 Magnum
ブリュット・ミレジメ・2002 マグナム

01008491

2002 1500ml

入数6

白泡 4528161022823

参考小売

¥60,000

参考小売

¥40,100

参考小売

¥60,000

● Brut Millésimé 1996 Magnum
ブリュット・ミレジメ・1996 マグナム

01008494

1996 1500ml

入数6

白泡 4528161022854

● Blanc de Blancs Brut 1976 Magnum
ブラン・ド・ブラン・1976 マグナム

01008490
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1976 1500ml

入数6

白泡 4528161022816

シャンパーニュ

Champagne

Jean Plener Fils
ジャン・プレネール・フィス

モンターニュ・ド・ランス

ブ-ジィ（Grand Cru）

RC

一度飲んだら忘れられないグラン・クリュ作り
のため、ブ-ジィ・グラン・クリュの中心部で
ブドウ栽培に情熱を注いできた一家の歴史を刻
んでいます。2013年には7代目に当たるモー
ド・プレネールが跡を継ぎ、シャンパーニュ地
方の持続可能な生産者(VDC)として生産を手が
け、環境価値重視(HVE)の認証を受けていま
す。畑は５ヘクタールを所有。自宅地下の石灰
地を掘ったカーヴで最低4年かけてゆっくりと
熟成させることで、バランスのよさと複雑さが
生まれます。独自のアッサンブラージュ(ピ
ノ・ノワール70 %、シャルドネ30%)に、さまざ
まなドサージュや熟成度を応用したシャンパー
ニュ作りを通して、品質に対する独創性やこだ
わりが表されています。

● Cuvée Brut Grand Cru
キュヴェ・ブリュット・グラン・クリュ

01008536
01008650

N.V.
N.V.

白泡 4528161025626

参考小売

1500ml 入数4 白泡 4528161020751

参考小売

750ml

入数12

¥6,000 9/9～
¥11,000 在庫少

ピノ・ノワール64 %、シャルドネ36 %。シュール・リー法で4年間熟成。ドザージュ8ｇ/ℓ
金色に輝き、非常にきめ細かな気泡や泡が上り、力強く発泡している。フルーツ(桃やアプリコット)ヘーゼルナッツや
アーモンドの繊細で洗練されたアロマ。バランスがよく複雑。調和がとれ、ねっとりとし、爽やか。絶妙なバランスで、
心地よいフィナーレへと続く。どのようなシーンにもぴったりの1本。

● Cuvée Reservée Brut Grand Cru
キュヴェ・レゼルヴ・ブリュット・グラン・クリュ

01008775

N.V.

750ml

入数12

白泡 4528161025619

¥6,700 9/9～

参考小売

ピノ・ノワール64 %、シャルドネ36 %。シュール・リー法で5～6年間熟成。ドザージュ8ｇ/ℓ
はじけるような藁色の光沢をたたえた美しい砂色。 非常にきめ細かな気泡や泡が上り、 力強く発泡している。
雄弁で魅力的な香り。 スイートスパイス、 ドライフルーツ、 プリオッシュを思わせる独特のブーケ。混じりけがなく、
滑らかでねっとりとした味わいが、 ドライフルーツ (アーモンド、ナツツ) の香味を際立たせる。
ワインの力強さが感じられ、 フィナーレは包み込むような余韻。爽やかさが印象的。

● Cuvée Brut Nature Grand Cru
キュヴェ・ブリュット・ナチュール・グラン・クリュ

01008537

N.V.

750ml

入数12

白泡 4528161020775

参考小売

¥7,500 在庫少

ピノ・ノワール64%、シャルドネ36%。ドザージュなし。
青みがかった金色が輝いている。きめ細かな気泡と繊細な泡が上り力強い発泡。ドザージュされていないため、
テロワールのアロマの精髄が際立ち、生産者の一徹さがうかがえる。稀に見るミネラリティがもたらすフローラルで
フルーティーなアロマは、嗅覚にも味覚にも、新たな発見をもたらしてくれる。

● Cuvée Les Cerecets Grand Cru
キュヴェ・レ・セルセ・グラン・クリュ・エクストラ・ブリュット

01008777

N.V.

ピノ・ノワール100%

750ml

入数12

白泡 4528161025633

ドザージュ3.4ｇ/ℓ

生産本数2500本
参考小売

¥12,000

参考小売

¥6,500

シリアルナンバー入り

● Rosé Grand Cru
ロゼ・グラン・クリュ

01008538

N.V.

750ml

入数12 ロゼ泡

4528161020928

ブリュット87％（ピノ・ノワール64％、シャルドネ36％）と、ブジー・ルージュ13％をアサンブラージュ。ドザージュ8ｇ/ℓ
2007年の世界最高ソムリエ、アンドレアス・ラーソン 90ポイント
フランボワーズ、プルーン、サクランボ等の香り。口あたりはしっかりとしており濃密で豊か。クリーミーな泡と共に
爽やかさが際立ちつぶしたレッドフルーツのニュアンスが余韻の長く混じりけのないフィナーレへと続きます。
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シャンパーニュ

Champagne

Boulachin Chaput
ブラシャン・シャピュ

アランティエール -- コート・デ・バール NM

シャンパーニュ・ブラシャン・シャピュの名前
では1996年から販売が始まりました。まだ新し
いブランドですが、元々は、ブラシャン家と
シャピュ家それぞれがコート・デ・バールにお
いて葡萄の栽培、製造を行っていました。ブラ
シャン家は1799年、シャピュ家は1862年に創業
した歴史ある生産者です。1973年アルベルト・
ブラシャンとシルヴェット・シャピュの結婚に
より、二つのメゾンは一つになりました。両家
の伝統を受け継ぎつつ発展させ、ここ数年では
ギド・アシェット誌で高い評価を獲得し、また
ワインコンクールにおいてもメダルを多数受賞
しています。『Terra Vitis』と呼ばれる、農
薬や除草剤を使わない農法で栽培しています。

● Duc de Chanais Brut
デュック・ド・シャネ

01008773

N.V.

750ml

入数12

白泡 3760110990109

ピノ・ノワール60％、シャルドネ30％、ピノ・ムニエ10％

参考小売

¥5,000

ドザージュ12ｇ/ℓ

華やかな香りが広がり、くるみや草花の香りが混ざり合う。味わいはふくよかで溌剌としています。

● Brut Sélection
ブリュット・セレクション

01008771
01008770

N.V.
N.V.

750ml
375ml

入数12

白泡 3760110990307

参考小売

入数12

白泡 3760110990017

参考小売

シャルドネ40％、ピノ・ノワール40％、ピノ・ムニエ20％

¥5,300
¥3,500

ドザージュ8ｇ/ℓ

くるみ、ヘーゼルナッツ、りんご、パイナップルの香り。細やかな泡がたちこめます。エレガントでフルーティな
味わいです。2009 ﾌｪﾐﾅﾘｽﾞ・ﾎﾞｰﾇにて銅賞受賞

● Dame Noire Brut
ダム・ノワール・ブリュット

01008772

2014 750ml

入数12

白泡 3760110990987

参考小売

¥7,000

ピノ・ノワール100％ ドザージュ8ｇ/ℓ
黄金色に輝き、香りは蜂蜜漬けのフルーツや、ブリオッシュ香が複雑に混ざり合い広がります。
美しく熟成され力強さとエレガントさがバランス良くまとまっています。2013 ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ＆ｶﾞｲﾔｰﾙにて金賞受賞

ヴァン・ムスー

Vin Mousseux

Pierre de Chanvigné
ピエール・ド・シャンヴィーニェ
1923年創業。ピエール・ド・シャンビーニェは
現在レ・グラン・シェ・ド・フランス社の傘下
となっています。
レ・グラン・シェ・ド・フランス（Les Grands
Chais de France）社は、1979年に設立された
比較的新しい会社ですが、2007年度の売上が
1100億円を超えるフランスワイン業界のリー
ディングカンパニーとなっています。
2008年には、ドイツのラッケ社のボトリング施
設及びアムゼルケラー等の所有ブランドを買
収、2017年にはフランソワ・マルトノを買収し
てさらに成長しています。

● Vin Mousseux Blanc de Blancs Brut
ヴァン・ムスー・ブラン・ド・ブラン・ブリュット

01008778

N.V.

750ml

入数12

泡

3120581451422

参考小売

シャラント産ユニ・ブランとスペイン、ラマンチャ産アイレンのブレンド 残糖10ｇ/ｌ
輝く薄い黄金色。ピーチやアプリコット、柑橘系のフレッシュな果実の香り。
ピュアでフルーティな瑞々しい果実味が広がります。繊細な泡立ちが長く続きます。

3

¥1,900

ブルゴーニュ

Bourgogne

Dufouleur Pére & Fils
デュフルール・ペール・エ・フィス
デュフルール家の歴史は古く1596年以前まで遡
ります。ニュイ・サン・ジョルジュに定住し、
この頃からワイン醸造に従事しています。
「デュフルール」という名はその仕事から由来
し、「フルール」というのはぶどうを足で踏み
潰す人のことをさしています。「デュ」は「～
から」を意味します。「デュフルール」という
名はワイン醸造を意味する為、何年も昔に家族
の一員達に与えられたと考えられています。そ
れ以降、その家族の運命はその名のとおりワイ
ンに従事していくことになったのです。
当初、所有しているドメーヌ（シャンベルタ
ン、エシェゾー、ニュイ・サン・ジョルジュ、
とその１級畑、ヴォーヌ・ロマネ、とその１級
畑などのさまざまなぶどう畑）などを販売して
いました。特筆すべきことは、1900年にはク
ロ・デ・コルトンはデュフルールのモノポール
でした。
デュフルールのクロ・ヴージョは皇帝ナポレオ
ン１世が愛飲したワインの1つといわれていま
す。
● Chardonnay - Vin de France
1990年にリジェ・ベレールを買収。それ以降、
シャルドネ ヴァン・ド・フランス
ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミ“レ・サ
01008668 2020 750ml 入数12 白 3490040002985 参考小売
¥1,800
ン・ジョルジュ”やクロ・ド・ヴージョ・グラ
ン・クリュ、リシュブール・グラン・クリュを
01008762 2021 750ml 入数12 白 3490040003203 参考小売
¥2,000
持つドメーヌ・グザヴィエ・リジェ・ベレール
ブルゴーニュ、ガスコーニュ、ラングドックのシャルドネのブレンド
のワインを販売しました。
美しいゴールドイエロー。グリーンアップルやネクタリン、白い花のクリーンな香り。
今日デュフル・ペール・エ・フィスは自分たち
すっきりとしたフルーティな果実味。甘み、酸味のバランスに優れ心地良い余韻が長く続きます。
で醸造を行い、ぶどうは様々なぶどう栽培農家
から購入しています。「ワインはブドウ園で決
まる。」栽培農家の選定に非常に注意を払い、
味覚的にも衛生的にも申し分のない質のぶどう ● Pinot Noir - Vin de France
ピノ・ノワール ヴァン・ド・フランス
を扱うことができているのです。
01008763

2020 750ml

入数12

赤

3490040002992

ブルゴーニュ、ロワール、ラングドックのピノ・ノワールのブレンド

参考小売

¥2,000

ワイン王国No.125にて★★★獲得

美しく輝くルビー色。ブーケは柔らかく、チェリーや赤い実を連想する香り。口当たりまろやか。良質のタンニンがとけこみリッチで
複雑味のある果実味。ブラックベリーやブラックカラント、ブラック・チェリー等のアロマが口中に広がります。

● Cremant de Bourgogne Brut
クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット

01008779

N.V.

750ml

入数12

泡

3490040000141

参考小売

¥3,300

ピノ・ノワール40％、シャルドネ35％、ガメイ15％、アリゴテ10％
まろやかさと酸味のバランスが取れた口当たりの良いアタック。 柔らかな果実味と泡の滑らかな刺激が広がります。

● Nuits-Saint-Georges 1er Cru les Vaucrains
ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・ヴォークラン

01008672

4

2012 750ml

入数12

赤

3490040003197

参考小売

¥10,000

ブルゴーニュ

Bourgogne

Doudet-Naudin
ドゥデ・ノーダン
１８４９年の設立以来、約１7０年サヴィ
ニー・レ・ボーヌに小規模な会社として運営さ
れています。
ドゥデ・ノーダンのワイン造りの基本的な考え
方は量ではなく ― つまり、決まった土地に多
量のワインが出来る訳がなく、更に年によって
は全く出来ない事も在り得る ― ということ。
あくまで自然に逆らわないという基本姿勢のも
とでワイン造りを行なっています。
主に40年から60年のヴィエイユ・ヴィニュの畑
からワインを造ります。収量はヴィンテージに ● Chardonnay - Vin de France
もよりますが、１ヘクタールあたり30～35／hl
シャルドネ ヴァン・ド・フランス
です。
01008685 2020 750ml 入数12 白 3660600002728 参考小売
¥2,300
収穫は手摘みで行われ、穴の空いた小さな箱へ
入れられます。選果台で選別されたブドウはす
01008738 2021 750ml 入数12 白 3660600002728 参考小売
¥2,300
べて除梗されます。
葡萄の収穫後すぐに空気式圧搾を行う。低温度管理の下、ステンレスタンクにて発酵。内15％はオーク樽にて熟成。
醗酵は出来るだけ長期間で行われ、温度は28℃
緑がかった美しいゴールドイエロー。シトラス、ピーチ、マンゴ、ヘーゼルナッツの香り。フルーティさと酸味の
から30℃に保たれます。
カイ入れは１日２回行われます。
バランスの取れた味わい。口中に豊かなフルーツの魅力的なアロマが広がります。
そして圧搾は緩やかに行われます。熟成はオー
ク樽で18ヶ月～20ヶ月、新樽使用率はアペラシ
オン、そのワインの特性によってまちまちで ● Pinot Noir - Vin de France
ピノ・ノワール ヴァン・ド・フランス
す。ファイニングは行い、濾過は行わず瓶詰め
されます。
01008739 2020 750ml 入数12 赤 3660600002711 参考小売
¥2,300
1週間低温マセラシオン後、1週間低温度管理の下で発酵。キュヴェの一部は6～9ヶ月間オーク樽にて熟成
美しく輝くルビー色。黒や赤のフルーツやフローラルの香り。リッチで複雑味のある果実味、チェリーやブラックベリー
ブラックカラントのフルーティなアロマが口中に広がります。フレッシュさと果実味の素晴らしいハーモニー。

● Coteaux Bourguignons Rouge
コトー・ブルギニヨン・ルージュ

01008687

2020 750ml

入数12

赤

4528161024179

参考小売

¥2,700

手摘み。全房のままの葡萄をステンレス・タンクで発酵。12日間発酵後、圧搾。９ヶ月熟成。
赤い果実（ラズベリー、ストロベリー、チェリー）のピュアでフレッシュな果実味が口中に広がります。

● Chablis Grand Cru Bougros
シャブリ・グラン・クリュ・ブグロ

01008542

2018 750ml

入数12

白

4528161022069

参考小売

¥10,000

参考小売

¥8,000

● Tres Vieux Marc de Bourgogne
トレ・ヴュー・マール・ド・ブルゴーニュ

01008500

5

N.V

700ml

入数6

4528161022908

ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine Michel GROS
ドメーヌ・ミシェル・グロ
グロ家がヴォーヌ・ロマネ村でワイナリーを開
業したのは、1830年のことでした。今日では、
直系６代目のミシェル・グロが、先祖から受け
継いだ家業を発展させています。また、妹は
Domaine AF Gros、弟は Domaine Gros Frère
et Sœur、従妹は Domaine Anne Grosと、それ
ぞれのドメーヌで、グロ一族伝来のワイナリー
事業を展開しています。情熱家であると同時
に、厳しさを持ち合わせるミシェル・グロは、
ワイン造りに不断の手間を惜しみません。畑仕
事から瓶詰めに至るまで、 熟達した技術と知
識で各段階を把握し、監修しています。その謙
虚で慎み深い人格は、上質で、エレガントで、
常に安定感のある極上のワインに反映されてい
ます。
2016年、息子のピエールがブドウ栽培・醸造に
関する高等技術士としての資格をとり、父が長 ● Hautes Côtes de Nuits Blanc Fontaine St. Martin
年の実践で身に着けた手腕を譲り受けるべく、
オート・コート・ド・ニュイ・ブラン・フォンテーヌ・サン・マルタン
ミシェルに師事し、収穫と醸造に従事するよう
01008525 2019 750ml 入数12 白 4528161023158 参考小売
¥5,000 品切れ
になりました。
面積：3.25ヘクタール
平均樹齢
:
25
年
年間平均生産量
:
10000本
モノポール
《ペルナンのマール》と呼ば
2019から徐々に父から息子へ権限が譲られ、ド
れるこの土壌は、標高350～380mのところにあり、同じ土壌がペルナン・ヴェルジュレスとコルトンの丘に見られ
メーヌの経営と安定したワインの品質を今後ピ
エールが担っていけるよう全般の仕事に携わっ
ます。そのためこれらの産地のワインと類似性があり、標高が高い分、フレッシュさがワインにもたらされます。
ています。

● Hautes Côtes de Nuits Rouge Fontaine St. Martin
オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ・フォンテーヌ・サン・マルタン

01008526

2019 750ml

入数12

赤

4528161023165

¥5,000 品切れ

参考小売

面積：4ヘクタール 平均樹齢 : 35 年 年間平均生産量 : 14000本 モノポール 最初の6ヶ月間オークの大樽で
熟成。その後12ヶ月間、1～3種類のワインに使われていた樽に移して熟成を継続。ワンランク上級のワインを熟成
していた樽を使用するため前に入っていたワインのアロマが少し加わり、これらのキュベに複雑な味わいが育まれる。

● Chambolle-Musigny
シャンボール・ミュジニー

01008528

2019 750ml

入数12

赤

4528161023189

参考小売

¥12,500 品切れ

面積：0.69ヘクタール 平均樹齢 : 50 年 年間平均生産量 : 5000本 《レ・ザルジリエール》42ars、ミュジニーに隣接。
《ナゾワール》《マラディエール》《モンビー》の区画より。ワインは力強く、村名クラスの
シャンボールにしては希少な凝縮感を持ち、むしろプルミエクリュのような印象さえ与えます。

● Vosne Romanée
ヴォーヌ・ロマネ

01008827

2019 750ml

入数12

赤

4528161023172

参考小売

¥12,500 品切れ

面積：0.92ヘクタール 平均樹齢 : 40 年 年間平均生産量 : 6000本
このキュヴェは、《オー・レア》《オードシュ・ド・ラ・リヴィエール》《ラ・コロンビエール》の 3 つの畑から造られます。
石灰の塊と混ざりあった泥灰土から生まれるこのワインは、とても優しく、非常にエレガントです。

● Vosne Romanée 1er Cru Clos des Réas
ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ・クロ・デ・レア

01008321

2018 750ml

入数13

赤

4528161022298

参考小売

¥19,500 品切れ

面積：2.12ha 平均樹齢：40年 年間平均生産量：10000本 タンニンがしなやかで、エレガントな芳香を放ち、
酸が穏やかなので若いうちから楽しむことができます。しかし飲みやすいという印象によって判断を誤ってはならず
完璧なまでに均整がとれていることから、10～15年、果実味やフレッシュさを保ち続けながら熟成するワインです。

6

ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine Machard de GRAMONT
ドメーヌ・マシャール･ド･グラモン
1964年まで続いたネゴシアン”デュフルール”
を起源とするドメーヌで、アルノー・マシャー
ル・グラモン氏により設立されました。現在は
当主アルバン＆アレクシス兄弟によって運営さ
れています。ニュイ･サン･ジョルジュに近いプ
レモー＝プリセィに位置し、マルサネ北部か
ら、約７０キロ南のピュリニー・モンラッシェ
まで多くの種類のワインを造ります。２２ヘク
タール所有。粘土と石灰岩が混ざった白亜の土
壌で葡萄を栽培しています。果実は全て手摘み
で収穫され、天然酵母を使用し、オーク樽で醸
造されます。
グラモンは、ブルゴーニュの中でも最も信頼に
値する造り手の一人と言える。
…ロバート・パーカー
ドメーヌがもつワイン醸造に関する経験の蓄積
は大きな遺産になっており、現在、ここのワイ ● Gevrey-Chambertin"Pressonnier"
ンは、しばしばブルゴーニュワインのあるべき
ジュヴレ・シャンベルタン・プレソニエール
ひとつの指標になっている。特に顕著なのは、
01008599 2020 750ml 入数12 赤 4528161023516 参考小売
¥6,300 品切れ
重量感をねらうよりも果実味を重視している
点。その結果、どのワインもピノ・ノワールの
愛すべき香りがアルコールに圧倒されることな ● Chambolle Musigny les Nazoires
くよく出ている。生まれてくるワインはいずれ
シャンボール・ミュジニー・レ・ナゾワール
もアペラシオンにふさわしい個性を備えていて
0108600 2020 750ml 入数12 赤 4528161023523 参考小売
¥8,200 品切れ
好ましい
…セレナ・サトクリフ女史｢ブルゴーニュ・ワ
イン｣
Nuits-Saint-Georges Blanc les Creux Fraîche-Eau

●

ニュイ・サン・ジョルジュ・ブラン・レ・クルー・フレシュ・オー

2019 750ml
01008596 2020 750ml
01008400

入数12

白

4528161022502

参考小売

入数12

赤

4528161023486

参考小売

¥6,100
¥6,200

参考小売

¥5,000 品切れ

● Savigny les Beaune 1er Cru aux Guettes
サヴィニー・レ・ボーヌ・プルミエ・クリュ・オー・ゲット

01008602

2019 750ml

入数12

赤

4528161022557

● Savigny les Beaune 1er Cru Aux Vergelesses
サヴィニー・レ・ボーヌ・プルミエ・クリュ・オー・ヴェルジュレス

01008597

2020 750ml

入数12

赤

4528161023493

参考小売

¥5,000

● Nuits-Saint-Georges ”En La Perriere Nobolot”
ニュイ・サン・ジョルジュ ”アン・ラ・ペリエール・ノブロ”

01008603

2018 750ml

入数12

赤

4528161023554

参考小売

¥6,200 品切れ

参考小売

¥7,200 品切れ

● Puligny Montrachet les Houillères
ピュリニー・モンラッシェ・レ・ウイエール

01008598
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2020 750ml

入数12

白

4528161023509

ブルゴーニュ

Bourgogne

Charles Noëllat
シャルル・ノエラ

● Marsannay Blanc
マルサネ・ブラン

01008574

2012 750ml

入数12

白

4528161023134

参考小売

¥4,000

白

4528161023141

参考小売

¥4,500

赤

4528161025480

参考小売

¥3,000

4528161025497

参考小売

¥3,200

● Montagny 1er Cru Blanc
モンタニー・プルミエ・クリュ・ブラン

01008575

2017 750ml

入数12

● Coteaux Bourguignons
コトー・ブルギニヨン

01008743

2009 750ml

入数12

ガメイ60％、ピノ・ノワール40％

● Bourgogne Passe-Tout-Grains
ブルゴーニュ・パストゥグラン

01008744

2009 750ml

入数12

赤

ピノ・ノワール70％、ガメイ30％、

● Bourgogne Pinot Noir
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

シャルル･ノエラは2001年創立のネゴシアン、
01008700 2016 750ml 入数12 赤 4528161024131
セリエ･デ･ウルシュリーヌのブランド名のひ
01008782 2009 750ml 入数12 赤 4528161025664
とつです。もともとドメーヌ・シャルル・ノ
エラはコート･ド･ニュイを中心に約14haの畑 ● Santenay Clos Genet
サントネイ・クロ・ジュネ
を所有し、ブルゴーニュ屈指の名ドメーヌと
01008677 2003 750ml 入数12 赤 4528161024025
して名を馳せていましたが、現在畑は売却さ
01008701 2006 750ml 入数12 赤 4528161024148
れドメーヌは存在しません。（ちなみに畑の
大部分は、マダム・ラルー・ビーズ・ルロワ ● Mercurey 1er Cru Les Crêts
が買い取りました。）セリエ・デ・ウルシュ
メルキュレ・プルミエ・クリュ レ・クレ
リーヌの経営者の一人、モロー氏はシャル
01008676 2008 750ml 入数12 赤 4528161024001
ル・ノエラの曾孫にあたります。曽祖父へ畏 ● Volnay
敬の念を表し2013年よりシャルル・ノエラの
ヴォルネイ
名前を残そうとブランドのひとつとして使用
01008390 2019 750ml 入数12 赤 4528161022465
を開始、シャルル・ノエラの名前が復活しま
● Beaune 1er Cru Les Reversees
した。2013年、元クルチエのローラン氏とモ
ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・ルヴェルセ
ロー氏が創設者ラヴォー氏の跡を継ぎ、その
01008783 2015 750ml 入数12 赤 4528161025671
経験から生産者との太いパイプと広い人脈を
Nuits-Saint-Georges "Les Argillats"
活かし、生産者を訪れ、試飲して購入。掘り ●
ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ザルジラ
出し物のバック・ヴィンテージを選りすぐり、
01008718 2012 750ml 入数12 赤 4528161025381
良質良価格であると評判の高いネゴシアンで
01008784 2013 750ml 入数12 赤 4528161025688
す。

参考小売

¥3,600

参考小売

¥4,200

参考小売

¥4,300

参考小売

¥4,400

参考小売

¥4,300

参考小売

¥5,200

参考小売

¥7,000

参考小売

¥9,000

参考小売

¥9,000

参考小売

¥14,000

● Vosne Romanée
ヴォーヌ・ロマネ

01008682

2010 750ml

入数12

赤

4528161023998

ブルゴーニュ

Bourgogne

Jean Charles Lecuyer
ジャン・シャルル・ルクイエ
ジャン・シャルル・ルクイエはシャルル･ノエ
ラと同様に2001年創立のネゴシアン、セリエ･
デ･ウルシュリーヌのブランド名のひとつで
す。「気軽にすぐに飲める高品質のワインを
リーズナブルな価格でリリースする。」という
信念を掲げ、著名な生産者から購入した質の良
いワインを独自に熟成してから販売していま
す。

● Beaujolais
ボージョレ

01008702
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2009 750ml

入数12

赤

4528161024193

参考小売

¥2,200

ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine Bernard MILLOT
ドメーヌ・ベルナール・ミヨ

● Bourgogne Pinot Noir
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

01008656
-

2018 750ml
2019 750ml

入数12

赤

4528161024117

参考小売

入数12

赤

-

参考小売

¥3,800
-

11月入荷予定

ムルソー村内"ﾚ･ﾍﾟﾗﾝ"と"ﾚ･ｸﾞﾗﾝ･ｸﾙｰ･ﾍﾟﾛﾝ"の区画より。収穫は手作業。除梗し4-5日間の低温浸漬。
樹齢：50年 50％フレンチオーク樽にてシュール・リー、50％ステンレスタンクにてシュール・リー
カシスやチェリーの風味。タンニンは柔らかく長い余韻。

● Bourgogne Chardonnay
ブルゴーニュ・シャルドネ

01008655

2019 750ml

入数12

白

4528161023943

参考小売

¥3,800 品切れ

ACムルソーとACブルゴーニュにまたがる"レ・マニー"の区画

11月入荷予定

ムルソーを連想させるふくよかで酸の柔らかい味わい

● Meursault 1er Cru Goutte d'Or
ムルソー・プルミエ・クリュ・グート・ドール

１８８８年から続く歴史ある生産者。ムル
01008657 2019 750ml 入数12 白 4528161023950 参考小売
¥12,000 品切れ
ソーに本拠地を置き、ムルソー、ピュリニー、 熟成とともに黄金色になり、豊かさと甘さが増しクリーミーなスタイルと変わることから由来した畑の名前
ボーヌに8hの畑を所有。2015年まではネゴシ
アンにも卸していたが2016年からは100％ド
er
メーヌ物として販売。現在５代目のエミリア ● Meursault 1 Cru les Perrières
ムルソー・プルミエ・クリュ・レ・ペリエール
ンが運営。高校卒業後、BTSを２年学びその
後イギリスで流通を学び、2009年に父より受
01008658 2019 750ml 入数12 白 4528161023967 参考小売
¥12,000 品切れ
け継ぐ。収穫は全て手作業。収穫後果汁を約
0.10ha。樹齢約40年。
3時間かけて搾り、タンクで24～48時間デブ
果実味の美しい凝縮感と土壌からくる強靭なミネラルが印象的。余韻の長い味わい。ムルソートップの畑
ルバージュ。アリゴテ以外は全て自然酵母を
使用。味わいに複雑味を出す為、樽の10%は
樫とアカシアを使った樽を使用。樽香がつき ● Meursault les Vireuils
過ぎないよう、あえて新樽の使用率は低くし、 ムルソー・レ・ヴィルイユ
あまり内側を焼いていない樽を使用する。翌
01008270 2018 750ml 入数12 白 4528161022175 参考小売
¥6,600 品切れ
年８月まで熟成させその後4～6ヶ月間キュー
11月入荷予定
参考小売
2019 750ml 入数12 白
ブで保存。
樹齢40年。0.18ha。天然酵母のみで発酵、オーク樽12ヶ月（新樽比率10％）
「自分たちのワインは、リュット・レゾネ。
ミネラルが先行、香りもフローラルでエレガントなスタイル
tres＝『とても』、tres、レゾネだ。」と強
調。約50年（父の代より）このようにしてい
るそう。2017年ヴィンテージよりビオロジッ ● Meursault les Petits Charrons
クを実施 。2020年よりビオディナミの試み
ムルソー・ル・プティ・シャロン
を始めています。彼の造るスタイルはその年
01008269 2018 750ml 入数12 白 4528161022168 参考小売
¥6,800 品切れ
の、そのテロワールが表現されたワイン。
11月入荷予定
入数12
参考小売
2019
白
750ml
「ワイン造りで重要なのは常に葡萄の健康に
0.21ha。樹齢約50年。 オーク樽12ヶ月（新樽比率10％）熟成。テロワールによりフレッシュさ、
気をつける事。全て手作業で葡萄を見守りな
がらケアをするが決してやり過ぎない観察力
上質な酸、しっかりとしたストラクチャーが与えられています。樽香、白い果実やシトラスの風味が調和しています。
が必要で自然、環境、ヴィンテージを尊重し
LE GUIDE DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2021 92P
ながら観察していく事が大切なんだ」と語っ
ていました。

● Puligny Montrachet les Corvées
ピュリニー・モンラッシェ・レ・コルヴェ

2018 750ml

-
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入数12

白

-

参考小売

-

11月入荷予定

ブルゴーニュ

Bourgogne

Nicolas Potel
ニコラ・ポテル
ネゴシアン、メゾン・ニコラ・ポテルの設立は
1997年にさかのぼります。初ヴィンテージは
1998。ブドウのクオリティにこだわり、ブドウ
栽培者との信頼関係を築きながら全てはブドウ
の状態で買い醸造は自ら行うという当時として
は画期的なやり方で、コートドールの名だたる
グランクリュなど次々手掛けていきます。出来
上がったワインを試飲すれば、彼がある種天才
肌だったことは誰もが理解できました。ただ、
優れた醸造家が同時に優れた経営者であるとは
限りません。資金繰りとして順風満帆とは言え
ない状態だったこともあり、ニコラ・ポテル自
身はワインメーカーとして変わりなく造りを続
けるという条件で、メゾン・二コラ・ポテルは
2004年、ニュイサンジョルジュのネゴシアン、
コタン・フレール社傘下に入ります。ただ2008 ● Bourgogne Chardonnay Vieilli en Fût de Chêne
年には両社は決別。当初の契約通り、二コラ・
ブルゴーニュ・シャルドネ・ヴィエイィ・アン・フュット・ド・シェーヌ
ポテルというブランドはコタン・フレール社が
01008688 2020 750ml 入数12 白 3477600300064 参考小売
¥3,800
継続して所有権を持ち続けることになった為、
樹齢約30年以上で、化学肥料や除草剤は不使用。土の掘り起こし、グリーンハーベストを行う畑のものを使用。
ニコラ・ポテル自身は自分の名前であるにもか
自然酵母。空気圧プレス。8℃で24時間デブルバージュ。20％は樽にて、80％はステンレスタンクにて18℃以下で発酵。
かわらず、別名でその後ワイン作りを余儀なく
ナッツ類やフローラルの香りに若干ハチミツ。品のあるアタックで、ふくよかな味わい。芯がぶれず安心できる味わい
されています。その歴史や取り巻く環境が複雑
ではるものの、ブランドとしてのニコラ・ポテ
ルは品質を第一とする設立当初のスピリッツは
● Bourgogne Pinot Noir Vieilli en Fût de Chêne
変わることなく受け継がれ、最近ではエミレー
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイィ・アン・フュット・ド・シェーヌ
ツ航空のファースト・クラスでPuligny
Montrachetがオンリストされたり、Wine
01008689 2020 750ml 入数12 赤 3477600300088 参考小売
¥3,800
Enthusiastでは2015 Gevrey-Chambertin Aux
化学肥料や除草剤は不使用。土の掘り起こし、グリーンハーベストを行う。8℃で3日間発行前低温浸漬。
Combottes Premier Cru Pinot Noirが94点、
発酵中は1日2回のビジャージュで抽出。半分はマロラクティック発酵から樽で半分はステンレスタンクで12か月熟成。
2015 Nuits-St.-Georges
Les Vaucrains
果実の香りにスパイス、トースト香。シルキーなタンニンでバランスのとれた果実味中心のチャーミングなワイン。
Premier Cru が93点を得るなどしています。

● Chablis 1er Cru Vaillons
シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴァイヨン

01008606

2019 750ml

入数12

白

3477600303591

参考小売

¥6,200

東向きで、樹齢約60年。化学肥料や除草剤は不使用。土の掘り起こし、グリーンハーベストを行う。自然酵母。
空気圧プレス。デブルバージュは控えめ。25℃以下でアルコール発酵。ステンレスタンク熟成。6か月熟成。
終始一貫したミネラル感がありながら、香り同様に全体的にふくよかさがあるため絶妙なバランス。

● Aloxe Corton 1er Cru les Paulands
アロース・コルトン・プルミエ・クリュ・レ・ポーラン

01008605

2017 750ml

入数12

赤

3477600309753

参考小売

¥10,000

化学肥料や除草剤は不使用。土の掘り起こし、グリーンハーベストを行う。自然酵母。8℃で6日間発行前低温浸漬。
30℃以下でアルコール発酵。ステンレスタンク使用。1日2回のビジャージュで抽出。新樽～3年樽で15か月熟成。
赤色～黒色の小粒果実の香り。口当たりはふくよか。しっかりとしたタンニンが全体を引き締めている。

● Santenay Vieilles Vignes
サントネイ・ヴィエイユ・ヴィニュ

01008608

2017 750ml

入数12

赤

3477600307568

参考小売

¥5,300

3区画からのブドウをブレンド。8℃で8日間発行前低温浸漬。30℃以下でアルコール発酵。発酵中は1日3回の
ビジャージュで、発酵後はルモンタージュを1日2回5日間することで抽出。3年樽で12か月熟成。
厚みのあるベルベッドのような舌ざわり。複雑実がありながらソフトな口当たり。バランスがよく後味も長い。

● Charmes Chambertin
シャルム・シャンベルタン

01008610

2017 750ml

10

入数12

赤

3477600301856

参考小売

¥35,000

ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine Didier FORNEROL
ドメーヌ・ディディエ・フォルネロール
ディディエ氏の祖父の時代にドメーヌ創設。約
40年前父親の時代よりワイン造りを本格的に開
始と同時にドメーヌ元詰も始めました。1982年
から1998年までドメーヌ・ド・ラルロのブドウ
園マネージャー兼セラーマスターを務め、その
ほとんどの期間、ジャン=ピエール・ド・スメ
の下で働いていました。1999年、祖父よりド
メーヌを引き継ぐためにL'Arlotを去りまし
た。1987年にディディエ氏が２ha受け継ぎ、
1996年には全ての畑6.5haを受け継ぎました。
赤ワインは伝統的に木桶で醸造。父親の時代に
は80％徐梗していましたが、ディディエ氏はア
ペラシオン、ミレジムにより比率を変えていま
す。オート・コート・ド・ニュイは60～80％除
梗、コート・ド・ニュイ・ヴィラージュは98年
以降全く除梗していません。1996年よりワイン
を自然な状態に近づけるため、澱引きをせず、
ノン・フィルターで１本ずつ瓶詰することを試 ● Côte de Nuits Villages
みています。
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ
平均収量は42hl／ha。ヴィエイユ・ヴィニュで
01008505 2017 750ml 入数12 赤 4528161022915 参考小売
¥5,000 在庫少
35hl／ha。コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ
入数12 赤
参考小売
01008735
4528161025442
2018
¥5,500
750ml
ではヴィエイユ・ヴィニュを多く使用していま
す。最も若い樹で３０～３５年。６０～７０年
コルゴロアン村の西にある3つの異なる区画にまたがる2.7ヘクタールの区画。
の樹のものを多く使用しています。とても小さ
樽熟成14～16ヶ月間、新樽比率10％。
いドメーヌですがディディエ氏に全権が移行後
赤い果実味とやや土っぽさのニュアンスが上手く溶け合っている。硬過ぎず、甘過ぎずバランスの取れたピノ・ノワール。
は地道な努力がなされています。コンサルタン
ト、ジャン・ピエール・ドュ・スメ。
● Côte de Nuits Villages Blanc
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・ブラン

2018 750ml
01008733 2019 750ml
01008371

入数12

白

4528161021697

参考小売

入数12

白

4528161025428

参考小売

¥5,000 在庫少
¥5,500

コルゴロアン村の西にある0.80ヘクタールの区画。 (区画名、ラ・モンターニュ、レ・フルノ―）
樽熟成12ヶ月間、新樽比率20％。
香ばしいオークフレーヴァー、凝縮した果実味と心地よい酸味。さらにミネラル感たっぷりの秀逸な白。

● Bourgogne Blanc
ブルゴーニュ・ブラン

01008734

2019 750ml

入数12

白

4528161025435

参考小売

¥4,000

面積0.49haの畑から年間3500本のみ生産。D974道路の東側にあるコルゴラン村周辺の区画。
発酵は、ヴィンテージに応じて、約3ヶ月間低温にて。樽熟成12ヶ月間、新樽比率20％。
凝縮感のある果実味に酸味が上手に絡み合った旨さ。

ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine Y.Gacon-MOINGEON
ドメーヌ・ガコン・モワンジョン
このドメーヌは所有畑は約３ヘクタールと小さ
いが、どっしり重厚感に満ちた伝統的な白ワイ
ンをつくる。つまり、「きれいな」「透明感の
ある」と評される近年流行りの白ワインではな
い。収穫はすべて手作業。白ワインは圧搾後、
樽内発酵をおこなう。12月頃まで約８日に１度
の割合でバトナージュ（樽内のワイン攪拌作
業）し、澱からワインに必要なプラス成分を十
分に引き出す。マロラクティック発酵終了後、
３月から４月頃、澱引きをし、再び樽に戻し樽
● Puligny Montrachet 1er Cru Folatiere
熟成を続ける。約18ヶ月の樽熟成の後、軽い清
ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・フォラティエール
澄・濾過を経て瓶詰めする。新樽使用比率は、
プルミエ・クリュが30～40％。ヴィラージュは
01008545 2018 750ml 入数12 白 4528161023004
20～30％。フォラティエール畑は、かの有名な
● Puligny Montrachet "les Meix"
ドメーヌ・ルフレーヴのフォラティエールの隣
ピュリニー・モンラッシェ”レ・メ”
に位置する。
2019 750ml 入数12 白
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参考小売

参考小売

¥14,000

-

10月入荷

ブルゴーニュ

Bourgogne

Chartron et Trébuchet
シャルトロン・エ・トレビュシェ

● Bourgogne Chardonnay Cuvee La Combe
ブルゴーニュ・シャルドネ・キュヴェ・ラ・コンブ

01008591

2020 750ml

入数12

白

3120581445377

参考小売

¥3,200

赤

3120581445384

参考小売

¥3,000 品切れ

● Bourgogne Pinot Noir
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

01008507

2020 750ml

入数12

● Chablis 1er Cru Mont de Milieu
シャブリ・プルミエクリュ・モン・ド・ミリュー

01008437
01008592

2018 750ml
2020 750ml

入数12

白

3120581455413

参考小売

入数12

白

3120581455413

参考小売

¥5,500
¥5,700

入数12

白

3120581445674

参考小売

¥5,000 在庫少

● Pouilly Fuissé
プイィ・フュイッセ

1984年に創設されたこの会社は、もともとピュリ
ニー・モンラッシェに畑を持ち、ワイン造りを行
なっていたジャン・ルネ・シャルトロンと、名高い
ボーヌのネゴシアンとの2人の運命的な出会い
によって創設されました。買い付ける葡萄は厳
密にセレクトされ葡萄かマストの状態で運ばれ
てくる為、醸造を全て管理することが出来ます。

011007810 2016

750ml

現在はG.C.F.社の傘下となっています。

ブルゴーニュ

Bourgogne

Collin Bourisset
コラン・ブリセ
1821年ワイン商を創めるにふさわしいマコンと
ボージョレの間にあるクレシェという村で創立
し、現在もこの場所で営んでいます。1900年代
には輸出市場を開拓し、ベルギー、スイス、ド
イツ、オランダ、イギリス、北欧諸国まで広
げ、1921年には大西洋を渡りカナダに向かい最
初のフランスワイン業者として取引を開始しま
した。1922年にはムーラン・ア・ヴァンの畑を
１０ha取得。当時では珍しく醸造も瓶詰めも自
社において行いました。
1926年オークション・ワインとして有名なムー
ラン・ア・ヴァン・デ・オスピスの専売件を獲
得し、現在はコラン・ブーリセの名物商品と
なっています。
1927年アントワープに事務所とセラーと瓶詰め
工場が増設されました。
● Moulin à Vent des Hospices
1985年にはエドワード・スティーブン氏が新く
ムーラン・ア・ヴァン・デ・オスピス
社長として就任し、彼のリーダーシップの下で
01008654 2020 750ml 入数12 赤 3454140010158 参考小売
¥3,400
コラン・ブリセは新たな成長を遂げ、国内外の
非常に豊かな香りで、ブラックベリーやブルーベリーのような黒い果実香。下草、甘草、カカオビーンズの
市場においてその存在を強めています。
ほのかな香り。シルキーで上質なタンニンと果実味のバランスが抜群で、驚くほど長い余韻。熟成に
オスピス・ド・ボーヌのように競売ではない
為、売上の4分の1が寄付されます。
達したときに個性的で豊かで優しい特徴が現れるだろう。
このワインを買うだけで美味しいワインが飲め
1821年から歴史を持つボジョレの名門「コラン・ブリセ」が1926年にコラン・ブリセが独占権を持ち、
て、さらにこの慈善活動に参加することが出来
ブドウ栽培からワイン醸造、そして販売までを手がけています。
ます。
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ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine Régis ROSSIGNOL-Changarnier
ドメーヌ・レジス・ロシニョール・シャンガルニエ
ロシニョール家は、何世代にも渡ってヴォルネ
でワイン生産に勤しむ家系。所有畑が僅か7.25
ヘクタールの小さなドメーヌだが、50年の経験
を生かし、愛情と的確さをもって伝統的手法を
失わずにワインづくりに励む。
ブドウ栽培においては、ここ数年肥料は与えて
いない。「ブドウ樹は、手を加えすぎず厳しい
条件下に置いた方が、栄養分を求め根を伸ばし
よいブドウを実らせる」と言う。
ヴォルネという産地とヴィンテージの特徴を話
し出したらとめどないヴィニュロン（ブドウ栽
培者）のレジス氏は、正真正銘テロワールを表
現する、果実の凝縮感あるエレガントで繊細さ
あふれる長熟ワインを産み出す。
フランスの日本大使を個人顧客とし、有名ブラ
ンド、カルティエの社長も20年以上レジス氏の
ワインを愛飲している。頑固なアルティザンで
あるレジスは、当初、遠い異国の日本との取引 ● Bourgogne Blanc
き依頼になかなか首を縦に振らなかった。丹精
ブルゴーニュ・ブラン
込めたワインの行方を心配してのことであろ
01008757 2018 750ml
う。今では、対日本との取引きに満足してくれ
ている。

入数12

白

4528161025558

参考小売

¥5,300

● Bourgogne Rouge Vieilles Vignes
ブルゴーニュ・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィニュ

01008756
01008761

2018 750ml
2019 750ml

赤
赤

4528161025541
4528161025596

参考小売
参考小売

¥5,600
¥5,600

入数12

赤

4528161025534

参考小売

¥8,800

入数12

赤

4528161019250

参考小売

入数12

赤

4528161025565

参考小売

¥8,500
¥18,000

入数12
入数12

● Pommard Les Chanlins
ポマール・レ・シャンラン

01008755

2018 750ml

● Volnay
ヴォルネー

01007538
01008758

2014 750ml
2003 750ml

● Volnay Cuvée Camille Vieilles Vignes
ヴォルネー・キュヴェ･カミーユ・ヴィエイユ・ヴィニュ

01008754

2018 750ml

入数13

赤

4528161025527

参考小売

¥8,800

入数12

赤

4528161019236

参考小売

¥10,000

¥10,000
¥12,000

● Volnay 1er Cru
ヴォルネー・プルミエ・クリュ

01007536

2014 750ml

● Volnay 1er Cru Les Brouillards
ヴォルネー・プルミエ・クリュ・レ・ブルイヤール

01008752
01008759

2018 750ml
2019 750ml

入数12
入数12

赤
赤

4528161025503
4528161025572

参考小売

赤
赤

4528161025510
4528161025589

参考小売

参考小売

● Volnay 1er Cru Les Mitans
ヴォルネー・プルミエ・クリュ・レ・ミタン

01008753
01008760

2018 750ml
2019 750ml
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入数12
入数12

参考小売

¥10,000
¥12,000

ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine CHEVALLIER
ドメーヌ・シュヴァリエ

1780年クルジで創立。穀物栽培との同時栽
培、ある時代には牛や羊の飼育も行ってい
た。２世代に渡りワインは造られていな
かったが1986年クロードとジャン-ルイ兄弟
は再構築を決断した。クロードはブドウ栽
培とワイン作りに、ジャン-ルイはとりわけ
穀物栽培に情熱を注いだ。一番初めに植え
た畑はベーヌ。続いてクルジ、シャブリ。
今日では、16.4haの畑を所有している。
プティ・シャブリ；3Ha
シャブリ：13Ha
シャブリ・プルミエ・クリュ：0.4Ha
1992年よりリュットレゾネを行う。
現在の当主セリーヌは長い歴史の中で初め
ての女性醸造家です。
ワイン醸造は、ベーヌとクルジの間にある
モンタルリーで行っている。シャブリとプ
チシャブリは温度が一定に保たれたステン
レスのタンクにて。プルミエクリュはオー
ク樽にて。
2020年初めにHVE（high Environmental
Value・・・フランス農水省による環境価値
重視）認定を受けました。
バーガンディ・コンクール2020 金賞

● Chablis
シャブリ

01008736

2020 750ml

入数12

白

3770001573007

参考小売

¥4,200

参考小売

¥6,600

ステンレス・タンクで9-10か月間 熟成
輝きのある緑がかったイエロー。白い花、パイナップルやシトラスの香り。
バランスの取れた味わい。素直なワイン。

● Chablis 1er Cru Montmains
シャブリ・プルミエ・クリュ・モンマン

01008737

2020 750ml

入数12

白

3770001573038

オーク樽にて9-10か月間、澱の上で熟成（シュール・リー）。
バニラを伴うフルーティな香り、トースト・アーモンドの香ばしい香り。
バランスの取れた味わいで、上質の酸、ミネラルが感じられます。長い余韻。

ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine ELLEVIN
ドメーヌ・エルヴァン
シシェ村
面積：16ha
土壌：粘土石灰質
栽培品種：シャルドネ
1975年にジャンピエールによって設立された家族
経営のドメーヌです。世界各地で研鑽を重ねた息
子のアレクサンドルが2003年に加わりました。
【ヴィニヤードでの取り組み】
“私達は自然をリスペクトし、葡萄が健全な状態で
あるよう、またテロワールの豊かさを守る為、精根
こめて畑の手入れをしています。私達は自分たち
の土壌をより良い状態にし、葡萄の品質を保つよ
う真摯に取り組んでいます。”
【ワインの特徴】
● Chablis
“シャブリ”
シャブリ
軽やかで繊細、シトラスの生き生きとした風味が広
01008780 2021 750ml
がります。素晴らしいフィネスとなめらかな口当た
樹齢：30年
り、フルーティでバランスの取れたワインです。

入数12

白

4528161025640

参考小売

¥4,000

フレッシュ、繊細な白い花のニュアンス。ミネラル感とかすかに青林檎の香り。シトラスの生き生きとした果実味が口中に

広がります。素晴らしいフィネスとなめらかな口当たり、フルーティでバランスの取れたワインです。心地良い余韻が長く続きます
”シャブリ・プルミエ・クリュ”
美しいシトラスのアロマ、フレッシュな白い果実、心
地よいミネラルのタッチにとって補完されていま
● Chablis 1er Cru Vosgros
す。見事なテクスチャー。心地よい余韻。
シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォグロ

01008781

2020 750ml

入数12

白

4528161025657

参考小売

¥5,200

樹齢：80年
シトラスや洋ナシ、ミラベルの複雑で豊かな香りが広がります。豊富なミネラルが果実味に溶け込んでおり、
素晴らしく滑らかな質感。フレッシュなシトラスの果実味、リッチで格別にチャーミングなワインです。
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ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine Michel ARCELAIN
ドメーヌ・ミシェル・アルスラン
ドメーヌはポマール村に位置し、ボーヌ村とポ
マール村にピノ・ノワールとシャルドネ合わせ
合計４ヘクタールの自社畑を所有する小規模ド
メーヌ。ピエールは小さい頃から祖父ミシェル
のそばでずっとワイン造りを見てきました。前
当主のミシェルから、彼に本格的に世代交代し
たのは2020年から。（2019年もピエールがすべ
ての醸造を担当しました。）ピエールは１５歳
からリセ・ヴィティコル（ワイン高校）で学び
ながらビオディナミで有名なヴォルネイのド
メーヌ・ラファルジュで３年間研修をし、さら
にCCFPPA（ワイン専門の職業訓練校）のワイン
の責任者コースで学びながら、オーセイ・デュ
レスのドメーヌ・テール・ド・ベルで２年間研
修後、ミシェル・アルスランで働き始め今年で
７年目になります。ドメーヌの運営はピエール ● Beaune 1er Cru "Clos des Mouches"
と婚約者のシャルロットの二人で行っていま
ボーヌ・プルミエ・クリュ・クロ・デ・ムーシュ
す。まだ若いピエールですが、真面目で優しく
01008659 2019 750ml 入数12 赤 4528161024049 参考小売
¥14,000 品切れ
素朴な人柄で好感を持てる期待の若手生産者で
す。畑はギュヨサンプル仕立て。リュット・レ
セラーで22ヶ月間、オーク樽で熟成されます。深く鮮やかなルビーレッド。赤い果実（ブラックベリー、チェリー）の香りとともに、
ゾネ。科学農薬散布や化学肥料の使用はしない
下草やごくわずかに甘草の香りも感じられます。シルクのような質感と上品なタンニンが、口の中で比類ないハーモニーを奏でます。
など、実質はビオロジックですが認証は得てい
ません。
● Pommard "Les Noizons"
赤ワインぶどうはすべて手摘みされ、醸造所へ
ポマール・レ・ノワゾン
運ばれ手で選果、全除梗、自然酵母。ルモン
01008660 2015 750ml 入数12 赤 4528161024056 参考小売
¥8,000
タージュとピジャージュを交互に行います。空
一級ペズロルとレ・シャルモに隣接する“ノワゾン”。浅く石ころの多い土壌の丘の中腹に位置しており、まろやかさと気品、
気圧プレス機でロングプレス、その後ジュース
はステンレスタンクへ移され醸造所の自然な温
バランスの良さとエレガントさを伴いつつパワフルなワインが出来ます。アロマは複雑で、タンニンは強く、味わいは皮革、カシスの香り。
度下で約１５日間のアルコール発酵の後、樽へ
移されマロラクティック発酵まで進みます。バ ● Beaune "Siserpe"
ボーヌ・シゼルプ
トナージュなし。レジョナルから１級まで全て
２２ヶ月の樽熟成。新樽使用比率は、１級クラ
01008662 2008 750ml 入数12 赤 4528161024063 参考小売
¥5,000
スでで30〜40%まで。ヴィラージュクラスで15
01008661 2012 750ml 入数12 赤 4528161024070 参考小売
¥5,000
〜20%まで。
畑は一級“レ・ゼグロ”(Les Aigrots)の西の飛び地に位置します。チェリーや赤スグリなど赤い小さな果実と腐葉土のアロマを
持ち、果実味の中に非常にシルキーで繊細なタンニンが溶け込み、穏やかでバランスのとれた酸味と長い余韻があります。

ブルゴーニュ

Bourgogne

Louis Merle
ルイ・メルル
Lamblin 家は1690年よりシャブリのMaligny地区にブドウ
畑を所有する、シャブリ地区の最も古い作り手のひとつ
になります。1890年にLouis Lamblinが営業に力を入れ、
その息子Henri が醸造家として、またネゴシアン業にも
力を入れました。1950年代より輸出業に力を入れ、現在
はClement とAlexandre が12代目にあたり、ブドウ畑を
引き継いています。ルイ・メルルはランブラン・エ・フィス
が持つ別ブランドです。
◆テロワール:土壌はキンメリジャン土壌の石灰質です。
Yonne県に位置し、Auxerreの北のJoigny地区と
Champvallon地区に、Auxerreの南のVezelay地区にブド
ウ畑を所有しています。出来るだけ農薬の数量を減ら
し、リュットレゾネ形式でブドウを栽培しています。
◆醸造:収穫後、すぐにプレス機に入れて、抽出します。
アルコール発酵前に、12～24時間、温度を14～18℃に
設定して、デブルバージュを行います。アルコール発酵
はステンレスタンク内を20～22℃に設定し、約2週間行
います。マロラクティック発酵も行います。ステンレスタン
ク内で熟成後、ベントナイトで清澄し、冷却安定化の際
にー4℃に設定し約1週間安定させ、ろ過し、瓶詰作業
になります。

● Saint-Bris
サン・ブリ

-

2021 750ml

入数12

白

4528161022700

参考小売

-

輝きのあるレモンイエロー色。香りはグレープフルーツ、オレンジなどの柑橘系の果実やほんのりと
ライチの香りなどを感じます。味わいは豊かな果実香が口の中に広がり、アフターフレーバーにほのかに
エピセ香が残ります。
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ブルゴーニュ

Bourgogne

Meix de la Poulotte
メ・ド・ラ・プロット
メ・ドゥ・ラ・プロットは三代続くポーランド
系のドメーヌ、ジスラン・コユーの別ラベルに
なります。
1932年、ジスランの祖父にあたるテオドールが
ポーランドより第一次世界大戦後の貧困を逃れ
るため、フランスへ渡りました。第二次世界大
戦後ドイツの収容所から戻った彼が普通の生活
を取り戻すのは容易いことではありませんでし
たが、ブドウ農家に従事し真面目であった彼は
雇い主からクシェ村の小さな区画を任されるよ
うになりました。ここからコユー家の葡萄生産
● Marsannay En Champs Perdrix Rouge
者としての歴史が始まります。
マルサネ・アン・シャン・ペルドリ・ルージュ
テオドールの息子であるジャックは幼い頃から
01008727 2018 750ml 入数12 赤 4528161023066 参考小売
¥5,600
ワイン生産者になることを運命づけられてお
赤、ロゼ、白の3つのカラーを持つ唯一のアペラシオンマルサネの最南端に位置します。平均樹齢約40年。
り、生涯を通じてドメーヌの拡大に努めまし
た。彼の妻もまたニュイ・サン・ジョルジュの
力強さをもたらせるため一部は新樽にて熟成。美しいルビー色、生き生きとした味わいの中に、
歴代続く葡萄生産農家出身であり、彼らは畑を
ドライフルーツの風味が溶け込み上品な甘みが感じられます。樽熟成最低24ヶ月
買い、作り、植え、発展させ、当時としてはか
なり前衛的な方法で、様々なアペラシオンワイ ● Fixin
ンと個人客を獲得していったのです。1999年、
フィサン
彼らの長男ジスランに引き継がれました。彼は
01008726 2019 750ml 入数12 赤 4528161025329 参考小売
¥5,700
環境と自然に対する深い敬意を抱き、ワイン生
平均樹齢60年。クレ・ド・シェーヌという区画にあります。紫がかったルビー色、スミレ、シャクヤクのブーケ。
産者、ワイン醸造家としての仕事と並行しなが
カシス、チェリー、カリン、ムスク、コショウなど果実とスパイスが絡み合う複雑なアロマ。まろやかで生き生きとした
ら自然遺産保存会のボランティア活動にも長い
間参加しています。80年代の職業訓練で有機栽
アタックと、熟成によるしっかりとした骨格が特徴です。タンクと樽にて24ヶ月熟成後ブレンド
培における現実を知り、その頃から環境に配慮 ● Gevrey Chambertin
した長期持続可能型でのワインづくりをすでに
ジュヴレ・シャンベルタン
目指しています。そして2020年HVE認証レベル
01008724 2019 750ml 入数12 赤 4528161025312 参考小売
¥7,400
3(最高位)を取得しました。
イチゴ、ブラックベリー、スミレ、レセダ、バラなど、ジュヴレ・シャンベルタンのアペラシオンの自然なアロマに加え、
熟成による甘草、革、毛皮のブーケ、そしてジビエと下草のアクセントが感じられます。樽熟成24か月。

● Vosne Romanée
ヴォーヌ・ロマネ

01008725

2018 750ml

入数12

赤

4528161023042

参考小売

¥8,600

クロ・ヴージョに隣接する最高の気候のひとつである「レ・ヴィオレット」に植えられています。
樽で最低24ヶ月間熟成され、ろ過せずに瓶詰めされます。濃いルビー色。熟したフルーツの他、スパイシーな
ニュアンスがあり、上品なラズベリーとスミレのアロマが感じられます。フィネスとパワーを両立させながら
高い熟成能力で若いうちからエレガンスを発揮します。

ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine des Terregelesses
ドメーヌ・デ・テールジュレス

（Domaine Françoise André）

（ドメーヌ・フランソワーズ・アンドレ）

アンドレ・ファミリーが1983年に立ち上げたドメーヌ。
ボーヌにある1899年からの古い蔵に本拠地を置く。フラ
ンソワーズとロリアンヌ夫妻と、3人の息子と息子嫁で運
営。当初はドメーヌ・コント・スナールの指導の元で造
られ、抽出し過ぎないワイン造りが特徴。やや淡い色調
であるにも関わらず、ちゃんと果実味もしっかり出てい
るのは、知る人ぞ知るコント・スナールの特徴です。コ
ルトン・シャルルマーニュ、ペルナン・ヴェルジュレ
ス、ショレイ・レ・ボーヌ、サヴィニー・レ・ボーヌな
どに7.5ha所有。1988年より赤ワインは低温マセラシオン
を取り入れています。ワインがまだ若い時はタンニンと
ボディがありカシス、フランボワーズ、チェリーなどの
赤い果実のアロマが顕著に現れています。7～10年熟成す
ると腐葉土、モカ、なめし革、キノコなどの風味が現れ
ます。白ワインも樽熟成を行い、シナモン、胡桃、胡
椒、トロピカル・フルーツなどの風味があります。現在
ドメーヌは2009年からドメーヌ・フランソワーズ・アン
ドレに改名。2014年にドメーヌ・コシュ・デュリよりポ
マール・ヴォーミュリアンの畑を購入しています。

● Savigny les Beaune Rouge
サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ

01008741

2008 750ml

入数12

赤

3760204830977

参考小売

¥5,200

畑：エズ・コンナルディズ 1.1068ha 平均樹齢40年 粘土質 228Lの新樽30％ 生産量3,500本程度

● Pernand Vergelesses Rouge 1er Cru Les Fichot
ペルナン・ヴェルジュレス・ルージュ・プルミエ・クリュ・レ・フィショ

01008740

2007 750ml
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入数12

赤

3760204830984

参考小売

¥6,600

ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine Cornu-CAMUS
ドメーヌ・コルニュ・カミュ
オートコートドボーヌにあるエシュヴロンとい
う小さな村にあり、家族経営をしています。当
主ピエール・コルニュはディジョンの大学でワ
イン醸造学を学んだ後、両親のブドウ栽培を手
伝っていました。そして1981年にブドウの栽培
者であるベルナデットと結婚。彼女もまたブド
ウ栽培者であり、サヴィニー・レ・ボーヌでブ
ドウ栽培を家族で行っていました。1982年にド
メーヌ・コルニュ・カミュ名前のついたワイン
をリリースしました。
およそ30年の間に、確かなプロとしての腕を身
につけ、伝統を守りつつ近代技術も必要に応じ
て取り入れながらワイン造りを行っています。
娘のリディアは、大学で生物学を学んだ後、
2007年にBTS Viticulture-Oenologie（醸造栽
培上級技術者）を取得し、2008年ドメーヌのマ
ネージャーに就任。現在ドメーヌを引き継ぎワ ● Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge
イン造りを行っています。
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ
リュット・レゾネを実践し農薬は基本的には使
01008709 2020 750ml 入数12 赤 4528161025343 参考小売
用していません。

¥3,200

平均樹齢50年。80-90％除梗。ステンレスタンクで１２日間の発酵。タンクにて12か月の熟成。
ミントやスミレの様な優しい花の香り。時間と共にエピス感が広がります。バランスの取れたチャーミングなワイン

● Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Blanc
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ブラン

01008708

2020 750ml

入数12

赤

4528161025336

参考小売

¥3,200

粘土石灰質土壌。圧搾、澱引きは6-8℃の低温で行う。樽熟12-15か月。
ミネラルに溢れスイカズラや柑橘系も感じられる。溌剌とし粘性もありバランスのとれた構成

● Pernand Vergelesses Rouge
ペルナン・ヴェルジュレス・ルージュ

01008710

2020 750ml

入数12

赤

4528161025350

参考小売

¥4,000

スー・レ・クルーの区画。平均樹齢40年。80-90％除梗。ステンレスタンクで１２日間の発酵。
アリエ産のバリック（新樽10％）で15か月熟成。
香りは優しい果実が立ち上がります。ベリー系の果実味と言うよりは、桃のジャムの様な酸のある優しいニュアンス

● Pernand Vergelesses ”les Vignes Blanches”
ペルナン・ヴェルジュレス ”レ・ヴィーニュ・ブランシュ”

01008711

2020 750ml

入数12

赤

4528161025367

参考小売

¥4,000

平均樹齢30年。 直接圧搾し、バリックで15日間の醗酵。アリエ産のバリック（新樽20％）で15か月
蜂蜜やスパイスのアロマ。ミネラルを感じる調和がとれた味わい

● Beaune 1er Cru Clos du Roi
ボーヌ・プルミエ・クリュ・クロ・デュ・ロワ

01008712

2020 750ml

入数12

赤

4528161025374

参考小売

¥6,000

面積：0.18ha 土壌：粘土が多く、鉄分が豊富で非常に石の多い褐色森林土 平均樹齢35年。 収穫量：48hl/ha
年産：約900本 クロ・デュ・ロワはかつてフランス国王が所有していたとされる1級畑。
凝縮された果実味にきめ細やかなタンニン、骨組みのしっかりとした肉付きのよいコクのあるワイン。
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ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine Fougeray de BEAUCLAIR
ドメーヌ・フジュレイ・ド・ボークレール
ジャン・ルイ・フジュレイが1986年に設立されたドメー
ヌ。彼が最初にワインを造ったのが1970年。1978年には
ドメーヌ・フジュレイの名前で生産開始。現在、マルサ
ネからサヴィニー・レ・ボーヌの間にある21haの畑があ
る。娘ローレンスは南仏出身のパトリス・オリヴィエと
ボーヌのワインスクールで出会い1990年に結婚。1991年
から共にこのドメーヌで働く事になる。ドメーヌが造る
畑の樹齢はほとんどが30～40年以上。ボンヌ・マールに
至っては70年以上の樹が植えられている。パトリスは
「葡萄は自分自身の力で活力を持たせるべきだ。葡萄に
とってミネラル成分が必要である。」との理由から化学
肥料を最大限に廃止することにし、ビオロジックに近い
農法を取り入れている。
赤ワイン
収穫は可能な限り午前中に行なう。これは新鮮な葡萄を
得る為である。そして速やかに醗酵室へ運び選別し、
50hlのコンクリート・タンクに入れる、２～３日間の低
温醗酵を行い果実味を最大限に引き出す。通常ピジャー
ジュは１日３～４回行なう。醗酵温度は最高で31℃（AC
ブルゴーニュは28℃）に保たれる。過度のタンニンや収
斂性を避ける為。アルコール醗酵が完全に終わると果帽
をそのままの状態で４～５日間のマセラシオンが続けら
れる。１１月に樽に移し、試飲を行いながら熟成期間を
12～18ヶ月の間で決定する。（ACブルゴーニュは５年樽
で６ヶ月の熟成）新樽使用率は、ボンヌ・マールで
100％、ジュヴレ・シャンベルタン25～50％、ヴォーヌ・
ロマネ30％以上、クロ・マリオン10～15％。ファイニン
グ（コラージュ）はタンニンの質、ワインの清澄度に
よって決める。必要ならば卵白を使用。濾過はACブル
ゴーニュ、マルサネ・レ・グラス・テートのみ行う。瓶
詰め前の最終的なアサンブラージュの後、タンクで１ヶ
月間（必要であればもっと）寝かされる。

● Bourgogne Blanc Coeur de Famme
ブルゴーニュ・ブラン

01007922

クール・ド・ファム

2017 750ml

入数12

白

3527941176818

参考小売

¥5,000

入数12

赤

3527941160718

参考小売

¥8,000

● Fixin Clos Marion
フィサン

クロ・マリオン

01007920

2016 750ml

モノポール 平均樹齢70年 面積:3.1621ha
1935年、1955年、1964年、1986年に植樹された葡萄をブレンド 面積：1.5ha

ブルゴーニュ

Bourgogne

Domaine Jérôme FORNEROT
ドメーヌ・ジェローム・フォルネロ
1618年創立。サン・トーバンのとても古いドメーヌの
ひとつです。この長い一族を引き継ぐジェロームは、
ボーヌのワイン専門学校を卒業後、サン・トーバンの
父のドメーヌでキャリアをスタートさせました。その
後、2004年にサントネイとマランジュの4,5ヘクター
ルのぶどう畑を相続したことをきっかけに「ドメー
ヌ・ジェローム・フォルネロ」が誕生しました。2013
年にはそれらの所有畑に加えて本拠地であるサン・
トーバンの区画が新たに加わりました。
サン・トーバン村の中心にある、ロマネスク様式の歴
史的な教会のすぐそばで、ジェロームは伝統とパッ
ションとともに彼のドメーヌを営んでいます。彼はそ
の後も少しづつ、素晴らしいアペラシオンをドメーヌ
に加えていきます。2018年時点では、所有畑は7,5ヘ
クタールでしたが、父ジャン・シャルルが亡くなった
後、さらにサン・トーバンの畑を相続し、2022年現
在、ドメーヌは16,5ヘクタールの畑を所有していま
す。
自然であること、シンプルであることが彼のモットー
です。畑はリュット・レゾネを採用しています。収穫
量は厳しく管理されており、ぶどうの樹のエネルギー
と健康状態を長く保ち引き出せるように剪定方法や、
夏の間の手入れを徹底しています。収穫は友達や親族
を始め仲間たちとともに、全ての区画が手摘みで行わ
れます。醸造はクラシックなブルゴーニュスタイルで
行われ、テロワールとぶどうの本来の魅力を最大限に
引き出すことを目指しています。ぶどうは100パーセ
ント除梗され、タンクで約１５日間のマセラシオンが
行われます。その間、温度管理しつつやや軽めのピ
ジャージュと、ルモンタージュを行います。プレスの
後、自然酵母にて樽内で発酵が進みます。また軽いバ
トナージュを行うことで、味わいにさらに複雑性と
リッチさを加えます。その後、アペラシオンやヴィン
テージにより異なりますが、最大18ヶ月間樽で寝かさ
れた後、ドメーヌにて瓶詰めされます。

● Bourgogne Pinot Noire Vieilles Vignes
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイユ・ヴィニュ

01008785

2020 750ml

入数12

赤

4528161025695

参考小売

¥3,800

白

4528161025701

参考小売

¥4,000

参考小売

¥7,000

参考小売

¥10,000

● Bourgogne Chardonnay
ブルゴーニュ・シャルドネ

01008786

2018 750ml

入数12

● Saint Aubin Blanc Champ Tirant
サントーバン・ブラン・シャン・ティラン

01008787

2020 750ml

入数12

白

4528161025718

● Saint Aubin 1er Cru Blanc La Chateniere
サントーバン・プルミエ・クリュ・ブラン・ラ・シャトニエール

01008788

2010 750ml
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入数12

白

4528161025725

ボルドー

Bordeaux

Château Landereau
シャトー・ランドロー
１９５９年設立時、ランドローの畑はひどい状
態だった。１年目アンリとミッシェル・バイエ
は耕地を整理統合すること、排水、植樹、合理
的なメカニズムの導引、建物の増築を一度にや
らなければならなかった。
1974年には43haの畑を持っていた。
そして1980年、ミッシェルは２つのドメーヌを
手に入れ39ha畑を増やした。しかし、この２つ
のドメーヌも手を加えなければならないことだ
らけだった。耕地整理、開墾、使えない樹の引
き抜き、盛土、排水、そして植樹まで。
1988年に大きな投資があり醸造所を増築し、温
度調節可能なキューヴを設置し、空気圧搾機を
２台購入することが出来た。同じく1988年から
はミッシェルの息子、ブルノが樽熟のワインも
（赤白ともに）造りはじめた。このようにし
て、バイエ家は70haの畑を持ち、年間５０万 ● Château Landereau (Bordeaux Supérieur)
ケースも生産し超高性能の機械を備えた造り手
シャトー・ランドロー （ボルドー・シュペリュール）
となり国内外のコンクールでもいつも評価され
01008765 2018 750ml 入数12 赤 3358550000108 参考小売
るようになった。

¥2,600

メルロ70％、カベルネ・ソーヴィニヨン15％、カベルネ・フラン15％
収穫：１０％手摘み、９０％機械。 浸漬期間：15～18日間 熟成：新樽25％ 12～18ヶ月
大樽と小樽で品種別に熟成、優れたキュヴェのみ、ランドローの名前で出荷されます。

● Château Landereau (Entre Deux Mers)
シャトー・ランドロー

01008764

（アントゥル・ドゥー・メール）

2021 750ml

入数12

白

3358550000115

参考小売

¥2,600

セミヨン50％、ソーヴィニヨン・ブラン30％、ソーヴィニヨン・グリ10％、ミュスカデル10％
グレープフルーツを皮ごと齧ったような少しオイリーで若々しい酸がバッチリきいたワイン。
舌の上にぽってりした甘さも残ります

ボルドー

Bordeaux

Château Pouroutou
シャトー・プルトゥ
このシャトーはアントゥル・ドゥー・メールの
東部、サント・ラドゴンド（Sainte
Radegonde）にあります。
聞きなれない地名ですが、ちょうどコート・
ド・カスティヨンの対岸辺り、サント・フォ
ア・ボルドーの西側にあります。（もっとも解
りやすく説明すると、ボルドー市内とベルジュ
ラックの中間辺りです。）
12ｈａ所有するのは女性の作り手。エリアン
ヌ・ブリエ。
３世代に亘りワイン作りを行っています。
このシャトーでは普通のシャトー・プルトゥー
と樽熟させた、
このシャトー・プルトゥー・キュヴェ・エリア
● Château Pouroutou Cuvée Eliane - Bordeaux
ンヌと僅かな白を造っています。
シャトー・プルトゥー・キュヴェ・エリアンヌ

粘土石灰質の土壌にメルロ80％、カベルネ・フ
ラン20％
醗酵はステンレスタンで、熟成はオークの樽を
使用しています

01008692

2014 750ml

入数12

赤

3259861618917

参考小売

メルロ66％、カベルネ・フラン34％
紫がかった奥深い色調、凝縮感あるフルーツの風味、力強さと繊細さをも持つワイン。
飲み応えのある構造のしっかりしたワイン。
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¥2,500

ボルドー

Bordeaux

Terre de Vignerons
テール・ド・ヴィニュロン

● Caprice de Berticot Sauvignon Blanc

IGP Atlantique

カプリス・ド・ベルティコ・ソーヴィニヨン・ブラン （VDP･ﾄﾞ･ﾗﾄﾗﾝﾃｨｯｸ）
テール・ド・ヴィニョロンは、アントル・ドｳ・メール地
区と コート・ド・デュラ地区にある ワイン生産販売組
01008748 2021 750ｍｌ 入数12 白 3259869654856 参考小売
¥1,600
合で１５のコ ーペラティブ（共同組合）を所有してい
白桃や青草等爽やかなアロマ。若々しくキレが良い辛口ワイン。前菜や魚介類と良く合います。
ます。コーペラティブは、経済危機からブドウ畑を
守るために技術的共有を目的に１９３０年代に発足
し、ブドウ栽培業者はコーペラティブの醸造所を共 ● Caprice de Berticot Cabernet Sauvignon IGP Atlantique
カプリス・ド・ベルティコ・カベルネ・ソーヴィニヨン （VDP･ﾄﾞ･ﾗﾄﾗﾝﾃｨｯｸ）
有し、共に歩んできました。それから３０年後、その
コーペラティブは共有生産の段階へと移り変わりま
01008789 2020 750ｍｌ 入数12 赤 3259869654818 参考小売
¥1,600
した。それゆえに、プロディフとユニオン・サン・ヴァ
赤いフルーツやバニラの芳香。フルーティーで渋みが少ない滑らかな口当たり。
ンサンは数多くのセラ ーで生産されたワイ ンを一
括してボトル詰めすることを可能にしようと動き初
め、さらにプロディフは分散した 販売方法 よ って ● Château de Sanse Blanc - Entre Deux Mers
シャトー・ド・サンス・ブラン （アントゥル・ドゥー・メール）
さらなる進歩を果たしました。そして２０１２年、さら
01008272 2018 750ｍｌ 入数12 白 3259866208267 参考小売
¥1,600
なる転機が訪れ同じ考えのもと、この2社合併に
よって テール・ド・ヴィニョロンが発足しました。
セミヨン18％、ソーヴィニヨン・ブラン53％、ミュスカデル29％
コーペラティブを基本とした姿勢を保ちなが ら将来
花や草木の香り。柑橘系のようなフレッシュで溌剌とした味わいです。
へ向かって行く、それは個々のタレント性から成り、
現在フランスにおける第一 のコーペラティブ・グ
● Cremant de Bordeaux [Comtesse de Saint-Pey]
ループのひとつとして考えられています。
クレマン・ド・ボルドー <コンテス・ド・サン・ペイ>

N.V.

01008745

750ml

入数12

泡

3259860641831

参考小売

¥2,700

セミヨン80％、ミュスカデル20％
シトラスやメロン、白桃の香り。細かい泡とともフルーティな果実味が口いっぱいに広がります。
Gold Medal Concours National des Crémants 2021

● Cremant de Bordeaux [Comtesse de Saint-Pey]
クレマン・ド・ボルドー <コンテス・ド・サン・ペイ>

N.V.
N.V.

01008555
01008746

750ml
750ml

入数12
入数12

泡
泡

ロゼ

3259860641879

参考小売

3259860641879

参考小売

¥2,500
¥2,700

参考小売

¥1,900

メルロ70％、カベルネ・フラン30％
丸みがあり心地良い芳香。フレッシュさと熟れた果実の素晴らしい調和。

● Château Bois de la Charbonniere
シャトー・ボワ・ドゥ・ラ・シャルボニエール

01008694

2019 750ｍｌ

入数12

赤

3423290107735

品種：メルロ65% カベルネ・ソーヴィニョン20% カベルネ・フラン15%
鮮やかな赤色。プラム、ブルーベリー、ラズベリーなど果実の香り。豊かな果実味が口中で広がり、きめ細やかなタンニンが
感じられます。まろやかで口当たりが優しく、丸みのある親しみやすい味わい。様々なお料理とのマリアージュが楽しめます。
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ﾎﾞﾙﾄﾞｰ/ｻﾝﾃﾐﾘｵﾝ

Bordeaux / Saint Émilion

Les Valentines
レ・ヴァランタン
ヴァランドローに匹敵する存在とも言われるサ
ンテミリオンの準ガレージワイン、ロル・ヴァ
ランタンのセカンドワイン。オーナー、ニコラ
ス＆アレクサンドラロビン。醸造コンサルタン
ト、ステファン・ドゥルノンクール。土壌、砂
質土壌区画 ２/３ 粘土質、石灰質区画 １/
３。畑面積、7.3 ha。平均樹齢、40年。熟成、
マロラクティック醗酵後14-16ヶ月間樽熟成。
ボルドーの中でスポットライトのあたる少数の
サン＝テミリオンのシャトーの1つ
（『ボルドー・第４版』より）

● Les Valentines
サン・テミリオン

レ・ヴァランタン

01008644

2019 750ｍｌ

入数12

赤

3760199371301

参考小売

¥4,600

品種：メルロ90% カベルネ・フラン10%
紫がかった濃い色調、熟したフルーツを上質なトースト香など複雑な香り。豊かな果実味。緻密でしなやかなタンニンが広がります

ボルドー/ポムロール

Bordeaux / Pomerol

Clos des Litanies
クロ・デ・リタニ
所有者であるこのファミリーは1898年にコレー
ズ出身のジャン・ジャヌエックス（1867年生ま
れ）によって創設されました。
1930年にサンテミリオンのシャトー・オー・サ
ルプを取得。その数年後にポムロールのシャ
トー・ラ・クロワやシャトー・ラ・クロワ・サ
ン・ジョルジュを取得しました。
クロ・デ・リタニはシャトー・ラ・クロワから
独立したものと思われます。
畑名は由来は1500年代にマルタ騎士団がこの地
を訪れ連祷（リタニ）した事からこの名前が付
けられました。

● Clos des Litanies
クロ・デ・リタニ

01008611

2019 750ml

入数12

赤

4528161023561

品種：メルロ100％ 面積0.84ha 熟成：バリックで14ヶ月間
生産量400ケース 新樽100％で造られる

部長島耕作の１シーンより
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参考小売

¥8,000

ボルドー/ポムロール

Bordeaux / Pomerol

Château Sacré Coeur
シャトー・サクレ・クール
＜テクニカル＞
面積：1.5ha
品種：メルロ100％ 平均樹齢：34年
土壌：粘土質の地下層に砂質の表土
収穫：手作業。選別は収穫時と醸造所とで2度行われる。
発酵：除梗は行わない。重力のみでタンクに入れる。開放式
の小さな木製の
タンクを使用。アルコール発酵期間は6時間おきにピジャー
ジュを行い、27℃-29℃の温度設定。
マセラシオン22日間
熟成：ダルナジュー製のバリックで18ヶ月間。
シュル・リーで6ヶ月間熟成
期間中はバトナージュを行う。
瓶詰：コラージュは行わない。
アルコール度数13％。 生産量は5,900本
コンサルタント：ジャン・フィリップ・フォール（ミッシェ
ル・ロランのラボ）

ムエックス家と並ぶポムロールの双璧のひと
つ、ジャヌエックス家から新しいポムロールが
誕生しました。シャトー・サクレ・クール。聖
なる心という意味を持ち、斬新なラベルに思わ
ず度肝を抜かれます。手掛けるのはジャン・
フィリップ・ジャヌエックス氏。クロ・デ・リ
タニで有名なジョセフ・ジャヌエックスの子
息。独創的なアイデアでシャトー・ラ・クロ
ワ・サン・ジョルジュを一躍大ヒットさせ、サ
ンテミリオンのラ・コンフェッションなど、次
から次へとセンセーショナルワインを産み出し
ています。ワイン・メーカー・オブ・ザ・イ
ヤーにも選ばれたジャヌエックス氏が新たに着
眼したのがタイユフェール近くのこの0.6haの
畑です。

● Château Sacré Coeur --Pomerol
シャトー・サクレ・クール

01008664

（ポムロール）

2017 750ｍｌ

入数12

赤

3760073715788

参考小売

¥7,500 4/5～

ボルドー/オー・メドック

Bordeaux / Haut Médoc

Le Benjamin de Marojallia
ル・バンジャマン・ド・マロジャリア
◆所有者の歴史
Mr Phillippe PorcheronはMoulis村にChateau
Bouqueyranを所有していましたが、Monsieur
Roger Rex氏から1998年にマルゴー村のシャトー・
マロジャリアを引き継ぎました。Marojalliaはラ
テン語でMargaux を意味します。その際にシャ
トー・ヴァランドロー のジャン・リュック・テュ
ヌヴァン氏からコンサルティングを受けました。
その後2003年にオー・メドックに1ヘクタール所有
し、バンジャマン・ド・マルガレーヌをリリー
ス。現在は3ヘクタールまで増やしました。そして
2016年、フィリップ・ポルシュロンはより気品が
あり、よりマロジャリアンなオー・メドックを提
供することを決め、ブランド名及びラベルをバン
ジャマン・ド・マロジャリアに変更しました。こ
の新しいワインはマロジャリアとクロ・マルガ
レーヌの考え方、醸造と熟成技術を受け継ぎ、
“マロジャリア”の名を冠し、サードワインとし
て生まれ変わりました。
◆テロワール
土壌は小石粘土石灰質です。1ヘクタールにつき、
約6600～7000本ブドウの樹を植えています。平均
ブドウ樹齢は26年です。1ヘクタールにつき、約
55hlの生産があり、毎年約70000本の生産量があり
ます。
◆醸造
収穫は全て手摘みで行われ、2016年ヴィンテージ
は10月14日～21日で行われました。各パーセルご
とでタンクを変えて、アルコール発酵とマロラク
ティック発酵を行います。その後18～30日間、デ
レスタージュとルモンタージュを行います。熟成
はフランス産樽内で10カ月間です

● Le Benjamin de Marojallia --Haut Médoc
ル・バンジャマン・ド・マロジャリア

01008703

2016 750ｍｌ

（オー・メドック）

入数12

赤

4528161020072

参考小売

メルロ60％ カベルネ･ソーヴィニョン40％
色調は赤紫色がかったガーネット色。香りはブルーベリーなどの果実が主体で、
ほのかにバニラ香を感じます。味わいはブドウの濃縮感を感じ、タンニンも柔らかく感じます。
シャトー・マロジャリアのサード、ファーストリリース2016ヴィンテージ。
ジルベール＆ガイヤール2018 金賞
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¥2,900

ボルドー/マルゴー

Bordeaux / Margaux

La Boisseraie

ラ・ボワッスレ

La Boisseraie(ラ・ボワッスレ)は、1999年
に、ファブリス・デュモンが創立し、それ以
来、フランス国内のニッチな市場と海外輸出に
向けて、地元だけでなく海外も含め素晴らしい
ワイン生産者と共に活動しています。
以前はラム酒の製造所であった場所を改築し、
一階はChai des Chartrons(シェ デ シャル
トロン)というワインショップも営業していま
す。
シンプルなモットーですが、“質の良いワイン
を提供することでお客様を満足させる”ことを
常に念頭に、比類のない素晴らしいワインを常
に探し求め提供しています。
フランスワインをはじめ、ブルガリア、ハンガ
リー、スペイン、ポルトガル、イタリア、チリ
ボルドー格付け第2級超有名シャトーが造る極秘ワイン
など世界各国から良いワインを提供できること ● Chartron Lagrange -Margauxを誇りに思い、グランクリュクラッセ、プリ
シャルトロン・ラグランジュ
ムール、オールドヴィンテージも取り扱いま
01008798 2019 750ml 入数12 赤 4528161025732 参考小売
す。ワインに関するアドバイスから物流、そし
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン60%、メルロ35%、カベルネ・フラン5%、プティ・ヴェルド5％
てコストの最適化、商業戦略まで、プロ品質の
フレンチオークにて12ヶ月熟成
サービスを常に提供しています。

¥6,800

美しいルビー色。卓越した、果実のフレーバーが無限に広がる。
熟したラズベリー、プラム、スパイスのアロマ。まろやかで 調和のとれた口当たり。エレガントで繊細、気品のある複
雑で芳醇な味わい、素晴らしいフィニッシュ。マルゴーワインの見事な定義を示す仕上がりである。

ラ・ボワッスレ社専用に造られたオリジナルブランド。
ボルドー格付け第2級のシャトーが基本同じ畑の葡萄から同じ醸造工程で造ります。
品種のブレンド比率等多少異なる点はありますが、シャトーの持つノウハウがそのまま生かされた
ワインです。コストパフォーマンスの高さは間違いありません！
樹齢を重ねた古木の区画はファーストのみに使用されますが、セカンドワインで使われる若木の区
画は使用されません。今まではフランス国内とベルギーの富裕層を中心にこっそりと販売されてき
た為ほとんど市場に出回る事がありませんでした。
・植栽密度：9000本/ha
・樹齢平均：35年
・土壌：砂利、粘土-石灰岩、砂質-砂利の土壌
・作業方法：伝統的
・剪定：ギュヨ・ドゥーブル、除葉、
グリーンハーヴェスト
・収穫：手作業
・発酵：ステンレスバットで3週間
・熟成：フレンチオーク樽で12ヶ月

ボルドー格付け第1級超有名シャトーが造る極秘ワイン

● Charton des Ormes -Pauillacシャルトロン・デ・ゾルム

01008799

2019 750ml

入数12

赤

4528161025749

参考小売

¥7,200

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド
ブラックベリーやチェリー等の豊かなアロマと上質な樽、バニラのニュアンスが感じられます。
口に含むとまろやかでフルーティー、ビロードのような口当たり。フルボディでまろやかなタンニンが感じられます。

ラ・ボワッスレ社専用に造られたオリジナルブランド。
ボルドー格付け第1級のシャトーが基本同じ畑の葡萄から同じ醸造工程で造ります。
このワインに使用されているブドウの樹の樹齢は、およそ15年から20年の若木です。
醸造方法は他のワインと基本同じです。コラージュには伝統的に卵白を使用しています。
新樽の割合、樽での熟成期間がファーストやセカンドワインとは異なります。このシャルトロン・デ・
ゾルムにも新樽は使われていますが、20％未満です。サードワインが約20％です。熟成期間は、
シャルトロン・デ・ゾルムではオーク樽で12か月です。
若木や格落ち葡萄を使用する為、ヴィンテージによってその割合も変化しますし、ジェネリックとし
て購入している性質上、上記内容以上の詳細については教えてもらえませんが、この第1級シャ
トー所有畑の葡萄を使い同じスタッフによって造られたシャトーの持つノウハウがそのまま生かさ
れたワインです
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ボルドー

Bordeaux

Falgueyret Léglise
ファルゲレット・レグリーズ
1929年以来、4世代に渡りボルドーでワイン造
りを行なっています。
エステートは、ガロンヌ川とドルドーニュ川の
間、アントゥル・ドゥー・メールの集水域にあ
ります。
葡萄畑は主に粘土石灰質土壌に位置し、南、南
西、南東に向けられ、適度な傾斜で葡萄の栽培
に適した向きになっています。
～ストーリー～
1929年にグーピア家の所有地となりました。大
恐慌時代、終戦の頃にグーピア家は事業を売
却。農場の12ヘクタールのうち、10haがポリカ
ルチャー（混合農業）に、2haが葡萄畑のまま
残りました。当時は主に、甘くてまろやかな白
を作りました。
1958年に、この土地はジャック・ファルゲレッ
トと結婚したグーピア家の娘に引き継がれ、ド ● Gaspard de la Lune Blanc - Bordeaux
メーヌ名を変更しました。その後、15ヘクター
ガスパール・ド・ラ・リュンヌ・ブラン （ボルドー）
ムッシュ・ムスタッシュのラベルが変わりました
ルのブドウ畑を開拓し、赤ワイン造りを始めま
入数12 白
01008795
3760137060816 参考小売 ¥1,700
2021
750ｍｌ
した。
品種：ソーヴィニョン・ブラン100％
ガスパール・ド・ラリュヌ氏デザインのエチケット
1974年、ミシェル・ファルゲレットがワイナ
緑がかった輝きのある薄い黄色。ソーヴィニヨン・ブランの新鮮な香りとパイナップルやグレープフルーツの
リーを継承しました。彼は15歳で働き始め、父
からワイン造りに必要なことを学びました。21
複雑で華やかな香りが広がります。フレッシュな酸味と豊かな果実味のバランスが良い。
歳から5年間、40ヘクタールのブドウ園の管理
食前酒として、また、魚やチーズと相性の良いワイン。
者になり、その後家族の土地を引き継ぎまし
た。
2008年からは、キャサリン・ファルゲレットの ● Gaspard de la Lune Rouge - Bordeaux
ガスパール・ド・ラ・リュンヌ・ルージュ （ボルドー）
夫、セバスチャン・レグリーズがブドウ畑を引
01008794 2020 750ｍｌ 入数12 赤 3760137060809 参考小売 ¥1,700
き継いでいます。現在の畑は60ヘクタールまで
拡大し、2012年より販売部門を立ち上げていま
品種：メルロ80％ カベルネ･ソーヴィニョン20％
す。
ルビーがかった美しい紫色。ストロベリージャムやペッパーミント、ブラックカラント・クリーム、
すみれなどの複雑な香り。柔らかいタンニンがまろやかな果実味にとけこみ、アロマティックな余韻が長く続きます。

● Château Rousset Caillau - Entre Deux Mers
シャトー・ルーセット・カイヨー

01008121

（アントゥル・ドゥー・メール）

2018 750ｍｌ

入数12

白

3760137060298

参考小売

¥1,800 在庫少

品種：ソーヴィニョン・ブラン60％ セミヨン40％
緑がかった、輝く薄い黄色。複雑な香りで、ソーヴィニヨン・ブランのフレッシュな香り、アプリコット
ナツメグのような熟成香も感じます。綺麗な酸味とセミヨン由来の芳醇さとのバランスが素晴らしい味わいです。

● Château Rousset Caillau - Bordeaux Supérieur
シャトー・ルーセット・カイヨー

01008793

（ボルドー シュペリュール）

2020 750ｍｌ

入数12

赤

3760137062742

参考小売

¥2,500

品種：メルロ80％ カベルネ･ソーヴィニョン20％
濃いルビー色。ボリューム感のあるアタックで、キャラメル、カシス、スミレの香り。シルキーなタンニンで、
とろけるような長い余韻。

● Cuvée Louis - Entre Deux Mers
キュヴェ・ルイ（アントゥル・ドゥー・メール）

01008120
01008796

2018 750ｍｌ
2019 750ｍｌ

入数12
入数12

白
白

3760137060335
4528161025787

参考小売
参考小売

¥3,600
¥5,000

品種：セミヨン90％ ソーヴィニョン・ブラン10％ かすかに緑色がかった、輝く薄い黄色。複雑でフルボディのワインを
想像する香り。砂糖漬けのレモンの香りと、ソーヴィニヨンの新鮮なフレーヴァー。
完熟した果実味を感じ、バニラの風味の長い余韻が続きます。長男（ルイ）の名前をつけたスペシャルキュヴェ。

● Cuvée Jean - Bordeaux Supérieur
キュヴェ・ジャン

01008797

（ボルドー シュペリュール）

2019 750ｍｌ

入数12

赤

4528161025794

参考小売

¥5,000

品種：カベルネ･ソーヴィニョン100％ 色調は深く、黒に近い色。豊かな芳香で、トーストやローストの香ばしい香り。
開くと、ペパーミントや、ブラックカラントの香りも感じます。挽きたてのコーヒーのような余韻。
しなやかなタンニンで、非常にまろやかなカベルネ・ソーヴィニヨンです。次男（ジャン）の名前をつけたスペシャルキュヴェ。
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ボルドー

Bordeaux

Bordeaux 2015
ボルドー 2015

● Château Moulin du Bois Noble
シャトー・ムーラン・デュ・ボワ・ノーブル

01008747

2015 750ml

入数12

ボルドー

赤

3423290199068

参考小売

¥2,200

メルロ６５％、カベルネ・ソーウ゛ィニョン２５％、カベルネ・フラン１０％
深紅のローブ、ミュールにバニラ、トーストの香りが絡み合う。まろやかで骨格があります。
コンクール・ジェネラル・アグリコール2016にて銀賞受賞。

● Château de Passedieu
シャトー・ド・パスデュー

01008623

2015 750ｍｌ

コート・ド・ブール
入数12

赤

3303292705507

参考小売

¥2,400

品種：メルロー75％、カベルネ・ソーヴィニヨン15％、マルベック10％ 土壌：鉄分を多く含む珪酸質粘土と石灰質粘土
面積：10ha 平均樹齢：40年 醸造方法：伝統的な醸造方法。28日から30日間の長期醗酵。澱の上で熟成させます。
James Suckling: 91point Bronze Medal Macon 2017

● Château Galau
シャトー・ガロー

01008640

2015 750ｍｌ

コート・ド・ブール
入数12

赤

3341210796275

参考小売

¥2,500

品種：メルロ65% カベルネ・ソーヴィニョン30% カベルネ・フラン5%
黒系ベリーの香りにほんのりと木樽からくるトースト香が心地よく、ふくよかな果実味に滑らかなタンニンが
バランス良くまとまっています。

● Château Beyzac
シャトー・オー・ベイザック

01008722

2015 750ｍｌ

オー・メドック
入数12

赤

4528161025411

クリュ・ブルジョワ
参考小売

¥3,000

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン55％、メルロ40％、プティ・ヴェルド5％ 土壌：粘土石灰質 面積：8ヘクタール
収穫量：35hl/ha 年間生産量：40000本 平均樹齢：25年 醸造方法：100％除梗。30℃で20〜30日間のマセラシオン
熟成方法：フレンチオークにて12 ヶ月 Gold Medal Bordeaux 2017 Gold Medal Lyon 2017

● L'x de Larrivoux
リクス・ド・ラリヴォー

0108639

2015 750ｍｌ

オー・メドック
入数12

赤

3341210789703

参考小売

¥3,400

品種：メルロ77% カベルネ・ソーヴィニヨン18% プティヴェルド5%
シャトー・ラリヴォーのセカンドワイン。1580年より続く女性系のシャトーであり、現当主のベレンジェール・テセロンは
ラフォン・ロシェのオーナーであるバジル・テセロンの妻。濃いルビーレッドの色で、カシスやブルーベリー、
リコリスのような甘いハーブ、そしてほんのり樽香を感じます。

● Vignes et Passion
ヴィーニョ・エ・パッション

01008790

2015 750ｍｌ

入数12

赤

3259866498101

参考小売

¥2,200

品種：メルロ83％、カベルネ・ソーヴィニヨン13％、カベルネ・フラン4％
綺麗なチェリー色。黒さくらんぼとカシスの力強い香りとトースト香のニュアンス。絹のように滑らかで、
コーティングされたタンニンが豊かな果実味に溶けこんでいます。
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ボルドー

Bordeaux

l'Autres Bordeaux
その他のボルドー

● Château Laffite Carcasset - Saint-Estephe Cru Bourgeois シャトー・ラフィット・カルカッセ

01008366

2016 750ml

（サン・テステフ・クリュ・ブルジョア）

赤

入数12

3661303110161

カベルネ・ソーウ゛ィニヨン65%、メルロ35％、カベルネ・フラン5％

参考小売

¥5,000

ワイン・アドヴォケイト91-93点

スギの香り、黒い果実の強い香り、追って、赤いプラムがあらわれる。果実味の豊かさと繊細さも持ち併せている。
ミディアムボディで、はっきりとしたタンニンが効いており、優しい口当たり。

● Château La Fleur de Bouard - Lalande de Pomerolシャトー・ラフルール・ド・ブアール

01008342

2016 750ｍｌ

赤

入数12

3341210765592

品種：メルロ85％、 カベルネ・フラン12%、カベルネ・ソーウ゛ィニヨン3%

参考小売

¥6,500

コンサルタント：ミシェル・ローラン

シャトー・アンジェリュスの共同経営者、ユヴェール・ドゥ・ブアール・ドゥ・ラフォーレが所有

● Toquade Vin Mousseux Blanc de Blancs Brut Classic
トカド・ヴァン・ムスー・ブラン・ド・ブラン・ブリュット・クラシック

N.V.

01008340

750ml

入数12

白泡 3303292709888

参考小売

¥2,100

品種：シャルドネ、ユニ・ブラン シャルマ方式 生産者：ソヴェックス・グラン・シャトー
白い花と柑橘類の香り。バランスが良く、生き生きとした口当たり。魅惑的で、新鮮さに溢れエレガントな味わい。
白ワインの王様であるシャルドネのブレンドにより繊細なボリューム感を醸し出しています

● Odyssee By Haut Nouchet Blanc - Pessac Leognan オデュッセイ・バイ・オー・ヌシェ・ブラン

01008142

2013 750ｍｌ

入数12

（ペサック・レオニャン）

赤

3303292908823

参考小売

¥3,000

品種：ソーヴィニヨン・ブラン55％、 セミヨン45％
シャトー・オー・ヌシェのセカンドワイン。天才醸造家ステファン・ドゥルノンクール コンサルティング
ボルドーの名門リュルトン家が1970年から所有したシャトー。1994年からビオロジックに移行

● Château Laborde
シャトー・ラボルド

01008723

2010 750ｍｌ

オー・メドック
入数12

赤

3413061002017

クリュ・ブルジョワ
参考小売

¥3,000

品種：メルロー75％、カベルネ・ソーヴィニヨン25％ 土壌：粘土石灰質 面積：12ヘクタール 平均樹齢：30年
栽培密度：1ヘクタール当たり6700～8300本 生産量：40hl/ha 醸造方法：ボルドーの伝統的な方法。温度調整可能なタンクで28度で
発酵過程を行い、三週間マセラシオンをさせ、ポンピングオーバーをします。 熟成方法：新樽1/3、古樽1/3、タンク1/3にて12か月
Gold Medal Bordeaux 2013

● Château Belfort
シャトー・ベルフォール

01008791

2018 750ｍｌ

メドック
入数12

赤

3423290198313

参考小売

¥2,500

品種：メルロ60％、カベルネ・ソーヴィニヨン40％
美しく深い紅色。赤い果実の豊かな香り。しなやかなタンニンが溶け込み、上質でエレガントなワインです。
リヨン・インターナショナル・コンクール2020 金賞

● Château Le Monteil d'Arsac
シャトー・ル・モンテイユ・ダルサック

01008792

2012 750ｍｌ

入数12

オー・メドック

赤

3303292600161

クリュ・ブルジョワ
参考小売

¥2,500

品種：メルロ51％、カベルネ・ソーヴィニヨン49％
輝きのあるルビーレッド。まず、フレッシュで心地よい香りがあがります。スワリングするとブラック・カラントやストロベリーの
アロマにつづいて、オーク樽由来のトースト香やバニラ香も感じられます。口に含むと肉厚で丸みがあり、タンニンは
とてもしなやかです。赤い果実と香ばしい風味が調和し長い余韻が続きます。
リヨン・インターナショナル・コンクール2016 銀賞、インターナショナル・ワイン・チャレンジ commended 20
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ローヌ

Vallée du Rhône

Domaine de Boissan
ドメーヌ・ド・ボワサン
コート・デュ・ローヌのワインの産地は、北は美食の
街、リヨンの南約３０ｋｍのヴィエンヌから始まって、
南はアヴィニョンまでの約２００ｋｍに及びローヌ河
の両岸を中心にして東西へ約７０ｋｍと広がってい
ます。
コート・デュ・ローヌのワイン産地は大きく分けて北
部と南部とに分けられます。
北部の赤ワインはシラーを中心に単一品種を使用
することが多い反面、南部では数種類の個性の違
う葡萄品種（グルナッシュ、シラー、ムールヴェドー
ル、サンソー、カリニャンなど）の組み合わせからワ
インが造られます。
ドメーヌ・ド・ボワサンのブドウ畑は、デンテル・ド・モ
ンミライユとモン・ヴァントゥーの地域にあります。
「ヴォークリューズ」地域で最も古いドメーヌの1つで ● Gigondas Vieilles Vignes
す。オーナーのキャシーとクリスチャン・ボンフィス
ジゴンダス・ヴィエイユ・ヴィニュ
は、どちらも何世代にもわたってワイン生産者で
01008705 2020 750ml 入数12 赤 3562961111609 参考小売
¥3,900
あった家庭の出身です。最初のワイナリーは19世
土壌：砂と硅土質の斜面と、砂利を多く含んだ粘土質の丘陵。 樹齢：３０～６０年の古木。
紀に建てられ、1898年、1934年に拡張されました。
品種：グルナッシュ８０％、シラー２０％。 収量：３５hl/ha
彼らの新しいワイナリーとカーヴは1985年に建てら
醸造：シラーは破砕せず醗酵は８-10日間、グルナッシュは低温マセラシオンを
れ、2000年にはキュヴェの熟成のためのセラーが
追加されました。畑は50ha所有し、グルナッシュ
4-6日間行い温度を上昇させ15-20日間の醗酵を行う。
60％、シラー20％、ムールヴェドール、カリニャン、
熟成：セメント・タンクにて18ヶ月熟成。瓶詰め後６ヶ月間は出荷は行なわない。
マルサンヌ、ルーサンヌ10％が植えられています。

● Ventoux
ヴァントー

01008360
01008706

2019 750ml
2020 750ml

土壌：沈泥と砂。

入数12
入数12

赤
赤

3562965111612
3562965111612

参考小売
参考小売

¥1,800
¥2,000

品種：グルナッシュ80％、シラー20％ 収量52hl/ha

セミ・カルボニック・マセラシオンによる、27℃で6-8日間の醗酵。
ワイルドベリーやレッドカラントの香り。生き生きとした果実味にかすかにスパイシーな風味。

ラングドック

Languedoc

Domaine la Condamine l'Evêque
ドメーヌ・ラ・コンダミヌ・レヴェック
ミネルヴォアに本拠地のあるこのドメーヌの当
主は、ミネルヴォアの各ドメーヌに対する醸造
のアドバイザーでもあります。畑はエローの渓
谷から古い高台まで50ha所有しています。植え
られている葡萄品種はメルロ７ha、カベルネ・
ソーヴィニヨン９ha、シラー８ha、グルナッ
シュ４ha、ムールヴェドル５ha、ソーヴィニヨ
ン・ブラン５ha、ヴィオニエ５ha、そして昔な
がらの伝統的な土着葡萄が７haあります。収穫
された葡萄はプライベート・セラーにて醸造さ
れます。セラーの収容能力は平均生産量3000hl
に対して、5000hlあります。そのセラーには冷
却ユニットが完備され次の機能を果たしていま
す。－プレス前の赤ワインの果皮浸漬の温度を
完璧に管理する。－室温を５℃にすることに
よって白とロゼ･ワインの醗酵温度を17℃に保つ
－ホウロウ加工されたセメント製のタンク内の
赤ワインを一定温度に保つ
－＜キュヴェ＞ワインを10～12ヶ月、樽にて熟
成させる－瓶詰めされたワインを特別に空調設
備の効いたセラーで収納する－このように品質
管理を行っています。

● Cuvée Special -- Vin de Pays des Côtes de Thongue
キュヴェ・スペシャル

01008458

（ヴァン・ド・ペイ・デ・コート・ド・トング）

2019 750ml

入数12

赤

3439740000075

参考小売

¥2,200

カベルネ・ソーヴィニヨン60％ メルロ40％ オーク樽で12ヶ月熟成。
更に凝縮した果実味にほのかなオーク風味がアクセント。心地良く喉を通る柔らかなタンニン。
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ラングドック

Languedoc

Château Prat de Cest

シャトー・プラ・ド・セ

（コルビエール）

プラ・ド・セはラテン語の「Pratum
Sextum」、「六番目の草原」という意味です。
Pratum Sextumが、13世紀にはPrades-Sedとな
り、14世紀にはPrato de Sexto、そして15世紀
に現在のPrat de Cestとなりました。シャトー
は11世紀と12世紀に建てられた、エルマンギャ
ルド子爵夫人の所有物でした。彼女の父は当時
のフランスとスペインの境界近くにシャトーを
建てて、麦、オリーヴ、ワインなどを造ってい
たと文献に書かれています。1156年に寄贈とい
う形で、神に仕えるためと、貧しい人々を助け
るために、エルマンギャルド子爵夫人はナルボ
ンヌのサン・ジュスト病院に所有権を与え、そ
の後いくつかの生産者を渡り、1803年より所有
者は家族経営にて7世代女性にのみ継がれてき
ました。1924年に引き継いだジャクリーヌは二
人の娘に引き継ごうと考えていましたが最終、
孫であるギヨームに2013年継がれ今日に至りま
● Château Prat de Cest
す。
シャトー・プラ・ド・セ

01008352

2018 750ml

入数12

赤

3700325912381

参考小売

¥1,800 在庫少

品種：カリニャン60%、グルナッシュ20%、 シラー20%
スミレを帯びた深紅色。南フランスの典型的なワイン。プルーンのリッチなアロマに熟した黒い果実の香り。
カシスを主にブラックベリー、フランボワーズの果実味が口中いっぱいに広がります。

ラングドック

Languedoc

Domaine de La Tour Penedesses
ドメーヌ・ド・ラ・トゥール・ペネデス
ドメーヌの畑はコルクも生産されている大きな
森林地帯に位置します。そこには様々な土質の
多様性があり、それがワインに限らず、ローズ
マリー、タイム、ミント、ラベンダーなどの
ハーブの栽培にも適しています。これはフォ
ジュロワという地域のテロワールの特徴をもた
らすものです。
オーナーのフケ・ファミリーはもともとコルシ
アの出身でカルヴィの町の近くでオリーヴを栽
培していました。現在、父ジェラールの後を引
き継いだ息子のアレクサンドルが中心となって
ワイン造りを行なっています。
彼は様々な生産地、ボーヌ、カリフォルニア、
シャンパーニュ、そしてローヌで学び、エノロ
ジストとして大学の教授としても活躍していま
した。
40ヘクタールを所有し、その80％は斜面に位置 ● Cuvée Antique-- Coteaux du Languedoc
しどれもが豊かな土壌となっています。栽培品
キュヴェ・アンティーク
コトー・デュ・ラングドック
種の70％にあたる優れた品種、グルナッシュ、
01008673 2020 750ml 入数12 赤 3760040096148 参考小売
¥2,700 4/5～
シラー、ムールヴェドルはすべて樹齢40年以
グルナッシュ65％ シラー25％ ムールヴェドル5％、残り5％ｵｰﾊﾞﾝ、ｶﾘﾆｬﾝ、ｻﾝｿｰ、ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ、ﾃﾚｸﾞﾘ､ﾃﾚ
上。

● Faugères 《la Montagne Noire》
フォジェール "ラ・モンターニュ・ノワール”

01008674

2020 750ml

入数12

赤

3760040092397

参考小売

¥3,000 4/5～

グルナッシュ20％ シラー60％ ムールヴェドール12％ カリニャン4％ サンソー4％
低イールド：26～28hｌ/ha

● les Volcans-- Coteaux du Languedoc Pézenas
レ・ヴォルカン

01008462
01008675

コトー・デュ・ラングドック・ペズナ

2018 750ml
2019 750ml

入数12
入数12

赤
赤

3760040091129
3760040092409

参考小売
参考小売

¥3,500
¥3,600 4/5～

シラー51％、カリニャン27％、ムールヴェドル12％、グルナッシュ10％。低イールド23～26hｌ/ha

”このスパイシーな黒果実をもつキュヴェは・ボリューム感のあるリキュール風で、
その名のとおり大爆発しそうな印象。”
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ラングドック

Languedoc

Maison Galhaud
メゾン・ガロー
Léon GALHAUD JURAT

メゾン･ガローは1901年にサンテミリオンに定住
し、メゾンを設立しました。創設者のレオン･ガ
ローは接木の研究の第一人者であるラヴァズ教授
の弟子でありパートナーでもあり、彼らの努力は
当時フィロキセラに汚染されたヨーロッパや南ア
フリカのブドウ畑の再生に大きく貢献したので
す。30年以上苗木屋として働いたレオン・ガロー
はフランスワインの品質向上にも大きな影響を与
えています。現在、３代目のジャン･フランソワ･
ガローこのノウハウを受け継いでいます。
ガロー･ファミリーはサンテミリオンにシャトー・
ムーラン・ガロー、シャトー・ラ・ローズ・ブ
リッソンを所有し、そして南仏にも進出し今まで
に培ったノウハウを活かして素晴らしいワインを ●
造っています。

Viognier Muscat -IGP Pays d'Oc
ヴィオニエ･ミュスカ

（IGPペイドック）

2020 750ml

01008707

白

入数12

3700325902795

参考小売

¥2,000

品種：ヴィオニエ70％ ミュスカ30％
完熟したフルーティーで甘い香り。果実の風味が心地よい爽やかな辛口

ラングドック

Languedoc

Eurovins
ユーロヴァン

ユーロヴァンは、ボルドーに拠点を置く家族経営の生産者で年間600万本を生産し、ネゴシアンとしても活動しています。1986年以降、
急速にフランス国内のディストリビューターとの取引を伸ばし、1994年から輸出ビジネスも展開しています。専門はボルドーですが、ラン
グドック、コート・デュ・ローヌ、サン・テミリオンなどの地域のワインも幅広く扱っています。
フランス南部のオクシタニ地方、地中海から約30－40キロほど近い村で造られます。50ヘクタール以上の広大なぶどう畑で栽培しており、
常に自然と伝統を尊重しワインつくりを行っています。地中海性気候による温暖な気候と太陽を受けたブドウから生産されたワインは、そ
の気候が感じられるような果実味が感じられます。温暖な気候と共に、非常に特徴的な土壌の影響で栽培される葡萄の可能性を引き出
します。

● La Reine du Monde Vin Mousseux Brut
ラ・レーヌ・デュ・モンド・ブラン・ド・ブラン・ブリュット

N.V.

01008217
ユニ・ブラン100％

750ml

泡

入数12

アルコール度数：11％

3416830410464

参考小売

¥1,300

参考小売

¥1,100 5/11～

シャルマ方式

緑がかった淡黄色。エレガントな泡と、華やかな洋ナシやはちみつの香り。

● Fantaisie Sauvignon Blanc
ファンタジー・ソーヴィニヨン・ブラン

01008379

2019 750ml

入数12

白

3416830283129

グレープフルーツなどのシトラスやハーブのすっきりとした香り。フレッシュなアタックに爽やかな酸。
弾けるような鮮やかな果実味が特徴のワインです。

IGPペイドック アルコール度数：12.5％

● Fantaisie Chardonnay
ファンタジー・シャルドネ

01008378

2019 750ml

入数12

白

3416830283136

参考小売

¥1,100

白い花や洋ナシ等の香りに、ほんのりとヴァニラの香りも感じられます。爽やかな酸味とフルーティーで
まろやかな味わい。余韻も長く続きます。

IGPペイドック アルコール度数：13.5％

● Fantaisie Cabernet Sauvignon
ファンタジー・カベルネ・ソーヴィニヨン

01008376

2019 750ml

入数12

赤

3416830283143

参考小売

¥1,100

カシス等の黒い果実とほのかにチョコレートの香りを感じます。味わいは、フレッシュなアタックから、凝縮された
果実の味わいと力強いタンニンが感じられます。

IGPペイドック アルコール度数：14％

● Fantaisie Syrah
ファンタジー・シラー

01008377

2019 750ml

入数12

赤

3416830283150

参考小売

¥1,100

黒コショウを思わせるスパイシーな風味に香ばしいトーストのニュアンス。口いっぱいに広がる果実味と程よい
タンニンが心地よいふっくらとボリューム感のある味わいです。
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IGPペイドック アルコール度数：14％

ルーション

Roussillon

Château Rombeau
シャトー・ロンボー

Domaine de Rombeauの創設は、1850年までさか
のぼります。地域ではこの分野のパイオニアとさ
れ6世代に渡る栽培努力を実らせました。畑は
ヴァレ・ド・ラグリに沿って広がっているため、秀で
た気候特性の恵みを受け、葡萄栽培や優れた
品質の葡萄の成熟に理想的です。
1. 熟成方法：通常のワインとは異なる熟成方法
を行います。まず、酒精強化のプロセスを終了し、
数ヶ月間ワインをスチールタンク/コンクリートタン
クで状態を安定させます。その後、ワインを醸造
用セラーから熟成用セラーに移し始めます。実
際、酸化の長期プロセスを準備する必要がありま
す。まず、225リットルのシンプルな樽に180リット
ルのみ注ぎ、酒精強化されたワインと樽外からの
酸素との交換を誘発します。
2.熟成場所：様々な異なる特長を開花させる為
には、樽の置き場所を変更し、複雑さとランシオ、
ドライフルーツの風味を高める必要があります。4
つの異なる場所があり、そのうち2つは樽の地下
室です。1つは暖かく、乾燥しており、明るく、タン
木箱入り
● Rivesaltes
ニンを柔らかくします。これにより、若いヴィン
テージの蒸発と糖分・アルコール分の濃縮が行
リヴザルト
われます。（その為、全てのワインのアルコール
01008802 1963 750ｍｌ 入数3 白 4528161025756
度数19°C、糖分<180 g/ l）。
品種：グルナッシュ・ブラン、グルナッシュ・グリ、マカベオ
2番目の地下室は 最初の地下室の下にあり、最
も古い樽（1960年から1970年を含む）を保管して
います。環境は高湿度で、完全に暗く、強く湿っ ● Rivesaltes
木箱入り
た空気で、木材の熱膨張を引き起こし、コーヒー、
リヴザルト
チョコレート、ドライフルーツ、ナッツ、薬用ハー
01008803 1964 750ｍｌ 入数3 白 4528161025763
ブのフレーバーでフィニッシュを複雑にします。
その他の場所が２か所あり、1つは樽を置く、
品種：グルナッシュ・ブラン、グルナッシュ・グリ、マカベオ
木々に囲まれた屋外。あと1つはダム・ジャンヌ
（細首の大瓶）に移して置く裏庭に有ります
木箱入り
3.長期熟成：VDNワインは2012年2月に750mlの ● Rivesaltes
ヴィンテージ用に瓶詰めされ、500mlは2017年12
リヴザルト
月に瓶詰めされているため、熟成プロセスは50
01008804 1965 750ｍｌ 入数3 白 4528161025770
年以上経過しています！
品種：グルナッシュ・ブラン、グルナッシュ・グリ、マカベオ
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参考小売

¥20,000

参考小売

¥20,000

参考小売

¥19,000

オクシタニー

Occitanie

Domaines Auriol
ドメーヌ・オリオール
1977年に創始者、ジャン・ヴィアラードがオー
ガニック、ビオディナミによるワイン造りを始
めました。南仏のRibaute（リボート）協同組
合会長も務めていた彼は、有機農法が確立され
ていない時代に、協同組合としては初となる
オーガニック100％への転換を果たしました。
社としても、環境を良くする為の行動が必要だ
と常々考えており、より良い方法を探究してい
ます。2017年に欧州のＶ-Labelによってビーガ
ンの認可を得ました。ビーガン製品を消費する
事は、環境保全、そしてより良い地球を未来に
残し、人々の生活を守る事に繋がると考えてい
ます。

〈 ビーガンワインとは 〉
本来、ワインは葡萄から作られているため植
物由来ですが、清澄の過程において清澄剤
は動物由来のもの(卵白・動物性ゼラチン)が
使用されるのが一般的です。しかし、エンドウ
豆、小麦、ジャガイモなどの植物性タンパク質

● Marselan-Bio Vegan -- IGP Pay d'Oc
マルスラン・ビオ・ヴィーガン

01008565

（IGP ペイドック）

2019 750ml

品種：マルスラン100％

入数12

赤

3569401009823

参考小売

¥2,100

◇自然酵母による発酵 ◇無清澄 ◇完全植物性

熟した果実に、スパイスのきいた繊細なアロマが香り、グルナッシュ由来のフィネスがカベルネの
骨格と調和し、熟したタンニンが優しく、エレガントで心地良いハーモニーを奏でます。

● Le Carla Colombard-Sauvignon -- IGP Côtes de Gascogne
ル・カルラ・コロンバール・ソーヴィニヨン

01007483

2016 750ml

入数12

（IGP コート・ド・ガスコーニュ）スクリューキャップ

白

3569401006563

参考小売

¥1,800 在庫少

品種：コロンバール80％ ソーヴィニヨン・ブラン20％
エキゾチック・フルーツの香りをベースに、柑橘系の香りがさわやかに広がります。
アタックはフレッシュでフルーティー。程よい酸味とフルーティーさが心地良く広がり、食欲を掻き立てます。

オクシタニー

Occitanie

Vinovalie
ヴィノヴァリ
かつてのラングドック＝ルシヨン地域圏とミ
ディ＝ピレネー地域圏がオクシタニー地域圏と
いう名称に統合され、世界最大のワイン産地と
なりました。
サン･メレとは“混血”を意味します。
2つの文化
南西地方にあるヴィノヴァリ社とベクサにある
ドン・ブリアル社の２社により、オクシタンと
カタラン２つの文化の融合。
７つのセパージュ
シラー、マルベック、ブロ－コル、ネグレッ
ト、グルナッシュ、カリニャン、ムールヴェド
ル
４つのテロワール
エチケットのパズルは４つのテロワールを表現
しています。

● Sang Mêlé -- Vin de France
サン・メレ

01008612

2020 750ml

入数12

赤

3272591540426

参考小売

¥2,400

品種：ｼﾗｰ25％、ﾏﾙﾍﾞｯｸ25％、ﾌﾞﾛ-ｺﾙ20％、ﾈｸﾞﾚｯﾄ5％、ｸﾞﾙﾅｯｼｭ15％、ｶﾘﾆｬﾝ5％、ﾑｰﾙｳﾞｪﾄﾞﾙ5％
黒味を帯びた濃く深い色合い。チェリーキルシュやブラックベリー、黒スグリの繊細かつ豊かなアロマ。
まろやかで新鮮な果実味。ヴェルヴェットのような口当たり。素晴らしいフィネスを感じさせる長い余韻。
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ロワール

Vallée de la Loire

Sophie Bertin
ソフィー・ベルタン

サンセールのトーヴネに本拠地を置く。ソ
フィー・ベルタンは志を共にするエリック・
ルイの共同経営者でもあり輸出担当も担いな
がら、また自分のブランドも手掛けています。
エリック･ルイのワインがモダンなタイプで
あれば、ソフィー･ベルタンのワインは昔な
がらのトラディショナルなタイプ。ずっしり
と重みも感じるエキス分や果実味に加えミネ
ラル成分が見事に融和しています。
オーガニック栽培を実践。除草剤は使わず
ホー除草を行い、鋤を使って耕します。芽か
きやグリーンハーベストをなど行い収量制限
も行っています。
このワインの名前はギリシャ語で「知恵」を
表す《Sophie》から来ています。このテロ
ワールで長年ワイン造りを続けてきたことで
得た知識や知恵を使い、テロワールを最大に
表現しています

● Sancerre <la Côte Blanche>
サンセール

01008729

2021 750ml

入数12

白

3760032566406

参考小売

¥4,500

入数12

白

3760032566666

参考小売

¥4,500

● Pouilly Fumé <Silex>
プィィ・フュメ

01008728

2021 750ml

● Pinot Noir de Sophie Bertin -Vin de Franceピノ・ノワール

（ヴァン・ド・フランス）

01008730

2021 750ml

入数12

白

3760032566703

参考小売

¥2,400

● Sauvignon Blanc de Sophie Bertin -Vin de Franceソーヴィニヨン・ブラン

01009731

（ヴァン・ド・フランス）

2021 750ml

入数12

白

3760032566567

参考小売

¥2,400

ロワール

Vallée de la Loire

Domaine de la Chauvinieres
ドメーヌ・ド・ラ・ショーヴィニエール

この蔵はメーヌの丘に位置します。
メーヌとは小さな川の名前でＡＯＣ、ミュス
カデ・ド・セーヴル・エ・メーヌの由来と
なっています。
南東に向けて花崗岩質の傾斜面にまで広がっ
ています。ミュスカデの葡萄は早く熟し、通
常９月の初旬には収穫されます。
平均収量は40～50hl／haとなっています。
発酵はオークの樽またはタンクで、上品な香
りのフルーティなワインを造るためにゆっく
りと行われます。
ワインはそのブケと色を保持するために沈殿
物と一緒に置かれます。
lie とは自然の沈殿物です。
オーナーのイヴ・ウシェは父親からワイン造
りを譲り受け伝統的なワイン作りを引き継い
でいます。

● Muscadet Sèvre et Maine sur Lie
ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ・シュル・リー

01008704

2020 750ml

入数12

白

3584011070001

参考小売

¥2,000

品種：ミュスカデ100％
この地域では4％程しかない、珍しい花崗岩質の土壌。このテロワールはぶどうの木が根をはるのにとても適しており、
ミュスカデに爽やかさ、フルーティー、白い花の香りをもたらします。
青りんごの香りで、キリっとした酸味のきいた爽快な辛口。土壌由来のミネラルも溶け込んでいます。
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ジュラ

Jura

Domaine Rolet
ドメーヌ・ロレ
ブルゴーニュの東、約100キロメートルにある
産地で、ジュラ紀の石灰質土壌にぶどうが植え
られています。。ジュラ地方のぶどう畑は、ブ
ルゴーニュから東へ約100キロメートルにある
ジュラ高原から平野に下る、標高約250mから
500m の丘の日当たりのよい斜面を占めていま
す。気候は厳しいが、晩秋は温和で、ぶどうの
遅い摘み取りが行われます。土壌は自然崩壊し
たジュラ紀の石灰岩の堆積と非常に特殊な粘土
混じりの泥灰土から成っています。飛び抜けて
高い酒質のワインを産するにもかかわらず、あ
まりにも知られていない産地でもあります。
1942年デジーレ・ロレがアルボワでワイン造り
を始め、現在息子のベルナールとギイが畑の管
理と醸造を担当し、ピエールとエリアンヌが
マーケットを担当しています。所有する畑は約
60ha。主なアペラシオンはアルボワ、コート・
デュ・ジュラ、エトワールです。収量はアペラ ● Crémant du Jura Blanc Brut
クレマン・デュ・ジュラ・ブラン・ブリュット
シオンでまちまちですが1550hl/ha。ヴァン・
01008568 N.V 750ml 入数12 白 3361128170028 参考小売
¥4,000
ジョーヌ（黄ワイン）とヴァン・ド・パイユ
シャルドネ50％、サヴァニャン10％、ピノ・ノワール、トゥルソー、プールサール40％ 瓶内二次発酵は12ヶ月間
（藁ワイン）は非常に低い収量です。

● Crémant du Jura Cuvée Coeur de Chardonnay
クレマン・デュ・ジュラ・キュヴェ・クール・ド・シャルドネ

01008567

2016 750ml

入数12

白

3361128190026

¥5,000

参考小売

シャルドネ100％。モンティニー・レ・ザルシュールとヴェルノワのコミューンにある畑からセレクト。
手作業で圧搾。軽く絞った一番搾りのみを使用。瓶内二次発酵は36ヶ月間。

● l'Etoile Expression
レトワール・エクスプレッション

01007863

2013 750ml

入数12

白

3361123130027

¥4,600

参考小売

シャルドネ70％、サヴァニャン30％
エトワール（星）という名は土壌に無数のヒトデの化石を含んでいることから由来しているとも言われている。

● Arbois Poulsard Vieilles Vignes
アルボワ

プールサール

01007862

ヴィエイユ・ヴィーニュ

2016 750ml

入数12

赤

3361121340022

参考小売

¥4,000

参考小売

¥7,000

プールサール100％
赤い色をした鉄分の多い泥灰土にプールサールは植えられています。

● Arbois Vin de Paille
アルボワ

ヴァン・ド・パイユ

01006589

2007 375ｍｌ

入数12

白

3361121500013

20％プルサール、40％シャルドネ、40％サヴァニャン 3ヶ月間葡萄を乾燥させた後に発酵。
バリックで2年間の熟成。アルコール度数15-16℃、残糖60-100ｇで停止する。甘口ワイン。

Arbois Vin Jaune

● アルヴォワ・ヴァン・ジョーヌ
01008284
01008566

2011 620ml
2012 620ml

入数12
入数12

白
白

3361121400023
3361121400023

参考小売
参考小売

¥10,000
¥10,000

100％ サヴァニャン
伝統的な製法で、糖分が全てアルコールに変わるまで発酵。小樽で6年以上ウィヤージュ（継ぎ足し）せずに
熟成後、クラブランと呼ばれる独特のボトルに瓶詰めされる。
この醸造方法により生み出される、複雑でフィニッシュが長いアロマティックな風味が特徴。
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アルザス

Alsace

Cave du Roi Dagobert

カーヴ・デュ・ロワ・ダゴベール

● Crémant d'Alsace
クレマン・ダルザス
かつてストラスブールの最も高級なレストラン
や北ヨーロッパの宮廷に供給されていたメロ
01008751 N.V. 750ml 入数12 泡白 3478886307020 参考小売
¥3,200
ヴィング王朝のドメーヌの輪郭に当てはまる場
ﾋﾟﾉ･ﾌﾞﾗﾝ ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ 瓶内熟成１８ヶ月 ｱﾙｺｰﾙ度数：12% 残糖：7.1g/L 酸度：3.7g/L 土壌：泥灰質と粘土質土壌
所にカーヴ・デュ・ロワ・ダゴベールの畑は位
置します。それがワイナリーの名前”ダゴベー
ル王のワイン蔵”の由縁です。この共同組合が ● Pinot Blanc
ピノ・ブラン
設立されたのは1952年。現在は250の葡萄栽培
者たちによりリュットリゾネで９００ヘクター
01008750 2020 750ml 入数12 泡白 3478886388944 参考小売
¥2,600
ルの葡萄が栽培されています。風景は豊かな陽
アルコール度数：12,5% 残糖：3,9/L 酸度：4,1g/L sur lie4-6ヵ月 緑色を帯びた淡いイエロー。
に恵まれた果樹園、草地や葡萄園に覆われたな
洋ナシ、林檎、白桃などフレッシュでフルーテイな香り。白い花の風味もあり、エレガントで綺麗な果実味。
だらかな丘からなります。粘土石灰質や泥灰質
土壌が、ワインにフィネスと豊かなアロマをも
Bio ビオ
たらします。

● Trebogad Gewurztraminer Bio

ヴァン・ナチュール

トレボガ・ゲヴェルツトラミネール・ビオ

01008129 2018

750ml

入数12

白

3478886887744

参考小売

¥4,200

ヴァン・リーヴル、ヴァン・ナチュール、ヴァン・ナチュレルとも呼ばれ二酸化硫黄、亜硫酸塩を全く添加せず、
自然酵母から醸造された体に優しいワインです。葡萄本来の味わいがそのままダイレクトに表現されています。

Grand Cru グラン・クリュ
アルテンベルグ・ヴォルクスハイムは1992年にGCに認定されました.ナポレオンが愛したワインの一つといわれています。

● Gewurztraminer Grand Cru Altenberg de Wolxheim
ゲヴェルツトラミネール・グラン・クリュ・アルテンベルグ・ドゥ・ウォルサイム

01008128 2015

750ml

入数12

白

3478886888352

参考小売

¥4,500

ライチ、バラ、白檀、スパイスの香り。フレッシュで、エキゾチックなフルーツがさわやかに口中に広がります。
力強く調和のとれたボディ、そして素晴らしいフィネスが感じられます。

Domaine Sacré Coeur ドメーヌ・サクレ・クール

● Riesling
リースリング

01008564
01008749
残糖：5,70g/L

2017 750ml
2019 750ml

入数12
入数12

白
白

3478886589020
3478886589020

参考小売
参考小売

¥3,000
¥3,200

酸度：4,54g/L 土壌：泥灰質と粘土質土壌 sur lie8-10ヵ月

イエローグリーン色を帯びた淡い黄色。柑橘類とピーチのアロマの大変豊かな果実風味。後にフローラルな特色を表す。
このリースリングは、クリーンでフルーティ。柑橘類の特色に溢れ、その新鮮さとミネラルが晴らしい余韻をもたらす。

● Pinot Gris
ピノ・グリ

01007533
01008562

2015 750ml
2019 750ml

入数12
入数12

白
白

3478886788577
3478886788577

参考小売
参考小売

¥3,200
¥3,200

ゴールド色を帯びた黄金色。アプリコットや蜂蜜、また、ハシバミの実のアロマ。 新鮮な口当たり、口に含んで
熟成感を感じる。骨格、ボリューム感があり、絹のようになめらかでバランスが良い。長い余韻がすばらしい。

Domaine Christ ドメーヌ・クリスト

● Gewurztraminer
ゲヴェルツトラミネール

01008560

2015 750ml

アルコール度数 ：13,01%

入数12

残糖：17,30g/L

白

3478886888901

参考小売

¥3,800

酸度：3,21g/L sur lie8-10ヵ月

マンゴ、ライチ、パッションフルーツ、パパイヤなどのエキゾチックな果物の豊かなアロマ。スイートさと
スパイシーさが繊細なバランスをみせる、大変果実味豊かなワイン。クリストの真正な仕事を表現するワイン
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★★

ドイツ・ワイン

★★

ラインヘッセン

Rheinhessen

Weingut Walter

ヴァルター醸造所

● Alzeyer Wartberg Rivaner Trocken QbA
アルツァイヤー・ヴォルトベルク･リヴァーナー・トロッケン・ｸｰ・ﾍﾞｰ･ｱｰ

01008699

2019 750ml

入数12

白

4260063420283

参考小売

スクリューキャップ

¥2,500

● Kettenheimer Wartberg Scheurebe Kabinett
ケッテンハインマー・ヴォルトベルク･ショイレーベ・カビネット

01008242

2019 750ml

入数12

白

4528161022014

スクリューキャップ

参考小売

¥2,100

● Alzeyer Wartberg Riesling Kabinett
アルツァイヤー・ヴォルトベルク・リースリング・カビネット

01008244

2019 750ml

入数12

白

4528161022038

スクリューキャップ

参考小売

¥2,100

● Alzeyer Wartberg Huxelrebe Spätlese
アルツァイヤー・ヴォルトベルク･フクセルレーベ・シュペトレーゼ

01008697

2018 750ml

白

4260063420047

歴史は古く1864年まで遡ります。本拠地はライン
ヘッセンのアルツァイ町の南にある小さな村ケッ
テンハイムにあります。
● Alzeyer Wartberg Riesling Auslese
1920年にブドウ畑を所有し、第2次世界大戦頃に
アルツァイヤー・ヴォルトベルク･リースリング・アウスレーゼ
自社で瓶詰めを始めました。
01008240 2019 750ml 入数12 白 4528161021994
1985年に5代目にあたるヴァルター・ミヒェルが
運営し現在29haの畑を所有し、リースリング、シ
Rhenhessen Ortega TBA
ルヴァーナー、ケルナー、ミュラー・トゥルガウ、●
ラインヘッッセン・オルテガ・トロッケン・ベーレン・アウスレーゼ
ショイレーベ、グラウブルグンダー、ヴァイサー
01008241 2018 375ml 入数12 白 4528161022007
ブルグンダー、フクセルレーベ、ファーバレーベ、
オルテガ、ズィーガレーベ、そして赤ワイン用に
ドルンフェルダー、ポルトギザー、シュペートブ ● Dornferder Rotwein
ドルンフェルダー・ロートヴァイン
ルグンダー、サン・ローランが栽培されています。
01008698 2019 750ml 入数12 赤 4260063420238
アルツァイアー・ヴォルトベルク
ラインヘッセン地域の中央部、アルツァイ村にあ
る単一畑。
ベライヒはニアーシュタインに属します。この町
は西暦２２３年には既に名前が存在した歴史のあ
る町です。
入数12

スクリューキャップ

参考小売

¥2,700

スクリューキャップ

参考小売

¥2,800

スクリューキャップ

参考小売

¥5,000

スクリューキャップ

参考小売

¥2,600

ラインヘッセン

Rheinhessen

Weingut Kitzer

ワイングート・キッツァー
面積：0.92ha
土壌：砂利砂
標高：186ｍ
平均樹齢・38年
醗酵：ステンレスタンクで約３ヶ月
アルコール分：8.5％
残糖：160ｇ／ℓ
生産量：1688ℓ

アイスヴァインは凍ったままのぶどう
を圧搾して造られる非常に贅沢な甘口
ワインです。通常のワインの収穫は秋
ですが、アイスワインの収穫は気温が
マイナス7℃以下の条件になる12月中旬
頃から。その間のリスクは大きく、収
穫量は１ヘクタールあたり僅か3～5ヘ
クトリットル。普通のワインの約10分
の１と大変希少です。希少なアイスワ
インは瓶詰めされてから7～10年経った
ものが飲み頃。保存状態が良ければ20
年以上はもちろん100年でさえ行き続け
る可能性もあります。

ティスティング：レモンの皮や蜂蜜、アカシアの香り。
味わいは、新鮮な酸味とレモンカード（レモンのスプ
レッド）やドライ・アプリコット、オレンジのニュアンスも
あります。フィニッシュはクリーンでピュア、長い余韻。

● Wöllsteiner Äffchen Silvaner Eiswein
ヴォルシュタイナー・アフシェン・シルヴァーナ・アイスヴァイン

01007391

2016 375ml

入数12

白

4260408840417

参考小売

¥4,000

● Badenheimer Galgenberg Silvaner Eiswein
バーデンハイマー・ガルゲンベルグ・シルヴァーナ・アイスヴァイン

01008239

2018 375ml

35

入数12

白

4528161022052

スクリューキャップ

参考小売

¥4,500

★★ オーストラリア・ワイン

★★

マクラーレン・ヴェイル

McLaren Vale

Wines By Geoff Hardy (Bec Hardy Wines)

ワインズ・バイ・ジェフ・ハーディ

（ベック・ハーディ・ワインズ）

ジェフ・ハーディは家族が経営する1857年創業
のトーマス・ハーディ＆サンズで経験を積んだ
後、1980年にマクラーレン・ヴェールの有望な
地にて自身のワイナリーを立ち上げました。丘
に広がる自然の恵み豊かな土壌、海風の吹きぬ
ける冷涼な気候が高品質な葡萄を生み出しま
す。また数年後、アデレード・ヒルズにて葡萄
栽培に最適な場所を見つけ、今では3000ha以上
の葡萄栽培に関わっています。オーストラリア
で最も著名なワイン評論家ジェイムズ・ハリ
ディ氏は5ツ星ワイナリーと評価しました。
又、オーストラリアで最も歴史あるワイン誌
「ワインエステート・マガジン」の“ワイナ
リー・オブ・ザ・イヤー”に2012,2014年度 見
事選出されました。2020年7月、娘ベックが夫
リチャード・ドーランと共にペルタリンガの所
有と経営を引き継ぎました。ハーディの名は
1850年代から南オーストラリアワインの代名詞
となっており、ベック・ハーディ氏はその伝統 ● Pertaringa Lakeside Chardonnay
ペルタリンガ・レイクサイド・シャルドネ
を受け継ぎ、先代からの経験と評判をもとにワ
イン造りを行っています。
01008519 2020 750ml 入数12 白 9355811003049
01008812 2022 750ml 入数12 白 9355811003049
94 points -WineSstate Magazine 2020 Vin
92Points -Wine Showcase magagine 2022 Vin

ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%

スクリューキャップ

参考小売
参考小売

¥1,800
¥2,000 9/15～

青りんごやオレンジ、シトラスの香り。

バランスの取れた果実味が広がり、溌剌とした酸味が爽やかさをもたらす味わい。

● Pertaringa Lakeside Sparkling
ペルタリンガ・レイクサイド・スパークリング

93 points – Wine Showcase Magazine

N.V.

01008811

750ml

入数12

白泡 9326838000267

参考小売

¥2,300 9/15～

ｺﾛﾝﾊﾞｰﾙ、ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ、ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ、ｼｬﾙﾄﾞﾈ
新鮮なシトラス、新鮮なリンゴの香りにレッドベリーのニュアンス。果実味と酸味のバランスが良く、クリーンな後味。

● Pertaringa Lakeside Moscato

92 points – Wine Orbit
91 points -Winestate Magazine

ペルタリンガ・レイクサイド・モスカート

01008813

2021 750ml

ﾓｽｶｰﾄ100%

入数12 白微泡

微発泡
9355811003001

スクリューキャップ

参考小売

¥2,300 9/15～

ｱﾙｺｰﾙ度数：6.5％

優しい微発泡。生き生きとしたライチ、かすかにラベンダーの香り。心地よい甘みと酸味が調和し爽やかな後味です。

93 points – Wine Orbit
93 points – Wine Showcase Magazine
91 points – Winestate Magazine
89 points – Wine Enthusiast

● Pertaringa Scarecrew Sauvignon Blanc
ペルタリンガ・スケアクロウ・ソーヴィニョン・ブラン

01008814

2021 750ml

入数12

9355811002004

白

スクリューキャップ

参考小売

¥2,600 9/15～

ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100%
レモンシャーベット、キウイ、パパイヤを想わせる活き活きとしたアロマ。ライム等柑橘系果実のフレッシュな味わい。

94 Points -Wine Showcase magagine
94 points – Wine Orbit
91 Points -Wine Enthusiast

2019 Vin

97 points – Winestate Magazine 2020Vin
95 points – Wine Orbit
94 points – Wine Pilot

● Pertaringa Understudy Cabernet Sauvignon
ペルタリンガ・アンダースタディ・カベルネ・ソーヴィニョン

01008522
01008816

2019 750ml
2020 750ml

入数12
入数12

9326838000021
9355811002035

赤
赤

ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ90% ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ8% ﾏﾙﾍﾞｯｸ2%

参考小売
参考小売

¥2,500
¥2,600 9/15～

新樽（フレンチオーク）15％ 18ヶ月熟成

ブラックチェリー、黒スグリ、唐辛子の力強い香りにシナモンやジンジャー、ペッパーの香りがアクセント。
黒い果実やコーヒー、カシス風味のバランスの取れた味わいの中に杉やシルキーなタンニンが溶け込んでいます。

Pertaringa Undercover Shiraz

96 points – Wine Pilot
● ペルタリンガ・アンダーカヴァー・シラーズ
94 points – Wine orbit
01008815 2020 750ml 入数12 赤
93 points – International Wine Challenge 2022
ｼﾗｰｽﾞ100%

9355811002042

参考小売

¥2,600 9/15～

新樽（フレンチオーク）15-20％ 18ヶ月熟成 プラムやダークベリーの香りやダークチョコレート、ココアの

ニュアンスもあり複雑な香り。プラムやスパイス、ブラック・オリーヴ、クローヴなどの風味。滑らかな口当たり。

98 points – Winestate Magazine
95 points - Wine Orbit
95 points – Wine Showcase Magazine
94 points – Wine Pilot

Pertaringa Rifle&Hunt Cabernet Sauvignon

● ペルタリンガ・ライフル・アンド・ハント・カベルネ・ソーヴィニョン
01008818

2019 750ml

ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ100%

入数12

赤

9355811002066

参考小売

¥5,000

新樽（フレンチオーク）40％ 20ヶ月熟成 黒スグリ、レッドカラントなどの豊かな果実香。

ハーブなどのニュアンスもあり複雑なアロマ。ベリー系のリッチで甘美な風味としっかりとした構造をもち、長い余韻。

97 points -WinestateMagazine
2018Vin
95 Points -Wine Showcase magagine
94 points – Wine Orbit
91 Points -Wine Enthusiast
90 Points -James Suckling
98 points – Winestate Magazine 2019Vin
95 points – Wine Orbit
94 points – Wine Pilot

Pertaringa Over The Top Shiraz

● ペルタリンガ・オーヴァー・ザ・トップ・シラーズ
01008523
01008817
ｼﾗｰｽﾞ100%

2018 750ml
2019 750ml

入数12
入数12

赤
赤

9326838000052
9355811002059

参考小売
参考小売

¥5,000
¥5,000 9/15～

新樽（フレンチオーク）30％ 20ヶ月熟成 アプリコットやプラム、クローヴ、可憐な花を想わせる香り。

プラムやベリー系果実の凝縮感ある果実味と滑らかなタンニンが調和しています。
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