価格帯別
「オススメ紅白ファインワインセット」
2月から3月は進学・昇進などのお祝い事の多い時期、親族や親しい方へのお祝いにワインほど心を伝える物はないでしょう。また春の叙勲の時期でもあり社会的に成功され
た方々への贈り物としてワインほど相応しいものはありません。今回はそうした慶事のギフトにふさわしいワインの数々を紅白で価格帯別に選んでみました。（クラス価格は赤・白合
計の目安となる価格です）

5千円クラス 〜コストパフォーマンスの良いセット〜
（赤）シャトー ペイル・ルバート2003

ALFYR03

1万円クラス 〜いきいきとした果実味が楽しめるワイン〜
（赤）シャトー カルボニュー2002

WLEE30

シャトー ペイル・ルバートはパリのラフィット一族の一
員であるベンジャミン ロスチャイルドが作り、ラフィッ
トのDBR社が販売するオー・メドックリストラック村の
ワイン。甘味を感じるほどに豊かなボディと、きめが細
やかでソフトな口当りを特長としたクリュ・ブルジョワ格
付けのワイン。

グラーヴ地区でも優れたペサック・レオニャンAOC
のグラン・クリュ ワイン。赤はまだいきいきとした果
実味もった典型的なボルドーワインの味わいに、ペ
サック・レオニャンの特長であるシガーのニュアンス
を持ったもの。

（白）シャトー ド シャントグリーヴ2004

(白）ボーヌ デュ シャトー プルミエクリュ
BLBW04
2004 ブシャール P&F

シャントグリーヴはボル
ドーのグラーヴ地区の辛
口白ワイン。フレッシュ
＆フルーティな爽やかさ
とともに、樽からの複雑
な風味をもっており、
2005年パリ農業コンクー
ル金賞受賞。どなたにも
安心してお奨めできる美
味しさを持っている。

＊シャトー ド シャント
グリーヴ樽塾庫

ALJCW04

3万円クラス

〜気品漂う高品質ワイン〜

（赤）シャトー ピション ロングヴィル ラランド1998
WLCW24
赤はメドック地区ポーイヤック村の2級に格付けされたワインながら、
その品質の高さから“スーパー・セカンド”との評価を得ているもの。
現在ちょうど飲み頃を迎えており、ブラックベリーなどの果実味に
すみれやリコリスのニュアンスをもち、気品のある香り高いブーケ
が満ちている。

（白）コルトン・シャルルマーニュ2000
ドメーヌ ブシャールP&F

白はブルゴーニュ・ワイ
ンの中心地、ボーヌの1
級ワイン。柑橘系の果実
の爽やかな美味しさと花
のような華やかな香、樽
からのほどよい複雑さも
持ち合わせた、いま飲み
頃のワインです。

白はブルゴーニュの特級畑コル
トン・シャルルマーニュの中でも
最上位に位置付けられているル
コルトン畑産。少し緑色をおび
た淡く輝く色をしており、口に含
むとレモンや青いリンゴと白い花
のような優しく上品な風味を持っ
ている。

赤・白とも にワイン好き
の方々にもお楽しみいた
だけます。

赤はローストビーフやステーキ
などの肉料理と、白はしっかりし
た味付けの魚介料理や、伊勢
海老などの甲殻類と特に相性が
素晴らしい。

＊シャトー カルボニュー

ＰＰ86

ＰＰ88

BLCC00

WS94

＊ブシャール樽塾庫
＊PP：パーカーズ ポイント、WS：ワインスペクテイター

■Tasting Report Date 22 Jan. 2007

企07
2月

価格帯別
「オススメ紅白ファインワインセット」

7万円クラス
5万円クラス

〜有名シャトーのワインセット〜

（赤）シャトー パヴィ1999

WLCZ44

いまやサンテミリオンを代表するワインとの評価を得てい
るシャトー パヴィ。1999年のこのワインはシャトー オー
ゾンヌと並ぶ高い評価を得ているもので、濃縮されたベリー
系果実に加えて、ビター・チョコレートや焙煎したコーヒー
などの複雑な風味をもち、たっぷりしたタンニン分も充分
にワインに溶け込んでおり、質感の高い滑らかな口当り
を持っている。単純なステーキとの相性もよいが、トリュフ・
ソースなどと特によく合う深い味わいとなっている。

（白）“Y” ド シャトー ディケム2000
“Y”は誰もが最高と認
めるソーテルヌのシャ
ト ー デ ィ ケムが 作 る
辛口白ワイン。よく熟し
た黄色いリンゴを思わ
せ る果 実香 に蜂 蜜 や
バター、僅かに貴腐的
な複雑なニュアンスを
持っている。非常にリッ
チなワインで、通常の
魚介料理だけでなく、
穴子や鰻料理などとも
充分に合わせられる。

＊シャトー ディケムと畑

ＰＰ95

＊PP：パーカーズ ポイント、WS：ワインスペクテイター

WLED75

10万円クラス

〜誰もが納得の高評価ワイン〜

（赤）シャトー コス デストゥールネル1986

WLY90

（赤）シャトー オー・ブリオン2003

シャトー コス デストゥールネルはメドック地区サンテステー
フ村の“スーパー・セカンド ワイン”。収穫から20年を経てい
るにもかかわらず、ブラックベリーやブルーベリーのいきいき
とした果実香を持っており、濃厚でバランスのよい味わいを持っ
ている。まだまだ若々しさを持ったワインで、飲む直前にデカ
ンティングをするのもよい。また、今年20歳を向える新成人の
お祝いにもふさわしいワイン。

ALHHR03

シャトー オー・ブリオンは1855年の格付けに当って唯一メドック以
外の地からグラン・クリュ第1級に選ばれた栄光あるワイン。凝縮さ
れたブラックベリーやカシスにシガー・ボックスや焙煎したコーヒー、
各種のスパイスなどの非常に複雑な風味を持つが、タンニンは充
分に溶け込んで滑らかなテクスチャーを持っており、いま飲んでも
充分にその偉大さが分かるもの。

（白）モンラッシェ2004 ドメーヌ ブシャールP&F

（白）シュヴァリエ・モンラッシェ ラ カボット2001
ドメーヌ ブシャールP&F
BLCA01

BLMR04
モンラッシェはアレ
クサンドル デュマ
（大デュマ）が｢この
ワインは脱帽をして、
跪いて飲むべし｣と
言ったことで知られ
る 辛 口 白 ワインの
最高峰。 圧倒的な
ヴォリューム感と限
りない精妙さを誇る
偉大なワイン。赤・
白 とも に 人 生の 成
功を祝するのにふ
さわしいワインとなっ
ている。

カボットはシュヴァリ
エ・モンラッシェの中
でもモンラッシェと同
じ日照条件と土壌を
持 つとされる特別な
区画から作られたス
ペシャル・キュベ。レ
モンやカリンのジャム
のような凝縮感のあ
る味わいと “純粋”と
いう言葉がぴたりと
当 てはま るピュ ア な
味すじをもったエレガ
ンスの極みともいう
べきワイン。

＊シャトー コス デス
トゥールネル樽塾庫

〜フランスを代表するワイン〜

ＰＰ95

ＰＰ（88-90）

ＰＰ95
＊シャトー オーブリオン
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製品コード

祝福の気持ちをワインにこめて 特集

ワイン名

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ

色

アペラシオン

容量

梱包

参考価格

ALFYR03

ｼｬﾄ- ﾍﾟｲﾙ.ﾙﾊﾞ-ﾄﾞ

2003 赤

ｵ-･ﾒﾄﾞｯｸ

750ML

12

2,640

ALJCW04

ｼｬﾄ- ﾄﾞ ｼｬﾝﾄｸﾞﾘ-ｳﾞ

2004 白

ｸﾞﾗ-ｳﾞ

750ML

12

2,140

WLEE30

ｼｬﾄ- ｶﾙﾎﾞﾆｭ-

2002 赤

ﾍﾟｻｯｸ･ﾚｵﾆｬﾝ

750ML

12

4,750

BLBW04

ﾎﾞ-ﾇ ﾃﾞｭ ｼｬﾄ- Pｸﾘｭ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ)

2004 白

ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾟﾙﾐｴ ｸﾘｭ

750ML

12

4,820

WLCW24

ｼｬﾄ- ﾋﾟｼｮﾝ.ﾛﾝｸﾞｳﾞｨﾙ ﾗﾗﾝﾄﾞ

1998 赤

ﾎﾟ-ｲﾔｯｸ

750ML

12

14,400

BLCC00

ｺﾙﾄﾝ.ｼｬﾙﾙﾏ-ﾆｭ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ)

2000 白

ｺﾙﾄﾝ.ｼｬﾙﾙﾏ-ﾆﾕ

750ML

12

14,100

WLCZ44

ｼｬﾄ- ﾊﾟｳﾞｨ

1999 赤

ｻﾝﾃﾐﾘｵﾝ

750ML

12

23,400

2000 白

ﾎﾞﾙﾄﾞ-ｽﾍﾟﾘｭ-ﾙ

750ML

12

27,400

WLED75

Y ﾄﾞ ｼｬﾄ- ﾃﾞｨｹﾑ

WLY90

ｼｬﾄ- ｺｽ ﾃﾞｽﾄｩ-ﾙﾈﾙ

1986 赤

ｻﾝﾃｽﾃ-ﾌ

750ML

12

31,700

BLCA01

ｼｭｳﾞｧﾘｴ.ﾓﾝﾗｯｼｪ ﾗ ｶﾎﾞｯﾄ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ)

2001 白

ｼﾕｳﾞｱﾘｴ.ﾓﾝﾗﾂｼｪ

750ML

12

40,400

ALHHR03

ｼｬﾄ- ｵ-･ﾌﾞﾘｵﾝ

2003 赤

ﾍﾟｻｯｸ･ﾚｵﾆｬﾝ

750ML

12

52,100

BLMR04

ﾓﾝﾗｯｼｪ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ(ﾄﾞﾒ-ﾇ)

2004 白

ﾓﾝﾗﾂｼｴ

750ML

12

53,600

＊参考価格はすべて税抜き価格です。

