
もっと、カリテ・プリ ボルドー
Quarite=品質、Prix＝価格を意味するフランス語。Quarite/ Prixとは価格に比べて品質が高い、「お買い得」を意味
する言葉です。今回の特集では「お買い得なボルドー・ワイン」を集めてみました。今回のワインは弊社が2008年に
発行した「ファインズ“カリテ・プリ”ボルドー2008」を補完したもので、多くの取り扱いボルドー・ワインの中でも、参
考上代価格で5,000円未満の商品群からカリテ/プリの優れた商品を試飲したものとなっています。是非「ファインズ
“カリテ・プリ”ボルドー2008」とあわせて皆様のワイン選択に役立てていただければ幸いです。
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クロ フロリデーヌ 白2005 ＡＣグラーヴ 製品コード ALJFW05
シャトー レイノンと同じく、デュブルデュー教授が、グラーヴの地で造る白ワイン。銘醸年2005年に
収穫されたＳＢ 44、Ｓｅ 55、Ｍｕ 1％をスキンコンタクトさせ、シュール・リーの状態で約8ヶ月間樽
熟成させたもので、輝きのある中位の麦藁色をしており、グレープフルーツや黄色いリンゴを思わ
せるリッチで豊かな果実香を持ち、樽の風味も高く、クオリティの高いワインとなっている。

シャトー レイノン ソーヴィニヨン・ブラン2007 ＡＣボルドー 製品コード ALS3W07
白ワインの権威として著名なボルドー大学のドゥニ デュブルデュー教授が住居として使用しているシャトーで造る辛口白ワイン。
1958年に教授の妻の父、ジャック ダヴィッド氏がガロンヌ河左岸のプルミエール・コート・ド・ボルドー地区ベゲイに購入したもので、
辛口の白のほか赤や甘口（ＡＣカディヤック）などのワインを生産している。2007年産のワインはＳＢ 89、Ｓｅ 11％から作られたも
ので、ソーヴィニヨン・ブランのアロマが最高の状態になった時に収穫し、スキンコンタクト、アルコール発酵、熟成の全てをステン
レスタンクで行ったもの。品種特有の溌剌とした生気にあふれ、早春の野菜を思わせる活きいきとした風味に特長を持っている。

シャトー ティユレ 白2007 ACボルドー 製品コード ALSTW07
アントル・ドゥー・メール地区のラ ソーヴ村で、1950年以来クルセル家によって経営されている80ｈａの葡萄畑を持つシャトーで、赤・白やク
レーレットなど45,000ケース強のワインを産している。現在は当主フランシス クルセル氏の2人の娘達によってワイン作りが行われている。
このワインはSB 50、Se 50％で作られた辛口の白。幾分淡めの美しい麦藁色、非常にフレッシュでグレープフルーツや洋梨を思わせるア
ロマティックな香りが心地よい。爽やかな印象の中にも柔らかでフローラルな口当たりを持ち、洋風の料理だけでなく、和食などとも相性の
良さを感じさせる。

シャトー ティユレ 赤2005 ＡＣボルドー

製品コード ALSTR05
白ワインと同じアントル・ドゥー・メール地区のシャトー ティユレィで作られ
た赤ワイン。Ｍｅ 70、ＣＳ 30％を新樽比率20％で熟成させて作られたも
の。いかにもボルドーの赤ワインらしい果実味とエレガンスを持ったクオリ
ティの高い味わい。ティユレィは、赤・白共に料理とあわせて楽しめるタイプ、
素材との相性の幅も広いのでパーティなどにはうってつけです。

シャトー バスティアン2005 ＡＣボルドー 製品コード ALS6R05K
ガロンヌ川右岸、ボルドー市の南東40ｋｍのオーロ村に位置し、1988年に開拓された35haの葡萄畑を
持つ。特に天候の優れた2005年産のＭｅ 50、ＣＦ 30、ＣＳ 20％から作られたワインで、やや濃い目
の紫をおびた暗いガーネット色をしており、ボルドー・ワインの特徴にあふれた程よい果実香と凝縮感、

そして過不足のない心地よいタンニン分を持ったバランスのよい仕上がり。2008年度マコンワインコ
ンクール銀賞を受賞。



シャトー グラン コルバン・デスパーニュ2006
ＡＣサンテミリオングラン クリュ クラッセ 製品コード ALNXR06
サンテミリオンの北、モンターニュ・サンテミリオンに近い一角に「グラン コルバン」と呼ばれるエ
リアがある。このシャトーは、この地に1812年ルイ デスパーニュ氏が小さな耕作地を取得。その
後子孫達が領地を拡大し19世紀後半には現在の名前に改名したもの。現在は26haの畑に
ME75%CF24%CS1%を栽培し平均50%を新樽で12-18ヶ月間の樽熟成を施している。今回カリテ/プ
リ ボルドーの対象品目を選定するに当たって、その品質があまりに優れており、高いカリテ/プ
リを持っていたため、本来は参考上代5,000以下のワインに限定していたが、このワインだけは何
とか選定に入れたいと思いノミネートしたもの。このワインは紫をおびた暗い、しかしどこかに透
明感を感じる濃いガーネット色をしており、ブラックベリーなどの活きいきとした果実香にあふれ、
樽に由来するヴァニラの風味とのバランスもよく、チョコレートのような甘さと高い凝縮感を持ち、

アフター・テイストは上品さすら感じさせる。明らかにワンランク上の味わいを持ったワインでワイ
ン・アドヴォケイト誌でも90-97点を与えており、さらにsleeper of the vintageとして将来
性の高いワインとしている。

シャトー ジゴー キュヴェ ヴィヴァ2005
ＡＣプルミエール・コート・ド・ブライ
製品コード ALQKR05
ジロンド河右岸の南向きの斜面に広がる年産量僅か2,500ケース
ほどのシャトー。シャトー グラン マレショーと同じく、クリストフ
ルブール・サルズ氏がオーナーとなり、ステファン ドゥルノンクー
ル氏がワイン作りのコンサルタントとなっているが、あくまでワイン
作りだけのコンサルで、ビオ的手法での葡萄栽培は行っていない。
Ｍｅ 95、ＣＳ 5％から作られたこのワインは、幾分濃い目のガー
ネットの色合いを持ち、各種のスパイスやハーブ、濃密でパワフル
な凝縮感を持っているが、湿った土やス ボワな風味も持ち、キメ
の細かなタンニン分とバランスのよさを持ち、じっくり腰を落ち着け
て楽しみたい誘惑に駆られるワインとなっている。キュヴェ ヴィ
ヴァの名は1998年に交通事故で亡くなったルブール・サルズ氏の

娘の名前に由来している。ワイン・アドヴォケイト誌89点。

シャトー フルカ オスタン2005 ＡＣ
オー・メドック

製品コード ALF1R05
リストラック村のクリュ・ブルジョワ・シャトー。小石混じりの粘
土・石灰質土壌から構成される47.65haの葡萄畑を所有し、平
均樹齢25年のＭｅ 45、ＣＳ 45、ＣＦ 10％の葡萄から果実味
にあふれた凝縮感のある味わいを持ち、バランスの良い仕上
がりのワインを産み出している。2006年にエルメス経営者の一
族である、モメジャ兄弟がこのシャトーを買収している。
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シャトー サント・コロンブ2006 ＡＣコート ド カスティヨン 製品コード ALQSH06
サンテミリオンでも最近特に高価なワインを作るシャトー パヴィやモンブスケなどのオーナーであるジェラール ペルス氏が、同じ右岸の
コート ド カスティヨンに所有するシャトーからのワイン。サント・コロンブとは「聖なる鳩」という意味で、ラベルには金色のハートと鳩のシ
ルエットが描かれている。Ｍｅ 70、ＣＦ 30％から作られており、紫色をおびた程よい濃さを持ったガーネット色をしており、凝縮感も高い
ブラックベリーの風味を持っているが、味わいは2006年らしくない穏やかで、落ち着いたひとクラス上の味わいを持っている。まさにカリテ
/プリを実現したワインで、美味しい。

シャトー ベル・ヴュー2006 ＡＣオー・メドック
製品コード ALF6R06
ＪＰモルガン・チェース社で金融関係の仕事に従事していたヴァンサン ムリエ氏が
2004年に購入したシャトーからのワイン。このシャトーはマコー村にあり、もとはク
リュ・ブルジョワだったが、2003年の見直しの際に格下げされた（2007年にこの決定
は無効とされたが）もの。購入後、ムリエ氏は各種の投資を行い品質の向上を図っ
た。ＣＳ 50、Ｍｅ 27、ＰＶ 20、Ｃａｒ 3％から作られたこのワインは紫をおびた幾分
濃い目のガーネット色をしており、ブラックベリーやラズベリーの若々しく活きいきとし
た果実香が高く、心地よい甘味と凝縮感に富んでおり、タンニンも見事にワインに溶
け込んで、バランスの良い味わいとなっている。できればあと数年寝かして楽しみた
いワインである。

シャトー クロワ・ムートン2006 ＡＣボルドー シュ―ペリュール 製品コード ALRMC06
1997年にジャン・フィリップ ジャヌイクス氏が入手以来シャトー ムートンの名前でリリースされていたが、2004年ヴィンテージからシャトー
クロワ・ムートンに改名されたもの。ドルドーニュ川右岸のフロンサックに近いリュゴン村のシャトーで、Ｍｅ 80、ＣＦ＆ＰＶ 20％から評価の
高いワインを産み出している。口に含むとまず甘さが感じられ、その後東洋的なエキゾティックな風味と凝縮感の高さが感じられる。各種
のスパイスやヴァニラなども感じられ、フレンチローストのコーヒーなどの複雑な風味を持っている。アフター・テイストもすっきりと切れがよ
く、鼻腔に残る風味も心地よい。品質の高さに比べ、ボルドー スーペリュールというＡＯＣの影響により、カリテ/プリの高いワインといえる。



製品コード 製品名 Vintage ＡＯＣ 色 容量 参考価格

ALSTW07 ｼｬﾄ- ﾃｨﾕﾚ 2007 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 白 750ML 2,140

ALS3W07 ｼｬﾄ- ﾚｲﾉﾝ ｿ-ｳﾞｨﾆｮﾝ ﾌﾞﾗﾝ 2007 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 白 750ML 2,900

ALJFW05 ｸﾛ ﾌﾛﾘﾃﾞ-ﾇ 2005 ｸﾞﾗｰｳﾞ 白 750ML 3,660

ALJFW06 ●ｸﾛ ﾌﾛﾘﾃﾞ-ﾇ 2006 ｸﾞﾗｰｳﾞ 白 750ML 4,100

ALSTR05 ｼｬﾄ- ﾃｨﾕﾚ 2005 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 赤 750ML 2,300

AMSTR05 ●ｼｬﾄ- ﾃｨﾕﾚ 2005 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 赤 375ML 1,420

ALS6R05K ｼｬﾄ- ﾊﾞｽﾃｨｱﾝ 2005 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 赤 750ML 1,670

ALQSH01 ●ｼｬﾄ- ｻﾝﾄ ｺﾛﾝﾌﾞ 2001 ｺｰﾄ ﾄﾞ ｶｽﾃｨﾖﾝ 赤 750ML 2,650

ALQSH06 ｼｬﾄ- ｻﾝﾄ ｺﾛﾝﾌﾞ 2006 ｺｰﾄ ﾄﾞ ｶｽﾃｨﾖﾝ 赤 750ML 2,650

ALRMC06 ｼｬﾄ- ｸﾛﾜ ﾑ-ﾄﾝ 2006 ﾎﾞﾙﾄﾞｰｽﾍﾟﾘｭｰﾙ 赤 750ML 2,900

ALF1R05 ｼｬﾄ- ﾌﾙｶ ｵｽﾀﾝ 2005 ﾘｽﾄﾗｯｸ 赤 750ML 3,500

ALF6R06 ｼｬﾄ- ﾍﾞﾙ ｳﾞｨﾕ- 2006 ｵｰ ﾒﾄﾞｯｸ 赤 750ML 3,790

ALQKR04 ●ｼｬﾄ- ｼﾞｺﾞ- ｷｭｳﾞｪ ｳﾞｨｳﾞｧ 2004 ｺｰﾄ ﾄﾞ ﾌﾞﾗｲ 赤 750ML 3,300

ALQKR05 ｼｬﾄ- ｼﾞｺﾞ- ｷｭｳﾞｪ ｳﾞｨｳﾞｧ 2005 ｺｰﾄ ﾄﾞ ﾌﾞﾗｲ 赤 750ML 4,300

ALNXR06 ｼｬﾄ- ｸﾞﾗﾝ ｺﾙﾊﾞﾝ ﾃﾞｽﾊﾟ-ﾆｭ 2006 ｻﾝ ﾃﾐﾘｵﾝ 赤 750ML 5,900

●はヴィンテージ違いもしくはハーフ ＊価格はすべて税抜き価格です
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