■Tasting Report Date 13 Jan. 2009 企09.2 月

葡萄品種によって異なる味わいを持っている白ワイン︒今回は葡萄品種毎
にリーズナブルな価格のお奨めワインを選出してみました︒

ヴュルツブルガー アプツライテ シルヴァーナー トロッケン2007
トロッケン2007
ビュルガーシュピタール醸造所
商品コード：QLBWA07

参考上代：2,600円

ドイツの辛口ワイン産地として知られる、フランケ
ン地方のビュルガーシュピタールが作るシル
ヴァーナー種からの白ワイン。ビュルガーシュピ
タール醸造所は1319年にビュルツブルグの富豪
ヨハン フォン シュテーレンによって設立された
もので、当時から現在に至るまで、ワイナリー経
営からの収益によって養老院の経営がまかなわ
れている。また、現在110ｈａの葡萄園を所有して
おり、ドイツでも有数の規模を誇っている。
このワインは僅かに黄色のかかった淡い麦藁色をしており、その味・香は
クリーンで、シルヴァーナーならではの柑橘系果実や青リンゴのきりっと引
き締まったボディをもち、ピュアな中にもしっかりした力強さを持った味わい
深いワインとなっている。現在が旬の生牡蠣ともぴったりのワイン。
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シルヴァネール レゼルヴ2007
レゼルヴ2007
ドメーヌ ヴァインバック
商品コード：DLWBC07

参考上代：3,990円

ドメーヌ ヴァインバックの醸造所のあるクロ
デ キャプサンで栽培されたシルヴァーネー
ル種からつくられたワイン。
ビュルガーシュピタールと同じ品種ながら、
色は幾分濃い目で、青リンゴというよりは若
干黄色いリンゴや洋梨の風味を持っている。
より一層アロマティックで口当たりはやわら
かく、鶏や豚などの白い肉類との相性の良
さをうかがわせている。牡蠣のグラタンなど
のコクのある牡蠣料理などにも良さそう。

ブルゴーニュ アリゴテ2007
アリゴテ2007
ドメーヌ ジャクソン

商品コード：BLJQD07

参考上代：3,120円

Riesling

ドメーヌ ジャクソンは、1946年にリュリーの
シュヴルモンに設立されたドメーヌで、1972
年からは設立者の息子にあたるポール ジャ
クソンによってワイン作りが行われている。特
に白ワインの評価が高く、英国のマスター オ
ブ ワインのクライヴ コーツから2007年2月
のデカンター誌で「ブルゴーニュのドメーヌトッ
プ10」に選出されている。
平均樹齢30年のアリゴテから作られたこのワ
インは、柑橘系果実の酸味と青リンゴや固い
洋梨などを思わせるシンプル＆スリムで軽い
美味しさを持つが、樽で熟成されているため、
ヴァニラの風味と複雑さを持っている。

Aligoté

ブーズロン2007
ブーズロン2007
ドメーヌ ド ヴィレーヌ
商品コード：BLVLB07

参考上代：3,100円

コート シャロネーズ地区のブーズロンでは、
1971年にこの地でドメーヌを設立したドメーヌ
ド ヴィレーヌの貢献によって、アリゴテ種からの
白ワインは「ブーズロン」としての村名ＡＯＣを獲
得している。1979年には「ブルゴーニュ アリゴ
テ ド ブーズロン」が、そして1997年には「ブー
ズロン」が独立した村名ＡＯＣに昇格し、アリゴテ
の白のみを産出するブルゴーニュで唯一のアペ
ラシオンである。ブーズロン特有の透明感のあ
る果実感を持ち、フレッシュでリッチなミネラルと
豊かな酸味、そしてまろやかな口当たりを持った、
ハイクオリティなアリゴテである。

ロバート ヴァイル
リースリング
ハルプトロッケン2007
ハルプトロッケン2007
ロバート ヴァイル醸造所
値下げ!

商品コード：QLRWH07
参考上代：3,030円

ラインガウの名醸、ロバート ヴァ
イルが作る、中辛口タイプのワイ
ン。若々しく輝きのある淡い色合
いと、リースリング特有の気品の
ある繊細な香りを持っている。辛
口ながら、みずみずしく僅かに甘さ
さえ感じさせる。このワインを飲む
と、リースリングがなぜ現在のよう
にワインの主流となっていないの
か、不思議に感じてしまうほどの
美味しさを持っている。

■Tasting Report Date 13 Jan. 2009 企09.2 月

オーシェール ブラン2007
ブラン2007
シャトー オーシェール
商品コード：HLAUB07

値下げ!

参考上代：1,650円

シャトー ラフィット・ロートシルトを所有する
ＤＢＲ社が南仏コルビエールに所有する
シャトー オーシェールで作られる白ワイン。
シャルドネ種100％から作られる辛口白ワ
インで、ヴァン ド ペイ ドックの白だが、
南仏ながら最も涼しい場所を選んでシャル
ドネが植えられているため、美しい酸味を
特長としている。
このワインは淡い麦藁色をしており、フレッ
シュな風味が高く、柑橘系果実や黄色いリ
ンゴを思わせるアロマティックな香りを持ち、
辛口な味わいの中にも程よい甘味を感じさ
せ、美味しい。非常にバランスのとれたカリ
テ/プリの高いワインである。
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カテナ シャルドネ2006
シャルドネ2006
商品コード：YLCTH06

参考上代：2,840円

ロバート パーカーがアルゼンチンで初めて★★★★★
（傑出）と評した作り手、ボデガ カテナ サパータの作る
シャルドネ種からのワイン。同社では霊峰アンデス山脈の
麓850〜1,500ｍに位置する葡萄畑で、標高の違い（温度
の違い）によって各種の葡萄を栽培している。シャルドネ
種は標高の高い涼しい気候で栽培されるもの。
まだ若々しい幾分淡めの麦藁色、柑橘系果実や黄色いリ
ンゴ、洋梨などのフレッシュな果実の香りとともに、心地よ
いヴァニラなどの樽からの風味が香る。樽からの風味は
果実からのアロマと見事にバランスしており、そのワイン
作りの確かさを深く印象付けるワインとなっている。これだ
けの高い品質を持ったワインが参考上代3,000円を切った
価格で販売されることは驚異に近い。

シャブリ2007
）
シャブリ2007 ウイリアム フェーブル（メゾン
フェーブル（メゾン）
／ シャブリ2007
2007
ドメーヌ
ウイリアム
フェーブル
シャブリ
商品コード：WFLC07
参考上代：2,610円
／商品コード： WFGC07
参考上代：3,390円

値下げ!

同じシンプル・シャブリのネゴシアン物とドメーヌ物との比較
という興味深い試飲。ネゴス物のほうが若干黄色い色が強く、
ドメーヌ物のほうが淡い色をしている。味わいはネゴス物の
ほうは、レモンやライム、青リンゴを思わせるすっきりした清
涼感のある心地よさを特長としている。ドメーヌ物は、同社が
グラン・クリュ、グルヌイユの畑を売却して入手した畑からの
ワインで、1級畑の周辺に広がる100％キンメリジャンの土壌
に栽培されたシャルドネ種から作られたワインで、フリンティ
な香りとミネラル感にあふれた典型的なシャブリの味香を特
長としている。まさに一級格の味わいである。

ソーヴィニヨン
ブラン

セミヨン
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ドメーヌ デュ ノゼ
シャトー ド シャントグリーヴ2007
シャントグリーヴ2007

商品コード：ALJCW07

参考上代：2,390円

このシャトーはガロンヌ川左岸のポデン
サック村にあり、91ｈａの葡萄畑から赤・
白・甘口白など合計で25,000ケースあまり
のワインを産み出している。赤と辛口の白
ワインのＡＯＣはグラーヴであり、ボルドー
大学のパスカル リベロー・ガイヨン教授が
エノロジストを勤めている。
このワインを試飲したときの試飲チーム全
員の印象は「美味しい。出来ることなら飲
んでしまいたい」であった。ソーヴィニヨン・
ブランとセミヨン50％ずつから作られたこの
ワインは、ソーヴィニヨンからの鮮やかな
香りとセミヨンからの程よいコクが見事なバ
ランスを見せ、アカシアの蜂蜜を思わせる
エレガントで上品な甘味を特長としている。
見事としか言いようのない美味しさを持っ
たワインである。

商品コード：GLNZA07
参考上代：3,220円

ロワール河から少し離れたＡＯＣサ
ンセールの中でも最も北に位置す
るサント・ジェムという村のドメーヌ。
サンセールではソーヴィニヨン・ブラ
ンからの辛口白ワインと、ピノ・ノ
ワールからのロゼと赤ワインが作ら
れるが、ドメーヌ デュ ノゼでは白
ワインのみが作られている。
非常に淡い色を持ち、サンセールら
しいレモンやグレープフルーツ、青
リンゴのようなフレッシュな果実香と
ハーブのような香りが高く、エレガン
トで上品なワイン。春の野菜や山菜
などの天ぷらと合わせて楽しみたい
繊細な香りを持ったワインである。
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カリテ・プリ 品種別白ワイン 特集

製品名

Vintage

ＡＯＣ

色

容量

梱包

参考価格

QLBWA07 ウ゛ュルツブルガ− アブツライテ シルウ゛ァ−ナ− トロッケンビュルガ−シュピタ−ル

2007

ﾌﾗﾝｹﾝ

白

750ML

12

2,600

DLWBC07 シルウ゛ァネ−ル レゼルウ゛ドメ−ヌ ウ゛ァインバック

2007

ｱﾙｻﾞｽ

白

750ML

12

3,990

BLJQD07

ブルゴ−ニュ アリゴテドメ−ヌ ジャクソン

2007

ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ ｱﾘｺﾞﾃ

白

750ML

12

3,120

BLVLB07

ブ−ズロン ドメ−ヌ ド ウ゛ィレ−ヌ

2007

ﾌﾞｰｽﾞﾛﾝ

白

750ML

12

3,100

2007

ﾗｲﾝｶﾞｳ

白

750ML

12

3,030

2007

ｳﾞｧﾝ ﾄﾞ ﾍﾟｲ ﾄﾞｯｸ

白

750ML

12

1,650

QLRWH07 ロバ−ト ウ゛ァイル リ−スリング ハルプトロッケンロバ−ト ウ゛ァイル
値下げしました!

値下げしました!

HLAUB07

オ−シエ−ル ブランシャト− オ−シエ−ル

YLCTH06

シャルドネカテナ

2006

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

白

750ML

12

2,840

WFLC07

シャブリウィリアム フェ−ブル（メゾン）

2007

ｼｬﾌﾞﾘ

白

750ML

12

2,610

WFGC07

シャブリウィリアム フェ−ブル（ドメ−ヌ）

2007

ｼｬﾌﾞﾘ

白

750ML

12

3,390

ALJCW07

シャト− ド シャントグリ−ウ゛

2007

ｸﾞﾗｰｳﾞ

白

750ML

12

2,390

GLNZA07

サンセ−ル ブランドメ−ヌ デュ ノゼ

2007

ｻﾝｾｰﾙ

白

750ML

12

3,220

値下げしました!

●･･･複数ヴィンテージがございます。 ※･･･ハーフサイズがございます。
＊価格はすべて税抜き価格です。

