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ブシャール社がボーヌに所有するいくつかの1級

畑からのブレンドで作られた元詰ワイン。柑橘類
や若い桃を思わせるフレッシュなアロマ、口当た
りはクリームのように滑らかでほど良いヴォリュー
ム感を持っている。美しい余韻を持ち豊かで、誰
からも親しみやすいワインに仕上がっている。

ボーヌ　デュ　シャトー　プルミエ・
クリュ（赤）2005

（白）と同じく、ブシャール社所有のいくつかの
1級畑からのブレンド。豊かな美しい赤、ブラッ

クチェリーやフランボワーズ、イチゴなどのア
ロマと黒いスパイスや樽からのヴァニラが香る。
健康な果実の魅力をたっぷり持った、しなや
かで心地よい美味しさを持っている。現在すで
に飲み頃となっているカリテ・プリの高いワイ
ン。

このヴィンテージから、自社所有畑に一部購入した葡萄を加えているため、ネゴ
シアンものとなっている。ブラックチェリーやフランボワーズなどのベリー系果実の
華やかな香り、洗練されたミディアム・ボディを持ったワインで、ほどよい甘味も感
じられ、緻密なきめ細かなタンニンが美味しい。

BLCN05

BLBW05

BLBR05

1731年創業の名門ブシャールP&F社をシャンパーニュの老舗アンリ
オ社が取得したのは1995年のこと。オーナーのジョゼフ　アンリオは、

これまでの常識や既成の概念にとらわれず、品質向上に良いと思わ
れる試みに積極的に取り組んだ。

ポリシー

①ひとつひとつの畑の個性（テロワール）が忠実に反映されていること

②魅惑的な果実味と洗練されたエレガントさを合わせ持つ味わいである

こと

畑

・1997年にドメーヌ　ロピトー・ミニョンを買収して、所有畑を130haとし、コート　ドー
ル最大のドメーヌとなった。

・リュット・レゾネ（減農薬農法）を採用、約30の畑に観測台を設置し、24時

間体制で気象データを収集、病害が発生しそうな場合にのみ、最低限の処理を畑に
施すことにより、ナチュラルな葡萄栽培に取り組んだ。

・小型のプラスティックケースを採用し、収穫はすべて手作業で。

・たとえヴィエイユ・ヴィーニュであろうと、多産系の葡萄樹は、良質のクローンに
改殖した。

設備投資

・コニャックの製樽会社タランソーと共同で専用の樽製造会社、タランソー・ボーヌを

2000年に設立し、完全なオーダーメイドの樽を調達。

・完全温度管理されたロジスティック・センターを設立し、ブシャール社と

ウイリアム　フェーブル社の在庫の、最適な管理・出荷体制を整えた。

・そして2005年、1,400万ユーロ（20億円）を投入した新しい醸造施
設“サン・ヴァンサン醸造所”を稼動させた。“サン・ヴァンサン醸造所”は地

上1階（葡萄のレセプションと選果台、瓶詰ライン、ラボなど）、地下1階（葡萄のプレス
と醸造設備、瓶熟庫）、地下2階（樽熟庫）を備えた3層構造で、ポンプを使用しないグ

ラヴィティーシステムを採用しており、この完成・稼動をもって、アンリオの改革は第一
段階をおえることになった。

しかし、アンリオの改革への意欲は高く、今後も新たな取り組みを構想中ときく。

今回は、“サン・ヴァンサン醸造所”の最初のヴィンテージとなった、2005年のワインの
数々を試飲してみよう。

白ワイン 赤ワイン
このマークがあるものはドメーヌもの、
無いものはネゴスものです。

シャサーニュ・モンラッシェ（白）2005 BLCW05

緑のかかった麦わら色。柑橘系果実のアロマに、樽からのヴァニラや、わずかに
バターの風味を感じる。ねっとりとしたハニーな味わいをもち、いつまでも口の中に
留めておきたい誘惑にからてしまう。味わいのバランスもよく、村名クラスとしては
出色の仕上がり。

シャンボール・ミュジニー2005

ボーヌ　デュ　シャトー　プルミエ・クリュ（白）2005



ムルソー2005

わずかに緑のかかった輝きのある淡い麦わら色、柑橘類
や熟した洋梨、白い花のようなアロマは軽快である。ピュ
アなほどに美しい酸味とミネラル感をもち、心を洗われる
ようないきいきとした魅力を持った、ミディアム・ボディの
ムルソーとなっている。

ムルソー　ペリエール2005

ムルソーの1級畑のなかでも小石が多く、ミネラル感の高

いワインをうむペリエール畑。たっぷりした柑橘類のアロ
マにヴァニラや蜂蜜の風味を持っており、濃密な味わい
の中に、しっかりとしたミネラルが感じられる。時間の経
過とともに、ナッツやヨードのニュアンスも生まれてきて、
これからの成長が期待される。

ヴォルネー　カイユレ　アンシェンヌ　キュベ　
カルノ2005

BLCW05

ブシャール社が1775年に初めて取得した伝統のある1級畑。黒味を感

じるほどに深いルビー色、ブラックチェリーのコンポートのようなくっきり
した果実香とリッチで濃密な味わいを持つ。熟成度の高い葡萄から作
られたことが判る美しいバランスを持ち、今でも美味しいが、しばらく寝
かせて、味わいの変化を楽しみたいワインである。

ニュイ・サン・ジョルジュ　レ　カイユ2005

ブシャール社所有の1級畑カイユからのワイン。暗いルビー・レッド。ブ

ラックチェリーが主体となり、リコリスやスパイス、ヴァニラなどの力強
い香りを持っている。NSGらしいソリッドな印象の中からミネラルの高
さや、滑らかなタンニンが顔を見せ、美しく長い余韻を持っている。

ジュヴレ・シャンベルタン2005

3名の葡萄畑所有者のもとに自らの栽培チームを送り込むなど、

自社畑に近い仕事をしているネゴシアンワイン。美しいルビー・レッ
ド、若々しく魅力的なブラックチェリーなどのアロマと、“テロワール”
の特長である鉄分っぽい風味を持つ。余韻は引き締まって、複雑
味があり洗練されている。

ジュヴレ・シャンベルタン　レ　カズティエ2005

0.25haを所有する自社の1級畑からのワイン。ブラックチェリー、ス

パイス、鉄分などの力強く野性的なアロマを持つ。樽の風味もほど
良く奥行きを与えており、見事に“テロワール”が表現されている。

素晴らしく濃密な余韻が長く続くワインで、まさに新生ブシャール社
の実力を体現したワインとなっている。
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コルトン・シャルルマーニュ2005

コルトンの丘最良の区画、ル　コルトンで収穫された葡萄
からのワイン。圧倒的なヴォリュームを持った若々しいア
ロマの中に、ヴァニラや薫香、蜂蜜などが感じられる。しっ
かりしたミネラルを持ち、全体の調和も素晴らしいが、時
間が経つと、ナッツやブリオッシュの風味もうまれ、将来
の高い可能性を感じさせる。

ボーヌ　グレーヴ　ヴィーニュ　ド　ランファン　
ジェズュ2005

BLCW05

1級畑グレーヴの中心にある「幼子イエス」と名付けられた4haの区画

をブシャールが単独所有。濃く深いルビー色、ブラックチェリーやカシ
ス、リコリスなどを思わせる格調の高い香りを持っている。しなやかで
緻密な構成力と、洗練されたエレガントな魅力をもち、ポテンシャルが
高く、様々なニュアンスを持っており、将来が期待できるワイン。

ル　コルトン2005

紫をおびた深いルビー色、最初の香りは固く取りすました印象だが、
時間の経過とともにブラックチェリーやクローヴ、八角、ドライフルー
ツなどの濃密な香りが次々と湧き上がってくる。口に含むとコルトン
らしい引き締まった印象があるが、徐々に驚くほどの豊かさと密度
の高い凝縮感に圧倒されてしまう。非常に長い余韻ときめの細か
なタンニンをたっぷり持ったワインで、ポテンシャルの高さに驚嘆さ
せられる。

＊4月上旬入荷予定

BLCW05

BLCW05

BLCW05

BLCW05

BLCW05

BLCW05

白ワイン 赤ワイン このマークがあるものはドメーヌもの、無いものはネゴスものです。



製品コード ワイン名 色 容量 梱包 参考価格

BLSV05 ｻﾝ ｳﾞｪﾗﾝ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 白 750ML 12 3,130

BLFU05 ﾌﾟ-ｲｨ ﾌｭｲｯｾ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 白 750ML 12 3,480

● BLBW05 ﾎﾞ-ﾇ ﾃﾞｭ ｼｬﾄ- ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ (ﾄﾞﾒ-ﾇ) 白 750ML 12 5,700

● BLCW05 ｼｬｻ-ﾆｭ ﾓﾝﾗｯｼｪ ﾌﾞﾗﾝ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 白 750ML 12 7,400

BLGD05 ﾑﾙｿ- ｸﾞｯﾄ ﾄﾞ-ﾙ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 白 750ML 12 10,700

BLMN05 ﾑﾙｿ- ｼﾞｭﾇｳﾞﾘｴ-ﾙ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 白 750ML 12 11,500

● BLMP05 ﾑﾙｿ- ﾍﾟﾘｴ-ﾙ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 白 750ML 12 11,800

● BLCC05 ｺﾙﾄﾝ ｼｬﾙﾙﾏ-ﾆｭ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 白 750ML 12 21,000

BLCH05 ｼｭｳﾞｧﾘｴ ﾓﾝﾗｯｼ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 白 750ML 12 41,800

BLCA05 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) 白 750ML 12 59,700

BLME05 ﾒﾙｷｭﾚｲ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 赤 750ML 12 3,900

BLSD05 ｻｳﾞｨﾆ- ﾚ ﾎﾞ-ﾇ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 赤 750ML 12 4,610

BLMT05 ﾓﾝﾃﾘ- ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 赤 750ML 12 4,630

BLCR05 ｼｬｻ-ﾆｭ ﾓﾝﾗｯｼｪ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 赤 750ML 12 5,400

● BLBR05 ﾎﾞ-ﾇ ﾃﾞｭ ｼｬﾄ- ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 赤 750ML 12 5,700

BLAC05 ｱﾛ-ｽ ｺﾙﾄﾝ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 赤 750ML 12 6,100

● BLGC05 ｼﾞｭｳﾞﾚ ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 赤 750ML 12 6,700

● BLCZ05 ｼﾞｭｳﾞﾚ ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ ﾚ ｶｽﾞﾃｨｴ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 赤 750ML 12 16,100

BLMA05 ﾎﾞ-ﾇ ﾏﾙｺﾈ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F（ﾄﾞﾒｰﾇ） 赤 750ML 12 7,000

BLBT05 ﾎﾞ-ﾇ ﾄｩ-ﾛﾝ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F（ﾄﾞﾒｰﾇ） 赤 750ML 12 7,400

BLVR05 ｳﾞｫ-ﾇ ﾛﾏﾈ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F 赤 750ML 12 7,500

● BLCN05 ｼｬﾝﾎﾞ-ﾙ ﾐｭｼﾞﾆ- ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ 赤 750ML 12 7,700

BLVT05 ｳﾞｫﾙﾈ- ﾀｲﾕﾋﾟｴ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 赤 750ML 12 8,900

● BLVC05 ｳﾞｫﾙﾈ- ｶｲﾕﾚ ｱﾝｼｪﾝﾇ ｷｭﾍﾞ ｶﾙﾉ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 赤 750ML 12 10,800

● BLNC05 ﾆｭｲ ｻﾝ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ ﾚ ｶｲﾕ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 赤 750ML 12 13,400

● BLEJ05 ﾎﾞ-ﾇ ｸﾞﾚ-ｳﾞ ｳﾞｨ-ﾆｭ ﾄﾞ ﾗﾝﾌｧﾝ ｼﾞｪｽﾞｭ ﾌﾞｼｬ-ﾙ ﾍﾟ-ﾙ ｴ ﾌｨｽ(ﾄﾞﾒ-ﾇ) 赤 750ML 12 14,000

● BLCT05 ﾙ ｺﾙﾄﾝ ﾌﾞｼｬ-ﾙ P&F（ﾄﾞﾒｰﾇ） 赤 750ML 12 15,600

●が付いているものは別紙で詳細をご紹介しています

＊参考価格はすべて税抜き価格です
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