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Grand vin de Bourgogne ブルゴーニュ

掲載ドメーヌ所在地

ブドウのポテンシャルとつくり手の個性が、色濃く反映されてます。

ブルゴーニュのドメーヌワインの魅力は、なんといってもテロワールとつくり手の個性を堪能すること

にあるといえます。アッサンブラージュをせず単一品種でその個性を十二分に表現する名うての

ヴィニュロンたちは、畑での仕事に驚くほどの時間と手間を掛け、ブドウ栽培に可能な限りの情熱と

愛情を注ぎます。ニュイからマコネまでの十数名の生産者に“ワイン造りへの哲学は？”という質問を

すると、「ブルゴーニュのワインの良し悪しは、９割はブドウの出来で決まる。我々人間が手を加えら

れるところは、ほんの少しだけさ・・。」こんな異口同音の答えが必ず返ってきます。

ミクロクリマを含むテロワールや畑の格付けの違いによる品質のちがいはもちろん、ぜひ造り手ごとの

個性とこだわりを、ご自身の五感で確かめてみて下さい。
3



シャブリ （メゾン）

750ｍｌ 3,440円
375ml 1,870円
【AOP:シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

シャブリならではの、みずみずしい果実
味とフレッシュで切れのよい酸味を生
かすために、ステンレスタンクで発酵・
熟成が行われています。大地からのミ
ネラルを思わせるクリーンな仕上りです。

WILLIAM FEVRE

手収穫にこだわり、
テロワールの個性を表現

シャブリ （ドメーヌ）

750ｍｌ 3,930円
【AOP:シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

ミネラルを思わせる風味と清涼感溢
れるスタンダード シャブリ。ドメーヌ
が所有する１級畑周辺に広がる区画
です。ネゴシアン部門のシャブリより
も凝縮感が高く、１級に勝るとも劣ら
ない構成力を備えています。

サン・ブリ

750ｍｌ 2,830円
【AOP:シャブリ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100％
○ 白 辛口

ブルゴーニュ唯一のソーヴィニヨンの
生産地、サン・ブリで造るワイン。いき
いきとしたフレッシュでハーブのような
凝縮感のある香り。軽やかで爽やかな
味わいです。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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。4

【ワイン造り】
・所有畑を80区画に分け、収穫のタイミン
グも区画ごと に決定し、良く熟したブドウ
のみ収穫。
・90％以上が機械収穫というシャブリでは
珍しい手収穫を実施。収穫には13kg入り
の小型プラスチックケースを使用。ブドウ
を潰さずに健全な状態のまま醸造施設に
搬入できます。

・新しい醸造設備の建設と、完全温度管理の小型のス
テンレス発酵槽の導入
・ポンプ等の使用を避け、果汁の移動は重力を利用
・ミネラルとフレッシュさを生かすため、新樽はほとんど
使用しません（1％未満）

醸造責任者
ディディエ セギエ

団体の認証を取得していないが、2006
年よりビオロジック農法を実施し、現在
では自社畑のグランクリュ全てと右岸の
プルミエクリュではビオディナミ農法、そ
れ以外ではビオロジック農法を実施して
います。

『環境に配慮した農法』レベル3を取得。

ウィリアム フェーブルでは、ドメーヌワインの他にネゴシアンワイン
も生産。ネゴシアンワインにおいても高品質を保つために、徹底指
導してつくられ、手摘み収穫されたブドウ果を購入。ドメーヌワイン
と同じ仕込みを自ら行っています。

ウィリアム フェーブル

1850年設立。1950年に現在の社名となっているウィリア
ム フェーブルが相続。氏は積極的に畑を買い増し拡張
。うちグランクリュが15.2ha、プルミエクリュが15.9haを占
め、最大のグランクリュ所有ドメーヌとなりました。
比類ない銘醸畑から生まれるワインは極めて高い評価
を得、一方でフェーブルはシャブリ全体の地位を守るた
めの活動（新大陸ワインでの「シャブリ」名称乱用の撲滅
、キンメリジャン土壌でない土地での「シャブリ」呼称使用
への反対など）にも尽力しました。しかし跡継ぎのいない
フェーブルがドメーヌを売却。1998年すでにブシャール社
の改革を成功させていた、アンリオ家が獲得しました。ア
ンリオ取得後は、果実味あふれるワイン造りに転換し、
その評価をさらに高めました。



シャブリ

グラン クリュ レ クロ （ドメーヌ）

750ｍｌ 17,500円

【AOP：グラン クリュ シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

レクロ畑26ha中4.1ha所有。シャブリのグラン
クリュの中でも別格の名畑。
７つのグラン クリュ中、もっとも日当たりに恵
まれた南南西の斜面に位置し、ブドウは見事
に完熟します。力強く凝縮された果実味と、ミ
ネラルを思わせる複雑な深みはさすが。長い
熟成も期待できます。

シャブリ

グラン クリュ ブーグロ （ドメーヌ）

750ｍｌ 11,300円

【AOP：グラン クリュ シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

ブーグロ畑12.6ha中4.1ha所有。ブーグロはグ
ラン クリュの丘の中でも最も北に位置する南
西向きの畑。よく熟した柔らかな果実味と、
シャブリでは例外的なほどにやわらかい酸味、
ローストしたナッツを思わせる心地よい樽香
が口中に優しく広がります。

シャブリ グランクリュ
の畑地図。緑色が
ウィリアムフェーブル
所有の区画。

シャブリ

プルミエ クリュ フルショーム

（メゾン）

750ｍｌ 7,400円
【AOP：プルミエ クリュ シャブリ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

シャブリ右岸に広がる南＋南東向きの1

級畑で、グランクリュレプリューズに隣接
するヴォロランの区画の中から、主に樹
齢の低いブドウから造られ早くから楽しめ
るワイン。力強いミネラル分が豊富な一
方、まろやかさと上品さも持つワインです。
2016年は買いブドウも加えたメゾンでリ
リースしています。

5

シャブリ

プルミエ クリュ ヴァイヨン （メゾン）

750ｍｌ 5,400円
375ｍｌ 3,590円

【AOP：プルミエ クリュ シャブリ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ヴァイヨンはシャブリの町をはさんでグラ
ン クリュの丘の対岸に位置する1級畑で
す。日当たりに恵まれた畑ならではの、よ
く熟した果実の風味と透明感ある酸味が
特徴。ミネラルを思わせる風味も豊かで、
バランスもよくとれています。

シャブリ

グラン クリュ コート ブーグロ （ドメーヌ）

750ｍｌ 15,200円

【AOP：グラン クリュ シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

グラン クリュの丘の北西端、レ プルーズの
下に位置するブーグロ。豊かな香りとコクをも
ち、たっぷりとしたミネラルを思わせる風味が
特徴。ブーグロの約半分の面積を所有。畑の
中でも南向きで最高の日照と最大40度の斜
面を含む水はけと日当たりに優れた区画を<
コートブーグロ>としてリリースしています。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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。



ドメーヌ クリスチャン モロー

モロー家の歴史は1814年に製樽業を営んでいたジャン・
ジョゼフ モローがネゴシアン“Ｊ モロー エ フィス”社を
設立したのが始まり。クロ デ ゾスピスを単独所有するなど、
シャブリの第一人者としての名声を築きました。その後、同
社は1974年にハイラム ウォーカー、 1985年にアライド・ド
メックへと渡り、1997年にジャン・クロード ボワッセの傘下
に入ります。

クリスチャン モローを当主とするモロー家は歴代同社の
ワイン造りに携わってきましたが、この時、品質に対する方
針の違いからＪ モロー社を退社。しかし、彼が畑の所有権
を保有していたため（モロー家は最初の売却時にブランド
名と工場は売却したが、畑の所有権は売却していなかっ
た）、2001年まではＪ モロー社がリース権を行使し、販売
を行っていましたが、2002年ヴィンテージからはブドウ畑が
クリスチャン モローの手に戻り、ドメーヌ クリスチャン モ
ローとして独自のワイン造りと販売を開始しました。
現在は息子のファビアンが6代目としてブドウの栽培、ワイ
ン造りを担っています。

Chablis
【シャブリ】

6世代に渡る伝統を後世につなげたい

シャブリ プルミエ クリュ

ヴァイヨン

750ｍｌ 6,000円
【AOP：プルミエ クリュ シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

ほどよいミネラルと樽のニュアンス。日当たりの良
い南または南東向きの斜面からのワインで、カリ
ンや熟したレモンの風味をもち、早くから食事と楽
しめます。

シャブリ グラン クリュ

クロ デ ゾスピス ダン レ クロ

750ｍｌ 14,800円
【AOP：グラン クリュ シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

レ クロの斜面下部にあり、1904年にモロー家が
シャブリのオスピス（施療院）から購入し同家が
単独所有している特別な区画。
引き締まった酸味とたっぷりと豊かなミネラル分
をもちながらも、リッチなボディと複雑な風味を特
徴としています。さまざまなニュアンスに満ちた別
格の味わいです。

モロー家は、6世代に渡ってきた古い伝統を後世につなげ
ること、そしてシャブリという唯一無二のテロワールを尊重
することを信念に持ち、ワイン造りを行ってきました。

当時から除草剤を使用する代わりに耕作をしたり、殺虫
剤を使用する代わりにコンフュージョン・セクシュエル（フェ
ロモンを使い害虫に性的混乱を与える用法）を行ったり、
日々畑を注意深く観察して病気に対抗する方法を考える
、リュットレゾネ農法を採用していました。その後、ビオロ
ジック農法を実施し、2013年にエコセールにてAB認証を
得ています。そして、シャブリでは数少ない手摘みで収穫
を行っています。

土地や畑、ブドウがもっている品質を尊重するため、圧搾
は空気圧式圧搾機でゆっくりと静かに行われます。醸造
は25～50hlの小さめのタンクで各区画ごとに行われ、オー
ク樽で発酵させる比率はプルミエ クリュ、グラン クリュで
30-100％。但し新樽率は0-5％と高くありません。

【ワイン造り】

クリスチャン モローと息子のファビアン

DOMAINE CHRISTIAN MOREAU PERE ET FILS

キンメリジャンの土壌

シャブリ グラン クリュ

レ クロ

750ｍｌ 10,800円
【AOP：グラン クリュ シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

レ クロの丘陵の上部から下部まで3ha広がり、
静謐な酸味と厚みのある果実の凝縮感が楽し
めます。
シャブリ７つの特級畑の中で最も高く評価される
畑ならではの実力。果実味の豊かさ、厚みと複
雑味の絶妙のバランスが取れたワイン

6 ※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

シャブリ プルミエ クリュ

ヴァイヨン キュヴェ ギィ モロー

750ｍｌ 6,800円
【AOP：プルミエ クリュ シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

ドメーヌが所有するヴァイヨン畑の中でも、ファビ
アンの祖父のギィ モローによって1934年に植えら
れた約1haの区画のブドウから造られた特別な
キュヴェ。
通常のヴァイヨンよりスケール感が大きく、独特の
深みとシャブリのピュアさ
が感じられる偉大なワインです。



※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

DOMAINE SEGUINOT BORDET

Chablis
【シャブリ】

豊かな果実味に複雑なアロマ、
凝縮感のあるシャブリ

ドメーヌ セギノ ボルデ

シャブリの北の玄関口であるマリニー村（1級畑フルショー
ムの北・シャブリの中心から約7km）を拠点とする家族経
営のドメーヌ。その歴史は1590年からと、シャブリでも最も
古い歴史を持つファミリーのひとつです。現在は13代目に
あたる、ジャン・フランソワ ボルデがドメーヌを担っていま
す。（写真下）
ＣＨＡＢＬＩＳの文字が目立つラベルには、シャブリらしさを
出すために、ドメーヌのロゴにも使用されているアンモナイ
トの化石のモチーフのデザインされています。シャブリ特
有の酸やフレッシュさだけでなく、複雑さのある果実味豊
かな味わいを表現しています。

プティ シャブリ

750ｍｌ 2,840円
【AOP：シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

黄桃やアプリコットの果実にシトラスや
ミネラルを感じるしっかりとしたストラク
チャー。活き活きとして、爽やかなワイ
ンです。

シャブリ プルミエ クリュ

フルショーム

750ｍｌ 5,500円
【AOP：プルミエ クリュ シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

フルショームの中でも小石が多く、水は
けがよい＜ロム モール＞の区画から
造られており、特に石灰由来のミネラ
ルを思わせる味わいが特徴的。旨味を
引出す横型タンクによるシュール リー
で約9ヶ月熟成。桃などの熟れた果実
や種の厚みのある香りにミネラルを思
わせる風味がバランスよく、複雑さと深
みのあるリッチな味わいです。

シャブリ

750ｍｌ 3,200円
【AOP：シャブリ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

横型タンクによるシュール・リーで約6ヶ
月熟成。レモンやレモングラスと熟れた
果実を感じる香り。リッチでまるみがあ
り、ミネラルを思わせる風味と酸のバラ
ンスが爽やか。今すぐ飲んでも2～3年
してからでも楽しめるシャブリです。

ジャン・フランソワ ボルデ

【畑】
スラン川右岸の南や南東向きの好条件の畑16haを所有。
キンメリジャンの土壌が、海由来のヨウ素などシャブリ特
有の味わいをワインに与えます。

マサルセレクションによって代々植えられたブドウは、最も
古いもので 樹齢100年以上。できるだけ農薬を使用しない、
リュット・レゾネ農法で、自然を尊び生物学上のバランスの
とれた環境で丁寧に栽培されており、2019年にフランス農
水省公認の「HVE認証」(ハイレベルな環境配慮型の農
法)の最も高い、レベル３を取得しています。馬での耕作も
一部取り入れています。

【醸造】
2002年に近代的な醸造
施設を建設しました。
圧搾後、低温デブル
バージュを10日間行い
ます。長いデブルバー
ジュによって、不純物を

しっかり沈殿させ、透き通った果汁を使用しています。
またアロマ豊かで複雑味、まるみのあるワインを造るため
にシュール・リー熟成を行い、醸造タンクはオリとより接触
面が多くなり、ワインにうまみを与えるように珍しい横型の
タンクを使用しています。
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ドメーヌの土地から発掘された化石



ドメーヌ ベルサン

ドメーヌ ベルサンはサン･ブリでも最も名の知られた生産者

の１つ。シャブリ、コート ドーセール、サン・ブリ等に合計

22haの畑を所有し、6つの品種を栽培。現在はジャン・ルイ

の後を継いだジャン・クリストフがドメーヌ運営の中心を担っ

ている。

Saint-Bris
【サン・ブリ】

DOMAINE  BERSAN

コート ドーセール シャルドネ

750ｍｌ 2,790円
【AOP:コート ドーセール】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

除梗せずにポンプ式の40hl圧搾にて圧搾後、
温度管理の付いた5000Lのステンレスタンク
にて発酵後、8ヶ月熟成。コラージュは必要な
ときだけ行う。フレッシュな口当たり、果実味
に加え、余韻にミネラルを思わせる親しみや
すいワインです。

コート ドーセール ピノ ノワール

750ｍｌ 2,790円
【AOP:コート ドーセール】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

100%除梗後、12℃での醸しを経てステンレス
タンクにて20～32℃で発酵。発酵中のルモン
タージュは2回/日。600Lのフランス産のオー
ク樽で10ヶ月間熟成後、刺激を与えないよう
大きめのフィルターでろ過。豊かな果実味と
溶け込んだタンニンを持ち、若いうちから気
軽に楽しめるワイン。

コート ドーセール

キュヴェ ルイ ベルサン ルージュ

750ｍｌ 3,340円
【AOP:コート ドーセール】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

70～80%除梗の後、温度管理付きステンレス
タンクにて18～30℃で発酵。ルモンタージュ
は2回/日。228Lのフランス産のオーク樽（30%
新樽）にて18ヶ月間熟成後、大きめのフィル
ターでろ過。凝縮感と骨格があり、テロワー
ルの特徴がよく表現されている一本。

コート ドーセール

キュヴェ ルイ ベルサン ブラン

750ｍｌ 3,150円
【AOP:コート ドーセール】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

除梗せずにポンプ式の40hl圧搾にて圧搾後、
半分は228L、残りは600Lのフランス産のオー
ク樽（10%新樽）で発酵、約12ヶ月間熟成。
コラージュは必要なときだけ行います。白い
泥灰岩のテロワールや樽での熟成によりブ
ルゴーニュらしいキュヴェでありながら、フ
レッシュ感もたっぷりあるワインです。

【冷涼な気候、テロワール由来の味わい】
本拠地はサン･ブリ。所有している畑もシャブリやその周辺地域
とブルゴーニュで最も北のエリアに位置しており、冷涼な気候と
石灰質や粘土質の土壌からフレッシュでフルーティ、アロマ豊か
なブドウがとれます。また涼しいテロワールのおかげでブドウが
ゆっくりと成熟する為、ミネラルを思わせる風味・果実味・ストラ
クチャー・深み・酸味の絶妙なバランスがとれたワインとなります。

【歴史あるセラー】
ベルサンが所有しているセラーは11～12世紀に建てられたとい
われ、分厚い壁に囲まれてエアコンなどを使わずとも 気温が
12度、湿度が80％というワインの熟成･保存に適した環境となっ
ており、ベルサンのワイン造りに大きな役割を果しています。

ジャン・クリストフ（左）、ジャン･ルイ（右） 1,000年の歴史を持つといわれるセラー
気温、湿度ともにワインの熟成に最適

果実味とフレッシュさを
テロワールからありのまま引き出す

真摯なビオの実践者

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。8

【ワイン造り】
ジャン・クリストフはワイン造りを学ぶうちに有機栽培に興味を
覚え、2009年よりビオロジックに転換。2012年に認証を取得し
ました。有機栽培の取り組みを始めてから、自然に振り回され
ることが増えたがワインの表現力が増しました。他にも以下の
ような様々な取組みを行っています。
■剪定と摘芽で収量調整し、グリーンハーベストを行わない
■病気を防ぐ為、結実の直後に摘葉を行い風通しを良くします
■発酵は天然酵母を使用
■土壌の流出を防ぐため丘陵に芝を植えています

イランシー

750ｍｌ 3,150円
【AOP:イランシー】

○ ピノ ノワール 95％、セザール 5%
○ 赤 ミディアムボディ

熟したブラックチェリーやカシスなどの黒い果実にス
パイスやキルシュのニュアンス。洗練されたテクス
チャーのタンニンに支えられ、フレッシュ感もありな
がら、ふくよかでリッチな凝縮感のあるワインです。
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Gevrey-Chambertin
【ジュヴレ・シャンベルタン】

シャンベルタン クロ ド ベーズ
最大の所有者

ドメーヌ ピエール ダモワ

1930年代にジュリアン ダモワが設立した歴史あるドメー
ヌ。所有する畑は95％がジュヴレ・シャンベルタンでその
内80％はグラン クリュ。ジュヴレ・シャンベルタンを代表
する造り手の一人です。1970年代、ジャック ダモワの時
期にワインは軽いスタイルとなり名声に陰りが出ましたが
、1992年に祖父と同名のピエール ダモワに引き継がれ、
果実味あふれる芳醇で力のある見事なワインを造るよう
になり名声が復活しました。

ジュヴレ・シャンベルタン クロ タミゾ

750ｍｌ 23,300円
【AOP：ジュヴレ・シャンベルタン】

○ピノ ノワール 100%
○赤 フルボディ

クロ タミゾ畑/1.45haの全てを所有。ジュヴレ・
シャンベルタン村特有のスグリやブラックチェ
リーを思わせる華やかな果実味と、贅沢な樽香
とが溶け合った力強い名酒です。

【ドメーヌの特徴】
①シャンベルタン クロ ド ベーズ（グラン クリュ）最大所有者
シャンベルタン クロ ド ベーズは15haのうち最大の5.36haを
所有

②ジュヴレ・シャンベルタン クロ タミゾ（畑名） 単独所有
クロ タミゾ畑の1.45haを全て所有している。クロ タミゾは
ジュヴレ・シャンベルタンの中心にありドメーヌの周りを囲む
ように位置している畑。

③樹齢の古い畑
代々に渡ってジュヴレ・シャンベルタン村に銘醸畑を所有し
ており、非常に樹齢の古いブドウ樹に恵まれている。シャペ
ル・シャンベルタンは平均約50年。シャンベルタン クロ ド
ベーズは80年以上の区画を含む畑。ジュヴレ・シャンベルタ
ン クロ タミゾは平均樹齢約70年以上の畑。

④ジュヴレ村で１、２を争う遅摘み派

～ピエール ダモワ
の目指すワイン造り～

・テロワールが本来持って
いるものを引き出すこと。
・純粋さとテロワールのバ
ランスを求めること。

シャンベルタン クロ ド ベーズ

750ｍｌ 73,300円
【AOP:シャンベルタン クロ ド ベーズ】

○ピノ ノワール 100%
○赤 フルボディ

ダモワはブルゴーニュ最古のクリマにして最上
の畑の１つ＜クロ ド ベーズ＞の実に１/３を所有
しています。この畑特有の、ダイヤモンドを思わ
せるような硬い輝きを内に秘めた名酒。重厚な
ボディと華麗で艶やかなブーケには比類があり
ません。カシスなどの黒っぽい果実を想像させる
ような凝縮した果実味とスパイスのニュアンス、
充実したタンニンが口中に広がります。このクロ
ド ベーズには比較的木の香りが強いトロンセ産
の樽を組み合わせています。

DOMAINE PIERRE DAMOY

ブルゴーニュ ブラン レ ラヴリー

750ｍｌ 5,900円
【AOP：ブルゴーニュ】

○シャルドネ 100%
○白 辛口

フィサンの村名区画に隣接した「レ ラヴリー」
区画の契約農家のブドウから造られています。
熟成はほとんどをステンレスタンクで行ってい
ますが、一部をオーク樽で熟成させることによ
り、バニラやトーストのニュアンスを感じる味わ
いです。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

フィサン レ モゴット

750ｍｌ 10,700円
【AOP：フィサン】

○ピノ ノワール 100%
○赤 ミディアムボディ

2015年がファーストヴィンテージ。アメリカンチェ
リーなどの熟した赤系果実、リッチでスパイシー
な味わいのワインです。

ブルゴーニュ ルージュ

750ｍｌ 5,900円
【AOP：ブルゴーニュ】

○ピノ ノワール 100%
○赤 ミディアムボディ

完熟したダークベリーの華やかな果実味に土の
ニュアンスが混じり、豊かなボリュームと長い余
韻を持ちます。 超ブルゴーニュＡＣでありながら、
非常に力強い贅沢な出来栄えです。



Gevrey-Chambertin
【ジュヴレ・シャンベルタン】

オスピス ド ボーヌの有望
若手生産者に選出

DOMAINE RENE BOUVIER

マルサネ ブラン ル クロ モノポール

750ｍｌ 4,840円
【AOP：マルサネ】

○シャルドネ 100%
○白 辛口

ミントのようなフレッシュな香りに白い花（アカ
シア）のニュアンスと炒立てナッツを思わせる
華やかさがあり奥行きと繊細さを感じます｡口
に含むと砂混じりの粘土質の痩せた土壌
由来のミネラル感や塩味と共にクリーンな広
がりや厚みを感じることができ、アフターには
トリュフのニュアンスも。

ベルナール ブーヴィエ

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

マルサネ ロンジュロワ

750ｍｌ 6,300円
【AOP：マルサネ】

○ピノ ノワール 100%
○赤 ミディアムボディ

0.86ｈａ所有。平均樹齢60年。 “ロンジュロワ”
は、“ロンジュ”「長い」、“ロワ”は畑を耕した
後に残る「溝」を意味する言葉であり、「長い
溝」が残るほど耕し易い畑のことを表してい
ます。よく熟したブドウの特徴が赤い果実や
ブルーベリーの香りで現れており、白胡椒の
ようなニュアンスも感じられます。構成力が非
常に強く、溶け込んだタンニンに支えられて
います。
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2006年にジュヴレ村に選果～発酵～貯蔵を一
気通貫で理想的に行える新醸造所を設立し､ベ
ルナールの理想に向けたワイン造りが行われ
ています。

白ワイン ： 選果された房だけを空気圧でソフト
に圧搾｡果汁を木樽に入れ､天然酵母の働きの
みでアルコール発酵と乳酸発酵を行っています。
(08年からは600Lの大樽を使用) 白ワイン専用
のセラーで約16ヶ月間樽熟成。

赤ワイン ： 一切の酵母や酵素投入をせず､自
然酵母のみで約20日間発酵。酵母の働きを妨
げない様､ピジャージュやルモンタージュを行い
｢テロワールの個性｣をしっかり出します。

ドメーヌ ルネ ブーヴィエ

1910年 アンリ ブーヴィエ(ベルナールの祖父)がマルサ
ネ村にドメーヌ設立。1950年にはルネ ブーヴィエ（ベルナ
ールの父）がドメーヌを引継ぎ､畑を12haまで増やしました
。その後、現当主のベルナール ブーヴィエがドメーヌを引
継いでいます。2005年にはオスピスで『5名の有望な若手
生産者』に選出されました。

翌年、ジュヴレ村に新醸造設備を建立。(Dm.シャルロパン
・パリゾの隣) 現在はジュヴレ村に醸造所を構え､6つの
村（南ジュヴレ～シャンベルタン～北ディジョンまで）に合
計30ha所有しています。平均樹齢は約50年、ジュヴレ シ
ャンベルタンには90年を超える樹齢の樹もあります。

【ワイン造り】
自然界のバランスを保つために土壌の微生物を守る事を基本とし
た自然環境維持＆労働集約型の栽培方式。
ブドウ果樹あたり8房までに収量制限し､ブルゴーニュACクラスは
50hl/ha、村名ACクラスは35hl/ha､1er&G.Cruクラスは30hl/haまで
生産量を抑えています。（平均値）
年・区画によってグリーンハーベストを行うこともあります。

“厳格な”選果作業

ブドウは傷つかない様､大事に手摘みされ､押し潰されない様に
20kgの小さなコンテナで醸造所まで運びます。
カビの付いたブドウや日照不足による未熟なブドウ粒を見逃す事が
無い様に、選果は『畑（収穫時）』→『振動選果台』→『手作業選果』
と3回に渡って徹底的に行われます。
★“ブドウを傷つけない”事に最大限配慮をする事で､青臭さを出さずにシル
キーでまろやかなタンニンのワインを実現しています。

ブルゴーニュ ルージュ モントル キュ

750ｍｌ 4,420円
【AOP：ブルゴーニュ】

○ピノ ノワール 100%
○赤 ミディアムボディ

「モントル キュ」とは『お尻が見える』という意
味で、斜面が険しいため谷側に位置する人
から山側で作業している人のお尻が見えるこ
とからその名前が付けられました。開栓する
とまず､さくらんぼの香りが広がりますが、空
気に触れる度に｢果肉→種｣の香りに変わる
と同時にスパイスや赤い花のニュアンスが加
わり果実味とのバランスがよいワイン。

発酵温度が30度を上回る事もあります｡個性を最大限引き出すため、
アペラシオンごとにフィニッシュを変えたフレンチオーク樽で16～
18ヶ月熟成させています。

ブルゴーニュ ルージュ

シャピートル スュイヴァン

750ｍｌ 3,790円
【AOP：ブルゴーニュ】

○ピノ ノワール 100%
○赤 ミディアムボディ

マルサネ、フィサン、ジュヴレ・シャンベルタン
とシャンボール・ミュジニーのいくつかの区画
からのブレンド。平均樹齢は40年。
チェリーやイチゴのフレッシュな果実の溌溂と
した香りに、いきいきとしてバランスのよい口
当たり。気軽に楽しめるブルゴーニュ ルー
ジュです。



※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ジュヴレ・シャンベルタン ラシーヌ デュ タン

750ｍｌ 11,400円
【AOP：ジュヴレ・シャンベルタン】

○ピノ ノワール 100%
○赤 フルボディ

樹齢80年以上の2つの区画からのみ造られる
ブーヴィエ渾身のフラッグシップ。ワイン名は「時
の根っこ」の意味で、非常に古いブドウ樹の根の
先が土壌の深い部分まで入り込みジュヴレ・
シャンベルタンの本来のテロワールを反映して
いる事に由来します。口当たりはトロリとした粘
性と共にビロードの様になめらかで、スミレやリ
コリスの香りに白胡椒のニュアンスも含み大変
魅惑的です｡

ジュヴレ・シャンベルタン ラ ジュスティス

750ｍｌ 8,400円
【AOP：ジュヴレ・シャンベルタン】

○ピノ ノワール 100%
○赤 フルボディ

2ha所有。平均樹齢40年。“ジュスティス”は「正
義」という意味で､この畑の場所はかつて裁判所
があり絞首台が置いてあった場所だと言う。よく
熟した黒い果実にスミレのニュアンスがあり香り
のボリュームも大きい。肉付きがよく、非常に活
き活きとしているがビロードを思わせるなめらか
な口当たりが､エレガントでジュヴレ・シャンベル
タンのテロワールの特徴を見事に現しています。

フィサン クレ ド シェーヌ

750ｍｌ 7,000円
【AOP：フィサン】

○ピノ ノワール 100%
○赤 ミディアムボディ

1.4ヘクタール所有。平均樹齢50年。“クレ”とは
石を多く含まれた土壌のことを意味。斜面がな
だらか（3%）ですが、小石の混ざった粘土質の土
壌はブドウ栽培に最適。18ヶ月間新樽30%で熟
成。香りがほのかに野生的で、ワインを空気に
触れさせるとより複雑になり花のニュアンスが加
わります。厚みがありミネラルの風味も感じられ
ます。

シャルム・シャンベルタン

750ｍｌ 31,000円
【AOP：シャルム・シャンベルタン】

○ピノ ノワール 100％
○赤 フルボディ

0.3ヘクタール所有。平均樹齢60年。石灰質な土
壌。新樽50%で18ヶ月間熟成。肉付きがよく、スト
ラクチャーがしっかりしていますがタンニンがな
めらかで非常にエレガント。スミレ、甘草、バニラ、
コーヒーなどの上品な香り。ビロードのようなテ
クスチャーと長い余韻が特徴的なワインです。
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シャンボール・ミュジニー

ヴィエイユ ヴィーニュ

750ｍｌ 12,500円
【AOP：シャンボール・ミュジニー】

○ピノ ノワール 100%
○赤 フルボディ

平均樹齢60年以上のヴィエイユ ヴィーニュの
ブドウ。いくつかの区画のアサンブラージュ。
赤い果実やスミレの華やかで奥深い香り。デリ
ケートなタンニンのなめらかなテクスチャー。骨
格もありながら、エレガントで華やかなワインで
す。

シャンボール・ミュジニー レ フュエ

750ｍｌ 20,000円
【AOP：シャンボール・ミュジニー
プルミエ クリュ】

○ピノ ノワール 100%
○赤 フルボディ

「レ フュエ」はボンヌ マールの南に隣接する1級
畑。熟れたダークチェリーやプラムにスミレ、
スパイスのニュアンス。男性的で力強さ、たくま
しさがありながらも、なめらかでエレガントなテク
スチャー。複雑で長い余韻を持った気品のある
ワインです。

ヴォーヌ・ロマネ

750ｍｌ 12,500円
【AOP：ヴォーヌ・ロマネ】

○ピノ ノワール 100%
○赤 フルボディ

ヴォーヌ・ロマネ村のいくつかの区画のアサンブ
ラージュ。平均樹齢50年以上のブドウを使用し
ています。熟れた赤黒果実にフローラル、スパイ
スのニュアンス。いきいきとしていて複雑で魅力
的。引き締まったフィニッシュで長い余韻が続き
ます。

エシェゾー

750ｍｌ 36,000円
【AOP：エシェゾー】

○ピノ ノワール 100%
○赤 フルボディ

エシェゾーの中でも北に位置する小区画「アン
オルヴォー」の0.3haの畑。平均樹齢60年のブド
ウから。プラムやカシスにスパイス、フローラル
の香り。力強いアタック。密度があり、肉厚。な
めらかで締まったテクスチャーのいきいきとした
男性的なワイン。複雑で力強いフィニッシュは余
韻が長く、熟成が楽しみなワインです。
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【ワイン造り】
栽培は除草剤・化学肥料を用いないリュット レゾネ。ブド
ウの質そのものがその後の醸造、そしてワインの質を
決定すると考えるため、極力自然の力を邪魔しないよう
に、かつブドウ樹が自力で低収量で凝縮味のある果実
を産するように心がける。
収穫は遅摘み派。
完熟ブドウを入念に選果し、低温でのプレマセラシオン
を長く行う。樽熟成は新樽比率が高く長め。オリ引きは
瓶詰め直前の１度だけ行い、そのため抜栓したてのワ
インにはCO2を感じることもある。フィルターは軽め。

Gevrey-Chambertin
【ジュヴレ・シャンベルタン】

ブルゴーニュのスター生産者。1976年にフィリップが20
代にして父から1.8haの畑を相続。ワインに対して情熱的
かつ極めて真面目、ディテールに執着する典型的な天
才肌です。 ワインは魅惑的な果実のアロマとシルキー
なタッチで、若いうちから美味しいスタイルゆえ「テロ
ワールというよりシャルロパンのワイン」と言われること
もありますが、熟成によりその真価が発揮され、美しい
バランスとエレガンス、フィネスを見事に表現します。

ドメーヌの冒険はさらに続いており、2007年にはボーヌ
に畑を新たに取得した他、シャブリでのワイン造りに着
手し、手がけるアペラシオンは35に及びます。

ドメーヌ フィリップ シャルロパン

DOMAINE PHILIPPE CHARLOPIN

タンクの底にある一段へこんだくぼ
みは、ピジャージュのときに種から
のタンニンが出過ぎないようにここ
に種を集めるため。タンクに満たす

さまでしか果汁が上がらないように シャブリ
750ｍｌ 4,790円
【AOP:シャブリ】

シャブリ フルショーム
750ｍｌ 7,900円
【AOP:シャブリ
プルミエ クリュ】

シャブリ ボーロワ
750ｍｌ 7,900円
【AOP:シャブリ
プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ペルナン・ヴェルジュレス ルージュ

750ｍｌ 8,200円
【AOP:ペルナン・ヴェルジュレス】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

よく熟したピノノワールの豊かで美しいア
ロマとミネラルを感じる味わい。抜栓して
しばらく時間が経つと、なんともエレガン
トで深みのある香りが現れます。

マルサネ

750ｍｌ 6,400円
【AOP:マルサネ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

透明感があり、活き活きとした酸、赤い
系果実の香りが特徴。とにかく、大物生
産者のコート ド ニュイのワインが良心
的な価格で楽しめるのが魅力的。

ブルゴ－ニュ ル－ジュ コート ドール
キュヴェ プレスティ－ジュ

750ｍｌ 5,500円
【AOP:ブルゴーニュ コート ドール】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ジュヴレ・シャンベルタン村、マルサネ村、
そしてわずかにクーシェ村に広がる合計
3haの畑から造られます。豊かな果実味
と程よい樽香が楽しめ、このクラスのワ
インでも十分にシャルロパンの華やかな
スタイルを満喫することができるワイン。

※2017VINより名称が変わりました。

フィリップ シャルロパン
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DOMAINE HARMAND-GEOFFROY

Gevrey-Chambertin
【ジュヴレ・シャンベルタン】

ドメーヌ アルマン・ジョフロワ
ジュヴレの村で19世紀から続くドメーヌ。1980年代からこの
ドメーヌで働き、1989年からはワイン造りの責任者となった
ジェラール アルマンが娘婿となり、1990年にルイ ジョフロワ
からアルマン・ジョフロワにドメーヌ名を変更ました。
畑の樹齢の高さでも知られるドメーヌで、1級畑 レ シャンポ
ーの最も古い樹齢は100年超、また村名のクロ プリユール
も平均樹齢60年以上にもなります。

若いうちからも熟成してからも
楽しめるワイン

「 5年でほどよく熟成する
ジュヴレ ヴィラージュを 」
「うちのは、10年待たないと全く飲め
ないワインではなく、かといってすぐ
飲めるのでもなく、5年くらいでちょう
どほどよく熟成するヴィラージュワイ
ン」とはアルマン（写真上）の言葉。
抜栓してからの持ちも良く、飲用者
にとって嬉しい存在。

ジェラール アルマン（左）と息子のフィリップ

ジュヴレ・シャンベルタン

750ｍｌ 7,500円
【AOP：ジュヴレ・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

この村名ジュヴレ・シャンベルタンは樹齢35年以
上の区画から。赤く小さい果実のチャーミングな
香りが豊かで、程よく凝縮感のある、バランスの
とれたワインです。

【ワイン造り】
約6haの所有畑は、認証は取得していませんが、ビオロジック農
法を行っています。収穫されたブドウは100％除梗され約15℃の
低温で5日間マセラシオンが行われる。その後10-12間の主発酵
期間を経た後、ヴィラージュもので約3割、1級以上は約5割の新
樽比率で1年程度樽熟されます。

ジュヴレ・シャンベルタン
クロ プリユール

750ｍｌ 10,400円
【AOP：ジュヴレ・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

「クロ プリユール」には１級畑と村名畑が存在し
ますが、このドメーヌは両方に畑を所有していま
す。樹齢80年超のプルミエクリュの区画を含む、
平均樹齢60年以上のブドウから村名クラスとし
て造っています。きれいな果実味とミネラルを思
わせる味わい。シルキーな質感とフレッシュな印
象があり、1級にも引けをとらない実力の、ドメー
ヌ自慢のワインです。

ジュヴレ・シャンベルタン VV

750ｍｌ 13,700円
【AOP:ジュヴレ・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

フラッグシップのワイン。主にブロション
村の南側（ジュヴレ・シャンベルタン村に
近いほう）に位置する、樹齢50～80年の
樹から造られます。ブラックチェリー、ブ
ラックベリー、スパイス、甘草などの複雑
な香りが感じられ、肉付きの良い骨格を
もち、タンニンがなめらか。力強さ・野性
味と豊かな果実味・エレガントさが両立
する逸品。

クロ ヴージョ

750ｍｌ 41,100円
【AOP:クロ ド ヴージョ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

国道から西へ伸びる300mの細長い区画
を0.4ha所有。国道近くの区画はクロ
ヴージョには入れず、格下げしています。
赤黒果実にスミレや牡丹、そしてほのか
に腐葉土のニュアンス。エレガントで繊
細ながら、しっかりとしたタンニンにより
引き締まってパワフル。長熟が楽しみな
ワイン。

シャルム・シャンベルタン

750ｍｌ 45,000円
【AOP:シャルム・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

シャルム ドゥスューとマゾワイエールの
樹齢60-65年のブドウを使用。約18か月
熟成。なめらかなテクスチャー。力強さ、
凝縮感にあふれ、深みを兼ね備えた肉
付きのよい艶やかなワインです。
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Gevrey-Chambertin
【ジュヴレ・シャンベルタン】

1700年頃からの歴史を持つ家族で、現在はユベール
カミュがドメーヌを担っています。

所有する18haの畑の2/3以上が特級畑で、シャンベルタ
ンは1.69haと3番目に多く所有し、シャルム・シャンベルタ
ンを名乗れるマゾワイエール・シャンベルタンに至っては
合計6.9haと半分以上を所有しており、ジュヴレ・シャンベ
ルタン村の特級畑を最大所有する生産者。

価格が高騰し続けているコート ド ニュイの中でも良心
的な価格でワインを提供しています。

ドメーヌ カミュ ペール エ フィス

DOMAINE CAMUS PERE ET FILS

ジュヴレ特級を最大所有！良心的な
価格でワインを造り続ける生産者

当主 ユベール カミュ

【ワイン造り】
畑の耕作を行い、除草剤は使用しないなど、30年以上リュ
ット レゾネを実践。

昔ながらの伝統的手法で真摯にワイン造りを行っており、
収穫は全て手摘み。昔ながらの垂直式圧搾機で圧搾する
など、伝統的な醸造方法を実践。100%除梗し、マセレーシ
ョン後、 ピジャージュやルモンタージュをしながらタンクで
発酵。樽(新樽は村名では使わず、グランクリュで30-50%
使用)で約18ヶ月熟成させます。

黒地に金文字の
豪華で目立つエチケット！

ジュヴレ・シャンベルタン

750ｍｌ 6,700円
【AOP:ジュヴレ・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

熟したイチゴやサクランボなどの赤系果実
にコショウや革、月桂樹に樽のニュアンス。
しっかりとしたタンニンと骨格を持ち、ボ
リュームのある肉付きの良い、クラシカル
なスタイルのジュヴレ・シャンベルタン

シャルム・シャンベルタン

750ｍｌ 14,300円
【AOP:シャルム・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

シャルムを名乗れるマゾワイエール・シャン
ベルタンに6.9ha所有し、シャルム・シャンベ
ルタンとしてリリース。樹齢約35年。
赤い果実や牡丹のポプリに森の下草、コ
ショウ、毛皮のニュアンス。口あたりは緻密
でふくよか、調和のとれたしっかりとしたタ
ンニンを感じます。

ラトリシエール・シャンベルタン

750ｍｌ 15,200円
【AOP:ラトリシエール・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

1.5ha所有。樹齢約40年。
赤い果実に森の下草、リコリスやトリュフの
ニュアンス。肉付きが良くふくよか、シル
キーなタンニン。

シャンベルタン

750ｍｌ 26,800円
【AOP:シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

1.7ha所有。樹齢約50年。
赤黒系果実にバラの花びら、スパイス、リ
コリス、革にバニラなどの複雑なアロマ。豊
満でまるみがあり、タンニンは溶け込んで
います。



DOMAINE RENE LECLERC
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Gevrey-Chambertin
【ジュヴレ・シャンベルタン】

1974年に父親からの畑を弟のフィリップと分割し、ルネ
ルクレールがドメーヌを設立。
現在はルネの息子のフランソワがドメーヌを担っています。

手作り感の強いクラシカルなブルゴーニュのスタイルで果
実味が強く、芳醇で濃密な味わいのワイン。比較的若い
間からバランスのとれた風味で、しかも長熟しても良さを
失わないのが、ルネ ルクレールのワインの特徴です。

ドメーヌ ルネ ルクレール

ブルゴ－ニュ ル－ジュ

750ｍｌ 3,700円
【AOP:ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

単なるブルゴーニュＡＣとは思えない見事
な凝縮味を誇ります。味わいはクラシック
で、果実味、酸味、タンニン共にしっかりと
していて端正な印象です。

現当主 フランソワ ルクレール

ジュヴレ・シャンベルタン

750ｍｌ 7,700円
【AOP:ジュヴレ・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

ジュヴレ・シャンベルタンの「カルジョ」「ビ
ラール」「アン シャン」など、10区画のアサ
ンブラージュ。野生の赤いベリーやフロー
ラルに森の下草のニュアンスも感じるいき
いきとしたワイン。

ジュヴレ・シャンベルタン
クロ プリユール

750ｍｌ 10,000円
【AOP:ジュヴレ・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

「クロ プリウール」はマジ・シャンベルタン
の下方にある畑で、上部が1級畑、下部が
村名畑となっています。赤系果実にスパイ
ス、ほのかな樽香、ジュヴレらしいサクラン
ボの種も感じます。果実味と酸味のバラン
ス良く、しっかりとした骨格を持ったワイン
です。

ジュヴレ・シャンベルタン
コンブ オー モワンヌ

750ｍｌ 12,700円
【AOP:ジュヴレ・シャンベルタン
プルミエ クリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

コンブとは峡谷、モワンヌは僧侶の意。僧
侶の谷と名づけられたこの畑からは非常
に凝縮された果実味をもつワインが造り出
されます。１級畑ならではの凝縮した味わ
いを活かし、 ルネ ルクレール家のワイン
づくりを見事に表現しきっています。スケー
ルの大きな長熟タイプのワインです。

【ワイン造り】
リュット レゾネで栽培。全て手摘み収穫。畑で選果してから、
醸造所でも選果。2段階目は全て当主のフランソワが自分
でチェックしています。

ブドウは100%除梗し、醸造。低温マセレーションを4~5日間
したのち、ピジャージュとルモンタージュを併用しながら３週
間から１ヶ月かけてゆっくりと発酵させます。発酵直後は樽
のくせがつきやすいので半年ほどタンクで落ち着かせてか
ら樽で熟成させます。昔は一切新樽を使いませんでしたが、
80年代後半から新樽を10％ほど使用。ただし収量により若
干使用率は異なります。14～18ヶ月間樽熟成させ、その間
３回ほどスティラージュを行いますが、清澄はせず、ノン
フィルターで瓶詰めします。

ドメーヌの猫、
カリーヌはNHK BS
プレミアムの「岩合
光昭の世界ネコ歩き
」ブルゴーニュ編に
出演経験あり！



Morey-Saint-Denis
【モレ・サン・ドニ】

世界の注目を浴びる
モレ・サン・ドニのスター

DOMAINE PERROT-MINOT

ドメーヌ ペロ・ミノ
モレ・サン・ドニに本拠を構えて家族4代続く生産者。

1973年にアンリ ペロ・ミノによって設立されました。1993年
に現当主クリストフ ペロ・ミノがドメーヌを継承して以来、気
鋭の生産者として評価を高めています。以前は果実の凝
縮感を志向した時期もありましたが、近年はテロワールの
個性を重んじ、ブルゴーニュのピノ ノワールらしい素直な
果実味を持ち繊細、複雑で調和の取れたワインを造るよう
努めています。
アンリから引き継いだ畑は「アンリ」の名で、彼の世代
になってから入手した畑は、「クリストフ」の名前でリリース
していましたが、2005年ヴィンテージから「ドメーヌ
ペロ・ミノ」へ統一、買いブドウを「ペロ・ミノ」としています。

【樹齢の高い木から凝縮感のあるブドウを】

栽培はリュット・レゾネ。厳しい剪定とグリーン・ハーヴェスト、摘葉
によって収量を大幅に抑え（6～7房/木）、非常に凝縮度の高いブド
ウを使用。十分に成熟し、複雑味をもつ長熟なワインを生み出して
います。
（平均収量は特級・1級クラスでは30hl/ha、村名・地域名クラスでも
40hl/ha程度）

【醸造は丁寧に正確に】
発酵前には果実の風味を引き出すため低温（14℃）でマセラシ

オンを5-7日間行う。テロワール本来の特徴をより引き出すため

①発酵は天然酵母のみの使用、②液体（果汁）/固体（果皮）の

割合に応じてピジャージュやルモンタージュの頻度や強弱を調

整、③圧搾は種から硬くて乾いたタンニンが出ないよう極めてソ

フトに行う、④醸造終了後は澱引きのため2-3日間ワインを落ち

着かせ樽に移す。年により一部のブドウを全房（除梗しない）で

発酵させる事もある。

【熟成】
トロンセとベルトランジュ産のミディアムトーストのオーク樽を用い、
ACブルゴーニュからグラン クリュの総平均で20-30％の新樽、残
りは１-2年の古樽を使用する。
ワイン中の自然発生のガスや澱を残すことによりワインの新鮮な
アロマを保つため、澱引き（スーティラージュ）は行わず、瓶詰めの
１ヶ月前に一度行うのみ。

瓶詰めの際のこだわり：
①ワインの熟成は樽毎に異なるので細心の注意を払い確認する。
②アロマを最大限閉じ込めるためビオディナミ カレンダーの「花の
日」または「果実の日」のみに行う。
③ワインにストレスを与えないよう自然な重力によって行われる
（900本/1時間）

クリストフのワインは長期熟成向きであること、消費者をコルク臭
の被害から守るため、コルク（35/1,000個）の分析をラボに依頼し
品質チェックを徹底している。

クリストフ自ら選果台に立
ち、最終確認を行う

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

モレ・サン・ドニ
ラ リュ ド ヴェルジィ

750ｍｌ 16,100円
【AOP：モレ・サン・ドニ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

グラン クリュ クロ・ド･タールの斜面上部
に位置している。この場所はなだらかな
コートドールの丘陵が見渡せる美しい展
望ポイント。表土が薄く岩石が転がるや
せた土壌は、赤ワインでも感じるミネラル
が特徴のワインが造られる。所有してい
る畑の面積は1.5ha、樹齢は約40年ほど。

ジュヴレ・シャンベルタン
ジュスティス デ スヴレ

750ｍｌ 16,100円
【AOP：ジュヴレ・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

ジュヴレ･シャンベルタン村の最も南（モ
レ･サン･ドニ村と隣接）のレスヴレのブド
ウから造られます。カシスやハーブを思わ
せるピュアな香り、親しみやすく爽やかな
ワインです。ブラックチェリーを思わせる
果実味と、なめらかな酸味が単なる村名
ワインとは思えない、しっかりした風味を
醸し出しています。
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■徹底した選果

収穫はすべて手摘みで行い、畑で１度目の選果を実施。小さな籠
で運ばれたブドウは選果台におかれ2度目の選果を行います。
そしてすべての房を2つに切り、中心の隠れ腐敗や未熟な果粒の
有無を厳格に確認した上で完璧なブドウのみを残します。

なお、使用するブドウは果粒の大きさまで管理しており、テロワー
ルを最も表現する樹齢の高い樹から成る極小ブドウ（＝ミルラン
ダージュなど）のみを残します。その結果、極めてクリーンでキメ
細かくなめらか、エレガントで果実の充実感のあるワインが実現。

※2017VINより名称が変わりました。



ニュイ・サン・ジョルジュ
ラ リシュモーヌ VV キュベ ユルトラ

750ｍｌ 59,000円
【AOP：ニュイ・サン・ジョルジュ/

プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

キュヴェ ユルトラに使われているのはラ
リシュモーヌの最も南に位置している1902
年に植えられた区画。なんと100年を超え
る樹齢に加え、粘土・石灰質の土壌には
多くの小石が含まれているため水はけが
良く、根が地中深くまで伸びているため丸
みやフレッシュさ、スパイスの香りが際立
ちます。きめ細かいシルキーなタンニンも
このテロワールの特徴です。

シャルム・シャンベルタン VV

750ｍｌ 69,700円
【AOP：シャルム・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

石灰の岩盤層の上に浅く広がる表土は
砂利や泥灰土で構成され赤みがかって
おり、所々で岩が露出している土壌。若
い頃からタンニンや果実味が滑らかで艶
やかな味わいが特徴的で、10年以上の
熟成を経ても端正な表情は変わりません。
所有している畑の面積は0.8ha、樹齢は
50年以上のブドウを使用しています。

ニュイ・サン・ジョルジュ
ミュルジェ デ クラ VV

750ｍｌ 16,100円
【AOP：ニュイ・サン・ジョルジュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

「レ クラ」と「レ ミュルジェ」の2つの1級
畑をブレンドして造られ、2014VINから更
に「ラ リシュモーヌ」のブドウも含まれた
贅沢な村名キュヴェ。
レ クラはフローラルな香りを放つ繊細な
ワインを生み出し、レ ミュルジェはスパイ
スを思わせる上品な香りをもたらします。
ラ リシュモーヌは高い凝縮感が期待で
きるテロワールで丸みがありミネラルを思
わせる風味に溢れ、驚くほど引き締まっ
たワインになります。

マゾワイエール・シャンベルタン VV

750ｍｌ 70,900円
【AOP：マゾワイエール・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

シャルム・シャンベルタンを名乗れるが味
わいの違いを的確に表現するため敢えて
別名で瓶詰めしています。土壌は砂利混
じりの粘土石灰質で手入れが行き届いて
いるためふかふか。エレガントできめ細か
だが同時にフレッシュさやハリのあるタン
ニンを感じる男性的なスタイル。所有して
いる畑の面積は1ha、樹齢は55年以上。

シャンボール・ミュジニー
ラ コンブ ドルヴォー VV

キュベ ユルトラ

750ｍｌ 59,000円
【AOP：シャンボール・ミュジニー/

プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

コンブ ドルヴォーはシャンボール村の最
南端、グラン クリュ ミュジニーとエシェ
ゾーに挟まれた好立地。キュヴェ ユルト
ラの区画はミュジニーに隣接する斜面下
部に広がり、泥土がより多く細かい土を含
んでいるため、ワインは凝縮感が高く深
みがあり、フレッシュさも備えています。な
お、この畑の中で樹齢が最も高い区画。

シャンベルタン クロ ド ベーズ VV

750ｍｌ 150,000円
【AOP：シャンベルタン クロ ド ベーズ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

なだらかな斜面の中腹辺りに位置する風
通しの良い畑で、比類なきテクスチャー
のワインを生み出している土壌。樹齢は
50年以上。その厚い表土は、数千年前か
ら石灰岩などが細かく堆積し、ヴィニュロ
ンの丁寧な耕作により長い時間をかけて
土壌に混ざりこんでいます。クロ ド ベー
ズは泥灰土の比率が高いため熟したプラ
ムやカシスなどのアロマに濃密で逞しい
味わいが感じられます。年間生産量は8
樽ほど。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 17 



DOMAINE BENJAMIN ROBLOT

Chambolle-Musigny
【シャンボール・ミュジニー】

ドメーヌ バンジャマン ロブロ

2016年がファーストVINの新しいドメーヌでシャンボール・
ミュジニーが本拠地。家族の畑を引きつぎ、シャンボール･
ミュジニーの1級を中心に1ha弱所有。

バンジャマンは元機械の設計者で、ドメーヌを始めた2016
年で若干31歳の今後が期待できる新人。ワインのスタイ
ルはクラシカルで、シャンボールのやさしさ、エレガントさ
がよく現れています。

シャンボール期待の新人

シャンボール・ミュジニー レ ザムルーズ

750ｍｌ 54,200円
【AOP：シャンボール・ミュジニー プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

特級ミュジニーに隣接し、シャンボ－ル・ミュジニ
－1級の中でも評価の高い畑「レ ザムルーズ」。
樹齢80年以上のブドウを使用。樽(新樽65％）で
18ヶ月熟成させます。赤系果実が香り、上品で
色気のある華やかさ。フレッシュ感があり、なん
ともいえないエレガントさを感じる1本。
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【ワイン造り】
認証はありませんが、ビオロジック、ビオディナミ栽培を実践し

ています。

20-30％全房を使用。木桶で発酵、288Lの樽で約18ヶ月熟成。

新樽は特級ボンヌ・マールで100％、1級では50-65％使用して

います。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ボンヌ・マール

750ｍｌ 55,000円
【AOP：ボンヌ マール】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

新樽100％で18ヶ月熟成。
よく熟した黒系果実にスミレ、リコリス、スパイス
の香り。ほのかに革などの野生的なニュアンス
も。肉付きがよく、力強さも感じる味わい。さらな
る熟成が楽しみな1本です。

当主: バンジャマン ロブロ

【所有畑】
所有する畑はシャンボール村に1ha弱と少ないですが、1級レ

ザムルーズ0.2ha、1級レ グリュアンシェ0.2ha、1級レ フュエ

0.3ha、特級ボンヌ マール0.1haと素晴らしい畑ばかりです。

シャンボール・ミュジニー レ グリュアンシェ

750ｍｌ 25,000円
【AOP：シャンボール・ミュジニー プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

樽（新樽50％)で18ヶ月熟成させます。
肉付きがよく、しっかりとしたタンニンを感じる力
強いワイン。熟成のポテンシャルを感じるワイン
です。

シャンボール・ミュジニー レ フュエ

750ｍｌ 24,500円
【AOP：シャンボール・ミュジニー プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

「レ フュエ」は特級ボンヌ・マールに隣接する1級
畑。樽（新樽50％）で18ヶ月熟成させます。
いきいきとした果実味が全面的にでており、
ほのかに樽のニュアンスを感じます。早くから開
いていて、コート･ド･ニュイらしい華やかなワイン
です。



シャトー ド ラ トゥール

15世紀末からワイン造りに携わる名門一族。クロ ヴージョ
を5.5ha、全体の10%と最大所有しており、クロ ヴージョの
壁の内側に建つ、シャトーにあるセラーでワインは造られ
ています。

現在はフランソワ ラベがドメーヌを担っており、1992年以
来、ブドウはビオロジック農法で栽培されています。

豊かな果実味を出すために全ヴィンテージで全房発酵を
実施。信念を貫きます。

Vougeot
【ヴージョ】

CHATEAU DE LA TOUR & DOMAINE PIERRE LABET

【ワイン造り】
より良いブドウを収穫するためには、良い土壌を保つという信念
から、認証は取っていませんが、1992年からビオロジック農法で
栽培しており、2015年からはビオディナミ農法も取り入れています。
摘芽による収量の制限をし、グリーンハーヴェストは行いません。

収穫は手摘みで行われ、小型のバスケットで運ばれます。注意深
く選果を行った後、温度管理をしながら長い時間をかけて全房発
酵を実施。樽の使い方はワインの味わいをみながら年によって変
えていますが、近年は約50%新樽を使用。清澄やフィルターは
かけずに瓶詰めします。

クロ ヴージョを全房で醸造
既成概念を覆すワイン造り

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ブルゴーニュ ピノ ノワール

ヴィエイユ ヴィーニュ

750ｍｌ 4,470円
【AOP:ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

ショレイ・レ・ボーヌ村の樹齢約50年のブドウを使
用。野生酵母のみで全房発酵。樽（新樽10%）で
20ヶ月熟成。清澄もフィルターもかけず、瓶詰めし
ます。赤系果実のチャーミングな香り。適度なタン
ニンがあり、緻密で肉付きがよいブルゴーニュAC。
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上：クロ ヴージョの中にあるシャトー。
醸造施設とカーヴもこの中にある

左：当主のフランソワ ラベ(左）と息子
のエドゥアール(右)。フランソワはシャ
トー ド ラ トゥール以外にも父から引き
ついだドメーヌ ピエール ラベとコルシ
カ島のブドウで造る、フランソワ ラベ
の名でワイン造りをしています。

ドメーヌ ピエール ラベ

クロ ヴージョ

750ｍｌ 26,200円
【AOP:クロ ド ヴージョ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

コンクリートタンクにて100%全房発酵。その後
新樽率50%で22ヶ月樽熟成。
よく熟した黒い果実、ドライフラワー、トリュフ、
リコリスや野生のミントなどのエレガントな
ブーケとフレーバーが印象的なワイン。熟成
を経ると若いうちとは全く異なる個性を見せ、
変化を楽しめます。

シャトー ド ラ トゥールのオーナーのフランソワ ラベが父から
引き継いだラベ家のドメーヌ。コート･ド・ニュイとコート・ド・
ボーヌに約9ha所有。

認証は取っていませんが、1992年以来ビオロジックで栽培を
し、2015年からビオディナミを実践し、クロ ヴージョの壁の内
側に建つシャトーのセラーでワインは造られます。エレガント
でスタイリッシュなワインを生み出しています。

ジュヴレ・シャンベルタン

ヴィエイユ ヴィーニュ

750ｍｌ 9,600円
【AOP:ジュヴレ・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

3つの区画の平均樹齢60年以上のブドウを使用。
樽（新樽35%）で20ヶ月熟成させます。
ラズベリーやチェリーにプラムやカシスの赤黒系果
実の凝縮した香り。エレガントな酸と細かいタンニ
ンがしなやかな骨格をなす魅力的なワイン。

ブルゴーニュ シャルドネ

ヴィエイユ ヴィーニュ

750ｍｌ 4,470円
【AOP:ブルゴーニュ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

ボーヌ村の樹齢約40年のブドウを使用。野生酵母
で3ヶ月かけ350L樽（新樽20%）で発酵、20ヶ月熟成。
柑橘系や熟した洋梨にトロピカルフルーツのアロマ。
いきいきとした酸にミネラルを思わせる風味豊かで、
ほのかに樽のニュアンス。エレガントです。

ムルソー レ ティエ

750ｍｌ 9,600円
【AOP:ムルソー】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

「レ ティエ」は斜面上部に位置し、ムルソーにして
はいきいきとしたミネラルを思わせる風味豊かなワ
インに仕上がっています。野生酵母で4-5ヶ月間か
け350L樽（新樽50%）で発酵、20ヶ月熟成。
柑橘系果実やレモングラスに樽のニュアンス。引き
締まってミネラルを思わせる風味豊か。いきいきと
した長い余韻が続きます。



DOMAINE ANNE-FRANCOISE GROS

Vosne-Romanée
【ヴォーヌ・ロマネ】

ドメーヌ アンヌ・フランソワーズ グロ

ドメーヌA.F.グロのアンヌ・フランソワーズは、ヴォーヌ・ロ
マネ村の名門グロ家のジャンとジャニーヌ夫妻の長女とし
て生まれました。1996年ジャンの引退にともないジャン・グ
ロのドメーヌはミシェル（長男）、ベルナール（次男）、アン
ヌ・フランソワーズら3人の子供たちが分割し相続すること
になりました。
1988年、アンヌ・フランソワーズとフランソワ・パランが結

婚。それぞれの所有する畑を合わせ10.1ha分のブドウの
共同栽培を始め､ドメーヌ アンヌ・フランソワーズ グロが
誕生しました。現在では息子のマティアスと娘のカロリー
ヌがドメーヌを担っています。

150余年の歴史を誇る
ヴォーヌ･ロマネの名門、グロ一族

【ワイン造りへの想い】
上品で繊細なピノの特性を活かすために年毎に「果実味」「気

候」のどちらに特徴付け､表現するかに腐心しておりラベルの

イラストモチーフの様に『華やかさよりもバランス､アロマが際

立ったやさしくシルキー』なワイン造りを目指しています。
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【収穫～醸造】
収穫されたブドウは100%除梗され、コンクリート タンクとステン

レス タンク、木桶を併用し発酵・醸しを行います。その後地下

の熟成庫へはワインへのストレスを避けるためポンプを使わず

グラヴィティ(重力)で移動。樽熟成は村名で12ヶ月(新樽50%）、

1級畑で約15ヶ月間(新樽65%)、特級畑は約18ヶ月間(新樽00%)

行います。

ラベルは、各テロワールの特徴と、愛娘カロリー
ヌとロザリーの表情を元にデザインされている。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

左：カロリーヌ 右：マティアス

LEYMARIE-CECI

レイマリ・セシ
レイマリ・セシはヴージョ村に拠点を置く家族経営のドメー
ヌ。1928年からベルギーのナミュール地方でワインのネゴ
シアンを営んでいたフランス出身のレイマリ家によって
1969年に設立されました。ヴージョ、シャンボールを中心
に約4ha所有。現在はジャン・シャルル レイマリとレイラ
レイマリの兄弟が共同で担っています。

Vougeot
【ヴージョ】

良心的な価格の
掘り出し物クロ ド ヴージョ

「レ プティ モーペルテュイ」は
クロ ド ヴージョの南側上部、
グラン・エシェゾーに隣接する場
所に位置し、「畑の腎臓」とも呼
ばれる良区画。

ジャン・シャルル レイマリ

低温マセレーションの後、朝晩ピ

ジャージュやルモンタージュを実施

しながら発酵。樽（新樽50%）でヴィ

ンテージにより12-18ヶ月熟成。清

澄はせず、フィルターはしないか、

必要に応じて軽いフィルターをかけ

て瓶詰します。

クロ ド ヴージョ レ プティ モーペルテュイ

750ｍｌ 21,000円
【AOP:クロ ド ヴージョ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

フランボワーズなどの果実、樽由来のバニラ
のニュアンス。力強いアタック、果実味と溶け
込んでエレガントなタンニンのバランスがよく、
クロ ヴージョらしさあふれるワイン。

【畑～醸造】
畑の耕作を行い、除草剤は使用しないなど、リュット・レゾネを

実践していましたが、2012年からビオロジックに転換(認証はな

し)。グリーンハーヴェストを行い、年により1株に5-7房になるよ

う、収量制限をします。

収穫は手摘みで10-12㎏の小さなカゴで行います。選果台で選

果してから除梗。その後再び選果を行います。



※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 21

ヴォーヌ・ロマネ オー レア

750ｍｌ 12,200円
【AOP：ヴォーヌ・ロマネ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

クロ デ レアの南側に広がるオー・レア(9.78ha)
は以前は1級畑であったが1936年の格付け時に
「土壌の肥沃さから繊細さに欠ける」と言う理由
で村名に格下げされてしまった悲運の畑。しかし
ながら､発酵時の温度は30～34度と独自の研究
に基づき“A.Fグロらしい” ボリューム感ある香り
高く力強いタイプに仕上げており、リッチな味わ
いと硬質なタンニンはプルゴーニュファンを離さ
ない個性的なスタンスを貫いています。

ブルゴーニュ ピノ ノワール

750ｍｌ 5,100円
【AOP：ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

オートコートドニュイのアルセナン村（斜面に位
置しており日当たりが良い）とポマール村（1936
年まで村名ポマールだった場所）に位置してい
る区画から生産。果実味が魅力のワイン。樽熟
成（短期間新樽）によるバニラのニュアンスも感
じられます。果実の風味を立てるためデカンター
ジュしても良いでしょう。

リシュブール

750ｍｌ 87,900円
【AOP：リシュブール】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

栽培面積は0.60ha、生産量は2400～3000本。力
強さと繊細さを兼ね備えた、大変希少なアペラシ
オン。スミレ、カシス、ヴァニラ、スパイスが優雅
に香る。ヴェルヴェットのふくよかな口当たり。若
くても美味しく楽しめますが、10年20年と熟成も
楽しめるワインです。

エシェゾー

750ｍｌ 50,500円
【AOP：エシェゾー】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

シャン トラヴェルサン区画内のル プティ シトーと
呼ばれる小区画（0.26ha）。森とラ コンブ ドル
ヴォー区画に隣接しています。平均樹齢75年以
上。スパイスやウッディーなニュアンスを持った
深みのあるリッチな香り。口あたりはなめらかで
すが、
引き締まったフィニッシュ。長い余韻が楽しめま
す。熟成が楽しみな1本。

ポマール レ ペズロール
750ｍｌ 14,600円
【AOP：ポマール プルミエ クリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

「ペズロル」はポマール村の北側にある畑で比
較的エレガントで柔らかいワインになります。
深いルビー色。バラやボタンを思わせる花のよ
うな香りに赤い果実系のニュアンス。熟成しても
独特なフレッシュ感のある味わいが残るのがこ
のワインの魅力です。

サヴィニー・レ・ボーヌ

750ｍｌ 9,400円
【AOP：サヴィニー・レ・ボーヌ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

1995年から所有する0.66haの区画。北向きで、
熟すのに比較的時間を要する為、このドメーヌ
では最も遅く収穫されます。カシスのように小さ
なブドウができ、ワインに豊かな香りとしっかり
した凝縮感をもたらします。
サクランボ、カシス、木イチゴのエレガントな香り。
タンニンがきめ細かく、酸が控えめ。女性的な
性格を持つワインです。

ヴォーヌ・ロマネ レ シャランダン

750ｍｌ 12,000円
【AOP：ヴォーヌ・ロマネ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

メズィエールの下方に位置し、ヴォーヌ・ロマネ
村の中でもクロ・ヴージョに近い場所にある区画。
スパイスやスミレのニュアンスを感じる豊かなア
ロマ。レッドチェリーのようなジューシーな果実味
があり、バランスの取れたエレガントな味わい。
ヴォーヌ・ロマネらしさあふれるワインです。

ボーヌ レ モントルヴノ

750ｍｌ 12,000円
【AOP：ボーヌ プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「レ モントルヴノ」はポマールとの境界の丘の斜
面、｢ボーヌ クロ デ ムーシュ｣上方に位置する1
級畑。小石が多い土壌。樽(新樽率50%)で12ヶ月
熟成。白い花のブーケが香り、溌剌として、緻密
な味わいのワインです。



※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。22

ドメーヌ ジェラール ミュニュレ

ヴォーヌ・ロマネで古くからワイン造りをしている「ミュニュレ」
一族のドメーヌ ジェラール ミュニュレ。1900年にワイン造り
を始めたと言われています。
1973年、先代のジェラールは、妻のフランソワーズとドメー
ヌを営み始め、コート ド ニュイに約8haの畑を持ち、その人
柄から熱心なファンを掴み生産量の70%を個人客へ販売す
るようになりました。

2005年に、エンジニアを勤めていたパスカル（ジェラールの
息子）がドメーヌを引き継ぎ、先代のスタイルを誠実に守り
ながら、その旺盛な好奇心から少しずつ新しいスタイルにも
チャレンジしています。

Vosne-Romanée
【ヴォーヌ・ロマネ】

DOMAINE GERARD MUGNERET

エシェゾー

750ｍｌ 37,500円
【AOP:エシェゾー】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

クロ ヴージョに隣接する、エシェゾー畑の最下部
にある小区画「カルティエ ド ニュイ」のブドウ。
黒系ベリーにクローヴなどのスパイスが混じる、
複雑で優美な香り。力強さと密度、エレガントさと
ふくよかさを兼ね備え、複雑味があり、長い余韻
が楽しめます。骨格はしっかりしていますが口当
たりがまろやかで、グランクリュとしては比較的
早くから楽しめます。

当主 パスカル

【ワイン造り】
2006年には除草剤の使用をやめ、2011年から本格的な有機栽培
を始めました。ビオディナミのプレパラシオン（調合剤）を使用した
り、天体や月の動きに従って栽培・醸造を行っています。

手摘み収穫の後、選果台で選果を行い、一部除梗（ブルゴーニュ
ACは75～90%、村名は70～90%、プルミエクリュ&グランクリュは50
～80%）し、区画の広さに合わせたコンクリートタンクにて発酵。発
酵中にピジャージュを1～3回/日、ルモンタージュを1回/日行いま
す。

熟成は樽で行っており、ブルゴーニュACは12～16ヶ月（新樽10～
20%）、村名は14～18ヶ月（新樽20～30%）、プルミエクリュ＆グラン
クリュは15～18ヶ月（新樽30～50%）熟成します。

瓶詰めの前に軽くフィルターをかけています。

知る人ぞ知る人気のドメーヌ

ヴォーヌ・ロマネ プレコロンビエール

750ｍｌ 16,000円
【AOP:ヴォーヌ・ロマネ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

17VINより単独のキュヴェとして造られます。
ヴォーヌ・ロマネの中心にある「プレ ド ラ フォリ」 、
「コロンビエール」、「オー コミューン」の3つの区
画から。ダークチェリーやプラム、スミレやラべン
ダーなどのフローラルにスパイシーなニュアンス。
艶やかで力強く、緻密で垂直的。複雑で長い余
韻があり、村名としては特出したレベルの熟成が
楽しみなワインです。

ブルゴーニュ ピノ ノワール

750ｍｌ 5,100円
【AOP:ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

ヴォーヌ・ロマネ村とシャンボール村の3つの区
画のブドウ使用。
熟した黒い果実の香りと甘い果実味、スパイ
シーなタンニンが魅力的に広がります。余韻も
長く、クオリティの高いACブルゴーニュ。

※2018VINより名称が変わりました。

ヴォーヌ・ロマネ オー ヴィヌー

750ｍｌ 14,000円
【AOP:ヴォーヌ・ロマネ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

17VINまではヴォーヌ・ロマネ村名として入れられ
ていましたが、18VINよりオー ヴィヌーとしてリ
リース。1級「レ スショ」の東方に位置する村名
「オー ヴィヌー」内の2つの区画から。
熟したサクランボのようなチャーミングな果実味と
スパイシーな風味。緻密で繊細なテクスチャー、
深みのある長い余韻が楽しめる洗練された魅力
的なワイン。熟成に向いているヴォーヌ・ロマネ。

ヴォーヌ・ロマネ キュヴェ キャトラン

750ｍｌ 12,100円
375ｍｌ 6,300円
【AOP:ヴォーヌ・ロマネ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

17VINまではヴォーヌ・ロマネ村名に入れられて
いましたが、18VINよりキュヴェ キャトランとしてリ
リース。ヴォーヌ・ロマネの北の2区画(オルム、
シャランダン)と南の3つの区画(レア、ジャキーヌ、
クロワ ブランシュ)のアサンブラージュ。
甘酸っぱいサクランボのような果実と柔らかいス
パイスにフローラルなニュアンス。密度があり、パ
ワフルで、緻密なタンニンを感じるフィニッシュ。
2-3年寝かせてから楽しみたい、ポテンシャルが
あるワイン。

プレ ド ラ フォリの畑



ドメーヌ ジャン タルディ
フラジェ・エシェゾー村出身のヴィクトール タルディは1920
年からドメーヌ カミュゼで畑担当として働き始め、1945年
からメテイヤージュ(分益小作)で畑を任されるようになった
のが、このドメーヌの始まり。

1966年に父の後を継いだジャン タルディはドメーヌ メオ・
カミュゼからヴォーヌ・ロマネやニュイ・サン・ジョルジュの1
級畑、クロ・ヴージョの畑を2007年までメテイヤージュで任
されていました。その一方で1981年から自社畑を増やして
いきました。

2003年からは息子のギヨームが当主として引継ぎ、ドメー
ヌを担い、現在ではコート ド ニュイを中心に4.6ha所有。

テロワールの個性とピノ ノワールのフィネスとエレガンスを
表現した、ピュアな果実味のワインを生み出しています。

Vosne-Romanée
【ヴォーヌ・ロマネ】

DOMAINE JEAN TARDY

ブルゴーニュ オート・コート ド ニュイ
キュヴェ マエリー

750ｍｌ 6,000円
【AOP:ブルゴーニュ オート・コート ド ニュイ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

ヴォーヌ・ロマネの西にあるコンカー村の畑のブ
ドウ。キュヴェ名の「マエリー」は当主ギヨーム
の愛娘の名前から付けられました。樽(新樽
10%)で16ヶ月熟成。
ラズベリーやプラムの赤黒系果実にスパイスの
ニュアンスの華やかな香り。熟した果実味と
しなやかなテクスチャーがチャーミングなワイン
です。

左：父、ジャン
右：息子で現当主のギヨーム

【畑－醸造について】
リュット レゾネで栽培。冬の間の剪定、厳しい摘芽、夏の初めに
グリーンハーヴェストを行います。糖度、アロマ、ポリフェノールの
熟度のバランスが良く、健全な状態でブドウが収穫できるよう、心
掛けています。

全て手摘み収穫。100%除梗し、低温でのプレマセレーションの後、
18-21日かけてピジャージュとルモンタージュを行いながら発酵。
熟成はオーク樽で16-20ヶ月。新樽は村名で30-40%、1級で50%、
特級で70－80%の比率で使用します。

アンリ ジャイエと共にカミュゼ
家に畑を任されていた生産者

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

シャンボール・ミュジニー レ ザテ

750ｍｌ 14,000円
【AOP:シャンボール・ミュジニー】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

樽(新樽33%）で16ヶ月熟成。
プラムやベリーなどの赤黒系果実にスミレやス
パイス、土のニュアンス。緻密でボリューム感も
あり、テクスチャーは非常にシルキー。エレガン
トなワインです。

ジュヴレ・シャンベルタン シャンペリエVV

750ｍｌ 12,400円
【AOP:ジュヴレ・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

ジュヴレ・シャンベルタン村の北に位置するシャ
ンペリエ区画の樹齢約60年のヴィエイユ ヴィー
ニュのブドウを使用。樽(新樽30%）で16ヶ月熟成。
熟したカシスやブラックチェリーにスパイスや土
のニュアンス。しっかりとした骨格を持ち、ふくよ
かで力強さのある凝縮した味わい。ジュヴレら
しさあふれるワインです。
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フィサン ラ プラス

750ｍｌ 9,000円
【AOP:フィサン】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

フィサンの斜面中腹にある「ラプラス」の区画の
ブドウ。樽(新樽30%)で16ヶ月熟成。
熟した赤い果実にスパイスや土のニュアンス。
愛らしい果実味にフレッシュ感のある酸、シル
キーなタンニンがあり、バランスの良いワインで
す。

ヴォーヌ・ロマネ ヴィヌー

750ｍｌ 15,000円
【AOP:ヴォーヌ・ロマネ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

1級レ スショの下方に位置する「ヴィヌー」の
区画。樽（新樽33%）で16ヶ月熟成。
熟したブラックベリーやプラムにフローラルと
ウッディなニュアンス。豊かな果実味と凝縮
感、力強さがあり、引き締まった印象。熟成
が楽しみなワインです。



DOMAINE MONGEARD-MUGNERET

ドメーヌ モンジャール・ミュニュレ

ヴォーヌ・ロマネ

750ｍｌ 12,300円
【AOP:ヴォーヌ・ロマネ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

肉づきがよく、タンニンと酸が控えめ。チェ
リーやストロベリー、スーボワ（森の下草）の
ニュアンスを持ち、アロマ豊か。果実味とスパ
イスの絶妙なバランスが見事。
頑固な職人肌で知られるＭ・ミュニュレのワイ
ンは、村名ワインとは思えぬほど、しっかりし
たつくりで、長寿を誇ります。数年熟成させ、
いっそうの華やかさを味わいたいワインです。

ブルゴーニュ ルージュ

750ｍｌ 4,090円
【AOP:ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

フラジェ・エシェゾー村とヴージョ村の２つの
区画からのワインがブレンド。
紫色のかかった美しい色合い。熟成が早く、
様々な赤い果実のニュアンスが特徴的。タン
ニンが柔らかいため若くても楽しめます。ブ
ラックベリーやブラックチェリーなどの黒い果
実を思わせる香りと優しく落ち着きある口当
たりを楽しめる、親しみやすい赤ワインです。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

Vosne-Romanée
【ヴォーヌ・ロマネ】

異なるアペラシオンからの個性
を引き出す確かな技術力

ブルゴーニュのヴォーヌ・ロマネに本拠地をもつドメーヌ。
1941年創立ですが、18世紀の終わり頃から一族は9代に
わたってワイン造りを開始し、コート ド ニュイからコート ド
ボーヌまで広く畑を所有しています。
現当主は8代目、ヴァンサン モンジャール。既存畑の維持
だけでなく、更なる規模拡大にも力を入れており、積極的
に畑の購入を進めています。現在所有している畑は、エシ
ェゾー（最大の所有者）、グラン エシェゾー（2位の所有者）
、クロ ド ヴージョ、レ スショなど総合面積は33ha。アペラシ
オンの数は35にものぼります。
伝統的な手法を頑固に守りつつ、力強く芳醇で、寿命自慢
の素晴らしいワインが生まれます。

ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ
ブラン ル プリュ－レ プレスティ－ジュ

750ｍｌ 4,420円
【AOP:オート コート ド ニュイ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

アルスナン村（ニュイ・サン・ジョルジュから西
へ、丘を越えたところ）に位置している0.3haの
畑のブドウを使用。石灰質な土壌に植えられ
た平均樹齢35年の樹から、エレガントで芯の
強いワインが生み出されます。白い花やフ
レッシュな果実にミネラルのニュアンスが上
品に漂います。

ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ
ル－ジュ ラ クロワ

750ｍｌ 4,590円
【AOP:オート コート ド ニュイ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

オート コート ド ニュイは、ニュイ・サン・ジョル
ジュの西方にあるアルスナンという村にドメー
ヌが所有する区画のブドウから造られます。
フランボワーズ、カシスなどのベリー系果実
のピュアでフレッシュな風味と凝縮感があり、
ほのかに下草のニュアンスもあります。

フィサン

750ｍｌ 7,200円
【AOP:フィサン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

イチゴやラズベリーの香りが漂うチャーミング
なワイン。その良さを生かしつつ、しっかりし
たコシの感じられるワインに仕上げています。

ヴァンサン モンジャール
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DOMAINE MICHEL NOELLAT

Vosne-Romanée
【ヴォーヌ・ロマネ】

５世代に渡る家族経営ドメーヌ
通好みの味わい

ドメーヌ ミシェル ノエラ

ヴォーヌ・ロマネの5世代に渡る家族経営ドメーヌ。
コート ド ニュイにグラン クリュから村名・レジョナルまで幅
広く計25haを所有。コート ド ニュイの生産者としては平均
所有畑を大幅に上回る規模。

現在はアラン ノエラと弟のジャン・マルク ノエラがドメーヌ
の運営、ワイン造りを行っており、ポテンシャルが非常に
高い区画を所有しているにも関わらず、厳しい選果と醸
造の各工程に細心の注意を払い、エレガントで美しいスト
ラクチャーのワインを生み出してます。
生産量の約半分が個人客への販売。日本への輸出は非
常に少ないためあまり名を知られていませんが、ブル
ゴーニュのピノ ノワールの純朴で甘美な香りが華やかに
舞い、透明感のある無垢な味わいが随所に感じられます。

ブルゴーニュ ルージュ ピノ ノワール

750ｍｌ 3,520円
【AOP:ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアム ボディ

ブラックベリーやチェリーのような果実のニュ
アンスを持ち、チャーミングに仕上がっている
ワインです。

左が5代目のアラン、右が弟のジャン・マルク
ヴォーヌ1級畑スショの区画にて

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ブルゴーニュ ブラン シャルドネ

750ｍｌ 3,170円
【AOP:ブルゴーニュ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

自社畑のブドウのみを使用して造られるため、
ドメーヌのコンセプトが存分に発揮されている
ワインです。オーク樽熟成による心地よい厚
みと酸味にこだわるノエラらしさが魅力です。
芳ばしく豊かでもっちり感に富んだ味わいが
今すぐ楽しめます。

ニュイ・サン・ジョルジュ

750ｍｌ 11,200円
【AOP:ニュイ・サン・ジョルジュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

スパイシーでしっかりしたタンニン分を、ブラッ
クチェリーや黒スグリを思わせる果実味が柔
らかに包み込むという、この村特有の個性を
見事に引き出しています。名手グージュの手
腕がうかがえる一本です。

ドメーヌ アンリグージュ

ドメーヌはアンリ グージュ（今では当たり前になったドメー
ヌ元詰めを始めた数少ない生産者の一人）によって1936
年に設立され、同地区No.1の造り手としての評価を得てい
ました。しかし息子の代に品質に陰りが出始め、ドメーヌと
しての評判は低迷。しかし、3世代目のピエールとクリス
チャンの時代に再び高い品質を取り戻し、ニュイ・サン・
ジョルジュ最高の評価を得るようになりました。現在は次
世代のグレゴリーとアントワーヌがドメーヌに参画していま
す。

ニュイ・サン・ジョルジュ レ プリュリエ

750ｍｌ 14,900円
【AOP:ニュイ・サン・ジョルジュ

プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

濃縮された果実を感じさせる力強いワインで
す。充分に熟成させると、厚みと複雑さが見
事なハーモニーをみせてくれます。

Nuits-Saint-Georges
【ニュイ・サン・ジョルジュ】

優れた畑で高品質の
ワインを生み出す

DOMAINE HENRI GOUGES

醸造担当：グレゴリー
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DOMAINE PRIEURE-ROCH

Nuits-Saint-Georges
【ニュイ・サン・ジョルジュ】

シトー派時代のワイン造りを独学で
復活させたビオワインの代表格

ドメーヌ プリューレ・ロック
アンリ・フレデリック ロックが1988年に創立したドメーヌ。彼
はアンリ ルロワの長女ポリーヌの次男（ラルー・ビーズ ル
ロワの甥）にあたり、1992年ビーズ ルロワがDRCの共同経
営者から退いた後、長男シャルル ロックの死去に伴いDRC
の共同経営者となりました。当初ドメーヌは1988年にヴォー
ヌ・ロマネに設立されましたが、1989年にはニュイ・サン・
ジョルジュの街中に醸造設備を備えたドメーヌを、プレモー
に樽貯蔵庫を設立しました。

ロックは古文書を研究し、700年以上前にシトー派の修道
士が行っていたブドウ栽培・醸造方法を復活させ、今では
ビオ系ワインの代表格の一人となっています。

惜しまれながら2018年11月17日にこの世を去ったアンリ・フ
レデリックを引き継ぎ、2010年から共同経営者として働いて
いたヤニック シャンがドメーヌを担っています。

トロンセ産の樽（DRCが50
年以上前に現地買い付け
し、20～30年長期間乾燥さ
せた樽材を共同で使用、フ
ランソワ フレール社が製
樽）で15～20ヶ月熟成。

故アンリ・フレデリック ロック

「微生物を活性化させること
により肥沃な土壌を維持し、
宇宙の摂理と調和を目指し
た栽培方法である」
（ロック）

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ラドワ ル クル ルージュ

750ｍｌ 13,300円
【AOP:ラドワ・セリニィ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

ヴァン ド ターブル ブランと同じように
2010年に取得した畑から造られ、ピノ
ノワールが植えられているのは1.8ha。
他の赤ワインと同様に全房発酵によっ
て造られた、気軽に楽しめるロックスタ
イルのワイン。

ラドワ クル ブラン

750ｍｌ 13,300円
【AOP:ラドワ・セリニィ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

ラドワ村に広がる0.35haの畑から生産。
レモンやリンゴのフレッシュな香りに、
酵母のニュアンスも感じられます。ほ
のかな発泡によるきりっとしたシャープ
なアタックを感じ、その後穏やかな果
実味と天然由来成分のほろ甘い旨味
がじわっと広がります。しっかりとした
芯が感じられ、熟成による変化も楽し
めそうです。シャルドネでこんな特徴の
あるワインもあるんだ！と驚かせてく
れる1本です。

ヤニック シャン
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【ワイン造り】
ブドウ栽培は認証を取得していませんが、ビオロジック（有
機無農薬栽培）を実施。
①除草剤などの農薬や化学肥料は一切用いず、必要に応
じて有機肥料（ブドウの樹と自らのワインを醗酵した時の搾
りカス、牛糞などを寝かせたもの）を最低限使用。

②雑草の過度な繁殖を防ぐ為、手作業による草取り。

③ブドウの凝縮度を高めるため厳しい剪定と手摘み収穫



DOMAINE PRIEURE-ROCH

ニュイ・サン・ジョルジュ

プルミエ クリュ VV

750ｍｌ 29,500円
【AOP：ニュイ・サン・ジョルジュ/
プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

ドメーヌ プリューレ ロックでは、単独
所有する１級畑「クロ デ コルヴェ」から
収穫されるブドウを、樹齢やブドウの
質に応じて3つのワインに分けてリリー
ス。その一つで、「クロ デ コルヴェ」の
南側の樹齢70年以上の老樹からのワ
イン。完熟したサクランボやシナモン、
チョコレートケーキのような複雑な香り、
しっかりした骨格と熟したタンニンをも
つ、深みある味わいです。

ニュイ・サン・ジョルジュ

クロ デ コルヴェ

750ｍｌ 71,100円
【AOP：ニュイ・サン・ジョルジュ/
プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

クロ デ コルヴェはニュイ・サン・ジョル
ジュの斜面の中腹、最上の場所に位
置する１級畑で、5,21haをプリューレ
ロックが単独所有しています。「クロ デ
コルヴェ」の名で瓶詰めされるのはこ
の畑の中で実が小さく、より糖度とア
ロマが凝縮したミルランダージュ(極小
ブドウ）した果実のみ。ロックのワイン
の真髄とも言えるテロワールが表現さ
れた逸品です。

クロ・ヴージョ

750ｍｌ 60,800円

【AOP：クロ ド ヴージョ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

グラン クリュ「クロ ド ヴージョ」のうち
上部区画の1部を所有し、樹齢は35-
70年。黒い果実やビターチョコレートを
思わせる複雑な果実味、肉付きの良
い口当たり、贅沢なまでの樽香、余韻
に残るしっかりとしたタンニンなどが調
和した長熟タイプの逸品です。

ニュイ・サン・ジョルジュ

クロ デ ザルジリエール

750ｍｌ 47,900円

【AOP：ニュイ・サン・ジョルジュ/
プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

彼が目指すのはシトー派時代の葡萄
栽培とワイン造り。少ない収穫量と徹
底した選果、発酵槽への炭酸ガス充
填による酸素を謝絶した発酵前マセ
レーション、野生酵母による発酵と長
いマセレーション、清澄・濾過を一切行
なわずに瓶詰めなど、彼の徹底した手
法からテロワールの個性を表現したワ
インが生み出されています。この畑を
2009年より借りていて、ドメーヌの施設
の真裏に位置しています。面積0.7ha。

27※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。



DOMAINE RAPET PERE & FILS

テロワールとブドウに誠実な造り手

ドメーヌ ラペ

Pernand-Vergelesses
【ペルナン・ヴェルジュレス】

ドメーヌの歴史は古く、1765年以来ペルナン・ヴェルジュ
レスの村でワイン造りを続けている長い歴史のある家族
経営の ドメーヌ。 現在はヴァンサンが父のローランか
ら引き継ぎ、ドメーヌを営んでいます。
コルトンの丘を中心に、ペルナン・ヴェルジュレス、サヴィ
ニー・レ・ボーヌ、アロックス・コルトン、ボーヌに約21ｈaの
畑を所有しています。

【ワイン造り】
リュット・レゾネ農法で、環境に配慮したブドウ造りを行って
おり、2018年3月にフランス農水省公認のHVE認証のレベ
ル３(最高レベル)を取得。農薬については毎年の畑のコン
ディションに応じて、必要最小限の量しか使用していません。
収穫は手摘みで、ブドウが潰されて しまわないように小さな
箱を使っています。

醸造におけるモットーは「テロワールを尊重し、果実味を求
めること」。そのため醸造は穏やかに、ブドウが自分自身を
表現するままにまかせます。白ワインにはミネラルを思わせ
る風味があり、白い花の香り、石灰土壌からくる火打ち石や
厚み、バトナージュや澱の上での熟成からくるなめらかさ、
等が感じられます。赤ワインは豊富な果実味、溶け込んだ
タンニンが力強く且つやわらかに全体をまとめています。

グランクリュ
コルトンの丘

ドメーヌ外観

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。28

現在ドメーヌを引き継いでいる
ヴァンサン ラペ

ペルナン・ヴェルジュレス

イル デ ヴェルジュレス

750ｍｌ 6,400円

【AOP：ペルナン・ヴェルジュレス プルミエ
クリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

「イル デ ヴェルジュレス」はペルナンとサヴィ
ニーの「ヴェルジュレス」畑に挟まれた傾斜地
に位置する畑で、石灰質土壌と鉄分を含んだ
土壌から構成されています。熟れたプルーン
にスパイス、土のニュアンス。エレガントな酸
と骨格があり、食事と楽しみたいワイン。時と
共に深みがまし、長期熟成に向くポテンシャ
ルを秘めた1本です

サン ヴァンサンはブ
ドウの守護聖人でラ
ベルにもアイコンとし
て描かれている。

ブルゴーニュ ピノ ノワール

アン ビュリー

750ｍｌ 4,000円

【AOP：ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

コルトンの丘の北側にある区画「ラ グランド コ
ルヴェ ド ビュリー」から造られたブルゴーニュ
ルージュです。ラズベリーやチェリーなどの果
実味に土のニュアンスが混じり、丸みのある
味わい。若い時期から楽しむことができます。

ショレイ レ ボーヌ

750ｍｌ 5,400円

【AOP：ショレイ・レ・ボーヌ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

石の底土の上に何千年もかけてコート ド サ
ヴィニーとアロースから流れてきた泥灰岩質
と石灰の沖積土で、鉄錆の色合いを持った
土壌です。樹齢約40年のヴィエイユ ヴィー
ニュのブドウから造られます。木イチゴやさく
らんぼのような、赤い果実系の香り。骨格が
よく、きめ細かいタンニンが心地よく引き立っ
ています。ブルゴーニュワインとして幅広く料
理に合わせられる1本です。

ペルナン・ヴェルジュレス

レ ベル フィーユ

750ｍｌ 6,400円

【AOP：ペルナン・ヴェルジュレス】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ペルナン・ヴェルジュレスの街の北西の位置
に面した、東向きの畑で、クリマの名前は「ボ
ワ ノエル エ ベル フィーユ」（クリスマスの森と
美しい娘）。柔らかく、フルーティでコート ド
ボーヌの宝石の様なワイン。カシスやグロゼ
イユのフレッシュな香りで、まるみと果実味が
豊か。



※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 29

ペルナン・ヴェルジュレス

レ コンボット

750ｍｌ 6,900円

【AOP：ペルナン・ヴェルジュレス】

○ シャルドネ 100%

○ 白 辛口

洋ナシやリンゴのフレッシュな果物の繊細
な香りにスパイスを感じる風味。クリスピー
で生き生きとした、バランスに優れた1本。
熟成するとハチミツや火打石のニュアンス
が現れます。

コルトン

750ｍｌ 16,500円

1500ｍｌ 34,500円

【AOP：コルトン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

コルトンはコート ド ボーヌで唯一の赤の特
級畑。「レ コンブ」と「レ ショーム エ ラ ヴォ
ワ ロス」の南向きの丘の斜面に位置する2

つの畑から造られます。カシスやキルシュ
のスパイシーなフルーツの香り、凝縮感と
厚みがあり、力強さと繊細さを兼ね備えた
逸品です。

コルトン・シャルルマーニュ

750ｍｌ 23,300円

1500ml  48,800円

【AOP:コルトン・シャルルマーニュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

樹齢17年～50年以上の異なる樹齢のブド
ウを使用し、ヴィエイユ ヴィーニュの力強
さと若いブドウ樹の繊細さを調和させてい
ます。力強く、素晴らしい芳香さを感じさせ、
豊かな酸がしっかりしており、重厚ながら
も重さを感じさせない優れた逸品。寿命の
長いことでも知られ、熟成の世界を楽しめ
ます。

アロース コルトン

750ｍｌ 8,000円

【AOP:アロース コルトン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

緩やかな傾斜にある「レブティエール」、「
レ シテルヌ」、「レ コンブ」の3つのクリマの
ブレンド。豊かな赤い果実がエレガントに
香り、リッチさと凝縮感がまるみを帯び、ミ
ネラルを思わせる風味、力強く、コクがあ
るワインです。

ペルナン・ヴェルジュレス

スー フレティーユ

750ｍｌ 10,000円

【AOP：ペルナン・ヴェルジュレス

プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%

○ 白 辛口

コルトンの丘の北西側にあるフレティーユ
の丘の南向きの斜面に位置する1級畑。
傾斜がきつく、表土が40cmほどと浅く痩せ
た土壌。白い花に柑橘系果実にレモング
ラスのニュアンス。ミネラルを思わせる風
味が際立ち、緻密で力強さがあり、長い余
韻が楽しめます。熟成が楽しみなワイン。

ブルゴーニュ シャルドネ

750ｍｌ 4,000円

【AOP:ブルゴーニュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

2017年がファーストヴィンテージ。柑橘系
果実のフレッシュな香り、土壌由来の火打
石のニュアンス。フレッシュでいきいきとし
て、エレガント。若い時期から楽しめるワイ
ンです。



Beaune 【ボーヌ】

復活、そしてさらなる飛翔
コート ドール最大の所有畑を誇る名門

ブシャール ペール エ フィス

1731年創業。1820年に、15世紀の要塞であるシャトー
ド ボーヌを取得し瓶熟庫として利用しており、現在も
19世紀のワイン約3000本が眠っています。

1995年、シャンパーニュの老舗アンリオ家の故ジョゼ
フアンリオがオーナーになると、ワイン造りの全工程に
おいて徹底した品質改革が行われました。

自社畑ブドウからつくられるドメーヌワインと買いブド
ウからのネゴシアン部門がありますが、ドメーヌとして
のブシャールは、コート・ドールに約130ha（うちグラン
クリュ12ha、プルミエクリュ74ha）におよぶ優れた畑を
所有するコート・ドール最大のドメーヌ。品質向上への
めざましい取組みにより、優れたテロワールの力が発
揮され、国際的に高い評価を得ています。

また、「幼子イエスのブドウ畑」の呼び名で有名な畑
「ボーヌ グレーヴ ヴィーニュ ド ランファン ジェズュ」の
単独所有者としても知られています。

【15世紀の瓶熟庫と
21世紀の最新鋭の醸造施設】

カーヴは15世紀の要塞。
厚さ5ｍの城壁がワインを
外気から守ります。地下水
の影響もあり温度12℃、
湿度75％に保たれる理想
的な保存環境。

一方、約20億円の投資に
より2005年に完成した醸
造所は、ブシャールの品
質ポリシーを実現するた
めに必要なあらゆる工夫
がされた最新鋭設備。

【銘酒「幼子イエスのブドウ畑」
の単独所有者】

ボーヌの１級畑の中でも特に評価の高いレ グレーヴ。その中央
部に位置する最良の区画を「ヴィーニュ ド ランファン ジェズュ」と
呼び、4haをブシャールが単独所有しています。

ワイン名は「幼子イエスのブドウ畑」。カルメル派の修道女の
１人がルイ14世の誕生を予言したことにより、寄進された畑。
1789年フランス革命により修道院は畑を没収され、ブシャールが
1791年に購入しました。

ワインはランファン（幼子）の名前の通り常に若々しさを保ち、長
命を誇ります。その歴史的な名声もあいまって、全ブルゴーニュを
代表する１本と言えるでしょう。

BOUCHARD PERE & FILS
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醸造責任者 フレデリック ヴェベール
フィリップ プロのもとで10年以上ブシャールのワイン造り
に携わってきた後、2013年にワインメーカーに就任。

フレデリック ヴェベールの目指すワイン造り
「スタイルがないのがブシャール・スタイル」

～「畑の個性」をヴィンテージごとに最大限に引き出す～

◆一部全房発酵の採用 例）ジュヴレ30％
→フローラルな香り、スパイシーさだけでなくストラク

チャーを引き出す。

◆樽の種類を複数採用
・樽会社は6社 ・1-2年の樽を使用
・新樽比率は最大50％
→それぞれの樽の要素が溶けこみ樽の個性が主張されな

いワインに。



ブルゴーニュ

‘ ラ ヴィニェ ’ （メゾン）

750ｍｌ （375ｍｌ）
白2,740円 （1,560円）
赤2,900円 （1,630円）
【AOP:ブルゴーニュ】

○ 白 シャルドネ 100％
○ 赤 ピノ ノワール100％

ブシャ－ルのスタンダードワイン
です。非常にコストパフォーマン
スに優れています。

ムルソー レクル （ドメーヌ）

750ｍｌ 8,200円
【AOP:ムルソー】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

ムルソー レ クルは村名クラスの畑で、丘
の最上部に位置する涼しい区画。吹き付
ける風が強く、ブドウはゆっくりと生育す
るため、果皮の厚い遅摘みのブドウとな
ります。よく熟したブドウに由来するトロピ
カルフルーツ（特にパイナップルなど）の
フレーバーを感じられる、アロマ豊かなワ
インです。

※ 「ラ ヴィニェ」とはブルゴーニュ地方の古語で、農夫が１日で作業できる
畑の面積を表します

所有する「ル モンラッシェ」の畑

ジュヴレ・シャンベルタン （メゾン）

750ｍｌ（375ml）
7,100円 （4,200円）
【AOP:ジュヴレ・シャンベルタン】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

ブラックチェリーを思わせる果実味と酸味
を生かした、豊かでエレガント、複雑味の
あるワイン。複数の有力生産者からブドウ
を調達することで、アペラシオンの特徴を
見事に表現し、ネゴシアンとしての力量が
発揮されています。

ボーヌ グレーヴ ヴィーニュ

ド ランファン ジェズュ （ドメーヌ）

750ｍｌ（375ml）
15,100円 （8,400円）
【AOP:ボーヌ プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

果実やスパイスの香り、濃密で繊細な風
味が口いっぱいに広がり、ビロードの様な
舌触りと丸みのある上品な味わいは他に
類を見ません。

ボーヌ デュ シャトー

プルミエクリュ （ドメーヌ）

750ｍｌ （375ｍｌ）
白5,900円 （3,500円）
赤5,900円 （3,500円）
【AOP:ボーヌ プルミエ クリュ】

○ 白 シャルドネ 100％
○ 赤 ピノ ノワール 100％

ファーストヴィンテージは1907年。
100年来存在するブランドで、同
社では来客に20年以上経過し
た古酒がサービスされることも
少なくない。熟成のポテンシャル
を備えたワインです。

BOUCHARD PERE & FILS

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

シャンボール ミュジニー （メゾン）

750ｍｌ 8,600円
【AOP:シャンボール ミュジニー】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

自社所有畑に一部購入したブドウを加え
たネゴシアンもの。洗練された煮詰めた赤
いベリー系果実の香りに少しスモーキー
な印象。凝縮感があり、リッチでありなが
ら、柔らかく品の良いタンニンが感じられ
る。骨格もありエレガントなワイン。

ヴォーヌ ロマネ （メゾン）

750ｍｌ 10,000円
【AOP:ヴォーヌ ロマネ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

キラ星のようなグラン クリュを有する銘醸
村。繊細な赤い果実や森の下草のブーケ。
エレガントでヴェルベットのような口当たり、
非常に長い余韻を備えた魅力的なワイン。
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DOMAINE ALBERT GRIVAULT

ムルソー クロ デ ペリエール

750ｍｌ 26,800円
【AOP:ムルソー プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ムルソーでグランクリュになるとしたら、
このクロ デ ペリエールと言われる最上の
区画、0.95haを単独所有。美しい酸とミネ
ラルはペリエールに共通しますが、厚み・
深みがさらに増しており、熟成すると甘や
かなニュアンスが出てきます。

ドメーヌ アルベール グリヴォー

ムルソー村に1876年から続く名門。現在は創設者アル
ベール グリヴォーの孫にあたるバルデ家のドゥニーズ
シュヴィニャールと、ミッシェル、マルグリットの3兄弟が所
有。製造の責任者はミッシェル・バルデです。
ムルソーで最初にプルミエ クリュに認定された銘醸畑「クロ
デ ペリエール」を、79年から単独所有。ムルソーらしい豊
かな果実味とコク、しっかりした樽香を誇る力強いワインを
造ることで知られています。赤のポマールは発酵前に低温
マセレーションした、華やかな果実味が特徴です。

クロ デ ペリエールはシャルムのすぐ
上のペリエールの一部で、石垣（クロ）
に囲まれた0.95ha弱の畑。
19世紀後半以来ドメーヌが所有。1985
年、89年に区画の半分のブドウを植え
替え、一時評価を落としましたが、樹
齢が高まるとともに往時の評価を取り
戻しつつあります。10年ほど熟成する
と甘やかな熟成香を醸し出し、良年に
は素晴らしい深みとフィネスを持った、
美しい余韻の長いワインを生み出しま
す。

【ワイン造り】
理想のワインとは、「できるだけ伝統的な手法で得られたブーケ、
豊かさ、複雑味を備え、テロワールの性格を完璧に再現したワイ
ン 」。
白ワインはできるだけ果皮や種を傷つけないようにプレスされ、低
温浸漬や発酵前マセレーションは行われず、17℃に管理されたカ
ーヴの228Lの木樽に移されてヴィンテージによって10日～2ヶ月
間発酵されます。その後20％の新樽比率で10ヶ月から14ヶ月間
熟成。スーティラージュ、コラージュを施された後、軽くフィルターを

通して瓶詰めされます。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ｸﾛﾃﾞﾍﾟﾘｴ-ﾙの畑（上)とﾑﾙｿ-１級畑の地図(左下)

Meursault
【ムルソー】

ムルソーの名醸畑
クロ デ ペリエールを単独所有

ミシェル バルデ。
これほどの有名ドメーヌにしては
珍しくコンクールにも出品し、
「ペリエールが銀賞をとったんだ
よ」と嬉しそうに話す。「いろんな
人に評価してもらうのが面白い
からね」

ポマール クロ ブラン

750ｍｌ 10,500円
【AOP：ポマール/プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

グラン ゼプノに接する優れた区画。香り
豊かでリッチな、表現力にあふれるワイン。
5～6年の熟成で飲み頃を迎える、チャー
ミングなワイン。

ムルソー クロ デュ ミュルジェ

750ｍｌ 11,800円
【AOP:ムルソー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ドメーヌの目の前に広がる2.5haのクロ
デュ ミュルジェは12年ヴィンテージより正
式に認可され内1.5haは村名ムルソー、
1haはブルゴーニュに格付けされます。
アーモンドやヘーゼルナッツなど芳醇な
アロマと豊かでグラな味わいが楽しめま
す。

ムルソー レ ペリエール

750ｍｌ 19,400円
【AOP:ムルソー プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「レ ペリエール」はムルソー１級畑の中で
も最高とも言われる高い評価の畑です。
ムルソーのコクと、ピュリニーの魅惑的な
酸味を併せもち、香ばしい樽香とふくらみ
のある果実味とのバランスがよくとれたワ
インに仕上がっています。
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Meursault
【ムルソー】

ドメーヌ フランソワ ミクルスキ

ポーランド人の父親とムルソー生まれのフランス人の
母親のもとに生まれた当主のフランソワ ミクルスキは、
若くしてヴィニュロンとなることを決意。ボーヌのエコー
ル・ヴィニコールで学んだ後、1983年にカリフォルニア
を代表する「カレラ・エステート」のジョシュジャンセンの
元で研修、1984年に叔父のピエール ボワイヨに従事
しました。

1991年にピエール ボワイヨが引退し、彼（とその姉
妹）が所有していた畑を引き継ぎ（メタイヤージュ）、自
らのドメーヌを設立しました。

1992年が初ヴィンテージにもかかわらず、90年代半
ばにはベルナール ロワゾーやジョルジュ ブランといっ
た三ツ星レストランで扱われるなど、短期間で極めて
高い評価と人気を得ています。

瞬く間に頭角を現した
新進の人気ドメーヌ

ブルゴーニュ アリゴテ

750ｍｌ 4,220円
【AOP:ブルゴーニュ アリゴテ】

○ アリゴテ 100%
○ 白 辛口

2つの区画から収穫されるアリゴテをブレ
ンドしています。いずれの区画も50年以
上前に植えられた古樹（1929年に植えら
れた老樹もあり、ボトルに「Vigne Plantée
en 1929 et 1948」と記されている）。フレッ
シュでいきいきとした味わい、果実味と柔
らかな酸味、長く続く余韻が印象的。アリ
ゴテとは思えない厚みが感じられます。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ドメーヌで、ラベルもキャップシー
ルもせずにボトルを保管していると
きに、識別用にボトルにチョークで
ワイン名を記す、それを再現したデ
ザイン。何の装いもない、「大切な
のは中身」という考えのあらわれ。

クレマン ド ブルゴーニュ

750ｍｌ 4,040円
【AOP:クレマン ド ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール、
シャルドネ、アリゴテ、ガメイ

○ 白 辛口

セパージュはピノ ノワールとシャルドネ、
アリゴテを主体にガメイをブレンド。年に
より比率は異なります。

爽やかな柑橘系の香りと芯を支えるしっ
かりしたボディはさすがのミクルスキの実
力を感じさせてくれるクレマンです。

ブルゴーニュ コート ドール ブラン
シャルドネ

750ｍｌ 5,300円
【AOP:ブルゴーニュ コート ドール】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ブルゴーニュ格付にもかかわらず、村名
のムルソー格付クラスのブドウも投入さ
れており、熟した果実の凝縮味を感じるこ
とができます。エレガントで、余韻に豊か
なミネラルがあります。

DOMAINE FRANCOIS MIKULSKI

フランソワ ミクルスキ

【ワイン造り】

白ワインは、45～50hlhaに収穫量を抑えます。空圧式プレス
でゆっくり圧搾し、果汁をやすませて澄み切った状態に。発酵
は約3～20週間かけて（12℃にて）行われ、樽熟成は12～18
ヶ月、新樽比率は15～20％。バトナージュは年に3回程度。ス
ーティラージュとコラージュの後、軽くフィルターにかけられ瓶
詰めされます。
赤ワインは、35hlha程度に収穫量を抑えます。100％除梗し、
2日間（15.5℃）のプレマセレラシオン。アルコール発酵はタン
クにて約6～8日間（30～32℃）かけて行われます。ピジャージ
ュは1日1回程度。樽熟成は12～18ヶ月（新樽率25％）。スー
ティラージュの後、軽くフィルターにかけられ瓶詰めされます。

ムルソー

750ｍｌ 11,800円
【AOP:ムルソー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

トロピカルフルーツの風味と程よい樽香
が調和し、豊かなミネラルに支えられたと
ても心地よいムルソーです。
余韻も村名ムルソーとしてはとても複雑
で長いです。
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※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

DOMAINE FRANCOIS MIKULSKI

ブルゴーニュ コート ドール ルージュ

750ｍｌ 4,930円
【AOP:ブルゴーニュ コート ドール】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

赤ワインも、きめ細かくしっかりした優れ
たものを作っています。コート・ド・ボーヌ
の赤らしい、素朴な大地の香りと赤い果
実の美しいアロマを感じる、コストパフォ
ーマンスに優れたワインです。

ムルソー シャルム

750ｍｌ 21,500円
【AOP:ムルソー プルミエ クリュ】

○ シャルドネ100%
○ 白 辛口

高名な１級畑同士を比較すると、「シャル
ム」は「ペリエール」「ジュヌヴリエール」よ
りソフトでエレガントな印象。優しいふくら
みがあり、ミネラルの芯がしっかりありま
す。ミモザやライラックなどの花の香りや
ハチミツ香、スパイス香、炒ったナッツの
ニュアンスなど複雑味があり、ボリューム
感とミネラルが素晴らしいバランスを保っ
ています。

モンテリ―

750ｍｌ 8,000円
【AOP:モンテリ―】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

粘土質で覆われた砂利の混ざった石灰
質の土壌。平均樹齢45年のブドウから。
フランボワーズやブラックチェリー、カシス
やブルーベリーのコンフィのような凝縮し
た果実香。果実味豊かで口あたりはしな
やか、繊細なタンニンを併せ持つ女性的
なワイン。

ポマール

750ｍｌ 10,300円
【AOP:ポマール】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

ポマールらしい土っぽい香りと黒系ベリー
のリッチな果実味を併せ持ちますが、決
して野暮ったくならず、洗練された品のあ
るワインになっているところがミクルスキ
風です。

アロース・コルトン レ ヴェルコ

750ｍｌ 10,300円
【AOP:アロース・コルトン プルミエ
クリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

「レ ヴェルコ」はアロースの市街地とヴェ
ルジュレス側の斜面の間にある1級畑。
母岩の上の表層土は70-80cmの深さで、
粘土質豊かな土壌。
プラムなどの果実の香りに樽熟成由来の
スパイス香が混じる、構成力のある力強
いワインで余韻も長く続きます。

ムルソー メ シャヴォー

750ｍｌ 14,500円
【AOP:ムルソー 】

○ シャルドネ100%
○ 白 辛口

「メ シャヴォー」はムルソーとオーセイ・
デュレスの境界に位置しシュヴァリエール
に隣接した畑。
若干の傾度があり、水はけがよい土壌の
ため、ミクルスキが造る村名ムルソーに
比べやや引き締まった味わいです。

ムルソー レ ティエ

750ｍｌ 14,500円
【AOP:ムルソー 】

○ シャルドネ100%
○ 白 辛口

ムルソーの丘の上部、標高約350ｍに位
置する冷涼な「レ ティエ」の区画。
洋梨やリンゴに白い花が香り、ムスクや
スパイスのニュアンス、果実味豊かでス
パイシー。ムルソー特有のいきいきとした
ミネラルを思わせる風味。密度の高い凝
縮感があり、長い余韻が楽しめます。

ムルソー リモザン

750ｍｌ 15,600円
【AOP:ムルソー 】

○ シャルドネ100%
○ 白 辛口

1級畑のジュヌヴリエール、ポリュゾーの
下方でシャルムに隣接する村名区画「リ
モザン」の0.15haの平均樹齢65年のブ
ドウから。生産本数も年600本ほど。
ナシやモモの果実にハチミツにユリやスミ
レなど複雑なフローラルの香りが印象的。
ボリューム感があり複雑。バランス良くま
とまっています。
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DOMAINE REMI JOBARD

Meursault
【ムルソー】

ドメーヌ レミ ジョバール

レミ ジョバールはルネッサンス（室町時代）からワイン造
りに携わっている家系です。ムルソー村を中心に9.7haの
畑を所有しています。
1991年に父のシャルルから、現当主のレミがドメーヌを引
き継ぎました。1993年にはムルソー アン リュロールの畑
を購入。当初樹が活力に欠けていたため化学肥料をたく
さん使用した結果、順調に育ったがその後完全に腐ってし
まうという経験を経て、翌年には化学肥料の使用をやめる
ことを決断し、有機栽培を実施したことにより、ブドウが自
然にバランスをとれるようになりました。

これからのムルソーのスタイルを
造り上げる期待の星

ブルゴーニュ コート ドール ブラン

750ｍｌ 5,300円
【フランス AOP:ブルゴーニュ コート ドール】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ムルソー村名の畑に接している9つの区画から
造られる。ムルソー村名と同じ造りで手間をか
けている（新樽15%）。
柑橘系や白い花のような香りに、凝縮した味わ
いがしみじみと口の中に広がります。畑が好位
置にあるためムルソー村名に限りなく近いスト
ラクチャーを持つワイン。このクラスのワインで
もデカンタージュを行うことにより、本来のポテ
ンシャルをお楽しみいただけます。

当主のレミ ジョバール
（ムルソー アン リュロールの畑にて）

【ワイン造り】

-ブドウ栽培について-

2005年より100％有機栽培へ転換、2011年に“エコセール”
にてビオロジック認証を取得しました。 ブドウが自然にバラ
ンスがとれるようになり、ワインも口当たりから余韻まで味わ
いの調和が生まれました。

レミ ジョバール
が使う圧搾機

オーストリア産
“ストッキンガー社”のフードル

-樽にこだわる-

オーストリア産のフードル（大樽）

ブルゴーニュで通常使われる樽の
場合、どうしてもヴァニラ、コー
ヒーロースト、苦味のようなニュア
ンスが加えられてしまいます。
オーストリア産のフードルと樽を使
えばワインの本来のアロマや自然
な引き締まりがきちんと残ったうえ
で嫌な苦味が一切感じられません。

ムルソー スー ラ ヴェル

750ｍｌ 9,800円
【フランス AOP:ムルソー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ドメーヌの施設に隣接した、比較的低い位置に
ある畑から造られる。新樽率20%。
当ドメーヌのムルソー村名の中では最も早くか
ら楽しめる一品。パイナップルを感じる華やか
で上品な香り。程よく引き締まった味わいです。

-圧搾機について-

中心部からブドウが搾られるような圧搾機
を使用。果汁の流れ出るところも一箇所で
はなく回り全体の穴から流れ出るため、ブ
ドウの塊や空気のポケットが出来にくくなり
ます。それにより種が壊れたり青い果汁が
出ることを避けることができます。

一般的な
ポンプ式
の圧搾機

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ムルソー
レ ジュヌヴリエール

750ｍｌ 18,400円
【フランス AOP:ムルソー プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

黄桃、洋梨、アプリコットの華やかな香り。
口当たりがとてもなめらかで、深みがあり、
たっぷりとしたミネラルを思わせる風味の
余韻につながっていきます。ポテンシャル
が非常に高い1本です。

ムルソー レ シャルム

750ｍｌ 16,900円
【フランス AOP:ムルソー プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ムルソーでも最良の畑の1つ「レ シャルム」の
中で上部に位置し、斜面の良い区画「レ シャ
ルム ドゥスュー」のブドウ。柑橘系果実、ナシ、
白い花にグリルしたアーモンドのニュアンス。
活気があり、ミネラルを思わせる風味豊かな
魅力あふれるワイン。複雑でバランスよく、長
い余韻が楽しめます。
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ムルソー シャルム

750ｍｌ 16,700円
【AOP:ムルソー プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

柑橘系果実、熟れた白いモモにミントや
ヘーゼルナッツのニュアンス。すばらしい
ボリューム感、パワフルでバランスが取
れています。緻密でつややかな酸がいき
いきと伸び、複雑で長い余韻。さらなる熟
成が楽しみなワインです。

ドメーヌ アンリ ジェルマン

1973年にアンリ ジェルマンによってムルソーに創設された
家族経営のドメーヌ。息子のジャン・フランソワは1992年か
らドメーヌに参画し、2000年から当主の座を引き継いでい
ます。

ムルソーを中心にコート・ド・ボーヌで約8haの畑を耕作(白
6ha、赤2ha)。雑誌や評価誌などで宣伝や賞賛されることを
求めるタイプの生産者ではないので、あまり知られることの
ない地味なドメーヌですが、造り出されるワインは上質。

厚みと複雑さがありしっかりとした骨格を持ち、緻密でバラ
ンスの取れたスタイルのワインを造ります。

【ワイン造り】
テロワールを表現するためには畑での仕事を重要視し、認証は
取っていませんが、ビオロジック栽培を実践。畑の耕作やブドウ樹
の手入れを丁寧に行います。収量を制限を行い、収穫は手摘み
で、ブドウが傷つかないように、小さなケースで収穫します。

醸造は伝統的な方法で行い、できるだけ介入しないように心がけ
ています。白は圧搾後、デブルバージュは行わず、1-5週間かけ
樽で発酵。天然酵母のみで発酵が進みます。その後、シュール リ
ー熟成を18-22ヶ月行います。新樽は控えめで20-30％使用、バト
ナージュは行いません。清澄、フィルター後、瓶詰めします。赤は
清澄もフィルターもかけず、瓶詰めします。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ジャン・フランソワ ジェルマン

Meursault
【ムルソー】

ストイックで飾らない
本格派ムルソー

ムルソー ポリュゾ

750ｍｌ 16,000円
【AOP:ムルソー プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ポリュゾ0.25haの区画から。
よく熟した白いモモやライチの種のトロピ
カルな香り。ふくよかで重厚、男性的。
凝縮感があり、複雑で緻密なフィニッシュ。
余韻も長く、洗練された味わい。熟成の
ポテンシャルが高いワインです。

ムルソ－ ル－ジュ
クロ デ ム－シュ モノポール

750ｍｌ 11,300円
【AOP:ムルソー】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 辛口

ムルソー村の赤の1級畑、「ヴォルネー
サントノ」の斜面を下ったところに位置す
る三角地にあるドメーヌ アンリ ジェルマ
ンのモノポール(0.5ha）の1949年に植樹さ
れたブドウ畑。
スパイシーなワイルドベリーの香りにバラ
の花びらのニュアンス。ジューシーで艶や
かながら、丸みのあるタンニンがあり、深
みを感じバランスの取れた味わいです。

ムルソー

750ｍｌ 9,800円
【AOP:ムルソー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

7つの区画からのブドウを使用。
ナシやリンゴの果実、アカシアの花のク
リーンな香りにローストしたヘーゼルナッ
ツのニュアンス。いきいきとしたきれいな
酸が伸び、塩味を感じる力強いフィニッ
シュ。バランスの取れたムルソーです。
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Meursault
【ムルソー】

ドメーヌ ロベール アンポー

ムルソーの老舗ドメーヌ。長期熟成が可能なワインを造り、
ゆっくりとカーヴで熟成させたワインを出荷しています。現
当主はミシェル アンポーで、ドメーヌの方針を受け継ぎ宝
物のような古酒を守っています。

ゆっくりと熟成させたワインを
送り出す、ムルソーの老舗ドメーヌ

ミシェル アンポー

ムルソー

750ｍｌ 12,000円
【フランス AOP:ムルソー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

果実味と酸とミネラルを思わせる風味の
バランスが素晴らしく、エレガント。熟成
感を楽しめ、単独でも、またお食事とも楽
しめるワインです。

ムルソー
ラ ピエス スー ル ボワ

750ｍｌ 18,400円
【フランス AOP:ムルソー プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「ラ ピエス スー ル ボワ」はムルソー南西の
斜面上部にある畑。
20年以上の熟成をしていると考えると驚く
ほどフレッシュ。黄色い果実、レモングラス、
アーモンドのような香りが楽しめま、見事な
塩味もありずっと飲んでいても飽きない、と
てもよくバランスが取れたワインです。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

オーセイ・デュレス エキュソー VV

750ｍｌ 6,600円
【フランス AOP:オーセイ・デュレス

プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

エキュソーはモンテリー隣接し、ボーヌから
ムルソーへ抜ける道に挟まれたところにあ
る区画。
タンニン豊かでしっかりとした骨格のクラシ
カルなスタイル。旨みを感じる古酒の熟成
感が楽しめる1本。

サヴィニー・レ・ボーヌ ルージュ

750ｍｌ 8,400円
【フランス AOP:サヴィニー・レ・ボーヌ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

赤系果実に腐葉土などの熟成感はありな
がら、凛と直線的で綺麗な酸を感じる味わ
い。お食事と楽しみたい1本。

ピュリニー・モンラッシェ
レ コンベット

750ｍｌ 23,500円
【フランス AOP:ピュリニー・モンラッシェ
プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

1級畑「レ コンベット」はムルソー1級のシャ
ルムに隣接する区画。
熟した果実味、綺麗な酸、火打石のような
ミネラルを思わせる風味に樽香も豊か。熟
成感もありながら、全てのバランスが取れ
た華やかな1本。
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ムルソー ペリエール

750ｍｌ 16,300円
【AOP:ムルソー プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「ペリエール」はムルソー１級畑の中でも
最高とも言われる高い評価の畑。
柑橘系果実に白い花、ミネラルを思わせ
る風味ときれいな酸がのび、口の中でい
きいきと進化します。

ドメーヌ ジャン・ミシェル ゴヌー

ゴヌー家はムルソーを拠点としていたアンリ ゴヌーというブ
ドウ栽培家の一族。彼の死後にムルソーを拠点とするド
メーヌ フランソワ ゴヌーとポマールを拠点とするドメーヌ
ミシェル ゴヌーに分割されました。

フランソワ ゴヌーの息子、ジャン・ミシェルは父親の元で働
いていましたが、母方の祖父の畑を引き継ぎ、1978年に独
立、ドメーヌ ジャン・ミシェル ゴヌーを興しました。
ムルソー、ピュリニー、ヴォルネー、ポマールに約6haの畑
を所有。テロワールを尊重し、除草剤は使用せず、リュッ
ト・レゾネを実践。伝統的な手法で醸造を行います。ワイン
はすぐには出荷せず、カーヴでじっくり熟成し、飲み頃に
なってから出荷します。

しっかりと厚みを感じながらも、酸があり引き締まったワイ
ン造りを大切にしています。

【ワイン造り】
ムルソー、ピュリニー、ヴォルネー、 ポマールに6haの畑を所有。
ムルソー ジュヌヴリエールやグット ドール、ピュリニー レ フォラティ
エールなど素晴らしい畑を所有。テロワールを尊重し、リュット レゾ
ネを実践。除草剤は使用せず、畑の耕作を行っています。収穫は手
摘みで行います。

白ワインはステンレスタンクにて、約17℃で12日間かけて発酵。樽
にて12-14ヶ月かけて熟成。新樽は村名で15％、1級で25-30％使用
します。バトナージュはせず、熟成後にスティラージュを行い、清澄、
フィルターをしてから瓶詰めします。

赤ワインは100％除梗。タンクにて3-4日間の低温マセレーション後
に、天然酵母により、1日2回ほどピジャージュを行いながら、15-18
日かけて発酵。樽にて（新樽25-40％）熟成させます。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

Meursault
【ムルソー】

飲み頃までじっくり瓶熟させる、
素晴らしい畑を持つ造り手

右：父のジャン・ミッシェル ゴヌー
左：息子のアンリ ゴヌー

ピュリニー・モンラッシェ
レ フォラティエール

750ｍｌ 16,400円
【フランス AOP:ピュリニー・モンラッシェ
プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「レ フォラティエール」はピュリニー・モンラッ
シェ村の中心に位置している1級畑。
熟れた柑橘系果実に白い花、ほのかにバ
ターのニュアンス。リッチ感、まるみがあり
ながらも美しい酸があり引き締まった印象
のワインです。

ヴォルネー
クロ デ シェーヌ

750ｍｌ 14,000円
【フランス AOP:ヴォルネー
プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

明るいきれいなルビー色。サクランボやス
グリにスパイスのニュアンス。適度に骨格
がありながら、デリケート。エレガントなワイ
ンです。
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歴史を受け継ぐ完璧主義者

ドメーヌ アンリ ボワイヨ

Volnay
【ヴォルネー】

ヴォルネーで最も古い家柄のひとつ（1630年からの記録
も残るほど）。ドメーヌの設立は1885年。現当主のアンリ
ボワイヨは5代目。息子のギヨームがBTS取得後、2006
年よりドメーヌでの仕事に参加しています。

約15ヘクタールの畑を所有。ピュリニー・モンラッシェを
中心にしたシャルドネの畑が7ha、ヴォルネーを中心と
するピノ ノワールの畑が8ha。

【畑】
リュット レゾネ（減農薬農法）。化学物質を最小限に抑え
た病虫害駆除を行っている（殺虫剤は使用しない）。除草
剤は使用せず、年に8～10回の頻度で耕している。春には
厳しい摘芽、夏にはグリーン・ハーヴェストを行う。
アンリ ボワイヨは自他共に認める完璧な潔癖主義者で良
いブドウのための労力は惜しまない。手摘み収穫、畑およ
び醸造所の選果台での選別はもちろんのこと、ヒョウ害や
腐敗のあった年にはピンセットで選果をするほどの徹底ぶ
り。それゆえ収量が赤で15hl/haまでおちることもあるほど。
（平均収量 白：45hl/ha 赤：35hl/ha）

アンリ ボワイヨ

DOMAINE HENRI BOILLOT

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ブルゴーニュ ルージュ

750ｍｌ 4,630円

【AOP：ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100%

○ 赤 ミディアムボディ

ACブルゴーニュと言えども高いクオリティー
を誇るアンリ ボワイヨ。ブドウはコート ド
ボーヌの村名や1級を名乗れるクラスのもの
を格下げして投入し、収量も低く抑えていま
す。グロセイユなど赤いベリー系果実のフ
レッシュな香りに土のニュアンスが混じり、味
わいはリッチでボリュームがありなおかつエ
レガント。余韻も長く、アペラシオンを超えた
力強さがあります。

ヴォルネー

750ｍｌ 9,800円

【AOP：ヴォルネー】

○ ピノ ノワール 100%

○ 赤 フルボディ

4つの1級畑（クロ・ド・ラ・ルジョット、ラ・カ
レール・ドスュー、 クロ・デュ・ヴェルスイユ、
アン・ロルモー）と1つの村名畑（ラ・カレー
ル・ドスー）のブレンドにより生産。熟した赤
系ベリーの若々しくフレッシュで表現力豊か
な香りと生き生きしたミネラル、リッチかつ繊
細なテクスチャーが特徴的。

ヴォルネー レ シュヴレ

750ｍｌ 17,000円

【AOP：ヴォルネー プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%

○ 赤 フルボディ

「レ シュヴレ」はカイユレの下方に位置し、ム
ルソー村側に接する１級畑。
サクランボなどの完熟した赤系果実のアロマ
とスミレやバラのニュアンス。シルキーなタン
ニンを持ち、引き締まった味わいの、バラン
スに優れたワインとなっています。

ヴォルネー レ フレミエ

750ｍｌ 17,000円

【AOP：ヴォルネー プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%

○ 赤 フルボディ

「レ フレミエ」はポマール村に隣接し、ヴォル
ネーの香り高さと繊細さ、ポマールの力強く
厚みある果実味という、それぞれの長所を兼
ね備えた名畑。
サクランボやカシスなどの魅惑的なアロマと、
非常にきめ細かい上質なタンニン、そして
しっかりとしたミネラルを思わせる風味。素晴
らしいバランスをもつ華やかなワインです。

【ワイン造り】
＜白ワイン＞
2017年より空圧式プレスから縦
型のシャンパーニュ式圧搾機に
変更。よりピュアで澄んだ果汁が
絞れるようになった。樽にて発酵
、熟成を行う。熟成は通常よりも
大きい350～600リットルの樽を

使用し、ワインと樽との接点を少なくして緩やかな熟成を促す。
滓引きとコラージュ後、軽いフィルターをかけ瓶詰めを行う。

＜赤ワイン＞
100%除梗し、ステンレス製の開放槽にて低温マセラシオンを
行い、温度管理しながらアルコール発酵。ピジャージュ、ルモ
ンタージュを実施。発酵後にマセラシオンを行う。熟成は228リ
ットルの樽（新樽比率40～70%程度）で15～18ヶ月間行う。
16VINより発酵から熟成まで樽で行うヴィニフィカシオン アン
テグラルを一部のキュヴェで始め、18VINでは1級、グランクリ
ュで実施。

白、赤共に、発酵時に使用しているのは野生酵母のみ。
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ピュリニー・モンラッシェ

750ｍｌ 10,700円

【AOP：ピュリニー・モンラッシェ】

○ シャルドネ 100%

○ 白 辛口

清潔な醸造設備、適度の樽熟成から、
ピュアでリッチな果実の香り高く、生き生
きとしたミネラルを持ち、余韻の長いワイ
ンを生み出しています。

ピュリニー・モンラッシェ

クロ ド ラ ムーシェール

750ｍｌ 20,000円

【AOP:ピュリニー・モンラッシェ

プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%

○ 白 辛口

クロ ド ラ ムーシェール畑3.9haの全てを
所有。 複雑な深みと、シャープな切れ味
をあわせもつ見事なワインです。この畑
は１級畑レ ペリエールの一画にあり、ボ
ワイヨ家の単独所有畑です。

DOMAINE HENRI BOILLOT

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ピュリニー・モンラッシェ

レ ピュセル

750ｍｌ 21,400円

【AOP:ピュリニー・モンラッシェ

プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%

○ 白 辛口

「ピュセル」は「カイユレ」と共に、ピュリ
ニー・モンラッシェ村で最上の１級畑で、ド
メーヌでは約0.5haを所有しており、樹齢
は約40年です。白い花やレモン、ハチミツ
などの香が層をなし、リッチで生き生きと
した味わいが口中に広がります。力強さ
もあり非常にバランスの良い、洗練され
た味わいです。

ムルソー

750ｍｌ 9,300円

【AOP：ムルソー】

○ シャルドネ 100%

○ 白 辛口

ナルヴォー、ティレ、シュバリエールなど５
つの区画からのブレンド。
熟した果実のたっぷりしたアロマにほのか
なナッツ香も混じるリッチでパワフル、ミネ
ラルを思わせる風味豊かな仕上がりの村
名ムルソーです。

ヴォルネー レ カイユレ

750ｍｌ 17,900円

【AOP：ヴォルネー プルミエクリュ】

○ ピノ ノワール 100%

○ 赤 フルボディ

この畑はヴォルネー村とムルソー村にま
たがって位置する畑で、数あるヴォルネー
のプルミエ クリュの中でも優れたワインを
産する畑として知られます。若い間はやや
硬い性格ですが、熟成により華やかな風
味を発揮していくワインです。

ブルゴーニュ ブラン シャルドネ

750ｍｌ 4,810円

【AOP：ブルゴーニュ】

○ シャルドネ 100%

○ 白 辛口

ムルソーとピュリニー村のブルゴーニュAC

畑に加え、サンロマンやオーセイ・デュレス
などコート ド ボーヌの村名を名乗れるクラ
スのものを格下げして投入。
白い花や柑橘系果実のエレガントな香り高
く、スパイシーなニュアンスも。味わいはリッ
チで洗練されており、余韻には美しいミネラ
ル感を感じます。高いクオリティのACブル
ゴーニュです。

クロ ヴージョ

750ｍｌ 33,200円

【AOP：クロ ド ヴージョ】

○ ピノ ノワール 100%

○ 赤 フルボディ

2008年に取得した0.34haの区画で、グラン
エシェゾーに隣接する場所に位置します。
赤系果実や花の香り、大地のニュアンス、
野性味など、幾層にも重なる複雑味をもち
ます。充実したタンニンと果実の重量感が
あり、このグランクリュの個性である男性
的で素朴な味わいを十分に表現している
ワインです。

コルトン・シャルルマーニュ

750ｍｌ 34,100円

【AOP:コルトン・シャルルマーニュ】

○ シャルドネ 100%

○ 白 辛口

柑橘系果実に、胡椒などのスパイス、火
打石の香り。豊かなミネラルを思わせる
凝縮した風味と塩味を感じ、いきいきとし
て力強くエレガント。バランスに優れた豪
華なワインです。
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Puligny-Montrachet
【ピュリニー・モンラッシェ】

ドメーヌ ジャン シャルトロン

1859年に樽職人だったジャン・エドゥアール デュバールに
よって設立され、5代に渡り継承されてきたドメーヌ。デュ
バールは＜ピュリニー＞村の村長だった時に、村名に＜
モンラッシェ＞を加え＜ピュリニー・モンラッシェ＞村とす
る正式な許可を得た人物。
ドメーヌはシュヴァリエ・モンラッシェにクロ デ シュヴァリ
エ、ピュリニー1級にクロ デュ カイユレ、クロ ド ラ ピュセ
ルのモノポール畑を所有するなどの名門。
父の時代はネゴシアン経営に進出しそのネゴシアン名を
冠したワイン販売に特化していましたが、息子のジャン・ミ
シェルが2004年に当主に就任するとネゴシアンを売却、
名声復活のためにドメーヌ業に専念、現在急速に評価を
高めています。

ピュリニー・モンラッシェを名付け
村長も務めた名家が造るワイン

シュヴァリエ・モンラッシェの畑

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ジャン・ミシェル シャルトロン

【ワイン造り】
13haの所有畑のうち3/4が白ワインという白のスペシャリスト。
除草剤も化学肥料も用いず、収穫は全て手摘み。白ワイン
の醸造は樽発酵・樽熟成（ACレジョナルはステンレスタンク
と樽併用）で、新樽比率は10-40％。赤ワインは開放型の木
桶で発酵し、樽熟成は12-18ヶ月、ノンフィルターで瓶詰めさ
れます。 樽材はアリエ産、ヴォージュ産を使用しています。

日本留学経験もあるジャン・
ミシェルの手がける白ワイン
はミネラルを思わせる風味、
高い凝縮感を持ちながらも、
若いうちから魅力を放つの
が特徴です。赤ワインも小さ
なアペラシオンからつくられ
るワインは繊細で心地よい
果実味に溢れています。

ル クレマン ド ジャン
ブラン ド ブラン

750ｍｌ 3,990円
【AOP：クレマン ド ブルゴーニュ】

○ シャルドネ 70%、アリゴテ 30%
○ 白 辛口

ピュリニー・モンラッシェ村の隣に位置し
ているコトー・ブルギニョンとACブルゴー
ニュ畑のブドウから造られています。全体
の生産本数約1,200本。キレのある爽や
かな味わい、きめ細かい泡、とても上品
なクレマンに仕上がっています。

ブルゴーニュ ブラン
ヴィエイユ ヴィーニュ

750ｍｌ 3,270円
【AOP：ブルゴーニュ】

○ シャルドネ
○ 白 辛口

「クロ ド ラ コンブ」の畑のブドウを使用。
オーク樽で発酵後、8ヶ月熟成させた後、
ステンレスタンクで3ヶ月熟成。白い花の
香りと豊かな果実味がエレガント。程よい
樽香がバランスよく心地よいフィニッシュ
で若いうちから楽しめます。

ブルゴーニュ オート コート ド ボーヌ
ヴィエイユ ヴィーニュ ブラン

750ｍｌ 3,560円
【AOP：ブルゴーニュ オート・コート ド
ボーヌ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

柑橘類やピーチなどのピュアでエレガント
な果実味と丸みがありミネラル分豊かな
味わいが特徴です。若いうちから魅力を
放つ、心地よくフレッシュでバランスの良
いワインです。
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ピュリニー・モンラッシェ

750ｍｌ 10,500円
【AOP：ピュリニー モンラッシェ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

この村名ピュリニーは、１級畑「クラヴァイ
ヨン」の東方にあるレ ブドリエールのリュ
ー・ディから。洗練された、モモやアプリコ
ットなどの白い果実に、かすかにサンザ
シの香りが混じります。滑らかでフルーテ
ィ、ごく繊細な樽香があり、丸みがあり爽
やかな味わいです。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ピュリニー・モンラッシェ
クロ デュ カイユレ

750ｍｌ 16,300円
【AOP：ピュリニー モンラッシェ

プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

1917年から単独所有（0.99ha）をしている
1級「クロ デュ カイユレ」。ピュリニーの1
級畑の中でも最もグランクリュに近い畑
の1つと言われています。柑橘系果実、バ
ニラや白桃を思わせる香り、ドライフルー
ツを思わせる凝縮感のある果実味とミネ
ラル感が魅力で、余韻も長くパワフルで
複雑味があるワインです。

ピュリニー・モンラッシェ
クロ ド ラ ピュセル

750ｍｌ 16,300円
【AOP：ピュリニー モンラッシェ

プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

１級「クロ ド ラ ピュセル」を1917年から単
独所有し、現在の所有面積は1.16ha。青
リンゴや柑橘類の果実香に、バニラやハ
チミツ、パンデピスが混じります。非常に
緻密で凝縮感のある味わいで、余韻も長
く続く銘酒です。

サン・トーバン
ミュルジェ デ ダン ド シャン

750ｍｌ 7,100円
【AOP：サン・トーバン プルミエ クリュ】

○ シャルドネ
○ 白 辛口

ピュリニー・モンラッシェと隣接、GC「シュ
ヴァリエ・モンラッシェ」から200mほど上方
に位置。サン・トーバンの１級の中でも最
も優れたテロワールと言われ、凝縮感と
力強さがあり、フレッシュな果実味と程良
い樽香りがうまく溶け合う、バランスの良
いエレガントな余韻の長いワイン。

ピュリニー・モンラッシェ
レ フォラティエール
750ｍｌ 13,800円
【AOP：ピュリニー モンラッシェ

プルミエ クリュ】

○ シャルドネ
○ 白 辛口

ピュリニー・モンラッシェ村の中心に位置
している1級畑。12ヶ月樽熟成（30％新樽
）タイムやラヴェンダーのようなアロマ豊
かな香り。石灰質なテロワールとシャルド
ネ種の絶妙な組み合わせにより、グラン
クリュに匹敵するほどの圧倒的な余韻を
もちます。

リュリー ブラン モンモラン

750ｍｌ 4,040円
【AOP：リュリー】

○ シャルドネ
○ 白 辛口

1985年に植えられた、メルキュレとの境
目にある丘の上に位置している畑。シャ
ルトロンが2006から生産。樽（10％新樽）
にて発酵後、シュール リーで8ヶ月樽熟
成。その後、タンクにて4ヶ月熟成。
パッションフルーツのニュアンスを持ち、
フレッシュさとミネラルを思わせる風味が
あり見事にバランスが取れたワイン。
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ドメーヌ ポール ピヨ

ピヨ家は樽職人のジャン・パティスト、畑を少しずつ購入し
始めたアンリ、1968年に現在のドメーヌの礎を築いた
ポールと引き継がれ、1999年に４代目のティエリー、2003
年に妹のクリステルが家業に合流した家族経営のドメー
ヌです。
所有する畑はシャサーニュ・モンラッシェ、サン・トーバン、
サントネーに13ha広がり年間生産量は約70,000本。16種
類のアペラシオンワインを造り内白ワインが70％と大部
分を占めるが、白を得意とする生産者が造る赤ワインも
滑らかで艶やか

ブルゴーニュ シャルドネ

750ｍｌ 4,270円

【AOP:ブルゴーニュ】

○ シャルドネ 100% 
○ 白 辛口

シャサーニュ村近郊、平均樹齢25年の
北西向き斜面に0.61haを所有。新樽比
率20%で12ヶ月間の樽熟成。
村名より一回り小ぶりだが、白ワインの
スペシャリストが造るブルゴーニュらしく
酸味と果実味の調和が取れています。
一言で言えば「女性的」な包み込む優し
さのあるワイン。

Chassagne-Montrachet
【シャサーニュ・モンラッシェ】

シャサーニュの魅力を伝えたい
家族経営の注目ドメーヌ

DOMAINE PAUL PILLOT

ビュタージュされた
ラ・ロマネの区画

【栽培】

ブドウ栽培の哲学は除草剤・殺虫剤の不使用、冬場のビュター

ジュ（ブドウ樹を寒さから守るため根元にふかふかの土壌を被

せる作業）、収量制限などの丁寧な畑仕事を通して異なるテロ

ワールの魅力を最大限引き出すこと。畑と対話すればブドウの

樹は必ず答えてくれ満足のいくワインになるといいます。

【醸造】
白ワインはステンレスタンクで「デブルバージュ（澱引き）」を
10～12時間低温で行い、この段階で純度の高い果汁と白濁した
澱を分けます。その後再度澱の質を確認し、適切と判断した澱
を一緒に樽に注ぎアルコール発酵を実施。
ティエリーはこの工程を「果汁のデキャンター」と呼び、ワインに
繊細さを与えてくれます。

赤ワインは100％除梗した後、コンクリートタンクで12～15日の発
酵･醸しを行いブルゴーニュはタンクと樽を併用し熟成、サント
ネーは新樽比率25%で12～18ヶ月間の熟成を行います。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ブルゴーニュ アリゴテ

750ｍｌ 3,130円

【AOP:ブルゴーニュ アリゴテ】

○ アリゴテ 100%
○ 白 辛口

所有する畑は13ha広がり、このアリゴテ
は1.52haの区画のブドウをシュール リー
の状態で12ヶ月間熟成させた品格ある
味わいです。

クリステル（左）ティエリー ピヨ（右） ブルゴーニュ ピノ ノワール

750ｍｌ 4,270円

【AOP:ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100% 
○ 赤 ミディアムボディ

所有畑13haのうち、このピノ ノワールは
1.93haの平均樹齢35年のブドウを用い
ています。白ワインのスペシャリストが
造るピノ ノワールらしく果実味に富んだ
滑らかな味わいです。

サントネー ヴィエイユ ヴィーニュ

750ｍｌ 5,900円

【AOP:サントネー】

○ ピノ ノワール 100% 
○ 赤 ミディアムボディ

平均樹齢35年の0.55haの区画からのブ
ドウを使用。濃密な黒系果実のアロマに
適度な酸味と果実味を備えたワインが
造られます。
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シャサ－ニュ・モンラッシェ

レ シャンガン

750ｍｌ 11,700円

【AOP:シャサーニュ モンラッシェ

/プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100% 
○ 白 辛口

シャサーニュの1級カイユレに隣接する
シャンガンは0.38haの区画から豊満で迫
力があり、ミネラルも豊かな男性的なワ
インが造られます。

シャサーニュ・モンラッシェ

750ｍｌ 9,000円

【AOP:シャサーニュ・モンラッシェ】

○ シャルドネ 100% 
○ 白 辛口

所有する畑は13ha広がり、このシャサー
ニュ村名は5区画のブドウをブレンドし新
樽比率25%で12ヶ月間熟成させた果実
味と凝縮感に富んだワインです。

DOMAINE PAUL PILLOT

シャサ－ニュ モンラッシェ

クロ サン ジャン

750ｍｌ 11,300円

【AOP:シャサーニュ・モンラッシェ

/プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100% 
○ 白 辛口

この畑はポールが住む自宅前に位置し、
1.2haの区画からは白い花のアロマと緻
密で甘美な果実味が感じられる貴婦人
の様なワインが造られます。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

DOMAINE JEAN=NOEL GAGNARD

ドメーヌ ジャン・ノエル ガニャール

ガニャール一族はシャサーニュで1632年にはその存在
が知られていた由緒ある家系で、現在ガニャールを名乗
る生産者はシャサーニュに4つ存在します。その中でも
ジャン・ノエル ガニャールは一族の中でトップの品質と
名声を誇っています。
同ドメーヌの当主はジャン･ノエルですが、彼の一人娘で
あるカロリーヌ レスティメが栽培・醸造･販売の責任者と
して活躍しています。

シャサーニュの名門、
ガニャール家を率いる父娘

栽培・
醸造責任者
カロリーヌ
レスティメ

シャサーニュ・モンラッシェ レ ショーメ

750ｍｌ 14,300円
【AOP:シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

エキゾチックな果実のリッチなアロマとほどよい樽
香が溶け合い、絶妙なバランスとなっています。

シャサーニュ・モンラッシェ

キュヴェ レスティメ

750ｍｌ 6,100円
【AOP：シャサーニュ・モンラッシェ】

○ ピノ ノワール １00％
○ 赤 ミディアムボディ

イチゴやラズベリーのようなみずみずしい果実味を、
ユーカリを思わせるスパイシーな香りが引き締め
ます。

ブルゴーニュ オート コート ド ボーヌ

ブラン スー ゼギゾン

750ｍｌ 5,400円
【AOP：オート コート ド ボーヌ】

○ シャルドネ １00％
○ 白 辛口

オート コート ド ボーヌでは80%ピノ ノワールが植
えられているが場所によって素晴らしいシャルドネ
も育つ。「スー ゼギゾン」とは畑の上にある崖の名
前。このワインは0.41haの畑から出来ており、生産
量は4,000本のみ。気軽にジャン・ノエル ガニャー
ルの力強さと心地よい厚みが楽しめる一本。
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※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

Chassagne-Montrachet
【シャサーニュ・モンラッシェ】

シャトー ド ラ マルトロワ

シャサーニュ村の中央、ブドウ畑を見下ろす好位置にあ
るのがシャトー ド ラ マルトロワ。15世紀に造られたこの
シャトーを1940年に手に入れてドメーヌを立ち上げたの
はダニエル ピカール。1992年からダニエルの孫にあた
るジャン・ピエール クルニュが栽培・醸造の責任者を務
めています。1970年代末まで非常に良い畑を持ってい
たにもかかわらず、別の醸造元にワイン造りを任せてい
たためワインの評価は芳しくありませんでしたが、80年
代に入って次第に改善され、現在ではシャサーニュを代
表する造り手となっています。

CHATEAU DE LA MALTROYE

高評価を取り戻し、勢いに乗る
上げ潮シャトー

栽培・醸造責任者 ジャン・ピエール クルニュ

ブルゴーニュ シャルドネ

750ｍｌ 5,100円
【AOP：ブルゴーニュ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

トロピカルな果実のフレッシュでいきいきした香
りにほのかなスパイス香が混じり、このクラスと
してはワンランク上の複雑味、厚味をもったリッ
チなワインです。

シャサーニュ・モンラッシェ

750ｍｌ 8,700円
【AOP：シャサーニュ・モンラッシェ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

シャサーニュらしい、完熟したピーチやアプリコッ
トなどの果実のふくらみある風味がそのまま生か
された、エネルギッシュで心地よい白ワイン。ほ
どよい樽香とのバランスもとれており、香りも華
やかです。ミネラルを感じる余韻も長く続きます。

シャサーニュ・モンラッシェ

クロ デュ シャトー ド ラ マルトロワ ブラン

750ｍｌ 11,800円
【AOP：シャサーニュ・モンラッシェ
プルミエ クリュ】
○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

クロ デュ シャトー ド ラ マルトロワ畑4haの全て
を所有。シャトー ド ラ マルトロワの城館のすぐ
前に広がる、この醸造元のシンボルともいえる畑。
若々しく輝きのある淡い麦藁色、固く赤い林檎や
柑橘系のピュアでフレッシュなアロマと、凝縮さ
れた風味、味わいの豊かさをもっており、均整の
とれた美しい酸味を特徴とした佳品に仕上がっ
ています。

ブルゴーニュ アリゴテ

750ｍｌ 2,490円
【AOP：ブルゴーニュ】

○ アリゴテ 100％
○ 白 辛口

シャサーニュ村にある粘土石灰質土壌の畑。
シュール リーの熟成を得て、アリゴテらしい
フレッシュさを持ちながら、複雑味と力強さを
もつワインに仕上げられています。

シャサーニュ・モンラッシェ
レ シュヌヴォット

750ｍｌ 10,500円
【AOP：シャサーニュ・モンラッシェ
プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

「レ シュヌヴォット」はシャサーニュ村の北にある
1級畑で粘土石灰質の土壌。シャサーニュの粘
土質のテロワールを楽しみつつ、エレガントなや
わらかさが感じられます。美しい余韻にシャサー
ニュの上質さが良く現れています。

シャサーニュ・モンラッシェ
モルジョ ヴィーニュ ブランシュ

750ｍｌ 10,700円
【AOP：シャサーニュ・モンラッシェ
プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

モルジョと名乗れる畑の中でも「ヴィーニュ ブラ
ンシュ」は中心的な場所に位置し、シャルドネに
適した区画で、ふくよかで香り豊かな白ワインが
できるテロワール。熟した洋梨やリンゴの果実と
白い花のフローラルな香りにウッディなニュアン
ス。凝縮感のある厚みがあり、力強さの中に爽
やかさを感じるバランスのとれた味わいです。長
く続く余韻が印象的な逸品です。
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※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

CHATEAU DE LA MALTROYE

シャサーニュ・モンラッシェ ラ ブドリオット

750ｍｌ 7,300円
【AOP:シャサーニュ・モンラッシェ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

「ラ ブドリオット」はシャサーニュの中で最もピノ
ノワールに適していると言われる1級畑で、粘土
石灰質の深くリッチな土壌。
赤系ベリーの柔らかな果実味の中にスパイス、
大地などのニュアンスを感じる、典型的なシャ
サーニュ赤の風味を表現されている。リッチで
丸みのある素朴な味わいが魅力。

シャサーニュ・モンラッシェ
クロ デュ シャトード ラ マルトロワ
ルージュ

750ｍｌ 8,100円
【AOP：シャサーニュ・モンラッシェ
/プルミエ クリュ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

シャトーのすぐ下に広がる１級畑「マルトロワ」
の１部である「クロ デュ シャトー ド ラ マルトロ
ワ」を単独所有。フランボワーズやチェリーなど
の躍動的な赤い果実味、酸味ともより凝縮感に
満ち溢れ、厚みのある風味を表現しています。

ブルゴーニュ ピノ ノワール

750ｍｌ 3,860円
【AOP：ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

白ワインが有名なため赤はその陰に隠れがち
ですが、お買い得です。赤いベリー系果実の豊
かな香に土のニュアンスが混じった、丸みのあ
るミディアムボディのワイン。

シャサーニュ・モンラッシェ ルージュ

750ｍｌ 6,000円
【AOP:シャサーニュ・モンラッシェ】

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

シャサーニュ・モンラッシェは白で有名なため、
赤はその陰に隠れて知名度は低いのですが、
しばしばお買い得なワインに出会います。伸
びやかな酸味と果実味、ほどよいタンニンの
調和のとれたワインです。

シャサーニュ・モンラッシェ

レ グランド リュショット

750ｍｌ 16,100円
【AOP：シャサーニュ・モンラッシェ
プルミエ クリュ】
○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

「グランド リュショット」はシャサーニュ・モンラッ
シェ村の斜面の中腹に位置する１級畑で、石灰
岩の上の浅い粘土質土壌で、優れた品質で知
られます。
酸味・果実味ともに凝縮されており、力強さと
シャサーニュならではのやわらかさが見事に調
和をとっているワインです。

シャサーニュ・モンラッシェ

ラ ダン ド シャン

750ｍｌ 34,500円
【AOP：シャサーニュ・モンラッシェ
プルミエ クリュ】
○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

グランクリュ「モンラッシェ」に隣接し、1935年の
格付け以前は「モンラッシェ」に格付けされてい
た畑。樹齢70年以上のヴィエイユ ヴィーニュの
ブドウから造られます。
いきいきと表現力豊かで透明感のある柑橘系
果実の香り、心地よい口当たりと凝縮感、豊か
なミネラルを思わせる風味がある長い余韻。力
強さとエレガントさを持ち合わせた、まさに超１
級のプルミエ クリュです。

シャサーニュ・モンラッシェ ラ ロマネ

750ｍｌ 19,700円
1500ｍｌ 41,300円
【AOP：シャサーニュ・モンラッシェ
プルミエ クリュ】
○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

「ラ ロマネ」はシャサーニュ村の斜面の最上部
に位置する区画です。モモや洋梨、ライチに柑
橘系が加わったトロピカルな印象にミネラルを
思わせる風味のニュアンスが魅力的。シャサー
ニュ村の偉大なテロワールが生みだす力強さと
優雅さを兼ね備え、バランスのとれた華やかな
ワインです。

バタール・モンラッシェ

750ｍｌ 58,600円
【AOP：バタール・モンラッシェ】
○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

厚みのあるリッチなワインを生むグラン クリュ。
マルトロワの所有畑は0.1haと小さく、かつ樹齢
80年以上というヴィエイユ ヴィーニュのため、生
産量は非常に限られています。
エレガントな果実や白い花の香りと樽の風味が
バランス良く、味わいはパワフルでスケールの
大きさを感じます。驚くべきポテンシャルを秘め
た長熟ワインです。

46



※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ドメーヌ ラリュー

白の銘醸地、ピュリニー・モンラッシェ、シャサーニュ・モン
ラッシェに隣接する好位置、サン・トーバン村の家族経営
のドメーヌ。兄のドニが剪定などブドウ樹の担当、弟の
ディディエは醸造とPRを担当、ドニの息子のブリュノは
2006年から加わり、耕作など土壌を担当。近年、ディディ
エの息子のヴィヴィアンも加わり、信頼に基づく家族経営
で成り立っています。畑でも、醸造においても実直に向き
合い、更なる質の向上が図られています。

Saint-Aubin
【サン・トーバン】

【ワイン造り】

ブドウは、手摘みで収穫し、小さな籠で醸造施設へ。

白ワインは、軽い破砕の後ポンプ式の圧搾機にブドウを
入れる。流れ出た果汁はデブルバージュの後に重力で樽
に移しそのまま発酵。
樽は全てアリエ産のオークで造られており新樽率20%。
10～12ヶ月間のシュールリーの熟成の後、ワインをブレン
ド、コラージュ（清澄）＆軽くフィルターかけた後に瓶詰めを
します。

赤ワインは振動式の選果台にブドウを通した後に、更に
別の選果台で4～6人スタッフがブドウを選果。
除梗（100%）の後に果粒がタンクに移される。3～5日間の
低温マセレーションの後発酵が始まり、ピジャージュを1日
3回行います。15～20日間の発酵の後、ワインは圧搾され
アリエ産/シェール産/ヴォージュ産（どれもフランス）の樽
（新樽20～50%）に移されます。
12～18ヶ月間の樽熟成の後に数ヶ月ほどステンレスタン
クで落ち着かせ、コラージュを行いフィルター処理はせず
に瓶詰め。

DOMAINE LARUE

派手さを求めるものは通ってよし
通の愛好家が評価する素朴さ

サン・トーバン ブラン

750ｍｌ 4,380円
【AOP:サン・トーバン】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

0.25haの畑は粘土石灰質な土壌（サン
トーバンの村の近くの区画）と白い泥灰
土（ “ヴェルマラン ア レスト”）。
バニラのニュアンスを感じる心地よい香
り。フレッシュで引き締まっており、すぐに
でも2～4年寝かせてからでも楽しめるワ
インです。

クレマン ド ブルゴーニュ NV

750ｍｌ 3,560円
【AOP：クレマン ド ブルゴーニュ】

○ シャルドネ 50%
ピノ ノワール 50%

○ 白 辛口

サン トーバン村の自社畑のブドウを使用
し、シャンパーニュ方式、瓶内熟成18ヶ月
で造られます。柑橘系やリンゴの爽やか
な果実のアロマ。程よい酸と果実味がバ
ランスよく、エレガント。コストパフォーマン
スに優れた1本です。

ピュリニー・モンラッシェ ル トレザンの畑にある、1740年に建てられた小礼拝堂。
ドメーヌのシンボルとして、エチケットにも描かれています。

左からドニ、ディディエ、ブリュノ、ヴィヴィアン

サン・トーバン ブラン

レ コンブ

750ｍｌ 5,500円
【AOP：サン・トーバン プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

0.46haの畑は赤色の沖積土。早いうちか
らバニラやバターの華やかな香りが漂い
ます。まろやかで厚みのある口当たりで、
繊細で余韻が長く続きます。
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DOMAINE LARUE

シャサーニュ・モンラッシェ

750ｍｌ 8,400円
【AOP:シャサーニュ・モンラッシェ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

0.25haの畑は粘土石灰質な土壌（サン
トーバンの村の近くの区画）と白い泥灰
土（ “ヴェルマラン ア レスト”）。
バニラのニュアンスを感じる心地よい香
り。フレッシュで引き締まっており、すぐに
でも2～4年寝かせてからでも楽しめるワ
インです。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

サン・トーバン プルミエ クリュ

ダン ド シャン

750ｍｌ 7,300円
【AOP:サン・トーバン プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

サン・トーバン村の南、ピュリニー・モン
ラッシェ村に隣接する畑。石灰質土壌で
南向き。1946、64、72、90、97年植樹の5
つの区画のブドウから。
石灰質なテロワール由来のミネラルを思
わせる風味に支えられる上品な口当たり
の後、徐々に広がっていく味わい。時間
をかけてゆっくりと楽しみたい一本。

サン・トーバン プルミエ クリュ

アン レミィ

750ｍｌ 7,300円
【AOP:サン・トーバン プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

0.36haの畑は白い小石が転がる石灰質
な土壌（シャサーニュ村の隣）。
ミネラルを思わせる風味、ピュアな香りで
味わいもまっすぐで実直なスタイル。

サン・トーバン ブラン

レ コルトン

750ｍｌ 5,900円
【AOP：サン・トーバン プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「レ コルトン」は1級「アン レミイ」に隣接し、
少し赤みを帯びた粘土石灰質土壌。
柑橘系にスパイスのニュアンスを感じる
香り。口あたりのフレッシュさからエレガン
トなフィニッシュに進化します。

ピュリニー・モンラッシェ ル トレザン

750ｍｌ 8,800円
【AOP:シャサーニュ・モンラッシェ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ピュリニーの北、ブラニーの集落にほど
近い、標高360ｍの東向きの畑。白い小
石が転がる石灰質土壌で1952-2004年
に植樹したブドウから造られます。
フレッシュで控えめな香りの引き締まった
男性的な印象のワイン。若くても美味し
いですが、4-7年熟成するとよりすばらし
い味わいに。

ピュリニー・モンラッシェ
スー ル ピュイ

750ｍｌ 9,400円
【AOP:シャサーニュ・モンラッシェ
プルミエクリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ブラニーの集落に近くムルソーと隣接す
る深い粘土石灰質の土壌で、標高360ｍ
の東向きの5つの区画のブレンド。
バターにスパイスのニュアンスを感じる
香り。味わいは濃厚で、隣のムルソーを
思わせます。
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DOMAINE A.ET P. DE VILLAINE

Bouzeron
【ブーズロン】

ブルゴーニュ
コート シャロネーズ
ブラン レ クル エメ

750ｍｌ 4,430円
【AOP：ブルゴーニュ

コート・シャロネーズ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

レ クル畑/3haの全てを所有。ブーズ
ロン村はアリゴテ種のみのACのため、
シャルドネ種は、ブルゴーニュ コー
ト･シャロネーズの表示になります。
酸味の穏やかな、ソフトで優しい口
当たり。大地からのミネラルと、ほど
よい樽香とのバランスもよくとれてい
ます。

ブーズロン

750ｍｌ 4,200円
【AOP:ブーズロン】

○ アリゴテ 100%
○ 白 辛口

優しく心地よいアロマティックな香り、
アリゴテ種ならではのすがすがしく清
潔な酸味と、ブルゴーニュ南部なら
ではのまろやかで軽やかな口当たり
が絶妙に調和。太陽に恵まれた美し
いブドウ園の風景がまぶたに浮かぶ
ようなワインです。
若い間はミネラルに富んだ味わいを
特徴としますが、5-7年程度熟成させ
ると、フィネスと優雅な風味を持った
ワインへと成長します。

アリゴテの潜在力を世界に
知らしめた名醸造家

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ドメーヌ ド ヴィレーヌ

高名な醸造家オベール ド ヴィレーヌのドメーヌ。氏はド
メーヌ ド ロマネ・コンティの経営を継ぐ前に父親から
「自分のドメーヌを持ち、ドメーヌのワイン造り、ドメーヌ
経営を学ぶように」という指示を受けており、フランスに
戻って1971年に始めたのが「ドメーヌ ド ヴィレーヌ」です。
現在ドメーヌではオベール ド ヴィレーヌの甥（サンセー
ルのドメーヌ デュ ノゼに嫁いだ マリー エレーヌ夫人の
息子）にあたるピエール ド ブノワが運営の主体を担っ
ています。ドメーヌのポリシーである「全てはブドウとテ
ロワールの個性をあるがままに表現するために」ワイン
造りを行っています。

ピエール ド ブノワ

⇒
他のブルゴーニュよ
り低い供出温度が
望ましいので、ワイ
ンクーラーに入れて
も分かるように
「BOUZERON」とボ
トルに表記

【黄金のアリゴテ】

アリゴテ種はムルソーやペルナン・ヴェルジュレスなどコート
ドールでもかつて栽培されていたが、ブーズロンの地でその
本領を発揮しました。ブーズロンのアリゴテはブルゴーニュで
唯一斜面に植えられ、独特の黄金色に色づくため「Aligoté 

d’Or（黄金のアリゴテ）」と呼ばれ、他の土地で平地に植えら
れる「Aligoté Vert（緑のアリゴテ）」とは区別されます。

所有畑（白14.7ha (うちアリゴテ78％、シャルドネ22％）、赤 6.1ha
(ピノノワール100%）では、健全で高品質なブドウを得るために、
1986年から農薬・除草剤・化学肥料を一切使用しないビオロジッ
クによる栽培に取り組みました。
1997年に「Qualité-France(カリテ フランス）」 によりビオロジックの
認証を取得。また選定を厳しく行い、摘芽やグリーンハーヴェスト
を行うことなどによって、収穫量はAOPの規定よりも20％も低く抑
えています。

ワイナリーでは、収穫は全て手摘みで行い
厳しい選果を実施します。
テロワールとブドウの微妙なニュアンスを表
現するため、自然酵母で発酵。熟成はワイ
ンによって大樽、オーク樽、ステンレスタンク
を使い分けますが、ワインの自然な姿を邪
魔しないよう、オーク樽は最小限にとどめて
います。瓶詰めの際は、SO2使用は最小限
に抑えるなど、伝統に忠実に、ブドウとテロ
ワールを生かす醸造を行っています。

【ワイン造り】
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DOMAINE JACQUESON

Rully
【リュリー】

リュリーに拠点を置く
高名な造り手

ドメーヌ ジャクソン

1946年にアンリ ジャクソンによってドメーヌ ド シェーヴ
ルモンの名で創設。元々は母方の祖父から引き継いだ
畑でしたが、1960年代からリュリー及びメルキュレの良
い区画を購入し所有畑を拡大してきました。
1972年、息子であるポールがドメーヌを引き継ぎ、2006
年よりポールの娘、マリーも畑と醸造に携わり、2015年
には息子のピエールもドメーヌの仕事に参加し、家族で
ワイン造りを行っています。
昔から有名なレストランでの評判がよく、タイユヴァン、
トゥール・ダルジャン、レオン・ド・リヨン、なかでもラムロ
ワーズ（シャニーの3つ星）では25年以上もそのワインリ
ストに名を連ねているドメーヌです。

【ワイン造り】
ワイン造りのポリシーはできるだけ自然のままに、フィネス・果実味
・骨格があり、エレガントさを持つワインを造ること。
リュリーを中心にメルキュレ、ブーズロンにも畑を所有。
リュット・レゾネ農法を実施。除草剤は使用せず、土を耕作すること
に努め、摘芽を行い、樹勢を調整して風通しが良く、病害虫が起き
ないように注意を払ってブドウ栽培を行っています。収穫は手摘み
で行い、選果台にて丁寧に選果し果実を選別しています。

ブルゴーニュ ブラン セレクション

750ｍｌ 3,750円
【AOP:ブルゴーニュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

マコンのピエール クロの区画のブドウか
ら造られ、フレッシュで香り高く、力強さと
繊細さが見事に調和したワイン。白い花
や柑橘系果実の香りで、若くても魅力的。
熟成とともにハチミツやヘーゼルナッツ
のニュアンスも。

クレマン ブルゴーニュ

750ｍｌ 4,020円
【AOP:クレマン ド ブルゴーニュ】

○ シャルドネ、ピノ ノワール
○ 白 辛口

リュリーと言えば、クレマン ド ブルゴー
ニュの聖地！セパージュは年により異な
りますが、2018年リリースのものはピノ
ノワール65％、シャルドネ20％にガメイ、
アリゴテがブレンドされています。基本的
に単一ヴィンテージのワインから瓶内2
次発酵で造られます。口当たりは軽やか
ですが、深みのある味わい。様々なシ
チュエーションで活躍できます。

リュリー ブラン

750ｍｌ 4,450円
【AOP:リュリー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

＜レ シャポニエール＞と＜ラ バール
＞の区画のドメーヌのブドウと＜フロマン
ジュ＞の区画の購入したブドウから造ら
れています。胡椒やヴァニラの力強い香
りを持つ綺麗で魅力的なワイン。

リュリー プルミエ クリュ プレオー

750ｍｌ 5,300円
【AOP:リュリー プルミエ クリュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

リュリー村のすぐ西側に広がる粘土石灰
質の＜プレオー＞の区画。ブラックチェ
リーやブラックベリーにスパイスのニュア
ンスを感じる深みのある香り、程よいミネ
ラルを思わせる風味とタンニンを感じる
骨格のしっかりしたワイン。
2016年がファーストヴィンテージ。

ブルゴーニュ アリゴテ

750ｍｌ 3,110円
【AOP:ブルゴーニュ アリゴテ】

○ アリゴテ 100%
○ 白 辛口

樹齢30年以上のアリゴテ種から造る、フ
レッシュで軽やかなワイン。アリゴテの心
地よいアロマやスパイシーなニュアンス
に加え、樽熟成由来のヴァニラの香りを
持ちます。清清しい酸味とミネラルのバ
ランスも良く、若いうちに、低い温度で前
菜と共にもしくはアペリティフとして楽し
みたい1本。

●白ワインの醸造
ゆっくりと長い時間をかけて丁寧に圧搾。24時間のデブルバージュを経て、
発酵には100％樽が使用。（新樽は20％）約18℃で2ヶ月かけてアルコール
発酵。その後の熟成期間は約12ヶ月。ウイヤージュとバトナージュは適時
行い、澱引き・清澄の後、軽いフィルターを通して瓶詰め。
●赤ワインの醸造
100％除梗し、軽く潰されて50hlのステンレスタンクにて低温（15℃）でのプ
レ・マセレーションの後、アルコール発酵へ。発酵期間は28～34℃にて約
15～18日間。ピジャージュは伝統的方法で1日に1回。熟成は100％樽を使
用。（新樽は25％）樽熟成期間は約12ヶ月。1回の澱引きと卵白による清澄
を経て瓶詰め。フィルターはかけていません。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

マリーとポール
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Mercurey
【メルキュレ】

メルキュレ ルージュ ヴィエイユ ヴィーニュ

750ｍｌ 4,790円
【AOP:メルキュレ】

○ ピノ ノワール100%
○ 赤 ミディアムボディ

平均樹齢60年。「ル メー ド ラ ガルド」 「レ シャ
ゾー」「レ ゾルモー」という3つの畑から造られま
す。12ヶ月間20%新樽＆1～3年樽で熟成。
ヴィエイユ ヴィーニュならではの親しみやすさ
とフレッシュな赤い果実のような香りが漂いま
す。タンニンはシルキーで若いころからでも十
分に楽しめます。果実味が豊かなのでゆっくり
と時間をかけて味わうのがおススメ。

ドメーヌ フランソワ ラキエ

15世紀（室町時代）からワイン造りに携わる家系でドメーヌ
はジャン・ラキエにより1961年に設立されました。
1990年に息子のフランソワが妻のエマニュエルとドメーヌ
を引き継ぎ、現在は11代目の当主に当たります。
ドメーヌは旧クラスマンで１つ星の評価を獲得しています。
ブルゴーニュ最大（700ha）の赤ワイン生産地のメルキュレ
を本拠地にする生産者は多数存在しますが、1つ星を獲得
しているドメーヌはわずか3生産者のみです。

メルキュレらしい良い骨格を
活かしつつ絶妙なバランスを実現

【ワイン造り】

リュット・レゾネ（減農薬）実施し、耕作による除草をしたり、樹
勢を抑える為に、草を生やした状態にするなど、それぞれの
区画のブドウ樹の状態に合わせて作業しています。このド
メーヌのメルキュレ ルージュ ヴィエイユ ヴィーニュや1級「レ
ヴレ」のピノ ノワールの畑などでは“コルドン ド ロワイヤ”仕
立てを使っています。手間がかかるという欠点はありますが
房が広がり風通しも日当たりもよくなるため、健全なブドウが
育ちます。収穫は手摘みで行います。赤は100％除梗を行い、
コンクリートタンクで5日間の低温マセレーションの後、10日
間30～32度で天然酵母のみで発酵。その間、ピジャージュ
行わずルモンタージュ1日1回。ポンプ式の圧搾機で荒いタン
ニンが出ないようにソフトに圧搾します。

（右）フランソワ・ラキエと
エマニュエル夫人（左）

メルキュレ ブラン
ヴィエイユ ヴィーニュ

750ｍｌ 4,790円
【AOP:メルキュレ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

平均樹齢40年、面積0.71ha。メルキュレ地区
の北に位置している、冷涼で風通しの良い
「モントロン」の畑から造られます。12ヶ月間
400Lか500Lの樽（20%新樽）でシュール リー
熟成。瓶詰め前に軽くフィルターをかけます。
黄桃やグレープフルーツのような香り。フレッ
シュさや豊かな果実味、シャルドネ種の繊細
さが楽しめるために若いうち飲むのがおスス
メ。食前酒として、そして軽い前菜によく合い
ます。

メルキュレ ルージュ レ ヴレ

750ｍｌ 5,900円
【AOP:メルキュレ プルミエ クリュ】

○ ピノ ノワール100%
○ 赤 ミディアムボディ

平均樹齢60年。石灰の少ない泥灰土で斜面は
真東向き。12ヶ月間樽（30%新樽）で熟成した後
に、6ヶ月間ステンレスタンクで更に熟成。熟成
後に軽いフィルターをかけ瓶詰め。
力強くしっかりしたストラクチャーを持つ男性的
なワイン。タンニンも存在感があり、飲みごたえ
があります。最後に感じられるミネラリーなタッ
チにより全体の骨格のバランスがきれいに感じ
られます。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

ブルゴーニュ ルージュ

750ｍｌ 3,900円
【AOP:ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール100%
○ 赤 ミディアムボディ

平均樹齢25年。メルキュレ地区のすぐ近くに位
置する東向きの畑「ヴィーニュ デ シャン」から
造られます。半分のワインは2～5年樽で熟成
、残りはステンレスタンクで10ヶ月間熟成。イチ
ゴやカシスのような果実味豊かな香りで味わい
にはメルキュレ地区特有のミネラルを思わせる
風味もあり、気軽に楽しみたい一本。

メルキュレ ルージュ レヴェラシオン

750ｍｌ 11,100円
【AOP:メルキュレ プルミエ クリュ】

○ ピノ ノワール100%
○ 赤 ミディアムボディ

１級畑「レ ヴレ」の樹齢100年以上の特別なブ
ドウを使用し、グレートヴィンテージのみ造る特
別なワイン。18ヶ月樽熟成（新樽率2/3）し、コラ
ージュやフィルターはしません。
ヴィエイユ ヴィーニュならではの凝縮度と複雑
味を備え、完熟した果実味が素晴しいワイン。
肉付きがよく、力強いのにエレガント。長熟の
ポテンシャルが期待できる1本です。
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Mâconnais
【マコネ】

ヴィレ・クレッセ キュヴェ
ＥＪテヴネ

750ｍｌ 5,700円
【AOP:ヴィレ・クレッセ】

○ シャルドネ100%
○ 白 辛口

EJテヴネは丘の少し高いところにある
泥灰質土壌の区画からのみとれるブド
ウを使うため、貴腐化したブドウが含ま
れることがあります。ここちよい酸味と
しっかりとした厚みに、ほんのりとした
甘みを感じる仕上がり。

マコン･ヴィラージュ
キュヴェ ボトリティス 1994

750ｍｌ 17,900円
【AOP:マコン・ヴィラージュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 甘口

ボトリティス100%のキュヴェ。ハチミツ
のようであり、とてもボリューム感があ
ります。大変完成度が高く、気品ある
ワインです。

ドメーヌ ド ラ ボングラン

マコネー地区のヴィレ村とクレッセ村の間にあるカンテ
ーヌ村で、15世紀からテヴネ家が所有しているドメー
ヌ。ジャン テヴネと息子のゴーティエによってドメーヌ
の伝統が引き継がれています。
またいまだ大量生産ワインの多いこの地域において、
ボングランでは、代々継承されてきた伝統的な手法で
栽培・醸造に取り組み、飲み頃になるまでは出荷しま
せん。そのため、完熟ブドウから驚くべき複雑味、余韻
を持つテヴネのワインが実現しています。

時に異端視さえされる、
完熟・長熟の驚くべき極上マコン

ゴーティエ（左）、ジャン テヴネ（右）の父子

平均寿命40年を超
えるブドウ樹。

キュヴェ・ボトリティスとして
仕込まれる貴腐ブドウ（右）
と一部貴腐ブドウが含まれ
る遅摘みのルヴルテ（左）。

マコン･ヴィラージュ
テヴネ カンテーヌ

750ｍｌ 3,540円
【AOP:マコン・ヴィラージュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

マコン ヴィラージュ テヴネ カンテーヌ
は、熟成期間を若干短くしリリースさ
れるカリテプリなアイテム。
このワインもドメーヌで収穫されたブド
ウだけを使って造られています。レモ
ンの蜂蜜漬けやハーブなどの香りが
あり、ほどよいボリュームのあるワイ
ン。

【ワイン造り】

長年、除草剤や化学肥料を一切使用
しない厳格なビオロジック農法を実践
していましたが、2009年にエコセール
申請。2012年VINより認証を取得しま
した。
化学肥料は一切用いず除草剤の代
わりに何度も鋤入れを行います。畑の
土は踏み入れたら埋もれてしまうほど
の柔らかさ。機械収穫が主流のマコネ
ーにおいてブドウの熟成度合いを見
ながら複数回に分けて手摘みで収穫
しています。

アルコール発酵は低温（約10度～18度）でゆっくりと行い、キ
ュベ トラディションで16ヶ月、EJテヴネで24ヶ月にも及びます
。オリとの接触面が広くなるよう細長いステンレスタンク（もしく
は古い大樽）で醸造。長い発酵期間中に発酵が止まってしま
うことがありますが、人工酵母を添加することなく、別のタンク
に移し変えたりすることで、再び野生酵母の活動し始めます。
補糖、補酸は一切行いません。

長いアルコール発酵後、3～4ヶ月のマロラクティック発酵に移
行。その後ワインはステンレスタンクで2年間熟成させます。
熟成にもオーク樽は一切使用せず、その間澱引きは行いま
せん。

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。52



DOMAINE SAUMAIZE-MICHELIN

ドメーヌ ソメーズ・ミシュラン

1978年に現当主のロジェ ソメーズが設立したドメーヌ。
1982年にクリスティーヌ ミシュランと結婚し、ドメーヌ ソ
メーズ・ミシュランとなりました。マコネ地区ヴェルジッソン
村の名所「ロッシュ ド ヴェルジッソン」の丘の中腹に位置
しています。
ロジェ ソメーズは、「ブドウの持っているポテンシャルをい
かに上げるかが最も大切で、そのポテンシャル以上のも
のはワインには表現できない。そのため、畑での作業をと
ても重視している。」と自然を尊重しながらワイン造りを
行っています。
そしてプイィ・フュイッセの品質向上の象徴的存在と言わ
れています。

Pouilly-Fuissé
【プイィ・フュイッセ】

プイィ・フュイッセ再生の
象徴的存在

【ワイン造り】

なるべく手作業で畑作業をすることによって、土がトラクター
などによって踏み固められることを防ぐと共に、化学的な除草
剤を使わずに植物相や微生物の働きによって土を耕します。
ブドウが最良の状態で熟すよう、丁寧に芽かきや葉の摘み取
り作業を行います。収穫は全て手摘み。とにかく畑仕事に熱
心で、非常に朝早くから夜遅くまで、畑で仕事をする姿が見ら
れます。

2005年よりプイィ・フュイッセ クロ シュール ラ ロッシュの区
画でビオディナミ農法を導入。2006年はロンシュヴァやサン・
ヴェランなどの区画、2007年からは全区画に導入しました。

プレパラシオンを撹拌する道具

当主ロジェ ソメーズ(右）と息子のヴィヴィアン(左）

マコン・ヴィラージュ

750ｍｌ 3,420円
【AOP:マコン・ヴィラージュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ビュシエール村に位置している泥土・
粘土質の土壌の畑のブドウから造ら
れる村名マコネです。
まるみがありバランスがとれた味わい、
トーストやバニラのニュアンスとレモン
のような爽やかな余韻を持ちます。

シュール ラ ロッシュの畑

※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

サン・ヴェラン
レ クレッシュ

750ｍｌ 4,450円
【AOP:サン・ヴェラン】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

白い花の香りが心地よい、穏やかで
優しい口当たりのワインです。老樹な
らではの複雑味も備えており、ほどよ
い樽香とのバランスもよくとれていま
す。

手前ドメーヌの建物。
その後にそびえるロッシュ ド ヴェルジッソン

53



※価格は2021年1月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

DOMAINE SAUMAIZE-MICHELIN

プイィ・フュイッセ
キュベ アンペロプシス

750ｍｌ 8,600円
【AOP:プイィ・フュイッセ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「アンペロプシス」とはギリシャ神話で
酒盃の意味で、畑名ではなく、ドメー
ヌの所有畑から厳選した優れたブド
ウのみをブレンドしたプレステージワ
インです。
果実の凝縮感と美しい酸味のバラン
スが素晴らしく、また18ヶ月以上の樽
熟成由来の香りも溶け込んでいます。
5年以上熟成させてから楽しみたい
逸品です。

プイィ・フュイッセ
クロ シュール ラ ロッシュ

750ｍｌ 5,500円
1500ml  11,900円
【AOP:プイィ・フュイッセ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

最初にビオディナミを導入した、当主
ロジェのお気に入りの畑。樹齢は50-

70年と古く、豊富なミネラルに恵まれ
た土壌から造られるこのドメーヌの代
表的ワイン。
よりしっかりしたミネラルを思わせる
風味と複雑味、骨格のあるワイン。
熟成も楽しみなキュヴェ。

プイィ・フュイッセ
ヴィーニュ ブランシュ

750ｍｌ 5,300円
【AOP:プイィ・フュイッセ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

洋梨などのジューシーな果実の凝縮
感とキラキラした美しい酸味のバラン
スが良くとれたワインです。

プイィ・フュイッセ ラ マレショード

750ｍｌ 6,100円
【AOP:プイィ・フュイッセ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「マレショード」とは「熱い潮」の意味
で、周りに比べ気温が高く、非常に
傾斜の厳しい畑です。
柑橘類や洋梨、リンゴなどの果実味
に火打石のニュアンス。リッチな厚み
と適度な酸が非常にバランスの良い
ワインです。

プイィ・フュイッセ レ ロンシュヴァ

750ｍｌ 5,900円
【AOP:プイィ・フュイッセ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

このドメーヌが持つ畑の中でも、特に
人気の高い区画です。
橘類や桃、アプリコットなどのよく熟し
た甘い香りと、心地よい樽香が調和
している。粘土質の土壌を反映して、
味わいには厚み、うまみがあり、この
ドメーヌの「プイィ・フュイッセ クロ
シュール ラ ロッシュ」のエレガンスと
は好対照でです。

プイィ・フュイッセ パンタクリーヌ

750ｍｌ 5,200円
【AOP:プイィ・フュイッセ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「パンタクリーヌ」とはこの地でしばし
ば見つかる星形の小さな化石のこと。
ロッシュ ド ヴェルジッソンの周りの石
灰質土壌のいくつかの畑のアサンブ
ラージュ。熟した柑橘系果実の香り、
まるみのあるふくよかな味わ。ジュー
シーで繊細な酸とのバランスが非常
に良く、可憐な印象のワインで、コス
トパフォーマンスに優れています。

パンタクリーヌと呼ば
れる星形の小さな化石
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100％リーファーとは、弊社輸入ワインを生産者・ネゴシアンからご契約店様まで、陸上・海上すべてにおいて定温にて
輸送・管理することです。

ワインは環境により味や香りが変化していきます。適正な温度で輸送・保管されたものは、開けたときに素晴らしい表現
をしてくれます。しかし、ワインにとってストレスがかかる環境下に置かれると、本来の表情とは異なってしまいます。

私たちはワインの運び手として、ワインが語る「自然の恵み」と「造り手の想い」を“ありのまま”届けるためにはどうした
ら良いだろうかと考え、出した答えが“100％リーファー主義”です。

ワインに「リーファー」という言葉を使用するにあたり、定義はありません。そのため、例えば海上輸送のみリーファー
コンテナを使用しているだけでも「リーファー」という言葉を使用することができます。陸上・海上すべてにおいて
定温輸送しているため、私たちは"100％リーファー"という言葉を選びました。

ファインズ 100%リーファー主義について

100％リーファーで運ばれたワインには「“100％リー
ファー主義”」と書かれたラベルがボトル裏に貼られて
います。（2009年7月入港分以降。また、一部生産者
では独自のラベルを貼っているため、このマークのつ
いていないものもあります）

ぜひ、ボトルの後ろに貼られている輸入者シールにご
注目ください。
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