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ファインズ

ヨーロッパ各国ワイン
2018

（フランス、ドイツ、スペイン、
ポルトガル、オーストリア）

ワインが語る“自然の恵みと造り手の想い”

を伝え、共感と笑顔の輪を広げます



アルザス

ロワール

ジュラ

ローヌ

カオール

ラングドック・ルーション
プロヴァンス

コルシカ

France

Germany

ヴァインフィアテル

ヴァッハウ

Austria

トカイ

Hungary

Portugal

リスボン

リオハ

リベラ デル ドゥエロトロ
ルエダ プリオラート

Spain

個性豊かで、バラエティ豊かな魅惑のワイン
一般的にワインというと、フランスのボルドーとブルゴーニュにスポットが当たり、この二大産地を代名
詞的に語られることが多く見受けられます。しかし、ワインを語る上で歴史的背景、テロワールなど個
性あるワインを産出する重要な産地がフランスやヨーロッパ諸国にも沢山あります。
ロワール、ローヌ、ライン、ドナウなど河川を中心とした産地や、南仏、イベリア半島西部の地中海沿
岸など、その特徴は様々でまさに個性豊かです。
また、リースリング、ゲヴュルツ トラミネール、シュナンブラン、シラー、グルナッシュ、テンプラニーリョ、
グリューナーフェルトリーナーなどなど・・カベルネ ソーヴィニヨンやピノ ノワール、シャルドネ以外に世
界を代表する品種を産出しており、ワインの選択肢を広げ、バラエティーに富んだワインリストに華を
添えてくれます。特に銘醸と呼ばれる生産者をまとめました。ぜひ、ご採用をご検討ください。

ドイツ

フランス

スペイン

ポルトガル

イタリア

オーストリア

ハンガリー



Alsace アルザス

Loire ロワール

Côtes du Rhône コート デュ ローヌ

Sud de la France 南仏
（ラングドック＆ルーション、カオール、プロヴァンス）

★ドメーヌ ヴァインバック
★カミーユ ブラウン
★ドップ オ ムーラン

★クレ ド セラン（ニコラ ジョリー）
★ドメーヌ デ カール
★ドメーヌ デ ロッシュ ヌーヴ
★シャトー ド クーレーヌ
★ドメーヌ ミショー
★ドメーヌ デュ ノゼ
★ドメーヌ コニェット
★ジットン

★ドメーヌ ジョルジュ ヴェルネ
★ラカボット
★ファヨール フィス エ フィーユ
★ドメーヌ デ セネショー

★ロバートヴァイル醸造所
★クレブス醸造所
★クロスターエーバーバッハ
★ビュルガーシュピタール

★ドメーヌ ド レリス マジエール
★ドメーヌ ド オーシエール
★ジェラールベルトラン
★マスデルペリエ
★ルルーブルー

France フランス

Germany ドイツ Austria オーストリア

Spain スペイン
★テンポスベガシシリア

★アルバロパラシオス
★パラシオスレモンド
★プロトス
★トレデルガル
★アルティガフステル
★ヴィノスゲラ

★ニコライホーフ醸造所
★フリッツ サロモン
★フーグルヴィンマー
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Corse コルシカ島
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凡 例

品名

取扱いのある
容量と参考上代、
生産国と地域

ブドウ品種と色、
味わいのタイプ

造りや味わいの
特徴

相性の良い料理例

商品の特徴を
表すマーク

＜各マークの意味＞

… 安定供給を目指して
いる、定番にお勧め
の商品

… 同上（750mlのみ）

… ビオロジック農法の
認証を得ている商品

… ビオディナミ農法の
認証を得ている商品

… 栓がスクリュー
キャップの商品

… 化粧箱付で出荷可能
な商品

カバブリュット レセルバ

750ｍｌ 2,000円

【スペイン DOCaカバ】

○ マカベオ（ビウラ）、パレリャーダ、
チャレッロ

○ 白 辛口

「トレデルガルテステート」と「マスベル
ニッチエステート」という2つの自社畑からと

れたブドウのみを使用。長期瓶熟による深
みのあるボディと酸がエレガントに調和し、

マカベオ特有の青りんごを思わせる爽やか
な果実味を伴った、心地よい余韻が長く続
きます。

パテや生ハム、鯛やヒラメなど白身魚のム
ニエル、ホタルイカのフリットと合わせて。

Portugal ポルトガル
★アデガマイン ・・・・・・・・・・・・ 38,39

Jura ジュラ

★ドメーヌ ベルテ・ボンデ ・・・・・・・・・・・・28



ドメーヌ ヴァインバック

1612年にアルザス地方カイゼルベルク地区にカプチン派の
修道僧達によって創立された「ワインの小川（Bach）」という
意の名のドメーヌ。醸造所はアルザスで最も有名なグラン
クリュ畑のシュロスベルク（城山）の丘の麓にあります。
1898年にファレール家の所有となり、その後アルザスAOC
の認可に力を尽くした2代目テオ ファレ－ル氏、更に彼の亡
き後は1979年からコレット夫人と娘たちへと引き継がれまし
た。現在は長女のカトリーヌ氏がドメーヌ運営を、息子であ
るテオ氏が栽培を担当しています。
ナチュラルな果実味と繊細な味わいで、世界的にも評価さ
れ、その名を世界に轟かせています。

DOMAINE WEINBACH

家族で守り続ける、
テオ氏の精神と黄金の伝統

France, Alsace 
【フランスアルザス】

【ワイン造り】

1998年より一部、2005年ヴィンテージからは全面でビオディナミ
を実施。除草剤、化学農薬、浸透性農薬は一切使用しません。

アルザスの認定収量を大幅に下回る収量に抑え、最適な時期に
手摘みで収穫。辛口ワインでもボトリティス菌が付くことで、ワイ
ンの香りの複雑さや骨格が強化されます。
醸造面では、継続的に注意を払いつつも、介入は最低限に抑
え、個々のブドウやテロワールの表現を最優先にしています。や
さしくゆっくり圧搾し、1,500～6,000Lのオーク古樽で発酵。ゆっく
りと長く発酵させることでワインの複雑味や深みが増し、天然酵
母のみを使用。リースリングの発酵は、最も長くて翌年の夏頃ま
で続くこともあります。瓶詰めも、ビオディナミの暦に従って実施
されています。

ピノ グリ キュヴェ テオ

750ｍｌ 4,580円
【フランス AOC：アルザス】

○ ピノ グリ 100%
○ 白 辛口

テオ ファレール氏が名付けたこのキュヴェは
ドメーヌを取り囲むクロ デ カプサンの花崗岩
を母土に砂が表面を覆う地質に栽培されるブ
ドウを用いて造られます。

※旧ピノグリレゼルヴパルティキュリエールの
名称が変わりました。

左：テオ氏 中央：カトリーヌ女史 グラン クリュ シュロスベルグ
南向きの段々畑

シュロスベルク、フュルステンテュム、マンブールという３つのグラン
クリュを中心に、 総面積27haを所有しています。

【ブドウ畑】

シュロスベルク ・・・ 1975年にアルザスで最初に認定されたグ
ランクリュ。ヴァインバックは8haを所有する最大所有者。南向
きの急斜面に広がる段々畑。

フュルステンテュム ・・・南南西向きの急斜面。ゲヴュルツトラミ
ネールを栽培。
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シルヴァネール レゼルヴ

750ｍｌ 3,770円
【フランス AOC：アルザス】

○ シルヴァネール 100%

○ 白 辛口

ヴァインバックでは、クロ デ カプサン内の砂
泥質土壌(シルト)に1.4haのシルヴァネールを
栽培しており、この区画はブドウの成熟が早
いため上品で果実味に富んだワインに仕上が
ります。
白い花を思わせるいきいきとした上品な果実
味、口に含むとしっかりしたミネラルを思わせ
る風味とともに花の蜜のように優しい味わい
が広がります。

ピノ ブラン レゼルヴ

750ｍｌ 4,170円
【フランス AOC：アルザス】

○ ピノ ブラン 100%
○ 白 辛口

豊かで滑らかな口当たりと、桃や白い花、蜂
蜜を思わせる風味が特徴。フレッシュな果実
味と芳醇さを兼ね備えた、エレガントでバラン
スのよいワインです。

◇どんな食事にも合い、アペリティフとしても
おすすめ

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

http://www.demeter.de/home/start.php?pagegroup=demeter.de&pageaction=home
http://www.demeter.de/home/start.php?pagegroup=demeter.de&pageaction=home


DOMAINE WEINBACH

リースリング グランクリュ シュロスベルク
キュヴェ サント・カトリーヌ “リネディ！”

750ｍｌ 9,900円
【フランス AOC：アルザス グラン クリュ】

○ リースリング 100%
○ 白 やや辛口

特級格付けのシュロスベルク畑の中腹部の、
樹齢55年以上の区画のブドウを厳選したワイ
ンで、その凝縮感は傑出しています。その名
のとおり、聖カトリーヌの日（11月25日）頃まで
待って収穫を行い、残糖約20g/L。複雑味と力
を内に秘めた、穏やかで優しい風味が口いっ
ぱいに広がります。
◇ロブスター、ホタテ、甲殻類、濃いソースを
使った魚料理と相性は最高です。

リースリング キュヴェ コレット

750ｍｌ 7,100円
【フランス AOC：アルザス】

○ リースリング 100%

○ 白 辛口

キュヴェ サント カトリーヌが2014年ヴィンテー
ジから、キュヴェ コレットと変更になりました。
グラン クリュ、シュロスベルクの下にあるヴィ
エイユヴィーニュの区画からできるエネルギッ
シュなリースリングです。
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リースリング キュヴェ テオ

750ｍｌ 5,800円
【フランス AOC：アルザス】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

先代のテオファレール氏へのオマージュとし

て、名を冠したワイン。リースリング種特有の
青リンゴやライムに白い花などのフレッシュ
なファースト インプレッションを持ち、アカシア

の蜂蜜を思わせる味わいです。優しく繊細な
風味をもち、非常に構成力のあるワインに仕
上がっています。

ピノ ノワ－ル レゼルヴ

750ｍｌ 5,400円
【フランス AOC：アルザス】

○ ピノ ノワール 100%

○ 赤 ミディアム

クロ・デ・キャプサンと特級畑・シュロスベルグ
(中腹)の小さな区画のブドウを使用し造られま
すが、総面積は1haにも満たない限られた生
産量です。ラズベリー、赤スグリ、ダークチェ
リーなどの赤い果実があふれ、上品な骨格を
形成するタンニン分とチャーミングな果実味が
融合した穏やかな赤ワインに仕上がっていま
す。サラミや生ハムなど前菜の盛り合わせと
のマリアージュがお薦めです。

ゲヴュルツトラミネール
キュベ テオ

750ｍｌ 5,900円
【フランス AOC：アルザス】

○ ゲヴュルツトラミネール 100%
○ 白 辛口

先代のテオファレール氏へのオマージュと

して、名を冠したワイン。スパイシーなゲ
ヴュルツトラミネールの特徴ある果実香な
がら、その風味は上品で洗練されています。
熟したリンゴの蜜や白桃を思わせる風味と
ミネラルを思わせる風味豊かな味わいはこ
のドメーヌならではのものです。

リースリング
グランクリュ シュロスベルク

750ｍｌ 7,800円
【フランス AOC：アルザス グラン クリュ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

アルザス最古のグランクリュ、シュロスベルク
畑の急斜面の頂上の区画のブドウを使用。

砂利質の多い土壌由来の豊かなミネラル香を
特徴とした複雑な風味と、熟した果実味、酸味
を持ち味とする、エレガントで洗練された味わい
です。 熟した桃や黄色いりんご、マンゴーなど
の複雑で濃密な香りが高く、口に含むと非常に
濃厚で、レンゲの蜂蜜のような甘い風味とたっ
ぷりしたミネラルを感じさせます。長い熟成によ
り真価を発揮します。



カミーユブラウン

1960年以前はブドウ栽培（2.5ha）と穀物栽培を同時に行う複
合型農業（ポリカルチャー）でしたが、先代のカミーユブラウ
ン氏と息子のクリストフ氏はブドウ栽培に専念し、現在の
14.5haに所有畑を拡大しました。
クリストフ氏は1998年に世界で最も権威のある土壌学者ク
ロード ブルギニョン氏の講義を受講し、土壌中の微生物がブ
ドウに与える影響の大きさを学び、ビオロジックに開眼。
自身のワイナリーでもビオロジック農法を取り入れ、テロワー
ルを反映したワイン造りを行っています。

CAMILLE BRAUN

ビオディナミを実践する注目の生産者

France, Alsace
【フランスアルザス】

（左から右に）クリストフ氏 、妻のシャンタル夫人、
カミーユ氏の妻マルグリット夫人、カミーユ氏

リースリング

750ｍｌ 2,670円
【フランス AOC：アルザス】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

ボレンベルグ丘陵の”ボル”用の区画の反対
側に広がる0.3haのリースリングから造られま
す。粘土・砂岩質土壌から造られるワインは、
熟した西洋梨やネクタリン、ミネラル、生のま
まのブドウなどを思わせる非常にフルーティな
アロマ。
透明感があり果実味と酸味が上品にまじり合
い、余韻のハリのあるミネラルが実直な印象
を残します。

【ワイン造り】

所有している約14.5haの畑で2000年より試験的にビオロジッ
クとビオディナミを開始し、2005年に全ての畑を転換。
2008年にAB認証を取得しました。
白ワインの醸造はステンレスタンクを使用し、天然酵母で発
酵します。その後6～8ヵ月間シュール・リーで熟成。

赤ワインはステンレスタンクを用い天然酵母で発酵後、2～4
年の古樽（228L）で約9ヶ月間の熟成を行います。

GC Pfingsberg

特級ﾌﾟﾌｨﾝｽﾍﾞﾙｸﾞ

275-370mの標高に28ha広が
る特級畑に0.5 haを所有。南東
向き斜面の泥灰・砂岩土壌。

Bollenberg

ﾎﾞﾚﾝﾍﾞﾙｸﾞ丘陵

プフィンスベルグの正面に広
がる丘陵。
粘土・石灰質土壌。

シルヴァネール

750ｍｌ 2,330円
【フランス AOC：アルザス】

○ シルヴァネール 100%
○ 白 辛口

0.6haの泥灰・砂岩質土壌の区画のブドウを用
いるスタンダードキュヴェ。平均樹齢が45年を
超えるため、VV（古樹）と明記しています。

品の良い酸味と、ミネラルを感じる穏かな味わ
いはサラミの盛り合わせやキッシュ・鮮魚のカ
ルパッチョなど、食前から食中まで幅広いシー
ンで楽しめます。

ピノ ブラン
キュヴェ マルグリットアンヌ

750ｍｌ 2,490円
【フランス AOC：アルザス】

○ ピノ ブラン（オーセロワ） 100%
○ 白 辛口

ピノ ブラン表記ですが中身は100%オーセロワ
で、ピノ ブランよりミネラル豊かで力強いワイ
ンになる傾向があります。平均樹齢40年の区
画は泥灰質土壌に0.5ha広がり、砂糖をまぶし
た柑橘系のお菓子や蜂蜜など甘いアロマ、ふ
くよかで清涼感のある味わいにブリオッシュな
どの風味を余韻に感じます。
残糖は約5g/L。醸造はステンレスタンクを使
用し天然酵母で発酵。その後6ヶ月間シュー
ル・リーで熟成。マルグリットとはクリストフ氏
の母の名前です。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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CAMILLE BRAUN

ピノ グリ ユフォルツ

750ｍｌ 2,810円
【フランス AOC：アルザス】

○ ピノ グリ 100%
○ 白 辛口

粘土・砂質土壌の0.4haのテロワールから造ら
れるワインはスモーキーでナッツや黄系果実な
どを思わせる複雑なアロマ。
ふくよかで充分な果実味を感じますが重すぎず
デリケートな味わいで、残糖は約9g/L。

醸造はステンレスタンクを使用し天然酵母で発
酵。その後6ヶ月シュール・リーで熟成させフィル
ター処理を施し瓶詰めしています。

ゲヴュルツトラミネール ユフォルツ

750ｍｌ 2,840円
【フランス AOC：アルザス】

○ ゲヴュルツトラミネール 100%
○ 白 辛口

粘土・砂質土壌の0.6haのテロワールから造
られるワインは品種特有のライチやバラのア
ロマが芳醇。濃厚でほんのり甘味を感じ余韻
は非常に長いです。残糖は約10g/L。醸造は
ステンレスタンクを使用し天然酵母で発酵、
その後6ヶ月シュール・リーで熟成させフィル
ター処理を施し瓶詰めします。

ゲヴュルツトラミネール

リースリング ボル

750ml 2,860円
【フランス AOC：アルザス】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

プフィンスベルグの正面に広がる丘陵。「ボレ
ンベルグ」を名乗れる区画0.6haと隣接する
0.3haのリースリングをブレンドするため、丘陵
名を正式名で記載できず「ボル」となりました。
粘土・石灰質土壌から造られるワインは軽快
なハニーや熟した黄系果実の複雑なアロマ。
斜面が北西を向き冷涼なテロワールであるた
めフレッシュさやミネラルが感じられるピュア
な味わいです。

リ－スリング グラン クリュ
プフィンスベルク

750ｍｌ 4,470円
【フランス AOC：アルザス グランクリュ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

275-370mの標高に28ha広がる特級畑に0.5 
haを所有。南東向き斜面の泥灰・砂岩土壌か
ら造られるワインは柑橘系や西洋サンザシな
ど白い花の香りが豊かで上品。
残糖は約8g/L。醸造はステンレスタンクと樽
を併用し天然酵母で発酵。その後8ヶ月間
シュール・リーで熟成させます。
いきいきとして濃密で飲み応えがあり､染み
渡るように余韻に旨みが広がります。

ピノ ノワ－ル
キュヴェ カミ－ユ

750ｍｌ 3,220円
【フランス AOC：アルザス】

○ ピノ ノワール
○ 赤 ミディアムボディ

樹齢50年を超える区画のピノ ノワールを使
用するのがこのスペシャルキュヴェ。
醸造はステンレスタンクを用い天然酵母で発
酵後、2-4年の古樽（228L）で約9ヶ月間の熟
成。薄く朱色の色合いで、アセロラや完熟サ
クランボ、ほのかに甘酸っぱいフランボワー
ズなど赤系果実のアロマが華やかに香りま
す。筋肉質ではなくピノの可憐で繊細な味わ
いを追求したスタイルで、深い味わいはドメー
ヌに共通する穏やかさが溢れています。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。



ドップ オ ムーラン

アルザスワインの芸術：1574年以来、ドップ家は代々情熱と
熱意をもってワイン造り～このテロワールとセパージュをも
つ繊細な土地からワインを生み出すこと～に身を捧げてき
ました。
ブドウ栽培者たちは「よいワインは、よいブドウからでき、伝
統的な方法で愛情をもって接することで成長していく」という
彼らの理念を守ることに努めました。
それはまさにアルザス特有のテロワール及びリクヴィールと
いう中世の都市を通して、家族の歴史としっかり結びついた
この一家のワイン造りのノウハウなのです。

DOPFF AU MOULIN

クレマン ダルザス ブリュット
キュヴェ ジュリアン

750ｍｌ 2,790円
【フランス AOC：クレマン ダルザス】

○ ピノ ブラン 50%
ピノ オーセロワ 50%

○ 白 辛口

ピノ ブランとピノ オーセロワをブレンドして造
るブリュットキュヴェ。一次発酵はステンレスタ
ンクで、その後シャンパーニュ地方と同じ瓶内
二次発酵を約18ヶ月間行います。
ドサージュは7g/L。透明感のある淡い黄色の
色調が可憐で、ピノ ブランの総体的なフィネス
とピノ オーセロワによる骨格が織り成す味わ
いが特徴です。

１１代に渡り受け継がれた情熱
アルザスボトルの創始者

Alsace 【アルザス】

クレマン ダルザス
ブラン ド ノワール

750ｍｌ 2,990円
【フランス AOC：クレマン ダルザス】

○ ピノ ノワール 100%
○ 白 辛口

収穫されたブドウは伝統的な垂直式圧搾機で
絞り、その後も伝統的手法で造られます。ド
サージュは8g/L。微かに赤みを帯びた色調で
きめ細かい泡。香りにも味わいにもピノ ノワー
ルに由来する直接的な果実が感じられ、構造
が明確で肉厚な味わいは特に愛好家の方に
愛されるスタイルです。

1913年にジュリアン ドップ氏は細長い形の
瓶にワインを詰めて販売することを思いつき
ました。1972年にこのアイディアが慣例化さ
れ、この地域のワインはアルザスワイン型の
瓶に詰めることが義務化されました。

【アルザスボトルの発明】

ゲヴュルツトラミネール

750ｍｌ 2,790円
【フランス AOC：アルザス】

○ ゲヴュルツトラミネール 100%
○ 白 辛口

リースリングと共にアルザスを代表する品種。「
ゲヴュルツ（香辛料）」の名の通り個性的な香り
と味で高い人気を誇ります。リースリングに比べ
やや酸味が穏やかで豊かなコクを備えます。ラ
イチや濃密なバラの花の香りを思わせる、典型
的な品種の特徴を持っています。

◇フォアグラなどにも好適のワイン。

アペリティフはもちろんスパイシ－な料理との相
性も良く、強い個性のあるチーズにも

リースリング

750ｍｌ 2,420円
【フランス AOC：アルザス】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

リクヴィ－ル周辺のリ－スリングに最適な石灰質
土壌から造られて、繊細な果実味を備えたエレ
ガントさをもつワインです。味わいは辛口。いき
いきとしたシトラス系果実の風味とドップならでは
のバランスの良さを特長とした、いかにもリース
リングらしいチャーミングなワインに仕上がって
います。

◇カキや甲殻類・ニジマスなどと相性は抜群
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※2015年ヴィンテージよりラベルが新しくなりました。

※2015年ヴィンテージよりラベルが新しくなりました。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。



クレ ド セラン
（ニコラ ジョリー）

クレ ド セランは、ロワール河の北岸のサヴニエール地区
にシトー派修道僧によって12世紀に植えられた由緒ある畑
です。以来800年以上もの間ブドウ栽培が行われ、その歴
史の中でルイ11世、14世、女帝フィーヌがこの地を訪れた
という記録が残っています。また美食の大家・キュルノンス
キー氏 (1872-1956)は“イケムに並ぶ、フランスの5大白ワ
インの１つ”と評しました。
1962年よりジョリー家が所有していますが、ロマネ・コン
ティやシャトー グリエと共に、生産者名がそのままAOC名
で、なおかつ単独所有という数少ない生産者のひとつです。

COULEE DE SERRANT

由緒ある銘醸地
ビオディナミの伝道師

France, Savennières
【フランスサヴニエール】

【ビオディナミの伝道師】

クロ ド ラ クレ ド セラン

750ｍｌ 10,400円
【フランス AOC:サヴニエール クレ ド セラン】

○ シュナン ブラン 100%
○ 白 辛口

夏の高温を反映する深い黄色。濃縮感があり、
酸味のバランスも見事。余韻は極めて長く、数
分間も持続するほど。はちみつ、ライムティー、
アプリコット、火打石等の風味に加え、ボトリ
ティスに由来する豊潤な味わいです。

【ワイン造り】
1984年に全面的にビオディナミを導入して以来、栽培面では若
干の硫黄とボルドー液を除き、化学薬品等は一切使用してい
ません。クローン反対派のジョリー氏は、クレ ド セランにある
樹齢80年以上の古木から接木し、植え替えに使用しています。
収穫は全て手摘みで、房ごとの熟し度合いに応じて数回に分
けて行われ、その期間が2ヶ月に及ぶこともあります。
醸造面では、人工酵母の使用や発酵時の温度コントロールも
せず、またデブルバージュ、澱引き、コラージュも行いません。
主に古樽で数ヶ月間熟成後、瓶詰め前にフィルター処理をごく
軽く行います。

ニコラ氏（左）とヴィルジニー女史（右）
娘のヴィルジニーも3代目として
ワイナリーに参加

現当主であるニコラ ジョリー氏は1945年生まれ。1970年にコロンビ
ア大学MBA修了後、モントリオールの金融省に1年半、更にモルガ
ンスタンレー（ニューヨーク・ロンドン）に5年間勤務。
その後1976年銀行家としての生活を捨て、母が運営していたワイ
ナリーに戻りました。当初は農薬を使用していましたが、「ビオディ
ナミ」と出会い、1980年に部分的に、1984年からは全ての畑に導入。

テクノロジーやテクニックに依存し画一化されたワインの氾濫を憂
いだジョリー氏は、「おいしいワインである前に、その土地固有の繊
細さを表現した本物のワインでなくてはならない。」というAOC法（原
産地呼称統制法）の原点への回帰を提唱。現在は世界中で栽培
者への啓蒙や講演活動を行い、「ビオディナミの伝道師」とも呼ば
れています。

クレ ド セランの畑。
奥にはロワール河が見えます。

サヴニエール レ ヴュー クロ

750ｍｌ 4,810円
【フランス AOC：サヴニエール】

○ シュナン ブラン 100%
○ 白 辛口

エレガントな酸が心地よく、アーモンドやナッツ、
フレッシュフルーツのニュアンスがあります。

< レヴュー クロ >

• 4区画を所有し総面積5.8ha

• 平均樹齢25年

• クレ ド セランに比べやや傾斜が緩やかな

東向きの区画

• ロワール河の照り返しを存分に享受

• 表土が深く主にシスト（片岩）土壌

（クオーツ（石英）や、まれに砂が混じってい

ることも。）

・ 平均で5度にわたる収穫回数

• 収穫は隣接するクレ ド セランの5日後

• 収量はブルゴーニュのGCに匹敵する30-

35hl/ha

< クレ ド セラン >

• 生産者名＝アペラシオン名の特例の畑。

7haの畑はジョリー家の単独所有

• 南向きの急勾配の斜面

• 地層は平均20-40cmの深さ、赤褐色・茶色

のシスト土壌で水はけが良い。

・ 収穫はすべて馬と手作業で行なわれている

・ 3～4週間かけて収穫は5回に分けて行う

※乾燥した年には片岩が湿度を保つスポンジ
の役割を果たし、ブドウ樹に安定的に水分を補
給します。

• 所有畑の中でブドウの成熟が最も早い

• 貴腐菌の付着したブドウが例年約10%混在

9
※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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DOMAINE DES QUARRES

新進気鋭の若手醸造家！
コストパフォーマンス抜群です

Anjou 【アンジュー】

ドメーヌ デ カール

2007年にセドリック氏・ヴェロニク夫人が取得し、その後
の改革を通して品質を大幅に向上させた注目の造り手で
す。

2人の出会いはモンペリエにあるブドウ栽培・ワイン醸
造の専門学校に遡ります。上級技術者免状（BTS）取得
コースで必修の実地研修のため、既に恋人関係であった
2人はヴェロニックの実家から近いとの理由でドメーヌ デ
カールを選びました。
出身地が大きく異なる2人でしたが、ドメーヌ デ カール
での実地研修を通してドメーヌへの愛着が高まり、さらに
ヴェロニク夫人の実家（祖父母もワイン醸造家）から近い
という利点もあり、オーナーが売りに出してすぐ、2人は取
得を決めたのです。

クレマン ド ロワール

750ｍｌ 2,790円
【フランス AOC：クレマン ド ロワール】

○ シュナン ブラン 100％
○ 白 辛口

ブドウを傷めないよう小さな容器で収穫を行い、
全房を圧搾し、近隣の生産者と共同の醸造機
（ジロパレット）で全ての醸造過程を行っていま
す。やさしく圧搾を行うことによって、厚みが出
すぎずフレッシュ感を表現しています。

片岩・砂利質のふたつの畑のブドウから造る
ことにより、複雑ながらもバランスのとれた味
わい。青リンゴの爽やかな香りとしっかりしたミ
ネラル感があり、きめ細かな泡が立ちます。
アペリティフでも食中でも楽しめる一本です。

ドメーヌ取得後の改革
殺虫剤・除草剤を一切使用しない
この地方では珍しい手摘み収穫
（段々畑で機械が入れない一区画を除く）

●土壌の特徴：
・レイヨン川より北：片岩質・・
ミネラルが豊富で品種よりも

テロワールが味に現れやすくなっ
ています。

・レイヨン川より南：砂利質・・

品種の特徴が現れやすく、時間の
経過とともに、アカシアの蜂蜜の
ニュアンスや果実味が現れます。

アンジュー ブラン
レ ピエール ノワール

750ｍｌ 1,990円
【フランス AOC：アンジュー】

○ シュナン ブラン 100％
○ 白 辛口

ワイン名はレピエール（石） ノワール（黒）。

土壌に多く含まれている黒い片岩を意味して
います。天然酵母のみで発酵を行い、ほぼ毎
年翌年の秋まで続きます。

完熟したアプリコットや西洋梨のコンポートな
ど甘美なアロマが広がり、味わいは濃密で凝
縮感に富んだ果実味が感じられます。ミネラ
ルや適度な酸味が全体のバランスを見事に
保っているワインです。●エチケットの由来：

右・・・ヴェロニク夫人
(身長165cm)

左・・・セドリック氏

(身長200cm)

●エチケットの由来：
右・・・ヴェロニク夫人

(身長165cm)

左・・・セドリック氏

(身長200cm)

10

ドメーヌデ カールの位置

●この地方の特徴：

ロワール河下流に位置し、海洋性気候特有の温暖な
冬や夏場の十分な日照時間に恵まれています。豊かな
四季があり、ミクロクリマ（微気候） が多々存在すること
が特徴です。

アンジュー ヴィラージュ メティス

750ｍｌ 1,990円
【フランス AOC：アンジュー ヴィラージュ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 50％
カベルネ フラン 50%

○ 赤 フルボディ

使用するカベルネは、この地方特有のピーマ
ン香を防ぐため非常に高い熟度で収穫してい
ます。デレスタージュ（ルモンタージュと似た、
全く別の容器に移し替え、一気に戻す方法）を
行い、表現力豊かな果実味やしっかりしたスト
ラクチャーをワインに与えています。
リコリス（甘草）、カシスの芽、スパイスの香り
が感じられ、凝縮感が高く余韻が非常に長く、
アンジューでも偉大な赤ワインが造れると感じ
させてくれます。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



DOMAINE DES ROCHES NEUVES

クリーンで綺麗な酸味、
緻密で高貴なワイン

France, Saumure
【フランスソミュール】

ドメーヌ デ ロッシュ ヌーヴ

1850年にドメーヌ デ ロッシュ ヌーヴが設立されました。ボ
ルドー出身のティエリージェルマン氏は、マリー女史と共に
1991年にロワールに移り、シャルリー フコー氏（クロ ル
ジャール）を師として仰ぎ、1992年に当ドメーヌを取得。
美しく見事なバランスのワインを造りだしています。

【ワイン造り】

所有している28haの畑では、2000年から有機栽培、2003年からビ
オディナミ農法（ソミュール シャンピニーではいち早く実施）を実施。
馬二頭で耕作しています。

カベルネフランは透明感、フィネス、親しみやすさをワインで表現、
やぼったさ、派手なベジタル香、強すぎるタンニンは避けるようにし
ています。また、シュナン ブランで造り出す白ワインはシャープで
切れ味がよく、きれいな酸味、ミネラル感を大事にしてワイン造りを
行っています。

ソミュ－ル ブリュット
ビュル ド ロッシュ

750ｍｌ 4,380円
【フランス AOC：ソミュール】

○ シュナン ブラン 90%
カベルネ フラン 10%

○ 白 辛口

南向きの畑で3ha所有。メトード トラディショ
ネル、3ヶ月間228L樽で熟成させた後、瓶内
二次発酵。9ヶ月間瓶内熟成。ノンドサージュ
で辛口、食前酒に最適。ブドウの木で描かれ
た脳内、ユニークなエチケットが印象的。

ランソリット

750ｍｌ 5,300円
【フランス AOC：ソミュール】

○ シュナン ブラン 100%
○ 白 辛口

手摘み収穫、4時間かけ空気式圧搾機で圧
搾。4ヶ月間ストッキンガーの1200Lのフード
ルで発酵。澱と共に9ヶ月間熟成。
ワイン名「Insolite(=意外・異色、の意）」の通
りソミュールでは珍しいシレックス土壌。フロ
ーラルで透き通ったスタイル。すっきりとした
シャープな味わいです。

ル クロ デュ ム－ラン

750ｍｌ 8,400円
【フランス AOC：ソミュール】

○ シュナン ブラン 100%
○ 白 辛口

手摘み収穫、4時間空気式圧搾機で圧搾。
1年使用した600Lの樽で3ヶ月間発酵。澱と
共に8-9ヶ月間熟成。平均樹齢80年。
ミネラル感、しっかりとした酸が骨格を支えて
いる。完熟果実感、徐々に広がるボリューム
感のあるワインです。

クロ ド レシュリエ

750ｍｌ 10,600円
【フランス AOC：ソミュール】

○ シュナン ブラン 100%
○ 白 辛口

手摘み収穫、4時間空気式圧搾機で圧搾。
52mm厚みのある600Lの楕円形の樽で3ヶ月
間発酵。澱と共に9ヶ月間熟成。
パイナップルや洋梨のコンフィのような熟した
果実の香り、わずかに塩味を感じる。しなや
か、果実味豊かでリッチな味わいです。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

クロ ロマン

750ｍｌ 11,600円
【フランス AOC：ソミュール】

○ シュナン ブラン 100%
○ 白 辛口

植密度10000本/ha。手摘み収穫、空気式圧
搾機で圧搾。52mmの厚みのある400Lの樽
で2ヶ月間発酵。澱と共に9ヶ月間熟成。9世
紀の壁に囲まれたクロ、わずか0.1ha。凝縮
感、樹液に支えられているようなボリューム
感があり、長い余韻を感じます。

11

年ティエリー氏が

二頭で耕作し



DOMAINE DES ROCHES NEUVES

フラン ド ピエ

750ｍｌ 7,100円
【フランス AOC：ソミュール】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

手摘み収穫、選果、16-22度で8-10日間除
梗せず全房発酵、1200Lの木樽で12ヶ月間
熟成。高い植密度、馬で耕作している自根の
カベルネ フラン。芳醇で果実味がたっぷり均
等に広がります。

ラ マルジナル

750ｍｌ 6,700円
【フランス AOC：ソミュール シャンピニー】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

手摘み収穫、選果、全除梗、22-24日間木桶
で発酵、2500Lのストッキンガーの木桶で
MLF後、228Lの木樽で12ヶ月間熟成。
南向きの畑のため、他の畑に比べ早熟で、
ギュッと詰まった果実感と綺麗に伸びる酸、
スパイシーなニュアンスがあります。若いうち
からスケール感を楽しめる筋肉質なワイン。

レ ロッシュ

750ｍｌ 3,560円
【フランス AOC：ソミュール シャンピニー】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

手摘み収穫、選果、全除梗、8-10日間22-24
度でステンレスタンクで発酵。澱と共にステン
レスタンクと木樽で3-4ヶ月間熟成。
ドメーヌ名「Roches」の名前を冠したエントリ
ーラインのワイン。赤系果実の香り、洗練さ
れた酸味、滑らかな質感、上質なタンニン。

テ－ル ショ－ド

750ｍｌ 5,300円
【フランス AOC：ソミュール シャンピニー】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

手摘み収穫、選果、全除梗、15-22度で
6000Lのコンクリートタンクで2-5日間マセレ
ーションした後、15-20日間発酵。澱と共に
6000Lと1500Lのフードルで12ヶ月間熟成。
フィルター、コラージュせずに瓶詰めしていま
す。上品なピーマン香を感じ、品種の良さが
実感できるワインです。

クロ ド レシュリエ ル－ジュ

750ｍｌ 7,700円
【フランス AOC：ソミュール シャンピニー】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

手摘み収穫、選果、全除梗、16-24度で10-
18日間ストッキンガーの木桶で発酵。1200L
のフードルで熟成。表土が浅く、根が母岩に
達している土壌で、フローラルでみずみずし
いサクランボのようなフレッシュな果実が育
ちます。優しいタッチできめ細かく、綺麗でピ
ュアな酸味、旨みが凝縮しているワイン。

ウトル テ－ル

750ｍｌ 10,600円
【フランス AOC：ソミュール シャンピニー】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

摘み収穫、選果、全除梗、8ヶ月間果皮と共
に800Lのジョージアのアンフォラ（クヴェヴリ）
で浸漬、発酵。12ヶ月間樽熟成。
SO2無添加、ノンフィルター、樽ごとに直接瓶
詰めをします。
「Outre Terre=From the earth」ジョージアの
アンフォラで発酵。生産量わずか800本。
50cmの表土は砂質、母岩は石灰質。

レ メモワ－ル

750ｍｌ 8,400円
【フランス AOC：ソミュール シャンピニー】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

手摘み収穫、選果、全除梗、16-22度で10-
15日間ストッキンガーの木桶で発酵。2500L
のフードルで12ヶ月熟成。
ティエリーが感涙した1904年に植樹されたブ
ドウ樹。小粒だが存在感のある黒系果実の
香り。しっかりとした骨格で品があり高いポテ
ンシャルを感じさせる凝縮感のあるワイン。

ティエリージェルマン氏の多くのラ
ベルデザインを手がける、フラン
スの有名アーティスト、ミシェル ト
ルメー氏による表現はティエリー
の才能を本質的に捉えている。
長く、堂々とした風采でティエリー
氏は長い影を映し出し、その影は
ビオディナミ農法により活力に満
ち健康的なブドウ樹で表し、互い
にエネルギーを分け合っている。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。12



CHATEAU DE COULAINE

France, Chinon
【フランス シノン】

悪女とフランス 名付けられた
シノンのネオモダンワイン

シャトー ド クーレーヌ

シャトー ド クーレーヌは15世紀に建設された歴史の趣きを
感じさせてくれるシャトー。当時よりボナヴァンチュール家が
所有しており、現当主エティエンヌ氏は15代目に当たります。
ワイン造りは祖父の代から始まり、エティエンヌ氏は父親か
ら1.5haの畑を引き継ぎました。現在では20haの畑を所有し
ています。

フランスのワイン専門誌｢メイユール ヴァン ド フランス」で
は、2014年から4年連続で1つ星評価を獲得しています。

シノン ラ ディアブレス

750ｍｌ 5,400円
【フランス AOC：シノン】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 フルボディ

このキュヴェには2つの区画(計1.5ha)のブドウ
をブレンド。野イチゴやブルーベリーの果実香
とカベルネ フランに由来する黒胡椒などスパ
イス香が優美に立ち上るアロマに、全ての要
素が適度で懐深く、長い余韻が感じられる味
わいが特徴的です。
スキャンダラスなキュヴェ名とは対照的に、包
容力があり穏やかなフェミニンスタイルです。

【ワイン造り】

シノン レ ピカス

750ｍｌ 4,450円
【フランス AOC：シノン】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 フルボディ

底が見えないほどの深紅色の色調が、太陽
光を存分に享受するテロワールの長所と偉大
なヴィンテージの特徴を反映しています。完熟
ブドウで造られた事が瞬時にわかる深淵で密
度の高い黒サクランボ、ロースト、シナモン、リ
コリス、チョコレートのアロマが広がります。

タンニン量が非常に多くアルコール度数も高
めのフルボディタイプで、ブドウのエキス分が
前面に押し出されているため甘味さえ感じま
す。エチケットは「日当たりの良い南向きの斜
面＝灼熱の畑＝赤」のイメージを喚起するた
めヴィヴィットな赤色を選びました。

シノン ソレイユ ド クーレーヌ

750ｍｌ 2,720円
【フランス AOC：シノン】

○ カベルネ フラン 100% 
○ 赤 ミディアムボディ

使用されるブドウの区画名がボー・ソレイユで
ある事と、ファーストヴィンテージの最初の輸
出国が日本（仏語でペイ・デュ・ソレイユ・ル
ヴァン）であることを記念して名付けられました。

ほのかな赤系果実のアロマにスミレの花やク
ローヴ、黒胡椒などのスパイス香が優美に混
じり合い、穏やかで滋味深く、おしとやかな味
わいです。当主エティエンヌ氏が探求する｢エ
レガントなカベルネフラン｣を見事に創造して
おり、｢プティットディアブレス｣と呼ぶに相応し
いスタイルです。

シノン クロ ド テュルプネイ

750ｍｌ 3,990円
【フランス AOC：シノン】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 フルボディ

このキュヴェは単一区画のカベルネ フラン
100%を使用。朝摘みの完熟イチゴや黒胡椒な
どスパイス香が優美に立ち上るアロマに、全
ての要素が適度で懐深く、赤ワインながらもミ
ネラル分を余韻に感じる味わいは圧巻です。

メイユール ヴァン ド フランス

エティエンヌ氏と夫人

畑での作業を重視しているため、4月～7月は収穫時期以上に忙しい
ほど。摘芽、摘葉はすべて手作業で徹底的に行うため、そのためグ
リーンハーベストは行いません。

1994年から有機栽培を導入し、1997年にはAB認証を取得しました。
ブドウ木の根が吸収できる窒素を供給するため通常はマメ科の植物
を植えることが多いですが、クーレーヌの畑には、からし菜（アブラナ
科）とカブ（アブラナ科）とライ麦（イネ科）を植えています。
有機栽培を実施しているおかげで豊かな自然環境の中で多様な植
物が元気に育ち、マメ科の植物も十分にあるため特に必要としない
からです。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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DOMAINE MICHAUD

Touraine
【トゥーレーヌ】

ロワールの超優良ドメーヌ

ドメーヌ ミショー

現当主ティエリー ミショー氏がドメーヌを引き継いでから30年
間、安定した品質が評価に繋がっておりコンクールでメダル
を欠かすことのないソーヴィニヨンを造り出します。
ル ギド アシェット誌の掲載常連で、同誌2016年版では、クレ
マン ド ロワールが、ブラインド審査による評価の中でも星2
つ以上で特に心を打たれ感動したワインで、審査員全員が
同意したものにしか与えられない“クー ド クール”を獲得。
トゥーレーヌ地区の中でも、ドメーヌ ミショーを内包する一帯
から造り出されるワインの高いポテンシャルに誇りを持ち、地
域の地位向上を目指し、近隣の造り手達と共にINAOにアペ
ラシオン認可を働きかけるなど様々な活動を行っています。

ボーヌの醸造学校を卒業後、1985年3世代続
くドメーヌ ミショーを引き継ぎます。畑から瓶
詰めまで、伝統(環境に考慮したブドウ栽培、
卵白での清澄など)と現代技術(エフイヤー
ジュ、空気圧プレス、温度コントール下の醸
造など)を巧く組み合わせながらワイン造りを
行っています。
ベタンヌ・ドゥソーヴでも評価が上がったのは
彼がドメーヌを引き継いでからのことです。

【造り手 ティエリー ミショー氏】

トゥーレーヌ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 1,930円
【フランス AOC：トゥーレーヌ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100％
○ 白 辛口

土壌深くは粘土石灰質ですが、表土はシレッ
クス（火打石）を含む砂利質土壌。太陽光線
がシレックスに反射し照り返すことで、地表近
くの温度をあげ上げ、ブドウが常に完熟する
環境を作り出します。

非常にフレッシュな柑橘系の香りが華やかに
立ち上り、よく熟れた果実味に一本の筋が通
るかのように酸味がキリリと利いています。

クレマン ド ロワール ロゼ

750ｍｌ 2,790円
【フランス AOC：クレマン ド ロワール】

○ カベルネ フラン、ピノ ノワール 80％
シャルドネ 20％

○ ロゼ 辛口

軽快な赤系果実の香りにシャルドネのエレ
ガンスが加わり、適度なフレッシュな果実
味に支えられた骨格のある味わいが特徴
的です。

クレマン ド ロワール

750ｍｌ 2,670円
【フランス AOC：クレマン ド ロワール】

○ シャルドネ、シュナン ブラン 70%
カベルネ フラン、ピノ ノワール 30％

○ 白 辛口

まろやかな果実味を出すために白品種2種、
赤品種2種をブレンド。ドサージュは6.2g/L。
上品にワイン全体に溶け込んだ果実の存
在感は、より深く香りを吸い込みたい気持
ちにさせ、滑らかでまろやかな味わいです。

ドメーヌ ミショーのテロワールは大きく
2つに分かれます。母土は粘土石灰質、
表土は砂・砂利質から構成される土壌
は、ソーヴィニヨン ブランに代表される
ような、果実味に溢れるフレッシュなワ
インを産するに適します。
深層は泥炭土、小石質からなる土壌
は、熟成向きの骨格のしっかりしたワ
インを造り出します。

トゥーレーヌ エクラ ド シレックス

750ｍｌ 2,630円
【フランス AOC：トゥーレーヌ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100％
○ 白 辛口

わずか3haの所有畑からのトップキュヴェ。
色合いはブドウがよく熟したためしっかりし
ており、柑橘系や白い花のような香り。厚
みがありふくよかな味わい。砂や石の土壌
の存在感のある独特のミネラルを思わせ
る風味。最後にミントのフレッシュなニュア
ンスが残り、非常に爽やかな味わいです。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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DOMAINE DU NOZAY

ＤＲＣ経営者の妹夫婦が取り戻した
こだわりの土地

サンセール ブラン

750ｍｌ 2,990円
375ｍｌ 1,930円
【フランス AOC：サンセール】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100%
○ 白 辛口

透明感があり、ソーヴィニヨンブランらしい

ハーブがかった香りがグラスから真っ直ぐ
に立ち昇ってきます。口に含むと、香りか
らフレッシュな果実味に加えて、極めて上
質でエレガントな酸味が広がります。余韻
は細く長く、繊細な香りと爽やかな酸味に
いつまでも包まれます。

France, Sancerre 
【フランスサンセール】

ドメーヌ デュ ノゼ

ドメーヌ デュ ノゼはロワール河からほんの少し離れたサン
セールの街中からの丘陵地帯を抜けたサント・ジェムと
いう村にあります。この村はAOCサンセールの中で最も北
に位置しています。

1970年にフィリップ ド ブノワ氏の父親が祖先がフランス革
命以前に持っていたこの土地を買い戻しました。
当時ここにはブドウ畑はなく、土地全体が山のようになって
おり、まず土地を切り開くことからはじめ、ブドウを植え、館を
建て、徐々にこの土地を整えていきました。その作業は容易
なものではなく、2年後の1973年にようやく1haほどの畑から
ほんの2樽と半分のワインを造ることができただけです。よう
やく2006年に全ての畑の植え付けが終わりました。現在、
生産量の約90％がフランス国外へ輸出されています。

先代当主 フィリップ ド ブノワ氏
＆マリーエレーヌ夫人

ドメーヌ デュ ノゼの館を囲むブドウ

畑は急斜面。畑の表面に残された草

はこの急斜面で土が雨や嵐によって

流されないようにする役割を果たすと

ともに、ブドウの木に適度なストレス

を与えます。土地は白っぽく、粘土と

石灰質の混じった土壌で、貝殻や火

打ち石を多く含みます。

【土壌】

サンセール ロゼ

750ｍｌ 2,990円
【フランス AOC：サンセール】

○ ピノ ノワール 100%
○ ロゼ 辛口

ロゼ専用の小さな区画より造られるピノ ノ
ワール100%のロゼ（セニエではなく圧搾の
際に色を抽出しています）。辛口で、非常
にいきいきとしていて、小さなベリー系の
香りが楽しめます。

サンセール ブラン
シャトー デュ ノゼ

750ｍｌ 4,270円
【フランス AOC：サンセール】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100%
○ 白 辛口

樹齢44年のブドウ樹から造られる上質なサ
ンセール。長く、ゆっくりと圧搾を行うことで厚
み、アロマ、果実味を最大限に引き出してい
ます。樽の形をした特注のステンレスタンク
やオーク樽で発酵を行うので、活き活きとし
た、かつ丸みがあり、エレガントな味わいの
ワインに仕上がります。なめらかな口当たり
と柔らかい酸味が魅力的なワインです。

現当主 シリル ドブノワ氏

マリーエレーヌ夫人はドメーヌ ド ラ ロマネ・コンティのオベールドヴィ
レーヌ氏の妹。長男シリル ドブノワ氏がドメーヌデュ ノゼの当主になり、
次男のピエールドブノワ氏はブーズロンのドメーヌドヴィレーヌの運営
を任されています。

【ワイン造り】

何よりもまずブドウの品質を重視する方針をとっており、畑での作
業を大切にしています。15haの所有畑では、湿度・気温・降水量の
計測器を畑に何箇所も設置し、畑の環境を常にチェック。
2014年には、 AB認証を取得し、ビオディナミ農法による栽培も
行っています。
サンセールならではの果実味、フレッシュさを保つため、醸造には
全てステンレスタンクが使われます。酵母はこの土地から
とれたものを培養し使用しています。

※認証取得は2015VINからとなります。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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GITTON PERE&FILS

それぞれの畑の個性にこだわり抜く

Pouilly-Fumé
【プイィ・フュメ】

プイィ・フュメ
クロ ジョアンヌ ドリオン

750ｍｌ 4,560円
【フランス AOC：プイィ･フュメ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100％
○ 白 辛口

よく熟した果実のアロマが高く、厚みのあ
る味わいでアフターテイストの長さも特徴
です。クロジョアンヌ ドリオン畑は、ジット

ン家所有のプイィ･フュメの中でも代表的な
畑です。

ドメーヌ ジットン

まろやかさと蜜を思わせるフルーティな風味との融合が
身上のドメーヌで、戦後の1945年にマルセル ジットン氏
により創業。醸造所はサンセール地区のメネトレオルに
あり、畑は同地区とプイィ･フュメ指定地区に計17ヶ所、
30haを所有。土壌の異なるそれぞれの畑の特性を活か
して区画ごとにワイン造りを行い、ラベルに畑名を表示し
て個性を高めています。ステンレスタンクで10～15ヶ月間、
発酵・熟成を行います。

プイィ・フュメはキンメリジャン土
壌。土地それぞれの個性を
生かすことに注力しています。

当主のパスカルジットン氏

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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DOMAINE DES COGNETTES

この地区には珍しい

手摘みにこだわる兄弟の情熱

ミュスカデ セーヴル エ メーヌ
キュヴェ セレクション デ コニェット

750ｍｌ 1,770円
【フランス

AOC：ミュスカデ セーヴル エ メーヌ】

○ ミュスカデ 100%
○ 白 辛口

伝統的なシュール・リー製法による、ミュス
カデらしい爽やかな果実味と共にふくら
みと複雑味を感じさせる造り。

◇魚貝類にぴったりの1本

ドメーヌ デ コニェット

少なくとも4代はブドウ栽培をしているペロー家。幼い頃から
ワイン造りには興味があったというステファン氏（兄）が継い
で数年後にはドメーヌ元詰めを実現。現在は、兄が販売と
醸造を、弟ヴァンサン氏が畑仕事を担います。今でも手摘
み収穫を行う、ミュスカデでは稀な生産者の1つです。
また、ミュスカデの熟成の魅力を知ってもらいたいと、長熟
向けキュヴェを造っています。手間暇も情熱も出し惜しまな
いワイナリーです。

ペロー兄弟
（左）弟ヴァンサン氏（右）兄ステファン氏

【ワイン造り】

32haの自社畑は、根が浸透できる割れ目の出来やすい花
崗岩やハンレイ岩（斑糲岩。写真右下）という深成岩の1種
を母岩としてその上に粘土砂質のある土壌。

2007年から農薬を使っておらずAB認証を取得。
土壌の活性化のため、ルピナス（マメ科）とライ麦（イネ科）
を植えています。菌根（根っこのひげ）がつながっていくと、
土中の栄養をより吸収できるようになります。

収量は38-40hl/haに抑えられ、すべて天然酵母で発酵して
います。醸造は、空気圧プレス後、12℃以下で24時間デブ
ルバージュ。区画ごとに19hl～80hlのタンクで発酵・熟成。
アルコール発酵には3週間から2ヶ月をかけています。

花こう岩70%とハンレイ岩の土壌

France, Muscadet Sèvre et Maine
【フランスミュスカデセーヴルエメーヌ】
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Condrieu / Côte-Rôtie
【コンドリュー/コート･ロティ】

ＡＯＣコンドリューを救った立役者
赤ワインも超一流

コンドリュー

コトー ド ヴェルノン

750ｍｌ 17,800円
【フランス AOC：コンドリュー】

○ ヴィオニエ 100％
○ 白 辛口

生産本数は約7,000本。全房で圧搾、樽で発酵、
12～18ヶ月樽（25%新樽）熟成。
圧倒的な凝縮感・力が潜められているように感じ
させ、ブルゴーニュに例えると、シュヴァリエ・モン
ラッシェのような透明感とミネラル感のあるワイン
です。

ドメーヌ ジョルジュ ヴェルネ

1940年、初代のフランシス ヴェルネ氏が後々伝説のヴィオ
ニエとなった「コトー ド ヴェルノン」を造り始めました。ワイン
造りは本業ではなかったのですが、偉大な繊細さを感じるワ
イン造りを心がけていました。
1953年、息子ジョルジュ氏がドメーヌを引き継ぎ、初めてコ
ンドリューの「シャイエ ド ランフェール」(“地獄の丘陵”の意)
を造ります。急斜面に畑が位置しており、ヴィニュロンの仕
事が危なく、地獄のよう、ということを表しています。ジョル
ジュ ヴェルネ氏は30年間コンドリュー名称保護委員会の会
長を務め、この産地の品質向上に貢献した人物として世界
的に評価されています。
1997年、三代目のクリスティーヌ女史は、先代が作り上げた
伝説の継承に努めつつコート･ロティをラインナップに加え、
白ワイン並みの高い品質に相当すると認められるレベルに
押し上げ、ますます注目のドメーヌです。

赤ワイン（コート・ロティ）
も一流生産者
と肩を並べるレベル
まで引き上げた、
娘のクリスティーヌヴェ
ルネ女史

20世紀半ばに
ヴィオニエ種、
そしてAOC
コンドリューを
救った
ジョルジュ
ヴェルネ氏

【ワイン造り】
白ワインは、全房で木桶や樽で発酵。最短のもので6ヵ月、
多くて18ヶ月熟成しています。赤ワインは、「メゾン ルー
ジュ」以外は完全除梗でステンレスタンクにて発酵し、木
桶や樽などで熟成しています。（メゾン ルージュは一部除
梗）すべて有機栽培をしており、繊細さ、上品さ、調和を極
めています。現在、ビオロジックの認証を申請中です。

DOMAINE GEORGES VERNAY

コンドリュー
レ シャイエ ド ランフェール

750ｍｌ 14,300円
【フランス AOC：コンドリュー】

○ ヴィオニエ 100%
○ 白 辛口

生産本数は約7～8,000本。全房で圧搾、樽で
発酵、12～18ヶ月樽（25%新樽）熟成。南･南東向
きの2haの段々畑から造られます。
コトー ド ヴェルノンと同レベルのワインですが、非
常に対照的で、表現力豊かで個性の強いワインと
して仕上がっています。若いうちから本来の良さ
が楽しめます。

コンドリュー レ テラス ド ランピール

750ｍｌ 10,300円
【フランス AOC：コンドリュー】

○ ヴィオニエ 100%
○ 白 辛口

生産本数は約20,000本。全房で圧搾、木桶で
発酵、8ヶ月樽熟成。コンドリューの険しい斜面で
の様々な区画のブドウをブレンドして造られます。
豊かな果実味（白桃など）が楽しめ、美しい柔らか
さに富んだ味わいはヴィオニエの特徴を
はっきりと表現しています。

ヴィオニエ ル ピエ ド サンソン

750ｍｌ 5,400円
【フランス IGP：コリーヌロダニエンヌ】

○ ヴィオニエ 100%
○ 白 辛口

生産本数は約10,000本。全房で圧搾、木桶で
発酵、6ヶ月木桶熟成。コンドリュー村の300m以
上の高台の畑（花崗岩）から造られる。最近ま
でAOCコンドリューの畑だったが規定が変わり
ヴァン･ド･ペイに変更になりました。ワイン名
“ル ピエ ド サンソン”（＝サンソンの足）が、
ローヌ河の水を飲もうとして、丘の天辺を踏ん
で平らにした巨人「サンソン」の物語から由来し
ています。

シラー ド ミルボディー

750ｍｌ 3,170円
【フランス IGP：コリーヌロダニエンヌ】

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ

生産本数は約10,000本。完全除梗、ステンレスタ
ンクで発酵、6ヶ月ステンレスタンク熟成。
AOCコンドリューのエリアに隣接した高台の畑か
ら造られます。
赤果実系、カシス、ペッパーなどの香り。口に含む
とやさしいタンニン、果実味、心地よいトーストの
タッチが楽しめます。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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シラー フルール ド メ

750ｍｌ 3,740円
【フランス IGP：コリーヌロダニエンヌ】

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ

生産本数は約5,000本。完全除梗、ステン
レスタンクで発酵、8ヶ月木桶熟成。AOCコ
ンドリューのエリアに隣接した高台の畑か
ら造られます。このキュヴェの名前は、か
つてこの場所に植えられていた桃木の種
類“メイ･フラワー”（＝フルール ド メ）に
由来しています。
限りなくコート･ロティに近いクオリティ！グ
リーンペッパー、ブラックチェリー、ベーコ
ン、スパイスのような複雑味な香り。タンニ
ンが柔らかく、最後にフレッシュな後味が
楽しめます。

コート･ロティ ブロンド デュ セ
ニュール

750ｍｌ 10,300円
【フランス AOC：コート・ロティ】

○ シラー 95%
ヴィオニエ 5%

○ 赤 フルボディ

生産本数は約15,000本。完全除梗、ステ
ンレスタンクで発酵、18ヶ月樽（25%新樽）
熟成。起伏している畑のため、機械の使
用が不可能な畑です。
“コート･ブロンド”スタイルのコート・ロティ。
ミネラル感が豊かでスモーキーなタッチと
赤系果実、ブラックオリーブ、ペッパーの
香りにフローラルなニュアンス。きめ細か
なタンニン、そして長く延びていく余韻が楽
しめます。

DOMAINE GEORGES VERNAY LA CABOTTE

環境に優しいワイン造り

France, Côtes du Rhône
【フランスコートデュローヌ】

ラ カボット

ブルゴーニュのドメーヌ ダルデュイが1980年に土地を購入
し始めた敷地45haのドメーヌ。最初はブドウ畑は10haだけ
でしたが、マリ・ピエール女史が少しずつブドウを植えられ
る土地を広げていきました。1986年にマリ・ピエール女史と
結婚したエリック氏がドメーヌに加わり、現在地続きで30ha
の畑を所有しています。

コート デュ ローヌ ルージュ

750ｍｌ 1,920円
【フランス AOC：コート デュ ローヌ】

○ グルナッシュ 65%
シラー 25%
サンソー 5%、カリニャン 5%

○ 赤 ミディアムボディ

火打石質の砂岩と石灰質の砂岩の母岩の上
に粘土砂質が重なる水はけのよい土壌。標高
は100-200m、南・南西・南東向き。ステンレス
タンクを使用。2010年よりデメテール（ビオディ
ナミ）認証。最初にラズベリーやザクロのような
力強い香りが出て、その後に黒い果実やスパ
イスの複雑味のあるアロマが感じられる。まろ
やかで、バランスが良く取れており、すぐにでも
楽しめるワインです。

コート デュ ローヌ ブラン

750ｍｌ 1,920円
【フランス AOC：コート デュ ローヌ】

○ グルナッシュ ブラン 40%
クレレット 40%
ヴィオニエ 20%

○ 白 辛口

48時間10℃でデブルバージュ。ステンレスタン
ク発酵・熟成。ビオディナミを始めた後、クレ
レットの驚くべき美しい変身ぶりによりクレレッ
トの割合が毎年増えています。南の産地らしい、
黄桃などのよく熟した果実味を感じます。

早い段階からビオロジック農法に取り組み、環境保全の事をより
進んで考える上で次第にビオディナミ農法に変更していき、2005
年に完全に切り替えました。常により環境に優しい手法を探しな
がらテロワールの持つ特性をより表現できるようワイン造りに取り
組んでいます。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

コート･ロティ メゾン ルージュ

750ｍｌ 17,800円
【フランス AOC：コンドリュー】

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ

生産本数は約8,000本。一部除梗、木桶＆
開いた樽で発酵、24ヶ月樽（30%新樽）熟
成。「メゾン ルージュ」（＝“赤い家”）と名
づけられている、起伏の激しい畑から造ら
れます。紫色がかった漆黒のような色合
い。黒系果実、スパイス、スモーク、タバコ
などのような芳ばしく圧倒的な香り。タンニ
ンがしっかりしていながらも、口当たりがシ
ルキー。熟成の高いポテンシャルを誇りま
す。ブルゴーニュに例えると、ミュジニーの
ように神秘的な力強さを秘めています。

http://www.demeter.de/home/start.php?pagegroup=demeter.de&pageaction=home
http://www.demeter.de/home/start.php?pagegroup=demeter.de&pageaction=home


クロ－ズ・エルミタ－ジュ
サンス （赤）

750ｍｌ 2,990円
【フランス AOC：クローズ・エルミタージュ】

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ

100%シラー。60%粘土質、40%花崗岩質のテロ
ワールで育ったブドウで造られ、90%ステンレ
スタンク、10%古樽（2～4年）で10ヶ月熟成させ
ています。
粘土質のテロワールから多くの色素や力強さ、
豊かな果実味、花崗岩のテロワールからは繊
細さやフレッシュな果実味が授けられます。最
終的にブレンドすることにより調和がとれ、喉
ごしの良い、染みわたる味わいとなります。

FAYOLLE FILS&FILLE

最初の瓶詰めから
最も長い歴史を誇るドメーヌ

Crozes-Hermitage 【クローズ・エルミタージュ】

ファヨール フィス エ フィーユ

1870年にブドウ栽培家のファヨール氏が地下カーヴを相続
したのがドメーヌの起源。2代目は初めてブドウ畑を取得し、
3代目が所有畑を拡大しました。
1959年には、4代目のジュール・ルイ ファヨール氏が当時
としては先鋭的なドメーヌ元詰めを行い、自社ラベルで国
内のレストランや海外へワインを売っていました。
1973年、クローズ・エルミタージュでは機械化が進む中、5
代目のジャン・ポール氏は機械化が困難な丘陵の畑をあえ
て拡大し、品質に対する家族のこだわりを貫きます。
2002年にはドメーヌが分割され、セリーヌ女史＆ローラン氏
（姉弟）により「ファヨール フィス エ フィーユ」が設立。
国家醸造資格を保有するローラン氏が栽培＆ワイン造りを、
姉のセリーヌ女史が営業担当を務めています。

ファヨール姉弟

【ワイン造り】

クロ－ズ・エルミタ－ジュ
クロ レ コルニレ

750ｍｌ 4,090円
【フランス AOC：クローズ・エルミタージュ】

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ

このブドウが収穫される区画は石垣に囲まれ
ており2000年に「クロ」として公認されました。
ローヌにおいては非常に珍しいことです。
樹齢70年以上、植樹密度7,500本/ha（クロー
ズ･エルミタージュでの平均は4,500本ほど）。
14ヶ月樽熟成（33%新樽）。
花崗岩のテロワールは、ワインに鋭い酸とき
れいなミネラルを思わせる風味をもたらします。
タンニンは力強く密度は高いですがドライな印
象を与えない上品な味わいです。

エルミタ－ジュ
レ ディオニエ－ル

750ｍｌ 9,000円
【フランス AOC：エルミタージュ】

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ

140haのAOCエルミタージュを僅か15所有者
が分割所有しています。ファヨールは中心部
の区画を所有し、ドミ･ミュイという600Lの樽
（33%新樽）で14ヶ月熟成。
凝縮感のあるエキスが楽しめ、タンニンが
非常にきめ細かくシルキーな舌触り。重厚感
がありながらもう一杯飲みたい気にさせられ、
食べ物が欲しくなるワインです。

1870年にファヨール氏が相続した丸天
井の地下カーヴ

2014年に改修した醸造所。グラヴィティ
フロー式

⇒ロバートパーカーの
ワインアドヴォケイト誌も絶賛！

“親からドメーヌを引き継いだセリーヌ＆
ローラン ファヨール姉弟がしっかりとした
クローズ・エルミタージュのライナップを
造っている。その品質にしては値段は非常
にリーズナブルである。”

ベタンヌ＆ドゥソーヴの
フランスワインガイドより
2「b&d」ロゴ
「このドメーヌの全ての畑が
良い場所に位置している。
ワインのスタイルがはっきり
と表れてきた。

赤はしっかりしたタンニンを
もち引き締まっている。」

白：全房のブドウを圧搾した後、
48時間かけてデブルバージュ。
ステンレスタンクで16～20℃で
10日間発酵。
スーティラージュを行った後、元
のタンクに戻し6ヶ月熟成。マロ
ラクティック発酵は自然に任せ
ているため年により行われたり
行われなかったりします。

赤：100%除梗されたブドウを
ステンレスタンクに移し、半日低
温マセレーション。15～20日間
かけて発酵。
圧搾後はワインをタンクに戻し、
マロラクティック発酵が終了次
第（11月頃）樽またはステンレス
タンクで熟成させます。

19
※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。



DOMAINE DES SENECHAUX

CH.ランシュ バージュの

オーナー所有のシャトー

ドメーヌ デ セネショー

1933年にフランスで初めてアペラシオンに制定されたシャ
トーヌフ･デュ・パプの中でも、セネショーは最も古いドメーヌ
の１つに数えられます。現在は25ha(内白ブドウ3ha、赤ブド
ウ22ha)を所有。2006年、カーズ家4代目のジャン・シャルル
カーズ氏がオーナーとなった後も、前所有者の時代からこ
のドメーヌで手腕を発揮するベルナール トランシュコスト氏
により運営されています。

シャトーヌフ デュ パプ
ルージュ

750ｍｌ 6,000円
【フランス AOC：シャトーヌフ デュ パプ】

○ グルナッシュ 64%
シラー 19%
ムールヴェードル 15% 
ヴァカレス、サンソー 2%

○ 赤 フルボディ

黒い果実やカカオ、スパイスの複雑な香り。
長い余韻をお楽しみいただけます。

シャトーヌフ デュ パプ
ブラン

750ｍｌ 5,300円
【フランス AOC：シャトーヌフ デュ パプ】

○ ルーサンヌ 33%
グルナッシュ ブラン 29.5%    
クレレット 29.5%
ブールブーラン 8%

○ 白 辛口

ルーサンヌの一部は樽で発酵させるモダンな
スタイル。洋ナシやヴァニラの香りが溶け込
み、バランス良 く仕上がっています 。

Châteauneuf-du-Pape
【シャトーヌフ・デュ・パプ】

【ジャン・ミシェル カーズ社所有のエステート】

ジャン・ミシェル カーズ社
J.M Cazes

ドメーヌ デ セネショー
DOMAINE DES SÉNÉCHAUX

シャトー ランシュ・バージュ
CHÂTEAU LYNCH-BAGES

シャトー レ ゾルム ド ペズ
CHÂTEAU LES ORMES DE PEZ

ボルドー
（サンテステフ）

ボルドー
（ポーイヤック）

ローヌ
（シャトー ヌフ デュ パプ）

20 ※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

ベルナール トランシュコスト氏

ドメーヌ ド レリス マジエール

ラングドック地方の中でもコート デュ ローヌよりの､ニームや
ソミエールに程近い内陸の冷涼な地に位置するドメーヌ。夢
にまで見た自身のドメーヌを1997年に立ち上げ、1999年に
ファーストヴィンテージをリリース。しかし経済的にはまだま
だ恵まれず、週に3日は近くの生産者協同組合の醸造長と
して働きながら自身のワインを造っています。

ドメーヌ名のレリス･マジエールは、自身
の名字とオディル・マジエール夫人の名
字を合わせて命名されました｡

当主のジル レリス氏

カリニャンとアリカント ブーシェの畑

キュヴェ ド レギュイエ
コトー デュ ラングドック

750ｍｌ 1,990円
【フランス AOC：コトー デュ ラングドック】

○ グルナッシュ 60%
シラー 40%

○ 赤 フルボディ

レギュイエは区画名で約4ha。手摘み収穫
されたブドウを6ヶ月樽で熟成。とても香り
豊かで優しく、柔らかな仕上がりとなって
います。数年の熟成も期待できます。

【ワイン造り】
ブドウ栽培には有機農法とビオディナミの概念を持ちこみ､人工酵
母や補糖を一切行わず､限りなく自然に近いヴァン ナュール造り
に励んでいます｡1997年に最初に購入した畑は林に囲まれた小さ
な区画で、近隣畑で使われる化学肥料に侵されることなく、完全に
有機栽培ができることがその場所を選んだ理由でした｡現在では
11.84haの畑を所有し、 AB認証を取得しています。

限りなく自然に近いワイン造り

Languedoc
【ラングドック】

DOMAINE DE LEYRIS MAZIERE



Corbières 【コルビエール】

ラングドックの伝統と
ラフィットの技術の融合

ドメーヌ ド オーシエール

オーシエールのブドウ畑の歴史は、ローマ時代に遡ります。
およそ1世紀の間、シトー派修道院の農場としての役割を
担っていました。1950年代以降、ラングドック地方の多くの
生産者が衰退してゆく中、オーシエールも同様に、徐々に畑
は荒れ果て、前オーナーの時代にはそのほとんどは安い
テーブルワインに使用され、コミュニティも廃墟と化してしま
いました。ラングドック地方の窮状を救うため、地元の有力
者がシャトー ラフィットのエリック ド ロートシルト男爵にオー
シエールの畑を紹介。エリック男爵はその畑のポテンシャル
に惚れ込み、1999年にその広大な土地を取得しました。

【ラフィットチームによる再生】

エリック男爵

【ブドウ畑】

東西60キロ、南北40キロに
広がるコルビエール

暑いといわれる南フランスでブドウは成熟
が早く進みがちですがオーシエールの冷
涼な土地でのブドウ造りはゆっくりと成熟し
ます。土壌は主として砂質で、表土はかな
り厚くなっています。

オーシエールの責任者には、南仏出身で、ラフィットの醸造
責任者シャルル シュヴァリエ氏の右腕だったエリック コレー
ル氏を派遣。徹底した地質調査により植替えを行ない、また
セラーも一新され、最新技術をもって収穫から瓶詰め
までラフィットさながらの入念さでワイン造りが行われていま
す。2015年からはラフィット等ボルドーシャトーの醸造責任
者に就任したコレール氏に代わり、長年オーシエールの土
壌調査に携わったオリヴィエ トレゴワ氏がテクニカルディレ
クターに就任しています。

醸造責任者
オリヴィエ トレゴワ氏

DOMAINE D’AUSSIERES
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オーシエール ブラン

750ｍｌ 1,650円

【フランス IGP:ペイ ドック】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

洋梨や、白い花を思わせる、力強い香りが立ち、
オークのノートがその香りを支えます。
ワインは重たすぎず、豊かでまろやかな口当た
り。柑橘を思わせるフレーバーと、バランスの良
いフィニッシュ、長い余韻が楽しめます。

◇和食全般、酢、柑橘類の風味を効かせた料
理は特に高相性

オーシエール ルージュ

750ｍｌ 1,650円

【フランス IGP:ペイ ドック】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 60％
シラー 40％

○ 赤 ミディアムボディ

香りは控えめでエレガント。チェリーやスミレの
花のフレッシュな香り。口に含むと優しく、ス
ムーズなアタック。レーズンや甘草の風味のあ
る、凝縮感が感じられ、若いながら、熟したタン
ニンが楽しめます。

◇しっかりした味付けの料理全般

ブラゾン ド オーシエール

750ｍｌ 1,960円

【フランス AOC:コルビエール】

○ シラー 35%
グルナッシュ 27%
ムールヴェードル 20%
カリニャン 18%

○ 赤 フルボディ

20%を樽で熟成。熟した果実やスパイス、そして
コルビエールで栽培される特有のガリーグ(タイ
ムやクローブ）の香り。十分で、フレッシュな第
一印象の後で、その凝縮感が現れてlきます。
バランスが良く、若いながらスムーズなタンニン
が楽しめます。

シャトー オーシエール

750ｍｌ 3,020円

【フランス AOC:コルビエール】

○ シラー 59%
ムールヴェードル 28%
カリニャン 13%

○ 赤 フルボディ

シャトーの最高の区画で、収穫量を低く抑えな
がら、厳選したブドウを用いて造ったワイン。
40%をオーク樽で、12～16ヶ月間熟成させます。
赤い果実の中にオーク、スパイス、コーヒーの
ニュアンスが溶け込んだ複雑な香り。心地よい

タンニンをもつ、深みと凝縮感のある豊かな味
わいです。



ラングドック・ルーションに所有する6つのドメーヌ（600ha）を
ビオディナミに変換をしており、残りの8ドメーヌも今後、ビオ
ディナミに変換を予定しています。
買いブドウでも異例の長期契約で変換推奨&サポートをし
ており、今後もオーガニック、ビオディナミ認証取得を行う予
定です。

GERARD BERTRAND

南仏、自然派ワインの巨人

France, Languedoc-Roussillon
【フランスラングドック･ルーション】

ジェラール ベルトラン

父から畑を受け継ぐブドウ栽培家でありながら、元ラグビー
仏代表という異例のバックグラウンドを持つ。
ラグビー引退後本格的に家族経営のワイナリーを設立。
ラングドック・ルーションエリアへの明確なビジョンを持ち、30
年にわたりパイオニアかつベンチマークとして活躍していま
す。ブランド、卓越性、そしてイノベーションの価値を具現化
し、現在では14のドメーヌを所有。多岐に渡るブランド展開
を行い、世界160カ国に輸出して名声を得ています。

【ワイン造り】

試飲コメント
ベルトランの集大成、異なる2つの土壌から
の混醸により複雑さや余韻の長さが秀逸。
スケール感があり穏やかでバランスの良い
1本。「うまみ」を感じるワインで、「和食」にも
合います。

クロ ドラ

750ｍｌ 26,500円
【AOP:ミネルヴォワラ リヴィニエール】

○ グルナッシュ、シラー、ムールヴェードル、
カリニャン

○ 赤 フルボディ

コスモス
750ｍｌ 4,430円
【ヴァンドフランス】

○ シラー、グルナッシュ、ムールヴェードル、
カベルネソーヴィニヨン、メルロ、
マルベック、マルスラン

○ 赤 フルボディ

南フランスの最良のテロワールからのブドウを
ブレンドして造られる、ジェラールベルトランと
ワインメーカーの意気込みと、太陽系の惑星
からもたらされる影響とで生まれるワインです。
それぞれの品種の個性を最大限に引き出すた
めに品種ごとに丁寧に醸造を行いブレンド。
15ヶ月間フレンチオークにて熟成します。

試飲コメント
ビオディナミまたはビオロジックの自社畑
のブドウを使用。南仏の暖かさ、丸みのあ
るタンニン、複雑さなどが融合した1本。

クロドラの畑は標高200ｍ程の所に位置。畑の真ん中に断
層があり、全く異なる2つのテロワールがひとつの畑の中に
存在しています。
ビオディナミ農法のルールに則り、スキ入れはラバでのみ行
います。収穫前に摘葉を行い、ブドウは全て手作業で収穫。
それぞれのブドウ品種、区画はコンクリートタンクで別々にマ
セラシオンを行い、その後、フレンチオークで12ヶ月間熟成し
ます。

クロ ドラ

コスモス

南フランス最良のテロワールから7つの品種をブレンド。

ビオディナミ、ビオロジック栽培のブドウを使用。
宇宙（=KOSMOS）とのつながりを表現するワイン。

「Ora」はラテン語で「祈り」を意味。“Peace” “Love”
“Harmony” の３つのキーワードのもと、40～50年もの
熟成に耐えうるワインを目指しています。
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レゼルヴ スペシアル シリーズ ジェラール ベルトランのシンボルである、赤い十字架
によって保証された品質のオーガニックワインです。

GERARD BERTRAND

レゼルヴスペシアルシャルドネ
750ｍｌ 2,110円
【IGPペイドック】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ワインのいきいきとした味わいを保つため、
夜間に収穫を行い、低温を保ちながら醸造。マロ
ラクティック発酵は行いません。

試飲コメント
きれいな酸、フレッシュな果実味とミネラルを思わせる
風味のバランスが良くとれています。

食事と合わせやすい南仏のシャルドネです。

レゼルヴスペシアルシラー
750ｍｌ 2,110円
【IGPペイドック】

○ シラー 100%
○ 赤 ミディアムボディ

アロマと繊細なタンニンを抽出するため、最低で
も15日間醸しを行います。ステンレスタンクでマ
ロラクティック発酵を実施し、約8ヶ月寝かせて
から一部は樽で熟成させ、さらに数ヶ月瓶熟を
行います。

試飲コメント
黒コショウ、スパイス、ハーブなどの香りに、完熟した
果実、程よいタンニンも。スパイスを効かせた料理や
ジビエなどと。

レゼルヴスペシアル
カベルネソーヴィニヨン
750ｍｌ 2,110円
【IGPペイドック】

○ カベルネソーヴィニヨン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

手摘みで収穫。10日～15日間の醸し、マロラク
ティック発酵の後、ワインの一部は樽に移されボ
トリングの前に10ヶ月間熟成されます。試飲コメント
黒系果実の豊かな味わいと、程よいタンニンと酸の
調和。複雑味があるフルボディで地元名産のカスレ
や牛肉料理などに合う味わい。

シラー ロゼ
750ｍｌ 2,110円
【IGPペイドック】

○ シラー 100%
○ ロゼ 辛口

完全に熟したタイミングで手摘みで収穫を行った
後、15日間の伝統的な方法での醸しが行われま
す。マロラクティック発酵の後、ワインの一部は樽
に移されボトリングの前に数ヶ月間熟成されます。
試飲コメント
シラーならではのほのかなスパイスさ、きれいな酸味、
軽いドライフルーツのニュアンスが感じられます。すっき
りと飲みやすく和食と合うロゼワイン。

プリマナチュールシャルドネ
750ｍｌ 2,290円
【IGPペイドック】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

試飲コメント
ふくよかな果実味、雑味のないクリアな飲み
口で食中酒としても最適。
柑橘類の香りも心地よいです。

プリマナチュールシラー
750ｍｌ 2,290円
【IGPペイドック】

○ シラー 100%
○ 赤 ミディアムボディ

試飲コメント
樽のニュアンスのないきれいなシラー。
長い余韻と豊かな果実味で、日本料理のような
繊細な料理との相性も良いです。

プリマ ナチュール
オーガニック、亜硫酸塩無添加、ヴィーガンの３つの
認証済みのオーガニックワインシリーズです。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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プリマ ナチュールはさらに動物性食品の摂取を拒む、ヴィーガン向けのワインとしても認証を取得しています。ブドウのクオ
リティが高く、細部まで徹底的にこだわった醸造工程を経ることで、プリマ ナチュールのような亜硫酸塩無添加のワインを造
ることが出来ます。

レゼルヴスペシアルヴィオニエ
750ｍｌ 2,110円
【IGPペイドック】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

凝縮したアロマのワインを造るため、収量を制限
し、完熟した状態で収穫。マロラクティック発行は
行いません。

試飲コメント
アロマ豊かな複雑味、程よい酸味と軽い樽のニュアン
ス。花のような香り。よく冷やしてアペリティフとしても
楽しめます。



テロワール/グラン テロワール

テロワール コルビエール
750ｍｌ 2,650円
【AOP: コルビエール】

○ グルナッシュ45％
シラー35％、ムールヴェードル20％

○ 赤 フルボディ

常に風が吹き抜けるエリアで、土壌構成も泥板
岩、石灰岩、砂岩、泥灰土など非常に多様。手
摘みで収穫後 シラーは全房のまま、グルナッ
シュとムールヴェードルは除梗して醸しを実施。
マロラクティック発酵を行った後、3つの品種を
ブレンドし、225Lのボルドー樽に移して約9ヶ月
熟成。

テロワール ラングドック
750ｍｌ 2,650円
【AOP ラングドック】

○ シラー55％、グルナッシュ45％
○ 赤 フルボディ

手摘みで収穫後、シラーは全房、グルナッシュ
は100%除梗して醸造。パンプオーバーやラッキ
ング、破砕を行いながらの抽出は理想とする各
品種のアロマと滑らかでタイトなテクスチャーを
得るために各タンクごとに注意深く実施。品種
の個性とテロワールのポテンシャルを保ちます。
その後、ワインの一部は225Lのボルドー樽に
移され、約10ヶ月熟成。

グランテロワール トータヴェル
750ｍｌ 3,000円
【AOP :コートデュルーションヴィラージュ
トータヴェル】

○ グルナッシュ35％、シラー35％
カリニャン20％

○ 赤 フルボディ

小石が多い土壌で、石灰岩を多く含む高台と南
東向きの丘陵に位置。山を越えて吹き付ける風
がブドウの成熟を促します。
ブドウの大半は手摘みで収穫。除梗後3週間か
ら4週間、醸しを行い、プレスされてマロラク
ティック発酵を行います。その1/3は樽に、残り
は木桶に移して9ヶ月間熟成します。

南フランスのアペラシオンの多様性の魅力を、ラング
ドックとコルビエールのテロワールの個性で表現。
トータヴェル村はルーションのピレネー山脈と地中海の
間という、理想的な位置にあり南フランスにあるべき、
最良の「クリュ」を発見。

試飲コメント
ルーションならではの野趣あふれたスタイル。凝縮した森の
果実のふくよかさ、グルナッシュのエレガントさからくる甘み、
程よい酸、溶け込んだタンニンも感じられます。

試飲コメント
凝縮感のある果実、丸みのあるタンニン、心地よい酸のバラ
ンスが絶妙。複雑味のあるスパイシーな味わいで、ワイン単
体でも料理と合わせても楽します。

試飲コメント
スパイスやハーブ、甘みを感じる凝縮した果実味が感じられ
ます。贅沢な樽のニュアンスの高級感ある味わいです。

GERARD BERTRAND
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ゲヴュルツトラミネール
750ｍｌ 3,580円
【IGPペイドック】

○ ゲヴュルツトラミネール
○ 白 辛口

ブドウは手摘みで収穫。丁寧にプレスを行い、
上質なマストのみを使用します。発酵後のワイ
ンは細かな澱と共に熟成を行い、一部は古樽
で6ヶ月熟成させます。

ピノ ノワール
750ｍｌ 3,580円
【IGP オートヴァレ ド ロード】

○ ピノ ノワール
○ 赤 ミディアムボディ

手摘みで収穫、除梗後コールドマセラシオンを5
日～8日間、実施。ピジャージュを行いながら発
酵させた後、フレンチオークの樽に移してマロラ
クティック発酵を行います。フレンチオークの新
樽で6ヶ月間熟成。

試飲コメント
ブルゴーニュのような冷涼感のあるピノ。大西
洋の影響で雨も降るため、粘性のある土壌から
くるしっとりとした果実味とタンニンも感じられま
す。

シャルドネ
750ｍｌ 3,580円
【AOP リムー】

○ シャルドネ
○ 白 辛口

ブドウは手摘みで収穫。丁寧にプレスを行い、
上質なマストのみを使用します。発酵後のワイ
ンは細かな澱と共に熟成され、一部は樽に移
し、マロラクティック発酵を行います。フレンチ
オークの新樽で6ヶ月熟成。

試飲コメント
標高の高さからの影響によるきりっとした酸が
心地よい、果実味とのバランスもいい、オーク
のニュアンスもありリッチな味わいです。

試飲コメント
白い果実の香りが立ち、芳醇な味わいが広が
る。ミネラル感、様々なハーブ、上品なアロマ。

ドメーヌ ド レーグル
2007年、ラングドックにありながら標高が高く雨も多い比較
的冷涼なエリア、リムーに畑を購入。単なるブルゴーニュス
タイルを目指すのではなく、しっかりした果実味と樽のバラン
スを重視した造りを行っています。

自社畑47haのブドウは全てビオディナミ農法を実施、認証取
得を申請しています。

リムーの高標高ピノ＆シャルドネ

– まさに、南仏のブルゴーニュ -

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



グランヴァンルージュ
750ｍｌ 6,300円
【AOP マルペール】

○ メルロ60％、カベルネフラン30％
マルベック10％

○ 赤 フルボディ

手摘みで収穫後、二度の選果を経て除梗、
醸しを行います。醸しは約20日間、厳格な温
度管理の下で行われ、その後の醸造工程も
それぞれの品種やテロワールの個性を保つ
ために個別に醸造されます。マロラクティック
発酵を行った後、ワインはブレンドされフレン
チオーク樽で12ヶ月以上熟成。

シャトーエグヴィヴ
750ｍｌ 3,900円
【AOPコルビエールブートナック】

○ シラー、グルナッシュ、カリニャン、
ムールヴェードル

○ 赤 フルボディ

二度の選果を行った後、それぞれの品種に合
わせた醸造を行います。カリニャンとシラーは
全房のまま10日～18日間のマセラシオンカル
ボニック、グルナッシュは除梗後、15日～20日
間の醸しを行います。
発酵させブレンドした後、12ヶ月間樽にて熟成。

マルペール 畑面積：33ha

グランヴァンロゼ
750ｍｌ 5,900円
【AOP マルペール】

○ メルロ50％、カベルネフラン40％
マルベック10％

○ ロゼ 辛口

収穫は早朝に手作業で行うことで、完璧な状
態のブドウを収穫します。選果後、プレス。ク
オリティの高いジュースのみを使用し、数日
間低温での醸しを実施します。
3つの品種は低温下のステンレスタンクで
別々に醸造され、発酵が終わる前にフレンチ
オーク樽に移し、6～7ヶ月熟成。

“drinks business”誌
(2017/8/14)

「死ぬまでに飲むべき9本
のロゼ」に選出

試飲コメント
贅沢でラグジュアリー感のあるロゼ。食事を
通し飲み進められる、うまみの虜になるグラ
ンヴァン。

試飲コメント
贅沢な樽のニュアンス、完熟した果実、溶け
込んだタンニンが秀逸なグランヴァン。

試飲コメント
古き良きボルドースタイル、古樹から来る複
雑さや余韻の長さが心地よい味わいです。ベ
ルトランが生まれた町の大事にしている畑。
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GERARD BERTRAND

シャトー ド ラ スジョール

ジェラール ベルトラン氏が2012年より所有。
西をカステルノーダリ、東をカルカッソンヌ、南をリムーに
面したアペラシオン マルペールに位置しており、ブドウ畑
は有名な「中世の城塞都市 カルカッソンヌ」（12世紀）のほ
ど近くにあります。
33haの所有畑は、ビオディナミ農法を実践（転換期間中）。
グランヴァンは所有畑の中でも最高の区画を選りすぐり、
収量を減らすなど品質を追及したワイン造りを行っていま
す。

大西洋と地中海の交差点

– 南仏のボルドー –

シャトー エグ ヴィヴ

ジェラール ベルトラン氏が所有するワイナリー。
シャトー エグ ヴィヴは1817年に水質とその薬効で大きな
名声を得ていた古代ローマの温泉「AGUA VIVA」の跡地
に設立されました。それゆえに「エグ ヴィヴ」 という名前が
つけられています。このような地下水脈が通っているのは
南仏で他になく、このエリアのように乾いた土地では、この
地下水脈の存在が特にブドウを育てるのに好ましく、有益
なものとなっています。

ラングドックの伝統的アペラシオン

“源泉”を意味するビオディナミシャトー

年間300日晴天が続くほど非常に乾燥したエリアで、土
壌は小さな「プディング ストーン」（丸い堆積岩の一種、

礫岩）と「テラロッサ」（＝赤い土地）として有名な砂岩でよ
く知られています。
30haの所有畑では、ブドウの生育に理想的なコンディ

ションの中、ビオディナミ農法を実施し、手摘みで収穫し
ています。

【ワイン造り】

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



MAS DEL PERIE

マルベックの繊細さを活かす

カオールを代表する期待の若手生産者

Cahors
【カオール】

マス デル ペリエ

カオール市の南西、コース（フランス南西部の高台地形）に
位置するトレプー・ラシエル村にある家族経営ドメーヌ。

2006年より現当主ファビアン ジューヴ氏（５代目）が引き継
ぎ、ドメーヌを運営。
栽培品種の大半はマルベックで個性を最大限に引き出して
います。他にも10種類ほどの品種を栽培しています。

【栽培＆醸造の特徴】

2009年エコセール、2011年デメテール、2014年ビオディ
ヴァン取得。ビオロジック、ビオディナミ栽培。化学肥料は
一切使用せず、天然酵母でゆっくり抽出するため長めの
発酵（30日間）。SO2の使用は極力抑え(0-30mg/l)品種や
区画によって、コンクリートタンク、小樽、大樽を使い分け
ています。

【畑・土壌】

カオールとケルシーの境目、カオールで最も標高が高い
丘陵地（320m）に畑を所有（21ha：黒ブドウ 2ha：白ブドウ）
し、大きく分けて四種類の土壌から構成されています。

【オーナー：ファビアン ジューヴ氏】

カオールにおいてビオワインを造る生産者のリーダー的
存在。
パーカーポイントを狙うワイン造りではなく、肩の力を抜い
た、強く抽出しないエレガントで果実味が全面に出てくるよ
うなスタイルのワインを造ります。マルベックという品種は素
晴らしく多様性のある品種で、そのなかでも「繊細さ」をとこ
とん活かすのが信条です。

中新世の褐色泥灰土

粘土石灰質

キンメリジャン石灰

（第三紀の）
鉄鋼石灰

ベタンヌ&ドゥソーヴ
2016年版2017年版
二年連続三ツ星★★★

カオール レ ゼスキュール マルベック

750ｍｌ 2,720円
【フランス AOC:カオール】

○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ

平均樹齢は25年。手摘み収穫、コンクリート
と樽で30日間発酵させた後、6ヶ月熟成。生
産量は50,000本。
チェリーなどのフレッシュな赤系果実や複雑
なスパイスのアロマ。桑の実のような少し酸
を連想させるような果実味とタンニンが絶妙
に調和している、やさしい口当たりのワイン
です。

レ ザギュド ブラン

750ｍｌ 2,720円
【フランス:ヴァン ド フランス】

○ ソーヴィニヨン ブラン
ソーヴィニヨン グリ
シャルドネ、セミヨン

○ 白 辛口

平均樹齢は10年。
手摘み収穫、全房発酵、樽（フードル、バ
リック）とステンレスで発酵させた後6ヶ月熟
成。
りんごやアプリコットなどの凝縮した果実味
とフレッシュでやさしい酸味とのバランスが
良い、コクのあるワインです。

テュ ヴァン プリュ オー ソワレ

750ｍｌ 2,650円
【フランス:ヴァン ド フランス】

○ マルベック 70%
カベルネ フラン 30%

○ 赤 フルボディ

平均樹齢は25年。手摘み収穫、コンクリート
と樽で10日間発酵させた後、6ヶ月熟成。生
産量は10,000本。

すみれや木イチゴ、クラッシュしたブラックベ
リーの香りとハーブ、ミネラル、スモーキーな
ニュアンスもあります。

ファビアン氏
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アンフォール

750ｍｌ 6,000円
【フランス AOC:カオール】

○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ

平均樹齢30年。手摘み収穫、アンフォラ
(100-800L)で30日間発酵後6ヶ月熟成
2,400本生産。プラムやブルーベリーなどの
熟した果実やチョコレートのような香り。豊か
な果実味が広がり、タンニンは非常になめら
かで、余韻が長いワインです。※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。



FRANCOIS LABET

フランソワ ラベ

クロ ド ヴージョの最大の所有者（5.48ha）シャトー ド ラ
トゥールのオーナー、フランソワ ラベ氏が2009年からリリー
スするピノ ノワール。
ブルゴーニュ人がなぜコルシカでワイン造りを始めたのか？
それは家族がこの地に別荘を所有しており、幼年期から
ヴァカンスで訪れこの土地が気に入っていたからです。
しかし大陸に住む人がコルシカで畑を購入すると島民から
嫉妬されるため、地元のパートナーが所有する30haのブド
ウを購入するという手法をとっています。

クロ ド ヴージョ最大の所有者が
コルシカ島で作るピノ ノワール

Corse 【コルス（コルシカ）】

畑近くの施設にてステンレスタンクで発酵。1/3をオー
ク樽、残りをステンレスタンクで熟成させ、出来上がっ
たワインをタンクでブルゴーニュまで運び瓶詰めします。
造っているワインはこのピノ ノワールのみです。

【ワイン造り】

ピノ ノワ－ル

750ｍｌ 1,990円
【フランス: AOCコルス イル･ド･ボーテ】

○ ピノ ノワール 100%

○ 赤 ミディアムボディ

フランソワ氏は何時かはこの地でワイン造
りをと夢見ており、2009年にようやく実現し
ました。濃厚だが洗練された果実味を感じ
る味わいはブルゴーニュでもニューワール
ドでもないネオクラシックで近年高騰する
ブルゴーニュを考えると圧巻のコスパワイ
ンです。

土着品種でないため原産地呼称は「IGP 
ド イル ド ボーテ」（『美島で造られるワイ
ン』の意）となる。カシスやブルーベリーの
リキュールなどのアロマに濃厚だが洗練さ
れた果実味を感じる味わいです。

オーナー
フランソワ ラベ氏

LE LOUP BLEU

プロヴァンスの風を感じる

美しいワイン

Provence
【プロヴァンス】

ル ルー ブルー

ル ルー ブルーは大規模な生産者や協同組合が多いプロ
ヴァンスにおいて、所有面積9haと小規模ながらも、ワイン造
りに真摯に向き合い高品質なワインを生み出している造り
手。 所有畑は、標高400m、地中海から30km程の場所に位
置しており、北はサント・ヴィクトワール山(1,011m)、南はオ
レリアン山(872m)に囲まれ、プロヴァンス特有の乾燥した強
い北風がブドウを病気から守り、かつサント・ヴィクトワール
山に近いことから突風の被害を受けることは少ない理想的
な気候条件です。

ヴォル ド ニュイ ブラン

750ｍｌ 2,490円
【フランス AOC:コート ド プロヴァンス】

○ ヴェルメンティーノ（ロール) 90%

クレレット 10%
○ 白 辛口

ステンレスタンクと一部（10%）樽にて4ヶ月間熟

成。やや緑がかった輝きのある小麦色で、グ
レープフルーツやブラッドオレンジのような柑橘
系のフレッシュな香りを具えます。

桃、梨など果実味豊かなアタック。リッチなテク
スチャーといきいきとしたフレッシュな口当たり
のバランスが素晴らしく、フィネスを感じます。

ヴォル ド ニュイ ロゼ

750ｍｌ 2,110円
【フランス AOC:コート ド プロヴァンス】

○ グルナッシュ 77％、
ヴェルメンティーノ（ロール） 17％
シラー 5％、 クレレット 1％

○ ロゼ 辛口

直接圧搾法で造られ、色合いは淡いローズピン
ク。桃、赤スグリのような果実のフレッシュな香
り、わずかに柑橘系のアロマも感じられます。
果実味と爽やかな酸味のバランスがよく、いき
いきとした余韻が楽しめます。

27※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます

クロワ デュ シュッド ルージュ

750ｍｌ 2,490円
【フランス AOC:コート ド プロヴァンス サント
ヴィクトワール】

○ シラー 75%、カリニャン 15%、
グルナッシュ 10％、

○ 赤 ミディアムボディ

12ヶ月間ステンレスタンクと20%樽熟成。スパイ
ス、オリーヴ、黒系果実、プロヴァンスのガリー
グ（プロヴァンスの低木）やハーブを思わせる香
り。果実味豊かでリッチながらやわらかな印象
のワインです。



DOMAINE BERTHET-BONDET

安定感のある、透き通った
クリーンなスタイル

ドメーヌ ベルテ・ボンデ

農学修士所有のベルテ・ボンデ夫妻は1984年にシャトー
シャロンに移り住み、1985年に初めての収穫を行いました。
畑はシャトー シャロンの丘陵地の他ラヴィニー村やル ヴェ
ルノワ村の周辺にもあり、少しずつ所有畑を買い足していっ
て畑が点在しているため天候による被害などのリスク回避
ができます。2010年から有機栽培を開始し、2013年にAB
（アグリキュルチュールビオロジック）を取得しました。

Jura
【ジュラ】

レ グランヴォー

750ｍｌ 4,380円
【フランス AOC：コートデュジュラ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「レ グランヴォー」は2015年にベルテ・ボンデが取得
した畑の名前で、単一畑のキュヴェとなります。全
房発酵の後、約10ヶ月ステンレスタンクで熟成。
熟成に樽を使っていないため、シャルドネ本来の爽
やかな味わいが表現されています。花や黄色い果
実のニュアンスとキレイな酸を備え、見事なバラン
スが取れた味わいです。

バラノズ

750ｍｌ 4,830円
【フランス AOC：コートデュジュラ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「バラノズ」は畑の名前で、単一畑のキュヴェとなり
ます。樽で全房発酵を行った後、約10ヶ月樽で熟
成。（5%-10%新樽） ウィヤージュとバトナージュを
施します。花やアーモンドの香りと、まるみのある
樽のニュアンスが見事に調和しています。十分な
厚みと上品な余韻があり、ブルゴーニュ好きな方に
もお勧めしたいワインです。

サヴァニエ

750ｍｌ 5,300円
【フランス AOC：コートデュジュラ】

○ サヴァニャン 100%
○ 白 辛口

単一畑のキュヴェで全房発酵の後、約10ヶ月ステ
ンレスタンクで熟成。
リンゴやオレンジピールの上品な香りと僅かな苦
味が個性的で、塩味が余韻を支えます。
生魚に合わせても生臭さが出にくいため、ぜひ和
食とも楽しんでいただきたいワインです。

トリオ

750ｍｌ 4,830円
【フランス AOC：コートデュジュラ】

○ ピノノワール 40%、プールサール 40%、
トゥルソー 20%

○ 赤 フルボディ

除梗し、短めの発酵（1週間）を行った後約10ヶ月
ステンレスタンクで熟成。
瑞々しく、さくらんぼやイチゴをかじったときのよう
な爽やかな味わいと、胡椒のようなスパイシーな
ニュアンスを備えます。
いくら飲んでも飽きないのもこのワインの魅力です。

シャトーシャロン

750ｍｌ 11,400円
【フランス AOC：シャトーシャロン】

○ サヴァニャン 100%
○ 白 辛口

除梗後、ステンレスタンクで発酵。ウィヤージュ（補
酒）はせず、ワインの表面にできる酵母の膜と共に
228Lのオーク樽で最低6年間熟成させます。
よく熟したあんずや黄桃、カリー、胡桃など複雑味
がある香りと、この生産地ならではの美しいミネラル
を思わせる風味を備え、偉大なワインのポテンシャ
ルを感じさせます。

ベタンヌ&ドゥソーヴ
2017&2018
★★獲得

左：
右：ジャン ベルテ・ボンデ氏

ブルゴーニュの東側で、ディジョンから
約90km、スイス国境のジュラ山脈の麓に広がる地域。
ブドウ栽培面積：1800ha
生産者数：約100件

【ジュラ地方】

28 ※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



TEMPOS VEGA SICILIA

リベラ デル ドゥエロが生む
スペインの至宝

ボデガス ベガ シシリア
ベガ シシリアでは「最高のワインはまだ造られていない」と
いう理念の元、流行を追うのではなく、物事の本質を捉え、
原点や伝統に重きを置いています。
最高の品質を追求するため、自社でアメリカンオーク樽を製
造、フレンチオーク樽の修理を行っています。また、近年で
は生産者が減ってしまったスペインの伝統的なマルチヴィン
テージ、「ウニコ レセルバ エスペシアル」も造り続けていま
す。ワイン樹の樹齢も古ければ良いとは考えず、平均35年
を維持し、理想的な品質を保ち続けています。こうした理念
はテンポス ベガ シシリア全体に共通し、当主アルバレス氏
は「100年後にすべてのワイナリーをベガ シシリアのクオリ
ティにしたい」と考え、品質に惜しみない投資を行っています。

Spain, Ribera del Duero
【スペインリベラデルドゥエロ】

1982 アルバレス家がベガ シシリアを取得

1991 ベガ シシリアから15キロ離れた

場所にアリオンを設立

1993 ハンガリーにトカイ オレムスを設立

2001 ベガ シシリアから100キロ離れた

トロにピンティアを設立

2013 ベンジャミン ド ロートシルトとともに

リオハにマカンを設立

3m×1.5m間隔で植樹
収量はわずか平均22hl/ha

1000haの所有地のうち、ブドウ畑として210ha所有。（140ha
をウニコとバルブエナ、70haはアリオンに使用）
ブドウ畑210haを19の土壌タイプ、52の区画に分けて管理
しています。ティント フィノ、カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ
の3種を植樹。100年以上前からブドウ栽培が行われており、
ベガ シシリア独自のクローンが育っています。
10年未満の若木のブドウは使わず、平均樹齢35年を維持
し、栽培は20年以上前からビオロジック農法を実施してい
ます。

【ワイン造り】

テンポス ベガ シシリアのワイナリー

バルブエナ 5°2013

750ｍｌ 21,500円
【スペインDO :リベラ デル ドゥエロ】

○ ティント フィノ 95％、メルロ 5％
○ 赤 フルボディ

ウニコのセカンド的な位置づけのワイン。樽熟
と瓶熟で熟成期間が5年かかることから「バル
ブエナ5°」と名付けられました。今まさにいき
いきとしたリッチな味わいです。

試飲コメント

メルロを加えることでやわらかさを表現してい
ます。子羊のローストや繊細な料理とも好相性。

ウニコ 2006

750ｍｌ 64,300円
【スペインDO :リベラ デル ドゥエロ】

○ ティント フィノ 94％、

カベルネ ソーヴィニヨン 6％
○ 赤 フルボディ

伝説のワインを造りだすため、最低でも10年の
熟成を経てリリースされるフラッグシップ。2006

年は2005年同様、通常よりも2年長く熟成を経

てからのリリースとなりました。豊潤で深く、シ
ルキーなワインは記憶に残る逸品です。

試飲コメント

長期熟成から来る圧倒的な複雑味、うまみの
広がり。自家製のアメリカンオークを使った樽
の利かせ方はウニコならではのユニークさ。
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ドゥエロ川、風、崩積の3つの作用でできた土壌。畑は低
～中位のテラス状になっており、白または赤い粗い砂質と
石英を多く含む薄い層が交互に現れる、水はけの良い堆
積土。地中深くには炭素が多く存在し、この土壌がゆっく
りと時間をかけて進化を遂げてきたことがわかります。適
切な水分量を保つことができるためブドウは早く熟します。

DOでは灌漑が認められていないので、
SOBACADO （ソバカド）という樹の

まわりを「おわん状」に掘る農法を採用。

TEMPOS VEGA SICILIA

ベガ シシリアが造るモダンな
リベラ デル ドゥエロ

Spain, Ribera del Duero
【スペインリベラデルドゥエロ】

ボデガス イ ビニェードス アリオン

ベガ シシリアからわずか15km東に1991年に設立。3つの
区画からなる130haの畑で、ベガ シシリアと同じアプロー
チでブドウを栽培しています。1993年からワイナリーでの
醸造開始。当初はアリオン用に植えたブドウは使わず、植
樹から10年を経て初めてワインに使用。より良い品質を求
め、2000年から2009年にかけてワイナリーを改修。
ベガシシリアで効果が証明された発酵用木桶を導入し、
使用するフレンチオーク樽はすべて新樽です。

アリオンの名称はアルバレス家生誕の地、レオンに由来し
ています。

アリオン 2014

750ｍｌ 12,900円
【スペインDO :リベラ デル ドゥエロ】

○ ティント フィノ 100％
○ 赤 フルボディ

試飲コメント

クラシックなスタイルの力強いワイン。凝縮感
のある果実味、溶け込んだタンニン、程よい酸
が心地よい。

【ワイン造り】

ベガ シシリアが造る
エレガントな、トロワイン

Spain, Toro
【スペイントロ】

ボデガス イ ビニェードス ピンティア

2001年、ベガ シシリアから下流約100kmにピンティアを設立。
同じドゥエロ川沿いのトロのポテンシャルに魅了され、古い
ブドウ畑を取得、2006年にはワイナリーを建設しました.
試行錯誤の末にトロワインの素晴らしさである果実味を最も
表現できる醸造のひとつとして、収穫後の低温庫保管を導
入し、エレガントな味わいのワインを造りだしています。

ピンティア 2013

750ｍｌ 8,600円
【スペインDO :トロ】

○ ティンタ デ トロ 100％
○ 赤 フルボディ

試飲コメント

暖かい気候の中でできる温かみのあるワイン。
力強く果実味豊かで、溶け込んだタンニンと甘
みを感じる味わい。
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大西洋の影響を受ける大陸性気候で、夏は40度以上、冬
は-10度まで下がります。年間降雨量は400mm、日照時
間は2,600時間を越えるため乾燥し、病気になりにくい環
境の下、良く熟したブドウが育ちます。
堆積でできた砂質の丘陵に位置し、水はけが良い畑。
96haの畑は主に2種類の土壌から成り、「ガラビタス」は表
土が厚く石があり、深部は礫（小石）が多くブドウ樹が
40cm～70cmまでしか根を張らず、生育サイクルが早い
のが特徴です。「ロスオヨス」は表土は厚くなく、ごろごろと
転がる大きい石が熱を保ちブドウの成熟を促します。

【テロワール】

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



バロン エドモン ド ロートシルトと
ベガシシリアのジョイントベンチャー

Spain, Rioja
【スペインリオハ】

ボデガス ベンジャミン ド ロートシルト
＆ ベガ シシリア

2004年設立、テンポス ベガ シシリアは、スペインを代表す
る産地、リオハにおいて最良のワイン造りを目指し、バロン
エドモン ド ロートシルトとジョイントベンチャーを設立。プロ
ジェクト発足から5年以上に及ぶ畑取得と研究を重ね、2009
年にファーストヴィンテージを醸造、2013年にリリース。

スペインの建築家エンリケ ジョハンソンによるワイナリーは
2015年から建築開始し、2017年6月に完成。傾斜のある土
地を利用したグラヴィティーフローでソーラーパネルも備え
る最新型。10,000Lのステンレスタンクと木桶を45基備えま
す。ボルドーの伝統にならい、マカンに加えセカンドラベル
のマカン クラシコの2種類を生産。2014年ヴィンテージより、
マカンはマカン クラシコよりも1年遅れてリリースされるよう
になりました。

マカン クラシコ 2014

750ｍｌ 7,000円
【スペインDO :リオハ】

○ テンプラニーリョ】 100％
○ 赤 フルボディ

試飲コメント

豊かな果実味、きりっとした酸、溶け込んだタ
ンニンのバランスが良い、エレガントさと温か
みを兼ね備えたスタイル。

TEMPOS VEGA SICILIA

トカイの歴史とともに歩む
由緒ある伝説のワイナリー

Hungary, Tokaj
【ハンガリー トカイ】

トカイ オレムス
17世紀初頭、オレムスの畑はラーコーツィ1世の時代、王家
に所有されおり、1630年、牧師セプシ＝ラツコー・マテーが
オレムスの畑からとれたブドウで造った甘口ワインを「トカイ
アスー｣（トカイのフリーランの意）と呼んだことからトカイの
歴史が始まりました。世界でも品質を讃えられてきた時代
から困難な時代を経て、1993年からアルバレス家が所有し、
あらゆる改革に取り組んでいます。

マンドラス 2016

750ｍｌ 3,000円
【ハンガリー :トカイ】

○ フルミント 100％
○ 白 辛口

オレムス所有の「マンドラス」（アーモンドの意）
の区画と樹齢60年以上の区画からなるオレム
ス唯一の辛口ワイン。ステンレスタンクを導入。
試飲コメント

北向きの畑の影響による鋭角的な酸により、フ
ルミントの良さを最大限に引き出し、同時にハ
ンガリーオークを使いやわらかさも表現。食事
も前菜から食中を通して楽しめるワイン。

レイトハーヴェスト 2016

500ｍｌ 4,000円
【ハンガリー :トカイ】

○ フルミント、ハーシュレヴェルー、ゼータ、

シャールガ ムシュコターイ

○ 白 甘口

9月半ばから11月始めにかけて貴腐化が50%以
上進んだブドウを手摘みで収穫。バランスが良

くシルキーでフレッシュ。豊潤で、飲むたびに甘
美な味わいが広がります。

アスー 3プットニョシュ 2011

500ｍｌ 6,000円
【ハンガリー :トカイ】

○ フルミント、ハーシュレヴェルー、ゼータ、

シャールガ ムシュコターイ

○ 白 甘口

北向きの畑の影響による鋭角的な酸により、フ
ルミントの良さを最大限に引き出し、同時にハン
ガリーオークを使いやわらかさも表現。食事も
前菜から食中を通して楽しめるワイン。

31※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



ALVARO PALACIOS&PALACIOS REMONDO

レス テラッセス

750ｍｌ 5,400円
【スペイン DOCa:プリオラート】

○ ガルナッチャ 50%
カリニャン 45%、 その他 5%

○ 赤 フルボディ

グラタヨップスを含む9つの村の丘陵の上部に
ある畑で、パラシオス氏によって監督された契
約農家のブドウと一部グラタヨップスの自社畑
のブドウを使用。プリオラートの土着品種と古
木が表現するテロワールの複雑さを表したワ
インです。
ブラックチェリーやブラックベリーなどの果実
味にほのかなコーヒーを思わせる香ばしい
ニュアンスが感じられます。滑らかな口当たり
で余韻も長く楽しめます。

カミンス デル プリオラート

750ｍｌ 3,380円
【スペイン DOCa:プリオラート】

○ ガルナッチャ 40%
カリニャン 20%
カベルネ ソーヴィニヨン 20%
シラー、メルロ 20%

○ 赤 フルボディ

グラタヨップスとその周囲の町で収穫された

ブドウをブレンドして造る、若いうちから楽しめ
るワイン。プリオラートの雄、アルバロ氏だか
らこそ造れるコストパフォーマンスの高さを評
価されているプリオラートワイン。

黒すぐりや、ローストしたベリー系果実のニュ
アンスがあり、スパイスなど複雑なアロマの
ある力強いワインです。

フィンカ ドフィ

750ｍｌ 9,500円
【スペイン DOCa:プリオラート】

○ ガルナッチャ95%、他
○ 赤 フルボディ

「プリオラートの4人組」の1人、レネ・バルビエへ
氏へのオマージュ（敬意）。入植当時1989年～
1996年にかけて開墾したドフィ畑で収穫したブド
ウから厳選した最良のブドウ（ガルナッチャ主
体）で造られる。アルバロらしい、コンテンポラ
リーなプリオラートの表現。
ローズマリーやカモミール、ヴァニラなどのスパ
イスのアロマ、ブラックベリーなどの果実の凝縮
された味わい。心地よい口当たりのタンニンが
残ります。

レルミタ

750ｍｌ 137,500円 (2015VIN)
196,500円 (2013VIN)

【スペイン DOCa:プリオラート】

○ ガルナッチャ 90％、カリニャン 8%
白ブドウ 2%

○ 赤 フルボディ

アルバロ パラシオスを代表するフラッグシップ。
レルミタ畑（約2.4ha)、平均樹齢は約70年。区画
のうちの0.2haは樹齢100年を超え、1本のブドウ
の木からの平均的な収量は400gと非常に少量。
フレッシュさを出すため急勾配の畑の、北側の
斜面からのブドウのみを使用。木桶発酵、フレン
チオーク樽で15ヶ月熟成（新樽100%）。ビオディ
ナミ農法によるスペインで最も希少なワインの1
つとして世界的にも高い評価を受けています。

グラタヨップス ビ デ ビラ

750ｍｌ 7,200円
【スペイン DOCa:プリオラート】

○ ガルナッチャ 65%
カリニャン 35%

○ 赤 フルボディ

グラタヨップスの町に点在する、パラシオスの
所有畑で収穫されたブドウをブレンドした、い
わばグラタヨップスの村名ワイン。
レルミタ畑の木から収穫されたブドウも含まれ
ます。若々しくフレッシュなブラックベリーなど
凝縮した果実味。ハーブ系のすっとした香りと
アロマ。バランスのとれた味わいです。

※ビオディナミ農法の認証は取得していないため、マークは省
略しています。

Spain, Priorato
【スペイン プリオラート】

スペインを代表する醸造家の1人

アルバロ パラシオス
1990年代にスペイン プリオラｰトでのワイ
ンづくりを復活させ、スペインワインの品質
を改めて世界に知らしめ注目を浴びた｢四
人組｣の1人、アルバロ パラシオス氏。他
のメンバーが近代的な栽培法を志向する
中、アルバロが目指したのは｢伝統品種と
伝統的な方法に立ち返ったワインづくり｣。
彼は樹齢 60年以上の古木に魅せられ、
皆が敬遠するような山頂の急勾配に位置
するレルミタ畑を買い取り、名声を勝ち取
りました。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。32



ALVARO PALACIOS&PALACIOS REMONDO

ラ モンテサ

750ｍｌ 2,990円
【スペイン DOCa:リオハ】

○ ガルナッチャ 約85%
テンプラニーリョ 約15%

○ 赤 フルボディ

代々所有してきた畑の名前をそのままつけた
ワインは、アルバロ パラシオス氏が最も強い
思い入れのあるワインです。ステンレスタンク
での発酵後、オーク樽で12ヶ月樽熟。
カシスやプラムなどの活き活きとした香りと
果実味に加え、樽由来の熟成感のバランスが
絶妙。タンニンと酸のバランスが良く、長い余
韻の中にはミネラル分も感じられます。

◇バランスが良く、幅広い料理に合わせること
ができます。複雑味もあるため、ソースを
使った料理とも良く合います。

ラ ベンディミア

750ｍｌ 2,110円
【スペイン DOCa:リオハ】

○ テンプラニーリョ 50%
ガルナッチャ 50%

○ 赤 ミディアムボディ

ベンディミアとは“VINTAGE”の意。グリーン
ハーベストを行い、収穫は手摘み。ステンレス
タンクでパンピングオーバーしながら発酵後、
マロラクティック発酵。その後5ヶ月間樽熟成。
赤系の森の果実味あふれる、モダンなタイプ
のワインに仕上がっています。

◇素材を活かしたシンプルな味わいの料理。
特に肉や魚のグリル料理とよく合います。

プロピエダッド

750ｍｌ 5,200円
【スペイン DOCa:リオハ】

○ ガルナッチャ 100%

○ 赤 フルボディ

パラシオス レモンドを代表するワイン。
アルファロ村の5つの畑からブドウを使用して
います。グリーンハーベストを行い、手摘みに
より収穫。5,000Lの上部開放式木桶で発酵､フ
レンチオークで14ヶ月の熟成を経て、ノンフィ
ルターでリリースされます｡
ワインに適したヴィンテージにのみ造るという、
アルバロ パラシオス氏こだわりのワインです。

プラセット

750ｍｌ 3,880円
【スペイン DOCa:リオハ】

○ ビウラ 100%
○ 白 辛口

1989年にアルバロの父が植えたビウラ100%
で造る、希少な白ワインです。
グリーンハーベストを行い、収穫は手摘み、除
梗後部分的に破砕、圧搾。発酵はフレンチ
オークの樽で行い、そのまま9ヶ月間熟成。
アルバロの叔父が醸造。
白い花のアロマ、ミネラルの印象のある爽や
かな味わいです。

Spain, Rioja
【スペイン リオハ】

パラシオス レモンド

150年前からブドウ栽培を行い、父が1945年に創業したリオ
ハのワイナリーを、2000年に「パラシオス レモンド」としてア
ルバロ パラシオス氏が継承。自身が5代目となる伝統ある
生産者として、自身の過去の経験と、熱い情熱をもって、ワ
インの醸造方法、畑でのブドウ栽培を見直し、短期間でワイ
ナリーの改革を実現。
プリオラートのみならず、地元リオハでも注目を集める生産
者の1人となりました。

アルバロ パラシオスが家業を継ぎ
造り出す、モダンスタイル リオハ

約100haの広さを誇るモンテサ畑

【ブドウ畑】
リオハでも、標高の低いリオハ バハはガルナッチャに適した土地
として知られ、逆に標高の高いリオハ アルタはテンプラニーリョに
適した土地として知られています。
モンテサ畑には、ガルナッチャ、テンプラニーリョ、マズエロ種が

植えられており、ブドウの平均樹齢は27年。現在はオーガニック農
法（一部ビオディナミ農法）を実践。低収量かつ、畑での選果と
選果台での選果を徹底して行います。
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※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。



Spain, Ribera del Duero & Rueda
【スペインリベラデルドゥエロ】

1927年、11のブドウ生産者が集まって高品質なワイン造
りを目的とした協同組合を設立。1929年のバルセロナ万
博で金賞を取ったことでこの地域を代表するワイナリーと
なりました。「ボデガス リベラ デル ドゥエロ」と当時は名
乗っていましたが、1982年にDOが設立されるにあたり、
DOにリベラ デル ドゥエロの名称を譲り、「プロトス」（ギ
リシャ語でNO.１の意）に名前を変更。現在も街の観光名
所であり、ワイン博物館でもあるペニャフィエル城地下に
2kmに渡るセラーを所有。街を代表するワイナリーとして
地元で愛されています。

ボデガス プロトス

DOにリベラデルドゥエロの名称を譲った

地域密着型ワイナリー

BODEGAS PROTOS

プロトス ロブレ

750ｍｌ 2,240円

【スペイン

DO:リベラ デル ドゥエロ】

○ テンプラリーニョ 100%

○ 赤 フルボディ

樹齢25年以上のテンプラリーニョから造ら
れます。手摘み収穫後、スキンコンタクト
をしながら15日間発酵、6ヶ月フレンチ&ア
メリカンオークで熟成後、瓶熟を6ヶ月実施。
フレッシュな果実、甘いスパイス、オーク
の香りとトースト香があり、なめらかなタン
ニンのワインです。

プロトス クリアンサ

750ｍｌ 3,840円

【スペイン

DO:リベラ デル ドゥエロ】

○ テンプラリーニョ 100%

○ 赤 フルボディ

樹齢25年以上のテンプラリーニョから造ら
れます。20kgの箱で手摘み収穫後、スキン
コンタクトをしながら21日間発酵。
フレンチオーク3分の2、アメリカンオーク3分
の1で14ヶ月熟成。
パワフルな果実味とココア豆、スパイスの
香り。酸味もあり、スモーキーな余韻です。

【評価】

WINE&SPIRITSマガジン誌2013年
ワイナリー･オブ･ザ･イヤー
TOP100選出

【畑】 厳格な管理と分析による高い品質

■総栽培面積は700ha以上に及びますが、すべて小ロット
に分けて厳格に管理しています。
■畑は750m～900mに位置し、南向き。石灰質を多く含む砂
質が中心。
■収穫はすべて手摘みで実施。樹齢の高いブドウ樹からの
ブドウは20kgの箱に入れてワイナリーに運ばれます。
■栽培区画全ての立地条件や、各ブドウ畑の品質を分析し、
収穫されたブドウをレベル別に分類。それぞれの区画に
合った発酵タンクを使用し、ブドウ畑から瓶詰め完了後のワ
インまで追跡可能となっています。
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プロトス グラン レセルバ

750ｍｌ 9,000円

【スペイン

DO:リベラ デル ドゥエロ】

○ テンプラリーニョ 100%

○ 赤 フルボディ

樹齢50年以上のテンプラリーニョを使用。
80%フレンチオーク、20%アメリカンオークで
24ヶ月熟成後、瓶熟36ヶ月。パワフルでエレ
ガント、複雑な味わい。ローストしたコーヒー
やスパイシーな風味です。

ペニャフィエル城とワインセラー

【醸造】

リベラ デル ドゥエロの中心
にワインセラーがあり、クリ
アンサ、レゼルバ、グランレ
ゼルバを醸造。（写真右上）
白ワインは、ルエダの中心、
ラ セカに専用施設を設立。

常に高い品質を目指し、各
DOに合わせた醸造を行っ
ています。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。
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TORRE DEL GALL

Spain, Catalunya
【スペインカタルーニャ】

カバブリュット レセルバ （新ラベル）

750ｍｌ 2,000円

【スペイン DO:カバ】

○ マカベオ（ビウラ）、パレリャーダ、
チャレッロ

○ 白 辛口

「トレ デル ガル エテステート」と「マス ベル
ニッチエステート」という2つの自社畑からと
れたブドウのみを使用。長期瓶熟による深
みのある ボディと酸がエレガントに調和し、
マカベオ特有の青りんごを思わせる爽やか
な果実味を伴った、心地よい余韻が長く続
きます。

◇パテや生ハム、鯛やヒラメなど白身魚の
ムニエル、ホタルイカのフリットと合わせて

カバブリュット ロゼNV （新ラベル）

750ｍｌ 2,000円

【スペイン DO:カバ】

○ トレパット、ガルナッチャ
○ ロゼ 辛口

上質なトレパットの産地として知られる、コン
カデバルベラのブドウを使用。品種に由来

するラズベリーやスグリの新鮮で甘酸っぱ
い赤い果実の香り。砂糖漬けのチェリーを
思わせるふくよかな果実味。繊細でほのか
な甘みが余韻に残ります。

◇野菜のグリル、鶏肉のトマトソース煮込み、
リゾット、バジルソースのパスタと合わせて

“トレ デル ガル”は、カヴァの一大産地・サンサドルニ ダ
ノイアと、D.O.ペネデスの拠点・ビラフランカ デル ペネデ
スの中間にあるサン クガット セスガリゲスに所在してい
ます。それぞれの品種に最適な畑で栽培されたブドウを
使用し、長い瓶熟期間によって生み出される複雑性が魅
力のカバとなっています。

トレ デル ガル

選びぬかれたブドウ産地と長い瓶熟
こだわりのカバ

BODEGAS PROTOS

セレクシオン フィンカ エル グラホ ビエホ

750ｍｌ 11,500円

【スペイン DO:リベラ デル ドゥエロ】

○ テンプラリーニョ100％
○ 赤 フルボディ

樹齢70年以上のエル グラホ ビエホ畑から18区画
を厳選し、良年のみ生産されるワイン。
500Lのフレンチオークで発酵、マセレーション。MLF
は225Lのフレンチオークで行い、18ヶ月熟成。（新
樽）しています。熟した黒系果実、チョコレートやバ
ニラの香りがあり。力強く長い余韻を備えます。

プロトス ベルデホ バリカ

750ｍｌ 3,400円

【 スペイン DO:ルエダ】

○ ベルデホ 100％
○ 白 辛口

樹齢25年以上。
収穫は夜間に行い、20kgの箱を使用。
フレンチオークでオリとともに6ヶ月熟成。瓶熟を
12ヶ月行ってから出荷します。パワフルで複雑な果
実味。熟した柑橘類やトロピカルフルーツの香り。
スパイスやスモーキーなニュアンスを備えています。

プロトス ベルデホ

750ｍｌ 1,880円

【 スペイン DO:ルエダ】

○ ベルデホ 100%

○ 白 辛口

樹齢25年未満の若木を使用。収穫は夜間に行いま
す。ステンレスタンクで発酵、シュールリーで3ヶ月
熟成。青リンゴやトロピカルフルーツ、ハーブの香り。
フレッシュでイキイキとした酸味のワインです。

プロトス 27

750ｍｌ 4,200円

【スペイン DO:リベラ デル ドゥエロ】

○ テンプラニーリョ 100%

○ 赤 フルボディ

バルセロナ万博金賞受賞の1927年ヴィンテージの
ラベルと同デザイン。
標高850mにある、DOで最も古い区画となる粘土
石灰質土壌の畑から樹齢50年以上のテンプラ
ニーリョを使用し、野生酵母のみで発酵。フレンチ
オークの新樽で16ヶ月熟成後、瓶熟を12ヶ月実施。
黒系果実の凝縮したアロマ豊かで、バニラやトー
スト、リコリスのニュアンスを備えています。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



アラベサアルタ

ウルニュエラ村

バハ

ラ クーナ デ ラ ポエジア ロサ－ド

750ｍｌ 1,520円
【スペイン DOCa:リオハ】

○ ガルナッチャ 100%
○ ロゼ 辛口

野生のストロベリーを思わせる繊細で魅惑的
な香り。ほのかにスパイシーで花のような印象
もあります。爽やかな味わいが口の中一杯
に広がります。

ラ クーナ デ ラ ポエジア ビウラ

750ｍｌ 1,520円
【スペイン DOCa:リオハ】

○ ビウラ 100％
○ 白 辛口

熟して果実味豊かなビウラ本来のスタイルを
前面に出したワイン。
ブドウの収穫、プレス後、冷却されたマストは
大きなステンレスタンクで15-16度で発酵。
樽熟や瓶熟は一切行わずリリース。
青リンゴやレモンのパイ、熟した桃を思わせる
香り。新鮮な柑橘系果実の味わいは、口中を
爽やかに包み込み、美しくまろやかな余韻も
感じられます。
◇よく冷やしてパスタ料理や魚介類、白身肉
の料理やタパスと合わせて。

ラ クーナ デ ラ ポエジア

テンプラニ－リョ

750ｍｌ 1,520円
【スペイン DOCa:リオハ】

○ テンプラニーリョ 100%

○ 赤 ミディアムボディ

収穫されたブドウはすぐにワイナリーへ運搬。
ブドウの約半分は除梗･破砕後、コールド
マセレーションを経て18～22度で醗酵後、マロ
ラクティック発酵。残り半分は除梗された後、
自然発生のCO2によるマセラシオンと、丁寧な
ルモンタージュによる醸造。果実味を重視し、
樽熟、瓶熟は行わずにリリース。
上質で、若々しいテンプラニーリョ独特のガー
ネットの色合い。スグリやチェリー、リコリスの
香りと、果実味が溢れるワイン。幅広い料理と
の相性が楽しめます。

◇前菜、軽めなので家庭料理や和食にも

Spain, Rioja
【スペイン リオハ】

コストパフォーマンスに優れた
ポエジアシリーズ

アルティガ フステル

アルティガ フステル社は2002年創業。オーナーのマルティ･
ケー氏はNYの人気レストラン｢Aureo le｣でヘッドソム
リエを務めた後、1995年から母国スペインでワインの販売
に携わってきました。氏が掲げる｢顧客視点とシンプルさを
融合させ、ニューワールド的アプローチによるスペインワイ
ンづくり｣という意志に賛同した若く優秀なプロフェッショナル
たちにより、ビラフランカ デル ペネデスを本拠にスペイン各
地でコストパフォーマンスに優れたワインをつくり、世界
中のワイン愛好家のニーズを満たしています。

アルティガ フステル社との強固なパートナー

シップのもと、ブドウを育て、ワインをつくりだ
すのが3代にわたる家族経営のボデガスレサ
グラシアです。

ウルニュエラの村を本拠に、それぞれのブド
ウの最適な成熟期を知り尽くし、そのポテン
シャルをワインに反映する姿勢を一族で継承
しています。

【家族経営でブドウ造り】

【ラクーナデラポエジア】
「ラ クーナデラポエジア」とは、｢詩のゆりかご｣すなわち｢詩が生
まれた場所｣という意味です。
スペインの司祭で、詩人でもあったゴンサロデベルセオ（1180~

1246）が、この土地に生まれ、この地のワインを飲みながら初めて
ロマンス語（ラテン語から発展した、現在の西欧諸国の言葉に通じ
る言語）で詩を残したという、このリオハアルタ地区の伝承を元に
名づけられました。

エブロ川上流に広がるエリア。標高が高く（ラクーナ デ ラ ポエジ
アのブドウが育つ畑は標高650m)、大西洋からの風の影響を
強く受けた気候が見られ、気温が低い(リオハ バハは地中海の影
響が強い)。テンプラニーリョが特に優れており、コクと豊富な酸に
富んだワインができます。

【リオハ アルタ】

LA CUNA DE LA POESIA

地図で見る世界のワイン(産調出版)より抜粋

36 ※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



VINOS GUERRA

アルマス デ ゲラ ティント メンシア

750ｍｌ 1,430円
【スペイン DO:ビエルソ】

○ メンシア 100％
○ 赤 ミディアムボディ

樹齢45年～55年の樹からとれたブドウを3-5
日間のコールドマセレーション、ステンレスタン
クでの10日間の発酵後、7日間のマロラク
ティック発酵を実施しています。
わずかに紫がかった明るいルビー色。赤系・
黒系果実のアロマにバルサミコ酢のヒント、野
生的な香りが感じられます。フレッシュでフ
ルーティ、バランスの良い口当たりで花の香り
を感じる、心地よい余韻が残ります。

◇生ハムやピザ、ローストした赤身肉など

【栽培・醸造】

・ 収穫量を制限しブドウの健全さを保つためにグリーンハーベス
トを実施。

・ 殺虫剤など化学肥料は最小限に抑え、伝統的な鋤を使用、環
境へも配慮。

・ 樹齢が高い畑が多いため、収穫は手摘みのみ。
・ 平均収量は30hl/ha
・ テロワールの特徴を引き出し、ブドウそのものの味わいを表現
するため区画ごとの醸造を実施。樹齢、土壌、標高などがブ
ドウに与える影響を研究を行う。

・ 樽はワインによってフレンチ、アメリカン、中央ヨーロッパを使い
分けており、トーストの
レベルも変更。（毎年30%
は新樽に入れ替え）

Spain, Bierzo
【スペイン ビエルソ】

スペイン最古のワインブランドの1つ

ヴィノス ゲラ

薬剤師であったアントニオ ゲラ氏がビエルソにワイナリー
を設立したのは1879年に遡ります。当時から”GUERRA”の
名を冠したワインをリリースしていたため、GUERRAブランド
はスペイン最古のワインブランドのひとつとされています。
発想力豊かなゲラ氏はビエルソの価値とポテンシャルを見
抜き、海外からも積極的に最新技術を取り入れ世界にビエ
ルソのワインを発信していきました。
1960年頃に一時事業が後退し、ビエルソの協同組合に加
盟し再スタート。最新鋭の設備と、栽培農家との長期契約
によって高い品質を維持しており、ビエルソのDO設立にも
貢献。今なお変化と進化を続けています。

【ビエルソ】

レオン地方の北西部に位置する約3,000㎡のエリアで巡礼
ルートして山間部と海岸をつなぐ陸路になったことから発達
し、 B.C.1世紀にはすでにブドウ畑があったとされています。
標高2,000mを越える山々と谷のコントラストに富み、起伏の
激しい地形がミクロクリマを生み出しています。肥沃な平地
では青リンゴや栗、チェリーなどが栽培され、ブドウ畑は主
に斜面に広がっています。
大西洋に近いため海洋性気候と内陸性気候の両方の影響
を受け、夏は平均21℃で乾燥し、冬は平均5℃で雨が多い
気候となっています。
ビエルソの年間降水量は、600mmですが、山頂付近では
1,000mmを超え、畑のあるエリアは700mm程です。

【畑】

ヴィノス ゲラは、土壌や標高が異なる約1,000haの農家との
長期契約畑を所有。所有畑の平均標高は600m、南向きの
斜面で主に鉄、石英などのミネラルを含むスレート土壌と、
砂利や小石などを含む粘土質土壌です。主な栽培品種であ
るメンシアは平均樹齢40年以上です。
山と谷が連なり、特殊なミクロクリマが生み出されています。
気候はおだやかで成熟が早いため健全なブドウが育つ環
境です。

ビエルソ

メンシア
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アルマス デ ゲラ ブランコ

750ｍｌ 1,430円
【スペイン DO:ビエルソ】

○ ゴデーリョ、ドニャ・ブランカ
○ 白 辛口

樹齢45年～55年の樹からとれたブドウを8時
間のコールドマセレーション後、ステンレスタン
クにて約10日間発酵。
黄金がかった麦わら色で、熟した果実とフロー
ラルな香りに、フェンネルなどのハーブのニュ
アンスが感じられます。フレッシュでキリッとし
た口当たりに、フルーティなアロマが広がるさ
わやかな味わいです。

◇鶏肉や豚肉、エスニック料理にも

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



ADEGAMAE

Portugal, Risboa
【ポルトガル リスボア】

太平洋の海風香るワイン

アデガマイン

2011年、ポルトガルの名産物として有名なバカリャウ（鱈の
干物）で成功を収めているアルヴェス家が首都リスボンの
北から40km、海からわずか7kmのエリアにワイナリーを新設。
「AdegaMãe（アデガマイン）」とは、ポルトガル語で「母なる
ワイナリー」の意で、人の成長とブドウの成長を重ね合わせ、
誕生・愛情・育成に敬意を払って名付けられました。
「Mr.ヴィーニョ ヴェルデ」として知られるポルトガルを代表す
る醸造家アンセルモ メンデス氏と将来が期待される若手醸
造家ディオゴ ロペス氏の2人の醸造家によって伝統とモダ
ンを融合したワイン造りが行われています。
そしてワイナリー新設からわずか5年でポルトガルのワイ
ン誌「Revista de Vinhos」誌で「カンパニー･オブ･ザ･イヤー」
に選出されるなど多くの評価を得ています。

アルマス デ ゲラ ゴデーリョ

750ｍｌ 1,770円
【スペイン DO:ビエルソ】

○ ゴデーリョ 100%

○ 白 辛口

樹齢45年～55年の樹からとれたブドウを８時
間のコールドマセレーション、ステンレスタンク
での約10日間の発酵を実施した後3ヶ月間
シュールリーで熟成させています。
色調は緑がかった麦わら色。熟した果実とス
パイシーな香りに、フローラルで野生的なニュ
アンスも感じられます。エレガントでシルキー
な口当たり。ミネラル感とともに丸みを帯び、
バランスが取れています。繊細さとチャーミン
グさを兼ね備えたワインです。
よく冷やして、鶏肉や豚肉とお楽しみください。

ブランド名のアルマス デ ゲラは
「戦いの武器」の意。
「農民は毎日良いワイン造りのた
めに畑で戦っている。農具は我々
にとっての武器だ！」という考えか
ら、ラベルにはワイン造りに使う器
具が描かれています。

VINOS GUERRA

アンセルモ メンデス氏（上）

パーカー氏も高く評価する、「MR.ヴィー
ニョ・ヴェルデ」として知られる国を代表する
醸造家の一人。30年以上の経験を生かし、
テロワールを尊重したワイン造りを行います。

ディオゴ ロペス氏（下）

将来を期待される若手醸造家。国内やナ
パで研鑽を積み、2005年よりメンデス氏と
共にワイン造りを行います。

2人のタッグにより、最新設備を備えた醸造施設で伝統と
モダンを融合したワイン造りを行っています。

【畑：沿岸部の白ブドウ、山岳部の黒ブドウ】

■首都リスボンの北40km、海からわずか7kmに位置
するワイナリーの周辺に 46haの畑を所有。
■海風の影響を大きく受けるワイナリー周辺の自社畑
ではフレッシュな酸を蓄える白ブドウを栽培。
■赤ワイン用品種は、より完熟したブドウができる

50km内陸にある山を越えた丘陵で栽培。自社畑と
変わらない徹底した管理を行います。
■土壌は石灰粘土質。ミネラル感と酸をもたらします。

【醸造家： Mr. ヴィーニョ ヴェルデ】

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

醸造責任者 ミゲル氏
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アルマス デ ゲラ クリアンサ

750ｍｌ 2,400円
【スペイン DO:ビエルソ】

○ メンシア 100%
○ 赤 フルボディ

樹齢65年～85年の樹からとれたブドウを3-5
日間のコールドマセレーションとステンレスタン
クとコンクリートタンクでの26日間の発酵後、
14日間のマロラクティック発酵を実施。フレン
チオークとアメリカンオークで12ヶ月熟成させ
ています。
濃いルビー色で、熟した赤系・黒系果実にミン
ト、樽由来の香りが感じられます。フレッシュさ
もあり、肉付きの良い果実味とシルキーな口
当たりが魅力的。メンシアの特徴が十分に表
現されています。すぐにでも楽しめますが、10
年ほどの熟成のポテンシャルも備えています。



ドリー ティント

750ｍｌ 1,500円
【ポルトガル IGP:リスボア】

○ トウリガ･ナショナル、アラゴネス
メルロ、シラー

○ 赤 ミディアムボディ

2日間のプレマセレーション後、2週間22-25度で
発酵。一部フレンチオークで熟成。スミレやワイ
ルドベリー、カシス、ペッパーなどの凝縮した香り。
タンニンをしっかりと感じますが、エレガントで洗
練されたワイン。

ドリー レゼルヴァ ティント

750ｍｌ 2,990円
【ポルトガル IGP:リスボア】

○ トウリガ ナショナル、メルロ
カベルネ ソーヴィニヨン
プティ･ヴェルド

○ 赤 フルボディ

2日間のプレマセレーション後、2週間温度管理を
して発酵。アメリカンオークとフレンチオークで
12ヶ月熟成。
スミレやペッパー、スパイスの香り、完熟した果
実味からエレガントな余韻につながります。

ドリー ポルトガルの伝統的な鱈漁で使う小船から名づけら
れた、海とのつながりを連想させるようなミネラル感
豊かなワイン。

ドリー レゼルヴァ ブランコ

750ｍｌ 2,990円
【ポルトガル IGP:リスボア】

○ ヴィオジーニョ、シャルドネ
アルヴァリーニョ

○ 白 辛口

除梗後軽くプレスし、低温管理、400Lのフレンチ
オークで発酵、9ヶ月バトナージュしつつ熟成しま
す。
白い果物にわずかにレモンの香り。
ミネラル感あふれ、きれいな酸とボリュームもあ
る魅力的なワインです。

ドリー ブランコ

750ｍｌ 1,500円
【ポルトガル IGP:リスボア】

○ ヴィオジーニョ、アルヴァリーニョ、
アリント、ヴィオニエ

○ 白 辛口

軽くプレス後、14-15度で2週間発酵。バトナー
ジュしながら4ヶ月シュールリーで熟成。繊細で
エレガントな香り。グレープフルーツや白桃、ミネ
ラルの香りが海の塩味を思わせます。

ADEGAMAE

ピンタネグラ ティント

750ｍｌ 1,220円
【ポルトガル IGP:リスボア】

○ アラゴネス、カステラン
○ 赤 ミディアムボディ

22～25度のステンレスタンクで10日
間発酵。ワイルドベリーやフローラル
の凝縮した香り。甘みを感じるソフト
なタンニンで、シンプルに楽しめるワ
インです。

ピンタ ネグラ ブランコ
750ｍｌ 1,220円
【ポルトガル IGP:リスボア】

○ フェルナン･ピレス、アリント
○ 白 辛口

14～15度のステンレスタンクで発酵、
4ヶ月熟成。柑橘系にトロピカルな風
味。フレッシュな酸味が心地良いワ
インです。

ピンタ ネグラ

「ピンタ ネグラ（ほくろ）」は、謙虚にそして精
力的に畑で働いていたほくろがトレードマー
クの農夫に敬意を込めて名づけられた、フ
レッシュな味わいが魅力のワイン。

※IGP:リスボアはポルトガルのワイン法では
ヴィーニョ レジョナル表記となります。
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【評価】

・栽培：リュット レゾネ（減農薬農法）

・収穫：ブドウが完全に熟す10月以降に8～10週かけて行い
ます。最大17回にも分けて行うこともあるほど、収穫のタイミ
ングに気を配っています。

・醸造：辛口はシュトゥック（1,200～2,400Lの大樽）、甘口は
ステンレスタンクにて醸造を行い、ロット毎にタンクや樽を使
い分けています。

ROBERT WEIL

Germany, Rheingau
【ドイツ ラインガウ】

ロバートヴァイル醸造所

1868年 パリ ソルボンヌ大学で教授をつとめたドクター・R・
ヴァイル氏によって、ドイツ、ラインガウ地域のキートリッヒ村
に創設されました。彼が生み出すワインは、時のドイツ
皇帝ヴィルヘルムⅡ世にもこよなく愛され、その晩餐会では
シャトー ラフィットやシャトー ラトゥールと並び供された
という記録が残っています。

現在、創業者から4代目にあたるヴィルヘルム ヴァイル氏
が当主をつとめ、所有畑を拡大しています。(現在栽培面積
70ha、うち8haはドイツ屈指の一級畑とされる｢グレーフェン
ベルク畑」)
一方で徹底した収量管理と、成熟レベルを厳密にモニタリン
グしながらの、年間20回にわたる畑での収穫など、ヴァイル
氏の職人気質を強く反映したワインづくりが行われるように
なりました。
現在、ドイツ国内で最高級の評価を得ているのみならず、
世界的にも高い人気を誇ります。

ドイツ皇帝にも饗された
歴史にその名を刻み続けるワイン

現当主のヴィルヘルム ヴァイル氏は1963年生まれ。幼い
頃から醸造所で働き、伝統的な技を身につける一方でガイ
ゼンハイム大学で最先端の科学を習得しました。
非凡な才能と情熱、そして何よりも素晴らしいヴィジョンを
持ち合わせ、品質に妥協しないヴィルヘルム ヴァイル氏に
よる革新の成果には目覚しいものがあり、醸造所の名声と
共に、彼自身も世界のワイン･ジャーナリズムから、ドイツを
代表するトップ醸造家としての名声を獲得しています。

■神に選ばれし土地 － グレーフェンベルク畑

ロバートヴァイル醸造所にあるキートリッヒ村は、母なる大
河ライン右岸から2kmほど北に奥まった丘陵地にあり、河畔
近くの銘醸村にくらべて寒冷とさえ言える微気候が最大の
特徴。ラインガウのリースリングに、さらなる美しい酸味と果
実の香り高さという美質をもたらしてくれる土地柄です。
そのキートリッヒ村で最高の場所に位置する畑がグレーフェ
ンベルク畑で、畑名は「伯爵の山」という意味。土壌はスレ
ートと砂、少量の粘土が適度にまじりあい、南西向きの 最
大60％にも達する急斜面というロケーションとあいまって、
繊細でエレガント、しかも深みある味わいを生み出します。

【栽培・醸造】

リースリング ゼクト
エクストラブリュット

750ｍｌ 4,720円
【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

同醸造所所有の畑で厳選したブドウを醸し、
瓶内二次発酵方式をとり、ルミアージュ（動
瓶）も職人の手で行います。美しさをも感じさ
せるラインガウリースリングの魅力を存分に堪
能できるゼクトです。柑橘系のさわやかな香り
の中に、リンゴの蜜の香りが漂います。しっか
りとしたキレのある酸味で、牡蠣をはじめとし
たシーフードやアスパラガス、和食にもよく合
います。

手前は特級畑の
グレーフェンベルク。

QbAは特級畑と1級畑に
隣接した畑のブドウを

使用しています。

当主
ヴィルヘルム ヴァイル氏
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キートリッヒャー グレーフェンベルク
リースリング アウスレーゼ

750ｍｌ 19,300円
【ドイツ ラインガウ 特級畑】

○ リースリング 100%
○ 白 極甘口

かつてドイツ皇帝ヴィルヘルムⅡ世が最も愛してやま
なかった、銘壌畑のアウスレーゼ。その後も1999年の
クリスティーズのオークションで当時2万マルク（約120
万円）という高額で落札されるなど、名声は衰えること
はありません。アウスレーゼとしては類まれなほどの
豊かで繊細な酸味に恵まれ､甘美さの上にみずみず
しい味わいが広がります。

ROBERT WEIL

リースリング カビネット
トロッケン

750ml  4,270円
【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

収穫を遅くし、カビネットクラスまで糖度があがっ
たブドウを使用。ヴァイルならではの美しい酸味
が特長で、複雑味を持った辛口に仕上がっていま
す。

キートリッヒャー リースリング トロッケン

750ml  5,000円
【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

特級畑グレーフェンベルクと2つの1級畑のブレン
ドで造るワインです。快活で、生き生きとした果実
味、よく溶け込んだバランスの良い酸を備えます。
ラインガウらしい桃やアプリコットのアロマ、豊か
な柑橘系の風味。上質なミネラル感と繊細さがあ
り、幅広い料理とのマリアージュが期待できます。

キートリッヒャー グレーフェンベルク
リースリング トロッケン GG

750ml  10,000円
【ドイツ ラインガウ特級畑】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

GG＝グローセスゲヴェックスとはドイツのグランク
リュとも言える特級畑です。グレーフェンベルクは小
石が多く、レスとロームの混じった細かなスレート土
壌で60度の傾斜がある南西向きの畑です。
繊細なボディのある辛口で、複雑でニュアンスのあ
る構成を持ち、ミネラル感豊か。しっかりした厚みと
豊かな果実味を備え、この畑の典型的なテロワール
を的確に表現し、数十年に渡り熟成するポテンシャ
ルがある偉大なワインです。

リースリング トラディション

750ｍｌ 3,740円
375ml 2,150円
【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 やや甘口

ドイツで伝統的な、ほのかな甘みを持つクヴァリ
テーツワインをトラディションと表記しています。力
強く、引き締った味わいと、輝くようなピュアな酸味、
豊かで、自然な甘みをふくむやさしい味わいが特
長です。

キートリッヒャー グレーフェンベルク
リースリング シュペートレーゼ

750ｍｌ 9,700円
【ドイツ ラインガウ特級畑】

○ リースリング 100%
○ 白 甘口

他の醸造所ではアウスレーゼクラスとなる高い糖度

のブドウから作られたシュペートレーゼで、優美で洗
練された甘いレースのようなワインです。

素晴らしいミネラル感、果実のアロマのニュアンス、き
りっとした酸と自然のリッチな甘さの芸術的なバランス
を備えます。素晴らしい畑でのみ実現可能な、長い熟
成にも耐えうるワインです。

リースリング カビネット

750ｍｌ 4,290円
【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 やや甘口

収穫を遅くし、糖度があがったブドウを使用。

控えめで、酸味とのバランスがとれた甘味。可憐
さをも感じさせる、心躍るような味わいのワインで
す。

【甘口】

リースリング トロッケン

750ｍｌ 3,740円
375ｍｌ 2,150円
【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

トラディションに対して、力強くピュアな酸味で引き
締った辛口の味わいです。ワインそのものが楽し
めるのはもちろん、幅広い料理との相性も期待で
きます。

【辛口】
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Germany, Pflatz
【ドイツファルツ】

元々協働組合としてワイン造りを行っていましたが、1982
年現当主のユルゲン クレブスの父により現在のフライン
スハイムにワイナリーを創設し、瓶詰めを開始。ユルゲン
は2008年よりワイナリーに参加、2010年には彼が手がけ
た赤ワインが国内コンクールで表彰され国際的に注目を
集めています。
VDP主催の才能ある若手醸造家向けプログラムにも参
加。若手醸造家が台頭しているファルツ地方の中でも、
ゴーミヨ誌で早くも2ブドウ獲得する実力派。
現在16haの自社畑を所有し、白ブドウ50％、黒ブドウ
50％を栽培しています。

クレブス醸造所

国際的に注目を集める
ファルツの若手実力派

KREBS

ヴァイスブルグンダー

750ｍｌ 2,250円
【ドイツ ファルツ】

○ ヴァイスブルグンダー 100%
（ピノ ブラン）

○ 白 辛口

発酵は80%ステンレスタンク、20%は600L
の樽を使用しています。

フローラル、リンゴや洋ナシの香り。ヘー
ゼルナッツを思わせるクリーミーさもある、
イキイキとした味わいです。

リースリング

750ｍｌ 2,250円
【ドイツ ファルツ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

発酵は80%ステンレスタンク、20%は600L
の樽を使用しています。

典型的な青リンゴやトロピカルフルーツ
の香り。ミネラルを思わせる風味、溌剌と
した酸があり、スパイシーさも感じます。

シュペートブルグンダー

750ｍｌ 2,430円
【ドイツ ファルツ】

○ シュペートブルグンダー 100%
（ピノ ノワール）
○ 赤 ミディアムボディ

発酵は1,200Lの木樽にて行い10ヶ月熟
成しています。
フレッシュな酸味のあるサクランボなどの
赤系果実にドライな紅茶のニュアンス。エ
レガントなタンニンにジューシーで長い余
韻を備えています。

【評価】

★GAULT MILLAU –ゴーミヨ誌２ブドウ
『KREBSのワインは着実に良くなってきている･･･ポリ
シーがあり、確実に2ブドウの評価に値する。』

★ Eichelmann – アイヒェルマン2.5 星

★ FALSTAFF – ファルスタッフ
『確かな品質。どのワインにも1本の筋が通っている。わ
かりやすいフレーバー、バランスの良い樽使い、素晴ら
しい味わい。他に何を求めるのだ？』

カニが目印！
オーナーの苗字Krebs=蟹。
ハサミはブドウ栽培にお
いても重要な役割を果た
すことからカニのハサミを
シンボルとしました。

情熱的でユーモア
あふれる当主
ユルゲン クレブス氏

42 ※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。
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BURGERSPITAL KLOSTER EBERBACH

ヴュルツブルガー
シルヴァーナー トロッケン

750ｍｌ 2,740円
【ドイツ フランケン】

○ シルヴァーナー 100%
○ 白 辛口

14世紀以来、療養所で貧しい

人々を支えながら、ワイン造りの
伝統を支えてきたビュルガーシュ

ピタールのクラシックなワイン。フ
ランケンの伝統的品種シルヴァー
ナーを使い、洋梨や柑橘系の果
実を思わせるデリケートなアロマ
と、フレッシュな酸味が楽しめます。

Germany, Franken
【ドイツ フランケン】

ワイン造りの伝統を伝える

ビュルガ－シュピタールの歴史は、1316年にこの地の富
豪であるヨハネス・フォン・シュテレン氏がヴュルツブルク
の城門前に貧困に苦しむ人々を療養するための屋敷を
建て、そこでワイン造りをはじめた事が起源とされていま
す。
元々ワインは自家消費用でしたが、16世紀には療養所の
住人達に1.22Lのワインが分け与えられ、住人の行いが
悪ければ罰として水を混ぜるという仕組みがとられ、療養
所の規律を守る手段にも使われました。その後、ワイン
は、療養所の経営基盤にまでなり、現在も750人に上る
人々がこの療養所で介護を受けています。

ビュルガーシュピタール

《所有畑》
ヴュルツブルクの中央に位置し、マイン川沿いに120haの畑
を所有。ドイツの中でも最も大きい生産者のひとつ。畑は日
当たりが良い50～60度もの斜面にあり、貝殻石灰岩土壌が
日中の暖かさを保つ。寒冷な土地においてこの条件は非常
に重要な役割を果たす。

Germany, Rheingau
【ドイツ ラインガウ】

太平洋の海風香るワイン

この土地でのブドウ栽培は9世紀に遡り、12世紀シトー修
道会によりクロスター エバーバッハ修道院が建てられ、
以後修道僧たちの厳格な生活の中でワイン造りが行わ
れました。賓客をもてなすために、特に品質の良いワイン
をキャビネットに保管したことが、現在の‘Kabinett’の由
来になったとされています。
18世紀以降、修道院は解散させられましたが、ナッサウ
のヘルツｫｰグ家、その後プロイセン王国などの管理下に
渡りながらワインづくりは続けられ、1945年からはヘッセ
ン州による経営が始められました。現在、300haのワイン
畑は単独所有のものとしては ドイツでも最大規模で、う
ち134Haでブドウが栽培されています。

クロスター エバーバッハ

シュタインベルガー リースリング

750ｍｌ 2,830円
【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 やや辛口

ラインガウの3大銘醸畑のひとつ。リース

リング種のしっかりした酸味と上品なフ
ルーティさが調和した、深みあるワインで
す

リースリング クラシック

750ｍｌ 2,450円
【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

12世紀以来のエーバーバッハ修道院で

のワインづくりを継承し、現在も高い人気
を誇るクロスターエーバーバッハ。クラ

シックはアロマ豊かでバランスがとれ、
リースリングの魅力を表現した典型的な
辛口ワインです。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



NIKOLAIHOF

Austria, Wachau
【オーストリア ヴァッハウ】

ニコライホーフ

2000年もの昔、ローマ人がドナウ河流域のヴァッハウ地区
マウテルンに建設したワインセラーがワイナリーの土台と
なっています。当時ローマ軍の兵士は1日に2リットルもの
ワインを飲んだと言われ、滞在する場所はワイン生産に適し
ていることが条件でした。ワイナリーのシンボルとなっている
聖ニコライ修道院は 985年に建造されたもの。1894年に
サース家の所有となり、ワイナリーとして復活させました。

■概要
当主のニコラウス サース氏と息子のニコラウスJr.が栽培・
醸造を手がけ、クリスティーネ サース夫人が輸出や啓蒙を
主に行う家族経営です。1971年という早くからビオディナミ
農法を取り入れたビオディナミの先駆者で、demeter（デメ
テール）の認定も1992年に国内でいち早く取得しています。

ワインはピュアな味わいかつ複雑さ、芯の強さと奥ゆかしさ
があり、熱狂的なファンをもち、時にモーツァルトの音楽に例
えられることもある魅惑的な味わいです。

ビオディナミのパイオニア

【ワイン造り】

ヴァッハウ渓谷は、世界遺産にも登録された
オーストリアを代表する白ワインの産地です。

畑にいたテントウ虫

他生産者の畑のブドウ

ブドウの葉を比較すると、ニコライホーフの
畑の葉は全て上（空の方角）を向き内側に
湾曲して、太陽の光を充分浴びるようとす
る植物自身の生命力を感じさせます。

<自然との共存>の考えをベー

スに、農薬や化学肥料を一切
使用せず、動物の堆肥や植物
を煎じた自然界のものをプレ
パラシオン（調剤）として使用
し、土壌の活力を最大限に発
揮させる農業の方法を行って
います。

畑の土に足を踏み入れると、
沈み込む感触がするほど空
気を含んでいます。目も細か
く、自然界に存在するバクテ
リアや微生物と共存すること
で、生きた土壌が保たれてい
ることがわかります。

グリューナー フェルトリーナー

750ｍｌ 3,340円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ グリューナー フェルトリーナー 100%
○ 白 辛口

オーストリアを代表する品種から造られた気軽に
楽しみたい白ワイン。
生き生きとした白い花のような香りとグリューナー

フェルトリーナーの典型的なアロマがあり、ほの
かに白コショウのニュアンスが漂います。美しい
酸、果実味がエレガントにマッチした口当たりも軽
やかで涼やかなワインです。

イム ヴァインゲビルゲ
フェダーシュピール
グリューナー フェルトリーナー

750ｍｌ 4,000円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ グリューナー フェルトリーナー 100%
○ 白 辛口

イム ヴァインゲビルゲはオーストリア最古のワイ
ン畑。畑名の”ヴァインゲビルゲ” は「ワインの
山」の意です。
グレープフルーツやカリンなどの柑橘類に加えて
白い花やスパイスなどの香りが感じられまろやか
な果実味の、非常にコストパフォーマンスに優れ
たワインです。

ローマ時代に起源をもつセ
ラーはドナウ河の水面より
低いところにあるが、洪水の
時にも１滴の水も入りません
でした。ワインに理想的な温
度・湿度が自然に保たれる
構造となっています。
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イム ヴァインゲビルゲ
グリューナー フェルトリーナー スマラクト

750ｍｌ 6,300円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ グリューナー フェルトリーナー 100%
○ 白 辛口

イム ヴァインゲビルゲはオーストリア最古のワイ
ン畑と言われています。畑名の”ヴァインゲビル
ゲ”とは「ワインの山」の意味です。
グレープフルーツやカリンなどの柑橘類に加えて
白い花やスパイス、果実には凝縮感があり、しっ
かりとした骨格を持つワインです。ニコライホーフの畑の葉

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。
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エリザベート

750ｍｌ 6,300円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ リースリング
グリューナー フェルトリーナー
ピノ ブラン、 ノイブルガー 他

○ 白 辛口

リースリング、グリューナー フェルトリーナー、ピノ
ブラン、ノイブルガー他のブドウ品種を一緒に醸
造してつくります。
繊細でエレガントな香りのあるワインは、口に含
んでも絶妙なハーモニーを奏でます。豊かな果実
味とワインに骨格を与えている美しい酸の余韻が
美しいバランスを持つワイン。「エリザベス」は所
有者のサース夫妻の長女の名前に由来。

フォン シュタイン リースリング
スマラクト

750ｍｌ 7,200円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

フォンシュタインの畑から収穫されたブドウで造ら
れたワイン。フルーティーでミネラル感のある味わ
いが心地よく広がる、エレガントなワインです。

シュタイン リースラー

750ｍｌ 8,400円
【オーストリア DAC:クレムスタール】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

フォンシュタインの畑で収穫されたリースリングのブド
ウを発酵後、11年間以上もの間、大樽でゆっくりと熟
成させ、2016年4月に瓶詰めされたワイン。11年以上
の大樽熟成を経たとは思えない、美しい酸と、ほのか
にハーブのようなスパイシーなニュアンスを持ち、リ
ンゴや桃のような生き生きとした果実味が感じられる
ワインは、ニコライホーフならではのワインです。

リースリング

750ｍｌ 3,340円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

ニコライホーフのリースリングを気軽に楽しんで
ほしいという意図でリリースされた特別キュヴェ
です。ブドウはフォンシュタインの畑のものを使
用しており、ミネラルを思わせる風味と、あんず
などのストーンフルーツを思わせる豊かな果実
味が楽しめるワインです。

フォン シュタイン リースリング
フェダーシュピール

750ｍｌ 4,270円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

フォンシュタインの畑から収穫されたブドウで
造られたワイン。フェダーシュピールはドイツ
でいうカビネットクラスにあたります。
フルーティーで混ざりけのない味わい、心地よ
い飲み口のワインです。

シュタイナー フント リースリング
レゼルヴ

750ｍｌ 8,200円
【オーストリア DAC:クレムスタール】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

シュタイナーフントは、ヴァッハウではなく隣のクレム

スタール地区の畑だが、マウテルンに近いためニコ
ライホーフ家が所有しているもの。白桃や白い花を
思わせる豊かでエレガントな香り。酸と果実味に溢れ、
骨格のある味わいが楽しめます。

ゲルバームスカテラー
フェダーシュピール

750ｍｌ ４,000円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ ムスカテラー 100%
○ 白 辛口

白桃や白や黄色の花を思わせるフルーティな香りが
一杯に広がります。果実味も十分で、バランスのよい
美しい酸がワイン全体を引き締め、上品な味わいに
仕上げています。

ヴィノテーク

750ｍｌ 17,900円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

約15年熟成しているとは思えないフレッシュさを持っ
たワイン。洋ナシやリンゴを思わせる果実味に、フ
レッシュな酸も豊かに備えています。
一度は飲んでいただきたいオーストリアワイン。

NIKOLAIHOF

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。 45



Austria, Wagrum
【オーストリア ヴァーグラム】

フリッツ サロモン

サロモン家は、オーストリアで非常に有名な一族。13世紀に
建てられた教会を1863年から所有し、ワイナリーとして使用
しています。

ブドウ畑は約20ha。フリッツ サロモン氏は、30代半ばの若手
生産者で、所有地内の他の農園と同様に、ブドウ畑も2010
年よりdemeter（デメテール）の認証を受けています。同じビ
オディナミ農法を実践するニコライホーフのサース夫人も、
真摯に取り組む若い生産者として高く評価をしています。

新進気鋭の若手醸造家

FRITZ SALOMON

フリッツ サロモンのあるヴァーグラムは2007年以前はドナウ
ラントと呼ばれていた地域で、ドナウ河の北側と南側にブド
ウ畑が広がります。

乾燥して、夏は平均気温も高く、冬も比較的温暖です。昼夜
の寒暖の差がありブドウ栽培に適した気候。年間降水量は
400～450ミリ程度。 原生岩の上に黄土が積もった、水はけ
がよい土壌となっています。

農場として約100haを所有し、絶滅危惧品種のブロンド牛
の他、鶏、ガチョウなどを飼育しています。果物や野菜も
すべてビオディナミで栽培。ブドウ畑の近くでは小麦も栽
培しレストランのパンを作っています。家畜の飼育もして
いるため、牛肥を使ったビオディナミの調剤も自宅で作る
という徹底ぶりです。

グリューナー フェルトリーナー パトロン

750ｍｌ 2,590円
【オーストリア ヴァーグラム】

○ グリューナー フェルトリーナー 100%
○ 白 辛口

ワインの名前「パトロン」は、元々教会の
持ち物であった時代に、聖餐用のワインとして
供給されていたワインがグリューナーフェルト
リーナーであったという歴史に由来します。
収穫したブドウを発酵させ、その後シュール
リーの状態で6ヶ月間おいてリリース。フェルト
リーナーに特徴的な柑橘系果実とリンゴを思わ
せる果実味があり、太陽の恵みを楽しめるワイ
ンです。

グリューナー フェルトリーナー
ブリュンベルグ

750ｍｌ 3,000円
【オーストリア ヴァーグラム】

○ グリューナー フェルトリーナー 100%
○ 白 辛口

ブリュンベルグは黄土と深いレスの土壌。太陽
に恵まれた斜面は、ヴァーグラムの中心地に
もほど近く、この畑には最も古い樹齢のブドウ
の木が植わっています。

薄い麦わら色で、繊細な果実のアロマのある
味わいです。

食前酒として、またはサラダなどの軽い料理か
ら肉まで、幅広く楽しめる味わいです。

グリューナーフェルトリーナー
マールベアーパーク

750ｍｌ 4,000円
【オーストリア ヴァーグラム】

○ グリューナー フェルトリーナー100%
○ 白 辛口

マールベアーパークの畑の名前はキルシュベ
ルグに植えられたマルベリー（桑の木）に由来
します。

エキゾチックなパイナップルや蜂蜜を思わせる
果実味に僅かなハーブのニュアンスを備えて
います。

果実本来の甘みと比較的柔らかい酸があり、
素晴らしくエレガントなワインです。

【気候、土壌】

【ワイン造り】

サロモン夫妻
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HUGL WIMMER

グリューナー フェルトリーナー
クラシック

750ｍｌ 1,670円
【オーストリア DACヴァインフィアテル】

○ グリューナー フェルトリーナー 100%
○ 白 辛口

白い花を思わせるフローラルな香りに、柑
橘系果実やグレープフルーツの心地よい
アロマと、トロピカルフルーツや品種由来
の白コショウを連想させるスパイシーな印
象があります。
果実味とミネラルを思わせる風味に溢れ、
エレガントな味わいのワインです。

【ヴァインフィアテルDAC】

ウィーン

ヴァインフィアテルDAC

オーストリア北東部

首都ウィーンから北に約60km程のところ、オーストリア最大の
ブドウ栽培地域ヴァインフィアテルDAC。
古典的な味わいのグリューナー フェルトリーナーの産地として知
られます。

フーグル ヴィンマーは、チェコとの国境に程近いポイスドルフの
近郊にあり、ウィーンからチェコとの国境までなだらかな丘陵が
続く地形です。

Austria, Weinviertel
オーストリア

ヴァインフィアテル

フーグル ヴィンマー

フーグル ヴィンマーは、30代の若い夫婦によって約10年前
に創業された家族経営の新しいワイナリー。
Hugl（フーグル）は主人の名前で、ワイン農家出身の3代目。
Wimmer（ヴィンマー）は、夫人の名前で同じくワイン農家の
出身。ワイン農家出身の二人が結婚後フーグル ヴィンマー
として創業しました。
両家のブドウ畑を合わせて、約20haのブドウ畑を所有し、そ
の他約30haの農家と契約しています。

ブラウアー ツヴァイゲルト

750ｍｌ 2,990円
【オーストリア ヴァーグラム】

○ ツヴァイゲルト 100%
○ 赤 ミディアムボディ

昼夜の寒暖差のあるミクロクリマの恩恵を受
け、アロマ豊かでよく熟したブドウが収穫でき
ます。引き締まって、繊細且つリッチな味わ
いで、チェリーを思わせるニュアンスが感じら
れます。心地よい酸とシルキーな口当たりで、
美しい余韻がある、ヴァーグラムらしい赤ワ
インです。

ブラウアー ブルグンダー

750ｍｌ 4,700円
【オーストリア ヴァーグラム】

○ ブラウアー ブルグンダー 100%
○ 赤 ミディアムボディ

南向きの太陽に恵まれた斜面ですが、暑く
なりすぎることはなく、絶えず風が吹き抜け
る、風通しのよい畑です。
そこで収穫したブドウをマセラシオン。18ヶ
月木樽で熟成、その後ステンレスタンクで
6ヶ月置いて瓶詰めします。
繊細な香りをもち、バランスが良く美しい酸
があるワインです。適度な凝縮感もあり、ほ
のかにスパイシーでこの地域のピノらしい
チャーミングなチェリーのような可憐な果実
味が楽しめます。

FRITZ SALOMON
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