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拝啓　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社取扱い商品にひとかたならぬお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度２月より、南フランス　ラングドック・ルーション地方のワインの品質を一躍世界に知らしめた「ジェラール 

ベルトラン」を、また３月からはスペインを代表するトップワイナリーのひとつ「ボデガス ベガ シシリア｣を傘下に

持つ「テンポス ベガ シシリア」が扱うワイナリーの商品を新発売いたします。

今後とも弊社商品をお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

　　記

【ジェラール ベルトラン】
●概要

南フランス　ラングドック ルーション地方で創業
創業者であり、ワインメーカーであり、１４のドメーヌのオーナーであるジェラール ベルトラン氏自身が
南仏の正真正銘のアンバサダーとしてワインを世界に送り出すだけでなく、オーガニック・ビオディナミを
積極的に推進する自然派ワインのリーダーでもある。

●対象商品
計21品 クロスシリーズ 12品 ジェラール ベルトランのロゴマークの入った主要商品シリーズ

レゼルヴ スペシアル / プリマ ナチュール / テロワールシリーズ
コスモス / クロドラ 

シジエムサンス 3品 南仏の果実味をそのまま伝えるカジュアルレンジ

エステートシリーズ 6品 ドメーヌ レーグル （リムー）

シャトー エグ ヴィヴ （コルビエール ブートナック）
シャトー ド ラ スジョール （マルペール）

●導入時期：　2018年2月出荷予定

【テンポス ベガ シシリア】
●概要

1868年創設のボデガス ベガ シシリアは、1929年のバルセロナの万国博覧会で金賞を獲得したことで
世界に名を知られることになった。1982年アルバレス家の手に渡り、「テンポス ベガ シシリア」となる。
畑を拡大、最新の醸造設備に投資し、品質を向上させることに成功。近代的なワイン造りの技術を取り入れ
ながらも伝統的なスペインワインの味わいを表現.。
質の高いワインを産するエリアにワイナリー新設・所有し、現在では5つのワイナリーを持つ。

●対象商品
計9品 ボデガス　ベガ　シシリア （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 （スペイン リベラ デル ドゥエロ）

ボデガス　イ　ビニェードス　ピンティア （スペイン トロ）

ボデガス　ベンジャミン ド ロートシルト＆ベガ　シシリア （スペイン リオハ）

ボデガス　オレムス （ハンガリー トカイ ヘジャリア）

●導入時期：　2018年3月中旬発売予定

2018年 「ジェラール ベルトラン」 「ベガ シシリア」新発売
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＜生産者概要＞

ジェラール ベルトラン

（フランス）

世界最大のワイン産地、ラングドック・ルーションで生まれ育った、南仏の正真正銘のアンバサダー

ラングドック・ルーション地方で自らの名を冠したワイン会社を創業したジェラール ベルトラン氏は元ラグビーのフランス代表という

異例のバックグラウンドを持ちます。創業者であり、ワインメーカー、14のドメーヌのオーナーでもあるジェラール ベルトラン氏自身が、

南仏のアンバサダーとして多岐に渡るブランド展開により魅力ある南仏ワインを広め、世界で高い評価を得ています。

また、2020年までに生産量の50％で認証を取得する計画のもと、積極的にオーガニック、ビオディナミを推進する自然派ワインの

リーダーとしても知られます。

赤い十字架（クロス）のロゴが目印の主要商品シリーズクロスシリーズ

■レゼルヴ スペシアル ■プリマ ナチュール ■テロワールシリーズ

シジエム サンス エステートシリーズ

南仏品種のブレンドにより

果実味豊かなカジュアルレンジ

ミクロクリマにより多様な表現を見せるエステートから、ビオディナミ農法の結晶

果実味、酸、フレッシュな味わいを

表現する単一品種。

赤：2種、白：2種、ロゼ：1種

IGPペイドック

参考上代 2,110円
※AB ｱｸﾞﾘｸﾙﾁｭｰﾙﾋﾞｵﾛｼﾞｯｸ認証取得

（2016ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ｳﾞｨｵﾆｴを除く）

SO2（酸化防止剤）無添加への挑戦。

果実とテロワールの個性がより

ストレートに反映。

赤：シラー 白：シャルドネ

IGPペイドック

参考上代 2,290円

南仏品種で造られるAOP格付け

・AOPラングドック

・AOPコルビエール

参考上代 2,650円

・AOPコートドルーション ヴィラージュ

トータヴェル

参考上代 3,000円

■コスモス レッド ブレンド ■クロ ドラ

14の自社畑から7品種ブレン

ドで造られる、ビオロジックと

ビオディナミの集大成

ヴァンドフランス

参考上代 4,430円

ベタンヌエドゥソーヴで

「南仏のグランクリュ」と評された

フラッグシップ

AOPミネルヴォワ ラ リヴィニエール

参考上代 26,500円

軽快で、第六感（6SENS）に

訴えかける味わい

赤・白・ロゼ

IGPペイドック

参考上代 1,590円

■ドメーヌ ド レーグル

リムーの高標高の畑からのブルゴーニュ

スタイルのワイン

シャルドネ、ピノノワール、

ゲヴュルツトラミネール

参考上代 3,580円

■シャトー エグ ヴィヴ

古代ローマの温泉AGUA VIVA

の跡地に設立されたシャトー

南仏品種のシラー、グルナッシュ、

カリニャン、ムール

ヴェードルのブレンド。

参考上代 3,900円

■シャトー ド ラ スジョール

カルカッソンヌに近い、海洋性気候と地中海性

気候が出会う畑からのワイン

グランヴァンロゼ 参考上代 5,900円

グランヴァンルージュ 参考上代 6,300円

※AB ｱｸﾞﾘｸﾙﾁｭｰﾙ

ﾋﾞｵﾛｼﾞｯｸ

認証取得

VEGANにも対応

ロゼは“drinks business”誌

で「死ぬまでに飲むべき

9本のロゼ」に選出



＜生産者概要＞

テンポスベガシシリア

（スペイン・ハンガリー）

リベラ デル ドゥエロが生むスペインの至宝”ベガ シシリア ”を擁し、究極のワイン造りを追求するワイナリーグループ

1982年DOリベラ デル ドゥエロが制定された年、アルバレス家によって「テンポス ベガ シシリア」グループが誕生しました。

歴史は古く16世紀にもさかのぼる”ベガ シシリア”の取得から始まったワイン造りの追求は、「最高のワインはまだ造られていない」というオーナーの

考えのもと、原点や伝統に重きをおいて、最高の品質を求めて惜しみない投資を行っています。自社で樽を生産する工場を所有する数少ない生産者です。

1990年代以降、新たにスペインとハンガリーのワイナリーも加わり、”ベガ シシリア”と同様に高い品質を求めるワイナリーグループとして発展しています。

ベガ シシリアは、16世紀の文献に農園として名前が登場、1864年「ボデガス ベガ シシ

リア」創業の後、1929年のバルセロナ万博での金賞受賞がきっかけに一躍世界にその

名を轟かせました。

化学肥料や除草剤を一切使用せず、20年以上も前からビオロジック農法で210haのブド

ウ畑を19の土壌タイプ、52区画に分けて管理し、ティントフィノ（テンプラニーリョ）、カベ

ルネ・ソーヴィニヨン、メルロを栽培しています。

ボデガス ベガ シシリア

マカン ボデガス ベンジャミン ド ロートシルト ＆ ベガ シシリア

・”唯一”と名付けられた良年のみに生

産され約10年の熟成を経て世に送り

出される「ウニコ」

2006ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 参考上代 64,300円

・樽熟から瓶熟まで５年の熟成を経て

リリースされる「バルブエナ５」

2013ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 参考上代 21,500円

DOリベラ デル ドゥエロ

1991年、ベガ シシリアから東にわず

か15kmの場所に設立したワイナリー。

同じリベラ デル ドゥエロからのティン

トフィノ100%で造られるモダンスタイル

のワインです。

ボデガス イ ビニェードス アリオン

・アルバレス家生誕の地、レオンに

由来して命名された「アリオン」

2014ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 参考上代12,900円

DOリベラ デル ドゥエロ

リベラ デル ドゥエロでの成功の後、新たな

挑戦の地として選ばれたトロに2001年に設立。

ベガシシリアと同じドゥエロ川沿いを下流とな

る西に約100kmの夏は40℃超、冬は-10℃に

もなる産地です。

ボデガス イ ビニェードス ピンティア

・トロの主要品種 ティンタ デ トロ

100%からの「ピンティア」

2013ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 参考上代 8,600円

DOトロ

ボデガス オレムス

2004年、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 ロートシルトとベガシシリアが立ち上げたジョイントベンチャーで

マカンの名でファーストヴィンテージである2009年を、2013年にリリースしました。

エブロ川北部、カンタブリア山脈の山麓に92haの畑を所有し、テンプラニーリョ

100%の果実味と繊細さが印象的なワイン造りを行っています。

ボルドーの伝統にならい、「マカン」と

セカンドラベルの「マカンクラシコ」があり

ますが、2014年ヴィンテージよりマカン

はセカンドラベルの翌年のリリースとな

りました。

・マカンクラシコ

2014ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 参考上代 7,000円

DOCa リオハ

ハンガリー、トカイの歴史とともに歩む由緒ある伝説のワイナリー ボデガス オレムスは

1993年にテンポス ベガ シシリアグループに加わりました。

世界初の原産地呼称が制定されたトカイの地に、17世紀から王家の所有にあったオレム

スの畑の長い歴史と唯一無二の存在であることに心動かされ、民営化されるときに取得。

過去の素晴らしい栄華を取り戻すべく、13世紀からあるカーヴに加え最新の設備を備えた

ワイナリーが2000年に完成、あらゆる改革に取り組み、輝きを取り戻しました。

・畑があった場所に昔埋まっていたアー

モンドの意の名を持つ「マンドラス」はフ

ルミント種から造るオレムス唯一の

辛口ワイン

2016ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 参考上代 3,000円

・オレムスの貴腐ブドウを最も手軽に味

わえる「レイトハーヴェスト」は豊潤で甘

美な味わい。

2016ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 参考上代 4,000円

・辛口のフルミントにアスーをプットニョで

加えて造られる甘口。

「アスー 3プットニョシュ」

2011ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 参考上代 6,000円


