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ワインリストに彩りをそえる、“カリテ・プリ”な銘醸の数々。
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ブリュット スーヴェラン

750ｍｌ 6,900円
375ｍｌ 4,000円
【フランス AOP：シャンパーニュ】

○ シャルドネ 50%
ピノ ノワール 45%、ムニエ 5%

○ 白 辛口

“スーヴェラン”とはフランス語で「至高の」「最高
の」の意。アンリオのスタイルである「エレガント
さ」「ワインとしてのおいしさ」を忠実に表現する
1本です。グランクリュ、プルミエクリュのブドウ
をふんだんに使用するため、ノンヴィンテージク
ラスとしては特筆すべき奥行きと骨格を備えま
す。白い花やブリオッシュなどを思わせる品の
良い香りに、ミネラルを思わせる美しくクリー
ミーな風味が特長です。

◇シーフードサラダから肉や魚のグリルまで
幅広い料理

商品の特徴を
表すマーク

＜各マークの意味＞

…安定供給を目指して
いる、定番にお勧め
の商品

…同上（750mlのみ）

…ビオロジック農法の
認証を得ている商品

…ビオディナミ農法の
認証を得ている商品

…栓がスクリュー
キャップの商品

…化粧箱付で出荷可能
な商品

GERARD BERTRAND ジェラール ベルトラン -8,9

BODEGA PROTOS ボデガス プロトス -21



シャンパーニュ アンリオ

－時間が輝くシャンパーニュ－

シャンパーニュ・メゾン <アンリオ>は、1808年の創業以来
今もなおアンリオ家が経営を行う老舗中の老舗。家族経営
を貫くことで、品質の追求と未来へと続く設備投資や、長期
的な視野を持った取り組みを行っており、生産量は年間約
150万本と小規模ながら、その品質は世界的に著名な評
論家や専門誌から極めて高く評価されています。

HENRIOT
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ブリュット スーヴェラン

750ｍｌ 6,900円
375ｍｌ 4,000円
【フランス AOP：シャンパーニュ】

○ シャルドネ 50%
ピノ ノワール 45%
ムニエ 5%

○ 白 辛口

“スーヴェラン”とはフランス語で「至高の」
「最高の」の意。アンリオのスタイルであ
る「エレガントさ」「ワインとしてのおいしさ」
を忠実に表現する1本です。グランクリュ、
プルミエクリュのブドウをふんだんに使用
するため、ノンヴィンテージクラスとしては
特筆すべき奥行きと骨格を備えます。白
い花やブリオッシュなどを思わせる品の
良い香りに、ミネラルを思わせる美しくク
リーミーな風味が特長です。

◇シーフードサラダから肉や魚のグリル
まで幅広い料理

200年以上の伝統を守り革新を
続ける家族経営メゾン

France, Champagne  【フランスシャンパーニュ】

ブラン ド ブラン

750ｍｌ 8,500円
375ｍｌ 4,900円

【フランス AOP：シャンパーニュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

シャルドネ種を100％使用したブラン ド ブ
ラン。コート デ ブラン地区のグランクリュ
を中心に、厳選されたブドウを使用してい
ます。
泡立ちはとてもきめ細やかで、フレッシュ
な花を思わせるアロマが印象的。なめら
かな口当たりと気品溢れる風味は上質な
シャルドネ種由来のもの。高いリザーブ
ワイン比率、地下セラーでの長期瓶熟の
贅沢さが複雑味や長い余韻にあらわれま
す。シャルドネのエレガントさを身上とす
るアンリオのアイデンティティともいえる
キュヴェ。

◇天麩羅・お鮨など 和食全般

【飽くなき品質の追求】

よいワインを造るためにはまず質のよ
いブドウを得ることが第一。アンリオは、
自社畑および信頼のおける長期契約
農家からブドウを調達しています。そ
の大半はグランクリュとプルミエクリュ
の優れた区画。スタンダードのブリュッ
ト スーヴェランでさえ、約97％が格付
けされた区画からのブドウを使用して
います。

ブドウの品質へのこだわり

シャルドネへのこだわり

アンリオにとって最も大切なブドウ品種
は、シャルドネ。1880年、ポール アンリ
オとマリー マルゲが結婚したことによ
り、シュイイ畑を始めとする、シャルドネ
の優れた畑を譲り受けました。シュイイ
畑は日照に恵まれ、口当たりの柔らか
いシャルドネを生み出します。

このシャルドネの味わいが、今日のア
ンリオの味わいの礎となっています。

長い瓶熟期間

アンリオのもう一つの特長が、長い瓶熟
期間。優れた品質のブドウを使っている
ため、スタンダードからプレステージキュ
ヴェまでいずれも法定期間よりも長い歳
月をかけ、地下のセラーでじっくり熟成さ
せています。ふんだんに使われるリザー
ブワインと合わせて、アンリオの味わいの
複雑さ、豊かさを生み出しています。

アンリオ 8代目

ジル ド ラルズィエール

※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。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。



WILLIAM FEVRE
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グランクリュを最大所有、丁寧な
畑仕事を徹底しテロワールを表現

France, Chablis  【フランス シャブリ】

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、氏には後継ぎがおらず、1998年に引退すると買い
手が殺到、その中で選ばれたのは、すでにブシャール社
の改革を成功させていた、シャンパーニュ 「アンリオ」の
ジョゼフ アンリオでした。
アンリオ取得後は、果実味あふれるワインづくりに転換し
その評価をさらに高めました。

シャブリ

プルミエクリュ ヴァイヨン （メゾン）

750ml 5,400円

【フランス AOP：シャブリ プルミエ クリュ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

シャブリ地区ヴァイヨン畑/プルミエ ク
リュ。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。

◇帆立貝・甲殻類などの
魚介類全般

シャブリ （メゾン）

750ml 3,440円
375ml 1,870円

【フランス 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
を思わせる風味、ピュアでクリーンな仕
上りです。

◇牡蠣・お鮨・天麩羅など

－テロワールの再現にこだわる－
アンリオは類い稀な畑のポテンシャルを
最大限に引き出すため、ブシャール社
の若手醸造家ディディエ セギエを改革
の実践者として抜擢（当時31歳）。セギ
エは、透明感があり、シャブリ本来の酸
のうまみのあるワインづくりを目指して
いくつもの改革を断行。その結果、ウィリ
アム フェーブルは現在の高い評価を得
るに至りました。 醸造責任者

ディディエ セギエ

■最高品質の追求
（畑にて）
・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。
・95％以上機械収穫のシャブリ地方では珍しい手収穫。
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まま醸造施設に搬入できる。

(ワイナリーにて）
・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
・ミネラルを思わせる風味とフレッシュな果実味を生かす
ため、新樽はほとんど使用しない。

※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。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

※10/1出荷分より上記価格に改定しました。
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France, Bourgogne 【フランス ブルゴーニュ】

「畑の個性」をヴィンテージごとに
最大限に引き出すスタイル

ブシャール ペール エ フィス

1731年創業。15世紀に要塞として使われていたシャ
トー ド ボーヌを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。

自社畑の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。ブシャールは、
コート・ドール最大のドメーヌで約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
有しています。アンリオ家取得後の品質向上へのめ
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。

【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、ブシャールが単独
所有しています。

【ネゴシアンとドメーヌ】
ブシャールはネゴシアンとしての顔もありますが、ドメーヌ（自社畑）
ものの生産量が圧倒的に多い生産者です。
メゾン（契約農家）ものでも自社と同じレベルで徹底した管理を行い、
高い品質で生み出されるワインはプロからも高い評価を得ています。

BOUCHARD PERE & FILS

ブルゴーニュ ピノ ノワール

‘ ラ ヴィニエ ’ （メゾン）

750ｍｌ 2,900円
375ml 1,630円
【フランス AOP：ブルゴーニュ ピノ ノワール】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ブシャールのスタンダードワイン。小さな赤い
果実のチャーミングな香りとミネラルを思わせ
る風味、やさしいふくらみを持ち、非常にコス
トパフォーマンスに優れています。
◇赤身の魚・肉料理全般

ブルゴーニュ シャルドネ

‘ ラ ヴィニエ ’ （メゾン）

750ｍｌ 2,740円
375ml 1,560円
【フランス AOP：ブルゴーニュ シャルドネ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ブシャ－ルのスタンダードワイン。優しい香り
で口当たりも穏やか。ほのかなミネラルを思
わせる香りも感じられます。ブルゴーニュの
シャルドネの典型ともいえるワインです。
◇サラダ・白身の魚・貝類

ジュヴレ・シャンベルタン（メゾン）

750ｍｌ 7,100円
375ml 4,200円

【フランス 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。65%は自社畑からのブドウを使用し、残
りは複数の有力生産者からブドウを調達。ア
ペラシオンの特徴を見事に表現すると同時に
ネゴシアンとしての力量が発揮されています。
◇肉類の煮込み料理・チーズ

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。 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。

※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。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

※10/1出荷分より上記価格に改定しました。

※10/1出荷分より上記価格に改定しました。



BARRIERE

グラン バトー

シャトー ベイシュヴェルはボルドーで最も美しい城として
知られ、「帆を半分下げた大帆船」のラベルで有名な名門
シャトーです。
かつて大量の荷を積み込み、ジロンド河を行き交った大
帆船(グラン バトー)の船乗りたちは、ジロンド河岸に建つ
海軍提督エペルノン公爵の城館の前にさしかかると、｢ベ
ッセ ヴォワール(帆を下げよ)」と叫んで提督への敬意を表
し、この言葉がのちにシャトー名の「ベイシュヴェル」の語
源となる逸話を生みました。「グラン バトー」は、この輝か
しい歴史を誇る、シャトー ベイシュヴェルの系譜を引く、優
れた品質のボルドーワインです。
バリエールと姉妹会社関係にあるシャトー ベイシュヴェル
の全面的な協力を受けて、素晴らしいワインに仕上げて
います。

France, Bordeaux 【フランス ボルドー】

顧客の厚い信頼と頑丈な基盤を
持つ仏日のジョイントベンチャー

バリエール

バリエール社は、サントリーとGMF（フランスの大手保険
会社）のジョイントで、ファインワイン ビジネスの展開を目
的に設立されたグラン ミレジム ド フランス社の傘下にあ
るワイン商（ネゴシアン）です。このグラン ミレジム ド フラ
ンス社はボルドーにシャトー ベイシュヴェルとシャトー ボ
ーモンを有し、技術交流により、伝統の味わいに一層の
磨きをかけ続けています。
バリエール社も1932年の創立以来「高品質」をポリシーと
して掲げ、フランスワイン界では常に高い評価を得ていま
す。

近年品質向上が目覚しいグラン バトー。97年よりテクニ
カル ディレクター、ベロニク アンタジャンを迎えています。
女性らしい感性を活かしたワイン造りが評価されていま
す。
赤はより柔らかくふくよかなタイプに、白は重厚さよりも
若々しくフルーティなタイプに変化しています。

グラン バトー
ボルドー ルージュ

750ｍｌ 1,770円
【フランス AOP： ボルドー】

○ メルロ 80%
カベルネ ソーヴィニョン 20%

○ 赤 ミディアムボディ

新樽を70%使用し、6～8ヶ月間フレンチオー
クで熟成。
明るめの美しいルビー色。プラムやチェリー
などの果実の風味と樽香とのバランスが心
地よく、繊細でエレガントな口当たりをお楽
しみいただけます。

◇焼肉・しゃぶしゃぶ・トンカツなど

グラン バトー
ボルドー ブラン

750ｍｌ 1,770円
【フランス AOP： ボルドー】

○ ソーヴィニョン ブラン 100%
○ 白 辛口

新樽を70%使用し、シュール･リーの状態
で6ヶ月熟成。華やかな香りと豊かなコクを
兼ね備えた辛口ワインに仕上げました。柑
橘系果実や品種由来のハーブの香りを適
度な樽香が支えます。魚介料理との素晴ら
しいハーモニーをお楽しみください。

◇お刺身・水炊き・魚介類

7
※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。 品種構成はヴィンテージにより異なる

可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。



ラングドック・ルーションに所有する6つのドメーヌ（600ha）をビ
オディナミに変換済、残りの9ドメーヌも今後、ビオディナミに
変換を予定しています。買いブドウでも異例の長期契約で変
換推奨&サポートをしており、今後もオーガニック、ビオディナ
ミ認証取得を行う予定です。

GERARD BERTRAND

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

【ワイン造り】
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ジェラール ベルトラン

フランスを始め、世界各国の有名
レストラン、ホテル、デパート等で
の取り扱い実績を誇りワイン専門
誌でも数々の評価を得ています。

一代で築き上げ世界に南仏の文化と
テロワールを発信する第一人者

テロワール/グラン テロワール

テロワール コルビエール
750ｍｌ 2,560円
【フランス AOP: コルビエール】

○ グルナッシュ 40%、シラー 35%
ムールヴェードル15%、カリニャン 10%

○ 赤 フルボディ

常に風が吹き抜けるエリアで、土壌構成も泥板
岩、石灰岩、砂岩、泥灰土など非常に多様。手
摘みで収穫後 シラーは全房のまま、グルナッ
シュとムールヴェードルは除梗して醸しを実施。
マロラクティック発酵を行った後、3つの品種を
ブレンドし、225Lのボルドー樽に移して約9ヶ月
熟成。
凝縮感のある果実、丸みのあるタンニン、心地
よい酸のバランスが絶妙。複雑味のあるスパイ
シーな味わいで、ワイン単体でも料理と合わせ
ても楽します。

テロワール ラングドック
750ｍｌ 2,560円
【フランス AOP:ラングドック】

○ シラー71% 、グルナッシュ 29%

○ 赤 フルボディ

手摘みで収穫後、シラーは全房、グルナッシュ
は100%除梗して醸造。パンプオーバーやラッキ
ング、破砕を行いながらの抽出は理想とする各
品種のアロマと滑らかでタイトなテクスチャーを
得るために各タンクごとに注意深く実施。
品種の個性とテロワールのポテンシャルを保ち
ます。その後、ワインの一部は225Lのボルドー
樽に移され、約10ヶ月熟成。
スパイスやハーブ、甘みを感じる凝縮した果実
味が感じられます。贅沢な樽のニュアンスの高
級感ある味わいです。

グラン テロワール トータヴェル
750ｍｌ 2,840円
【フランス AOP :コート デュ ルーション

ヴィラージュ トータヴェル】

○ グルナッシュ35%、シラー 35%
カリニャン 30%

○ 赤 フルボディ

南部らしいとろ～としてジューシーな味わい。
小石が多い土壌で、石灰岩を多く含む高台と南
東向きの丘陵に位置。山を越えて吹き付ける風
がブドウの成熟を促します。
ブドウの大半は手摘みで収穫。除梗後3週間か
ら4週間、醸しを行い、プレスされてマロラクティ
ック発酵を行います。その1/3は樽に、残りは木
桶に移して9ヶ月間熟成します。
ルーションならではの野趣あふれたスタイル。
凝縮した森の果実のふくよかさ、グルナッシュ
のエレガントさからくる甘み、程よい酸、溶け込
んだタンニンも感じられます。

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

※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。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

南仏ラングドックワインのスター

ジェラール ベルトラン

父から畑を受け継ぐブドウ栽培家でありながら、元ラグビー
仏代表としても活動するという異例のバックグラウンドを持っ
ています。ラグビー引退後本格的に家族経営のワイナリーを
設立。南仏ラングドック・ルーションエリアの再生を使命とし、
30年にわたりパイオニアかつベンチマークとして活躍してい
ます。同時に次の世代に素晴らしい世界を残すために環境
保護活動にも力を入れています。現在では15のドメーヌを所
有。自社畑以外にもネゴシアンワインも展開しています。



GERARD BERTRAND

シジエム サンス ブラン

750ｍｌ 1,500円
【フランス IGP:ペイドック】

○ シャルドネ、ヴィオニエ
ソーヴィニヨン ブラン、グルナッシュ ブラン

○ 白 辛口

ブドウは手摘みで収穫。優しくプレスを行いま
す。アルコール発酵も低温で行うことで、果実
のアロマを見事に保っています。

白い花の香りにトロピカルフルーツや柑橘類の
フレーバーが感じられます。

シジエム サンス ルージュ

750ｍｌ 1,500円
【フランス IGP:ペイドック】

○ メルロ 40%、グルナッシュ 30%
シラー 20%、カベルネ ソーヴィニヨン 10%

○ 赤 ミディアムボディ

ブドウは手摘みで収穫。優しくプレスを行い
ます。アルコール発酵も低温で行うことで、果実
のアロマを見事に保っています。

濃い紅色の色調で、黒系果実の味わいが豊か
です。
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南仏の果実味をそのまま伝えるカジュアルレンジ

第六感に訴えかける味わい

レゼルヴ スペシアル シラー

750ｍｌ 1,990円
【フランス IGP:ペイドック】

○ シラー 100%
○ 赤 ミディアムボディ

アロマと繊細なタンニンを抽出するため、最低で
も15日間醸しを行います。ステンレスタンクでマロ
ラクティック発酵を実施し、約8ヶ月寝かせてから
一部は樽で熟成させ、さらに数ヶ月瓶熟を行いま
す。
黒コショウ、スパイス、ハーブなどの香りに、完熟
した果実、程よいタンニンも。スパイスを効かせた
料理やジビエなどと。

レゼルヴ スペシアル
カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 1,990円
【フランス IGP:ペイドック】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

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

※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。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

シジエム サンス

南仏を代表するブドウ品種から造られ、
それぞれの品種本来の味わいを最大限表現する「シ
ジエム サンス」。果実味溢れる味わいで、南仏の多
様なテロワールの魅力を伝えます。

レゼルヴ スペシアル シリーズ

レゼルヴ スペシアル ヴィオニエ

750ｍｌ 1,990円
【フランス IGP:ペイドック】

○ ヴィオニエ 100%
○ 白 辛口

凝縮したアロマのワインを造るため、収量を制限
し、完熟した状態で収穫。マロラクティック発行は
行いません。
アロマ豊かな複雑味、程よい酸味と軽い樽のニ
ュアンス。花のような香り。よく冷やしてアペリティ
フとしても楽しめます。

レゼルヴ スペシアル シャルドネ

750ｍｌ 1,990円
【フランス IGP:ペイドック】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ワインのいきいきとした味わいを保つため、
夜間に収穫を行い、低温を保ちながら醸造。マロ
ラクティック発酵は行いません。
きれいな酸、フレッシュな果実味とミネラルを思わ
せる風味のバランスが良くとれています。
食事と合わせやすい南仏のシャルドネです。

ジェラール ベルトランのシンボルである、赤い十字架によ
って保証された品質の手軽に楽しめる品種名ワインです。

※次回入荷分からコルク栓に変更になります。



ラフィットグループが手掛ける
ボルドーコレクション

DBR (Lafite)
【ラフィットグループ】

ドメーヌ バロン ドロートシルト

ドメーヌ バロン ド ロートシルト（略称：DBR）は1868年
以来ロートシルト家が所有する、メドック1級格付けの
「シャトー ラフィット ロートシルト」を筆頭とした世界各国
のワイナリーグループです。
DBR社はフランス国内外に合わせて1,400haのブドウ畑
を所有しています。ラフィットで培った高度な技術を基に、
世界各地のテロワールを「ラフィットスタイル」で表現す
るワイン造りを行っています。

プライベートリザーブ ボルドー ブラン

750ｍｌ 1,950円
375ml 1,290円

【フランス AOP:ボルドー】
○ ソーヴィニヨン ブラン 55%

セミヨン 45%
○ 白 辛口

緑がかった麦藁色。トロピカルフルーツや柑
橘類などの果物を思わせる香り。口に含むと、
ソーヴィニヨン ブランの溌剌とした味わいと、
セミヨンがもたらすまろやかさが心地良いバ
ランスを保っています。

◇アペリティフとしてエスニック料理(特に甘い
ソースを使ったもの)と

プライベートリザーブ ボルドー ルージュ

750ｍｌ 1,950円
375ml 1,290円

【フランス AOP:ボルドー】
○ メルロ 70%

カベルネ ソーヴィニヨン 30%
○ 赤 ミディアムボディ

ラズベリーやカシスなどの果実の香りとリコリ
スのキャンディ、スパイスの香り。バランスが
良くシルキーなタンニンと心地良いフィニッ
シュ。非常に滑らかな口当たりのボルドーワ
インです。

◇スパイスの効いた肉料理全般

（左）6代目当主 サスキア ド ロートシルト
（右）エリック ド ロートシルト男爵

｢プライベート｣リザーブは｢男爵の秘蔵ワイン｣を意味し、ラ
フィットグループ率いていたエリック男爵が日常的に楽しめ
るワインを特別につくって友人にプレゼントしたことに因んで
います。ボルドーの優れたテロワールから、｢ラフィット｣が追
い求める洗練されたエレガンスを備えながら、由来の通り、
リリース直後でも、数年経っても気軽に楽しめるスタイルの
ワインに仕上げました。技術面の指揮を執るのはディアヌ フ
ラマン。その抜群のセンスと、女性ならではの感性を活かし
たワイン造りは、グループ内でも定評があります。

プライベートリザーブシリーズエノロゴ
ディアヌ フラマン

プライベートリザーブ シリーズ

メドック1級筆頭格付けのエレガンスをお手頃な価格で

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD

10

プライベート リザーブ サンテミリオン

750ｍｌ 3,900円
【フランス AOP:サンテミリオン】

○ メルロ 85%、カベルネ フラン 15%
○ 赤 フルボディ

ラフィットグループのテクニカルチームによっ
てサン テミリオンの畑からブドウを厳選。初
のボルドー右岸での挑戦となるこのワインで
もエレガントさ、親しみやすさにこだわった「ラ
フィット・エレガンス」が感じられます。
エキゾチックな森やココアパウダーなどの複
雑な香り。バランスが良く、柔らかなタンニン
やアロマティックでフレッシュな余韻。エレガン
トさ、親しみやすさを備えるワインです。※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。

品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。
マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

©︎DBR(Lafite)

©︎DBR(Lafite)



ドメーヌ ド オーシエール
｢ドメーヌ ド オーシエール｣の歴史はローマ帝国期にま
でさかのぼり、中世にはシトー派の修道士たちによるワイ
ンづくりがなされていました。
20世紀後半に、ワイン市場の急激な変化の中で衰退し、
廃墟となっていましたが、この土地の歴史と、テロワール
の可能性に一目惚れしたエリック ド ロートシルト男爵が
1999年に取得。
現在ではラフィットなどボルドーシャトーの醸造責任者を
務める、醸造家エリック コレールを派遣し、オーシエール
そしてラングドックの新時代を切り拓いたのです。
2015年からはコレールとともにオーシエールの土壌調査
に長年携わったオリヴィエ トレゴワがテクニカルディレク
ターに就任しています。

France, Corbières 
【フランス コルビエ－ル】

ラフィットグループの技術と
南仏ラングドックのテロワールの融合

日差しが厳しく気温が高い南仏において、ドメーヌ ド
オーシエールでは北向きの斜面にブドウを植えており、
フレッシュさとエレガンスを備えたワインを生み出してい
ます。｢コルビエールの伝統とラフィットスタイルの融合｣
を掲げ、徹底した土壌の研究により区画ごとの最適品
種、クローンを定義して植え替えを行っています。

DBRが取得して以降、ラングドック地方固有のマセラシ
オン カルボニックなどの伝統手法を残しながら、ステン
レスタンクの導入、グラヴィティーフローによるやさしい
ワイン造りなど設備改良により目覚しい進化を遂げてお
り、今後の品質向上も期待されます。

テクニカルディレクター

オリヴィエ トレゴワ

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD
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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。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

ブラゾン ド オーシエール

750ｍｌ 2,120円

【フランス AOP:コルビエール】

○ シラー 49%
カリニャン 23%
ムールヴェードル 14%
グルナッシュ 14%

○ 赤 フルボディ

20%を樽で熟成。熟した果実やスパイス、
そしてコルビエールで栽培される特有の
ガリーグ(タイムやクローブ）の香り。十分
で、フレッシュな第一印象の後で、その凝
縮感が現れてlきます。バランスが良く、若
いながらスムーズなタンニンが楽しめま
す。

オーシエール シャルドネ

750ｍｌ 1,670円

【フランス IGP:ペイ ドック】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

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

◇和食全般、酢、柑橘類の風味を効かせ
た料理は特に高相性

オーシエール セレクション

750ｍｌ 1,670円

【フランス IGP:ペイ ドック】

○ シラー30%、マルスラン25%

メルロ15%

カベルネ ソーヴィニヨン10%

カベルネ フラン10%、その他10%

○ 赤 ミディアムボディ

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

◇しっかりした味付けの料理全般

※10/1出荷分より上記価格に改定しました。

※10/1出荷分より上記価格に改定しました。

※10/1出荷分より上記価格に改定しました。



Chile, Colchagua Valley
【チリ コルチャグア ヴァレー】

ラフィットグループが手掛ける
エレガントなチリワイン

カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 1,670円
【チリ コルチャグア ヴァレー】

○カベルネ ソーヴィニヨン 100%
○赤 ミディアムボディ

ストロベリーや黒スグリ、チェリーなどの
果実と、魅力的なスパイスを思わせる香
り。フィニッシュはチリワイン独特のローリ
エやユーカリのニュアンスを持ちます。フ
レッシュでフルーティな味わい、気軽に楽
しめるワインです。

◇肉料理、ハーブや果汁などで肉の旨み
を引き出した料理

ロス ヴァスコス

1988年にラフィットグループが買収。その名は、18世紀か
らこの土地を所有し、ワインづくりに取り組んできたスペイ
ン・バスクの人々(Vascos)への敬意を込めて付けられて
います。初期はDBRの品質管理の中枢、エリック コレー
ル監修の下、現地のワインづくりに精通するメンバーを招
集してプロジェクトチームを結成。現在のスタイルの基礎
が出来上がりました。

海(太平洋)と山(カニェテン山)に囲まれ、砂-粘土質の土
壌が織り成すミクロクリマと、シャトー ラフィット ロートシル
トでも行われる徹底した土壌研究、気候分析などの先端
技術を見事に融和させ、チリワインならではの果実味とふ
くらみにボルドーワインのエレガンスを兼ね備えたワイン
をつくり続けています。

■畑

太平洋から約40km。海から吹き込む風の影響で朝夜の
気温は冷涼に保たれる。総敷地面積 3,600ha、うちブド
ウ栽培は640haという広大な土地ながら、その管理は非常
に丁寧で、殺虫剤や除草剤などの化学物質に頼らず、
キャノピーマネジメントやドリップ･イリゲーションなど、ブド
ウへの風通しや湿度調整を考慮しています。また、グリー
ンハーヴェストによる収量の制限、樹齢による区画の管理
(樹齢10年前後、40～50年、60年以上の区画に分け、
違った管理法をとる)など、畑において品質向上のための
惜しみない手間をかけています。収穫は手摘み。
自社畑ではカベルネ ソーヴィニヨンとシャルドネを主に栽
培。畑の一部はオーガニック認証を取得し、赤ワインはす
べて自社畑から、シャルドネの一部とソーヴィニヨン ブラン
はカサブランカ、レイダなど、チリでも屈指の白ワインの優
良生産地で長期契約している畑のブドウを使用していま
す。

シャルドネ

750ｍｌ 1,670円
【チリ

コルチャグア・カサブランカ ヴァレー】

○シャルドネ 100%
○白 辛口

明るい金色。メロンやグレープフルーツに、
シャルドネ特有のヘーゼルナッツを思わ
せる香り。口に含むとリッチで、フレッシュ
で心地よい果実味が広がります。

◇青魚のグリルから、軽めのスタイルの
肉料理まで幅広く

ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 1,670円
【チリ カサブランカ・クリコ ヴァレー】

○ソーヴィニヨン ブラン 100%
○白 辛口

緑掛かったクリアな色合い。ツゲの葉や
パイナップルやライムなどを思わせる、
ソーヴィニヨン ブランらしい香り。バランス
が取れていて余韻も長く続きます。土地
由来のミネラルとエレガンスを感じます。

◇魚介料理全般、特にハーブやスパイス
が効いたもの

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD
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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。 品種構成はヴィンテージにより異なる

可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

※10/1出荷分より上記価格に改定しました。

※10/1出荷分より上記価格に改定しました。

※10/1出荷分より上記価格に改定しました。



Argentina, Mendoza
【アルゼンチン メンドーサ】

カロ

シャトーラフィットのエリック ド ロートシルト男爵と、アルゼン
チンのトップワイン生産者のひとりニコラス カテナのジョイ
ント ベンチャーから生まれたアルゼンチンワイン。

「カロ｣は｢カテナ社｣の｢CA｣とロスチャイルド家の頭文字
｢RO｣をあわせて生まれた名前。
1998年、ドメーヌ バロン ド ロートシルト（ラフィット 以下
DBR）とカテナ家は意気投合し、カベルネとマルベックのブ
レンドという「ボルドーの古い伝統的な組み合わせを、アル
ゼンチンというマルベックにとって特別な土地で復活させ
る」というコンセプトのもとプロジェクトに取りかかりました。
高い標高に位置するメンドーサのテロワールの知識とマル
ベックへの情熱を持つニコラス カテナの傑出したブドウ造り
の技と、DBRのカベルネ ソーヴィニヨンに関する長年の技
術とノウハウの幸福なマリアージュを表現したワイン造りを
行っています。

アマンカヤ

750ｍｌ 2,580円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 67%
カベルネ ソーヴィニヨン 33%

○ 赤 フルボディ

アルゼンチンのアイデンティティとボル
ドースタイルが調和し、優美さと複雑性を
醸し出しています。ブラックチェリーや野
苺などの凝縮味とともに、ミントを思わせ
る爽やかさと樽熟に由来するスモーキー
なバニラの風味が特長。
また、このワインの名前は、アンデス山
脈の高地に棲息する小さな可愛らしい花
のインディオ語の名称である「アマンカ
ヤ」に由来します。

◇ハーブやスパイスを効かせた肉料理、
ホルモン料理など

2002年ヴィンテージまではカテナのワイナリーを使用して
いましたが、2003年に独自のワイナリーを新設。
1884年に建設、現地生産者「ボデガス エスコリウエラ｣所
有の古いワインセラーを買い取り、カテナのワイナリーの
設計を手がけた建築家により、建物の昔ながらの景観を
活かしながら、最新鋭の醸造設備をそなえたワイナリーに
生まれ変わりました。
現在も試行錯誤を繰り返しながらワイナリー設備を改善し
ており、今後の更なる品質向上が期待されます。

【 ワイナリー 】

高い標高で収穫されるマルベックのまろやかな果実味と、
カベルネ ソーヴィニヨンのタンニンや構成力、エレガンスを、
ブレンドにより最大限に発揮させることが目的。
収穫されワイナリーに運ばれたブドウはステンレスタンクで
発酵され、ラフィットグループがボルドーで採用している技
法にならい伝統的なパンピングオーバーが使われます。
マロラクティック発酵後にブレンドされ、ポーイヤックにある
DBR社の樽工場で造られた樽で熟成。
3ヶ月ごとに澱引きとワインのチェックが行われています。

【 ワイン造り 】

エリック ド ロートシルト (右)

と ニコラス カテナ (左）

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD
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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。 品種構成はヴィンテージにより異なる

可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

ラフィットグループとカテナの
ジョイントベンチャー



CERETTO

Italy, Piemonte
【イタリア ピエモンテ】

チェレット

チェレットの起源は、リッカルド チェレットが1930年代後
半にピエモンテ州アルバに創設したワイナリーに遡ります。
彼の息子であり、ブルーノとマルチェロの兄弟が1960年代
にワイナリーを引継ぎ、バローロの名手としての地位を築き
ました。
現在では、3世代目が祖父の時代から続くワイナリーを継
承し、イタリア最高の赤ワインであるバローロ、それと並び
賞されるバルバレスコの最高の造り手のひとつとして、確
固たる地位を確立しています。

ミシュラン三ツ星レストランも
有するピエモンテの食文化の伝道師

※価格は2020年10月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

モンソルド ロッソ

750ｍｌ 3,560円

【イタリア DOC:ランゲロッソ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 50%、

メルロ 28%、シラー 22%

○ 赤 ミディアムボディ

カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ、シラー

など国際品種のブレンドによって造り上
げる現代的な味わいのスタイリッシュな
赤。バニラなどの甘いスパイスの香りと
果実の凝縮感のある味わいです。

◇牛肉などの肉料理

モンソルド ビアンコ

750ｍｌ 3,560円

【イタリア DOC:ランゲビアンコ】

○ リースリング 100%

○ 白 中辛口

わずかに残糖を感じるスタイルに仕上げ
られ、マロラクティック発酵をしていない
ために生まれる生き生きとした酸味との
よいバランスが保たれ、チャーミングで
複雑味のあるワインに仕上がっています。

アルネイス ブランジェ（スクリュー）

750ｍｌ 3,380円
【イタリア DOC:ランゲ アルネイス】

○ アルネイス 100%
○ 白 辛口

イタリアの白ワインの歴史を変えたといわれ
るワイン。白い花のような香り、土壌由来の
塩っぽいニュアンス、発酵時に発生するCO2

を少し残してフレッシュ感を与えた清涼感の
ある口当たりに仕上げられています。

◇食前酒として、生ハムやサラミ、 シーフー
ドサラダから鶏肉料理まで

モスカート ダスティ

750ｍｌ 2,900円
375ml 1,780円

【イタリア DOCG:モスカート ダスティ】

○ モスカート 100%

○ 白 中辛口

アルコール度数も5-6%と低く、微発泡
なワインは、女性に大人気。甘みはあり
ますが、それに負けない綺麗な酸があ
り、ワイン全体の味わいをしっかりと引き
締め、美しいバランスを保たせます。

◇食前または食後に、デザートと一緒に

【ワイン造り】
2代目から「最上の畑で最上
の酒をつくる」ことをモットーに、
「エステート」という考えに
こだわり、単一畑のバローロ
の醸造所、バルバレスコ生産
地域の単一畑のバルバレスコ
の醸造所など、それぞれのワ
インの生産地域の畑の近くに
個々に小さな醸造所を設立しました。
テロワールの個性をよりよく表現したワインを造るため、2010年から
はバローロ、バルバレスコの単一畑ではビオディナミ農法を実践し、
現在はさらにビオディナミを実践する畑を拡大。2015年には所有して
いる畑のすべてにおいてビオロジックの認証を取得しました。

3代目チェレットファミリー

14

※201７VINよりスクリューキャップに変更



CHIUSA GRANDE

モンテプルチアーノ ダブルッツォ、トレビアーノ ダブルッツォ
を中心に完全なビオロジックを実践し、伝統的アブルッツォ
らしいワイン造りに徹しています。
グラン サッソの畑は他の生産者の畑と隣接しない単独の孤
立した環境となっており、他の生産者の薬剤等の影響も受
けにくい最良の環境。また傾斜のある畑斜面は、太陽の光
を直接受け日中の温度は高くなりますが、夜はアペニン山
脈の影響で夏場でも冷え込む、アブルッツォでは珍しいブド
ウ栽培に理想的な環境にあるといえます。
現在は、AIAB、ICEA、RINAよりビオロジックの認証を受けて
います。

ビオロジック農法で造る、
モンテプルチァーノとトレッビアーノ

【ワイン造り】

モンテプルチアーノの畑

当主のフランコ デウサニオはボローニャ大学で博士号を取得
後、アブルッツォの共同組合でエノロジストとして采配を振
るっていました。90年にブドウ畑を入手し、98年にキューザグ
ランデを創設、現在に至ります。畑は標高2,912ｍのグラン
サッソ山の麓、標高300mあたりに3箇所所有しており、

キューザ グランデ

高地ゆえの寒暖差が大きく、
またアドリア海から吹く風の
恩恵を受けやすい場所となっ
ています。

またアブルッツォでは灌漑が
広く行われていますがキュー
ザ グランデでは畑に撒く水も
全て雨水を使用。100％アブ
ルッツォの自然を表現するこ
とをモットーとしている注目の
生産者です。

フランコ デウサニオ

Italy, Abruzzo
【イタリア アブルッツォ】

Chiusa Grande

テッレ カサーリ

モンテプルチアーノ ダブルッツォ

750ｍｌ 1,290円

【イタリア
DOC:モンテプルチアーノ ダブルッツォ】

○ モンテプルチアーノ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

薄紫のエッジを持つルビーレッドで、ソフト
な果実の香りと、バランスの取れた味わい
が心地良いミディアムボディ。

◇生ハムやサラミ、パスタやラザニア、肉
料理からチーズまで幅広い料理と

テッレ カサーリ

トレビアーノ ダブルッツォ

750ｍｌ 1,290円

【イタリア
DOC:トレッビアーノ ダブルッツォ】

○ トレッビアーノ 100%                                                     
○ 白 辛口

緑がかった淡い黄色。

品種由来のフルーティかつフローラルな香
りが特徴的。すっきりとしたキレの良い酸
があり、バランスのとれた味わいです。

◇前菜から魚介を使ったパスタやリゾット、
魚介のグリルなど幅広い料理と

※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。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。
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LA JARA

ラ ジャラ

プロセッコ スプマンテ ブリュット

750ｍｌ 1,950円
375ｍｌ 1,290円

【イタリア DOC:プロセッコ】

○ グレーラ 100%
○ 白 辛口

繊細な泡立ち、果実味溢れるイキイ
キとした繊細なブーケ。プロセッコ種
特有の青リンゴのような風味があり、
程よい酸味のあるクリーンな味わい
です。
◇食前酒として楽しむのはもちろん、
野菜を使った前菜や、ムール貝など
の魚介類、魚介を使ったパスタやリ
ゾットなどと合せて

オーガニック プロセッコの
先駆者的なワイナリー

マッシモの代になりブドウの木の植
え替えを行うなど積極的なワイナリ
ーの改革行い、またビオロジックの
ブドウ栽培に着手しました。
結果、2000年よりラ ジャラの造るプ
ロセッコは、ICEAよりビオロジックの
認証を受けています。

【マリオン兄弟】

現在の当主、マッシモ マリオンは3代目にあたり、
ワイナリーの経営全般を統括しています。弟のパオーロは醸
造などの技術責任者です。

ICEA

(Instituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) 

ICEAはイタリアで有名な有機農産物やサスティナブル（持続
可能な）エコノミーを目的とした商品の認証団体の1つです。

Italy, Veneto
【イタリア ヴェネト】

コストパフォーマンスの高い
ソアーヴェの生産者

【土壌】

コルテ アダミが７haの畑を所有するカステルチェリーノ地区は、
標高350mと高地に広がっており、昼夜の寒暖差（±6℃）がブ
ドウの夜間成熟を防ぎ適度な酸味を保持するのに貢献してい
ます。土壌はトゥフォと呼ばれる石灰質土壌が深層を占め、
表土には黒い火山性土壌が広がっています。このテロワール
で栽培されたガルガ－ネガはミネラル分に富み、切れ味良い
酸味を有します。

ソアーヴェ

750ｍｌ 1,500円

【イタリア DOC:ソアーヴェ】

○ ガルガーネガ 90%
トレッビアーノ 10%

○ 白 辛口

収穫後、優しくプレス。14度で一晩コール

ドマセラシオン。アルコール発酵は温度

管理しながらステンレスタンクで行い、澱

引きせずに2ヶ月置く。その後、瓶詰し、

瓶内で１ヶ月ほど休めてからリリース。リ

ンゴや柑橘系の香りとグリーンノートが

あり、ブドウの熟度を思わせる凝縮感の

ある味わいです。余韻も長くコストパ

フォーマンスが非常に高いワインです。

CORTE ADAMI

オーナーであるマリオン家は、1891年
よりこの辺りの土地を所有しています。
ヴェネト州でプロセッコの産地として有
名なコネリアーノとヴァルドッビアデー
ネなどを含む丘陵地帯の一角、グラー
ヴェ ディ パパドポーリの程近くに位置
し、40haのブドウ畑を所有しており、す
べて自社畑で収穫したブドウを使用し
てワイン造りを行っています。

ラ ジャラ コルテアダミ

家族で協力して
ワイナリーを
運営しています。

コルテ アダミは36haの畑を所有する3代続く小規模ブドウ
栽培家。4代目となる長男アンドレアが「家族の絆ブドウ」
の品質を確信し2004年から自社瓶詰めを開始しました。
収穫したブドウの一部は協同組合への販売を続けていま
すが、近年その品質の高さが認められ、各国で賞を受
賞。自社での瓶詰めの割合が増えており、これからますま
すその品質の高まりが期待できる気鋭のワイナリーです。
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可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

http://www.icea.info/


MAZZEI

Italy,Toscana 【イタリアトスカーナ】

カステッロ ディ フォンテルートリ

マッツェイ家は1435年よりカステッロ ディ フォンテルート
リを所有し、6世紀に渡りワイン生産を行うトスカーナの名
門一家です。その歴史は長く、「キャンティのワイン」という
言葉は14世紀にラポ マッツェイが初めて公文書に記した
記録が残っています。
現在は24代目にあたる兄弟フィリッポ（兄）とフランチェス
コ（弟)が二人でCEOを務めています。20年にわたりキャ
ンティ クラシコ協会の会長を務め、キャンティ クラシコの
品質向上、イメージ改善に多大な貢献を果たした先代のラ
ポ マッツェイから引き継いだワイナリーのさらなる発展を
目指しています。

1435年からキャンティクラシコで
ワイン造りを行う名門マッツェイ家

↑ 複雑なマッツェイ家の家系図

2007年完成。Decanter誌で「キャンティ地区で史上、最
も素晴らしいセラー」と評された、天然の地形を生かした
セラーと最新の設備と規模を誇る醸造施設。

◆グラヴィティー（重力）フローを利用した醸造施設
◆天然の地形と湧き水を利用した地下のセラー
◆区画ごとの特徴を最大限に生かすための醸造、熟成は
すべて区画ごとに行う。
→76のステンレスタンクで、120の区画から収穫された

ブドウを別々に醸造

【テロワール】

【醸造】

18世紀フィリップ・マッツェイは後のアメリ
カ大統領トーマス ジェファーソンの依頼
により、ヴァージニア州にブドウの木を植
樹。アメリカ大陸最初のブドウ畑を造った
人物として有名。

【サンジョヴェーゼ研究】

カーヴの奥に湧き出す地下水。1年
中冷房なしで最適な湿度を保てる。3000樽を保管する地下カーヴ

←24代目CEOの兄弟：後左フィリッポ（兄）、後右フ

ランチェスコ（弟）、中央23代目（故）ラポ・マッツェイ

17

シエピ

バディオラ

ベルヴェデーレ

コルニア
ヴィコレジオカッジョ

フォンテルートリ

キャンティの中心地カステッリーナ イン キャンティに約650ha

の土地に117haの畑を所有。7つのエリアをさらに120区画に
分けて管理しています。

1988年からキャンティクラシコの品質向上のためサンジョ
ヴェーゼ2000プロジェクトに着手。高品質なサンジョヴェー
ゼ36種のバイオタイプ（18のクローンと18のマサルセレク
ション）を認定し、ワインの品質向上に生かしています。

◆ 海抜：210～570m 変化に富んだミクロクリマ
◆ 土壌：アルベレーゼ(石灰岩)とガレストロ(スレート粘

灰岩)

◆ 栽培品種：サンジョヴェーゼ、メルロ、カベルネ ソー
ヴィニヨン、マルヴァジア ネラ、コロリーノ他

◆ 徹底した高密植、低収量で高い品質を維持。すべて
手摘み収穫。



MAZZEI

バディオラ

750ｍｌ 1,880円

【イタリア IGP:トスカーナ】

○ サンジョヴェーゼ 65%
メルロ 30%、プティ ヴェルド 5%

○ 赤 ミディアムボディ

バディオラは比較的標高の高い冷涼な
畑のブドウが多く使われます。素晴らし
い構成とスムーズな口当たり、滑らかさ
を持った、果実味溢れる万能ワインで
す。

◇ハム、ソーセージ、トマトソースを使っ
た料理、チーズなどとともに

フォンテルートリ キャンティ クラシコ

750ml 2,990円
375ml 1,790円

【イタリア DOCG:キャンティ クラシコ】

○ サンジョヴェーゼ 90%
マルヴァジア ネーラ 5%
メルロ 3%、コロリーノ 2%

○ 赤 フルボディ

エレガントでありながら複雑味を併せ持
ち、絶妙なバランスを保ったワイン。
テロワールの素晴らしさが体感できる、
完熟した果実の味わいが層になって広
がるワインです。

◇牛肉のロースト、ハーブやスパイス
の効いた肉料理

「カステッロ ディ フォンテルートリ」はマッツェイ家のワインの
中核となるトスカーナのキャンティ クラシコ地区で造るワイナ
リーです。

シチリア州

Sicilia【シチリア】

ジゾラ
ジゾラはシチリアの南東部、ネロ・ダヴォラ発祥の地とし
て知られるアヴォラから5キロ程のところにあります。
マッツェイ家は、このジゾラの地のポテンシャルの高さに
着目し、2003年にワイナリーを創設。ネロ ダヴォラ発祥
の地に敬意を表した、マッツェイ家の一番新しいワイナリ
ーです。

ジゾラ アジーザ

750ｍｌ 2,680円

【イタリア DOC:シチリア】

○ グリッロ 85%

カタラット ビアンコ 15%、

○ 白 辛口

アロマティックで、適度なボリュームも
あるすっきりとしたワイン。花や柑橘系
の香りにあふれ、心地よい辛口。石灰
質土壌に由来するミネラル感のある
味わいが楽しめます。

ジゾラ

750ｍｌ 2,680円

【イタリア DOC:ノートロッソ】

○ ネロ ダヴォラ 100%

○ 赤 ミディアムボディ

しっかりと酸の残ったブドウを収穫す
ることで果実味とのバランスを保って
います。長年の経験と熟練した技術に
より、ワインは奥行きのある高い凝縮
感を持ちつつもエレガントな味わいに
仕上げられています。
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ROBERT WEIL

Germany, Rheingau
【ドイツ ラインガウ】

ロバート ヴァイル醸造所

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

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

ロバート ヴァイル リースリング

ﾄロッケン

750ml 3,740円
375ml 2,150円
【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

ライムや青リンゴ、若い桃などの引き締
まった生き生きとした香り、そしてリンゴ
の蜜の香りがあります。辛口ながらもラ
インガウらしい、なめらかでエレガントな
口当たりです。

◇冷やしたリースリング トロッケンと揚
げたての天麩羅との相性は抜群！

伝統的な樽熟庫

【伝統製法と現代技術の結合】

高品質は畑で産まれ、セラーでの全ての工程はその品質を維
持するためにある、というのがロバートヴァイルの考えです。
圧搾は空気式の圧搾機で1.5気圧という低圧力で行い、発酵
は区画毎や格付け毎に異なるサイズの精密温度コントロール
装置付ステンレスタンクで行うなど、最新技術が、自然の恵み
であるテロワールと果実のポテンシャルを最大限に生かすた
めに用いられます。

ロバート ヴァイル リースリング

トラディション

750ml 3,740円
375ml 2,150円
【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 中辛口

ドイツに伝統的なやや残糖を残して仕
上げたタイプ。
力強く、引き締った味わいと、綺麗な酸
味、豊かで、自然な甘みをふくむやさし
い味わいが特長です。

◇和食やエスニック料理に

皇帝にも愛された
ラインガウを代表する名醸造所

★ゴーミヨ ドイツワインガイド 2018
ドイツで最も知名度が高く
権威のあるワイン評価誌
最高ランクの5grapes獲得！
「ラインガウを代表する揺ぎない
生産者」と評価
辛口ワインも過去最高の出来栄え

手前は特級畑のグレーフェンベルク。
QbAは特級畑と1級畑に隣接した
畑のブドウを使用しています。

当主
ヴィルヘルム ヴァイル
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PALACIOS REMONDO

パラシオス レモンド

スペイン プリオラｰトでのワインづくりを復活させ、スペ
インワインの品質を改めて世界に知らしめた｢四人組｣
の一人、アルバロ パラシオス。
彼の実家はリオハ オリエンタル (リオハ東部、リオハ川
下流)で17世紀から4世代にわたって営まれたワイナ
リーであり、1945年にホセ パラシオス レモンドによっ
て改修されました。
アルバロはボルドーのシャトー ぺトリュスやカリフォル
ニアのスタッグス リープで修行を積み、プリオラートで
のワインづくりを立ち上げた後、2000年のホセの死去に
伴い、パラシオス レモンドを継ぎました。
リオハの伝統、先人達への尊敬、そして父への感謝を
大切にしながら、常に新しいスタイルに挑戦するアルバ
ロのワイン造りへの姿勢が反映されています。

Spain, Rioja
【スペイン リオハ】

ラ モンテサ

パラシオス レモンド

750ｍｌ 2,860円
【スペイン DOCa:リオハ】

○ ガルナッチャ 95%
その他 5%

○ 赤 ミディアムボディ

モンテサ畑のブドウを100%使用。ステン
レスタンクでの発酵後、オーク樽で12ヶ
月樽熟。カシスやプラムなどの活き活き
とした香りと果実味に加え、樽由来の熟
成感のバランスが絶妙。タンニンと酸の
バランスが良く、長い余韻の中にはミネ
ラルを思わせる風味も感じられます。

★アルバロ・パラシオス本人が最も思い
入れがあるワイン！

◇幅広い料理に、また複雑味もあるた
め、ソースを使った料理とも

ラ ベンディミア

パラシオス レモンド

750ｍｌ 1,970円
【スペイン DOCa:リオハ】

○ ガルナッチャ 50%
テンプラニーリョ 50%

○ 赤 ミディアムボディ

ベンディミアとは“VINTAGE”の意。粘土
質土壌からのブドウを主に使用し、ステ
ンレスやセメントのタンクで発酵させます。

果実味あふれる、モダンなタイプのワイ
ンに仕上がっています。

◇素材を活かしたシンプルな味わいの料
理。特に肉や魚のグリルと

【リオハの伝統的なスタイルと、
モダンなエレガンスの融合】

夏と冬の気温差が大きく、年間降雨量360mmと乾燥した内陸
性気候で、リオハ オリエンタルは｢アルコール度数の高い、
荒々しいワイン｣がその代名詞とされていましたが、アルバロ
は、先人たちの教えと彼自身の経験から、以下のことを実践し、
エレガントで、果実感がしっかりと出たワインづくりを実現して
います。

・有機栽培の導入(一部、ビオディナミ導入)

・風通しがよく、夜間の気温が低い北向き斜面にブドウ栽培

・夏季の猛暑に耐えるため、ブドウの樹を低く剪定

パラシオス レモンドのワインは、リオハ独特の力強さ
に、丹念な畑での仕事に由来する、ピュアな果実感あ
ふれるいきいきとした味わいが融和しているのが特長
です。またシンプルながらデザイン性あふれるラベルに
も、アルバロのセンスが光ります。

アルバロパラシオスがリオハで
手掛ける注目ワイナリー

アルバロ パラシオス 2015年デカンター誌

『マン オブ ザ イヤー』を史上最年少で受賞!!
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Spain, Ribera del Duero & Rueda
【スペインリベラデルドゥエロ】

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

ボデガス プロトス

DOリベラ デル ドゥエロ設立に
貢献した地域密着型ワイナリー

BODEGA PROTOS

プロトス ロブレ

750ｍｌ 2,150円

【スペイン

DO:リベラ デル ドゥエロ】

○ テンプラリーニョ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

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

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

【畑】 厳格な管理と分析による高い品質

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

ペニャフィエル城とワインセラー

【醸造】

リベラ デル ドゥエロの中心
にワインセラーがあり、赤ワ
インを醸造。（写真右上）

白ワインは、ルエダの中心
ラ セカに専用施設を設立。

常に高い品質を目指し、各
DOに合わせた醸造を行っ
ています。

プロトス ベルデホ

750ｍｌ 1,770円

【 スペイン DO:ルエダ】

○ ベルデホ 100%
○ 白 辛口

樹齢25年未満の若木を使用。収穫は夜間に
行います。ステンレスタンクで発酵、シュール
リーで3ヶ月熟成。青リンゴやトロピカルフル
ーツ、ハーブの香り。寒暖の差から生まれる
酸味がイキイキとした味わいです。
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Spain, Bierzo
【スペイン ビエルソ】

農機具が目印、
ビエルソ土着のカジュアルワイン

ヴィノス ゲラ

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

VINOS GUERRA

【ビエルソ】

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

【畑】

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

ビエルソ

アルマス デ ゲラ ティント メンシア

750ｍｌ 1,380円
【スペイン DO:ビエルソ】

○ メンシア 100％
○ 赤 ミディアムボディ

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

◇生ハムやピザ、ローストした赤身肉など

アルマス デ ゲラ ブランコ

750ｍｌ 1,380円
【スペイン DO:ビエルソ】

○ ゴデーリョ 60%、ドニャ ブランカ 40%

○ 白 辛口

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

◇鶏肉や豚肉、エスニック料理にも

※価格は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。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。
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BONTERRA 

ボンテッラ ヴィンヤード
－美味しい“ビオワイン”をリーズナブルに－

ボンテッラとはフランス語・ラテン語の造語で｢良き土、
良き大地｣、英語で｢グッド・アース｣を意味します。3年
以上、無農薬、無化学肥料、無除草剤を経て、カリ
フォルニア州最大の有機農法認定機関であるCCOF
の認定を受けたボンテッラ・ヴィンヤードと一部契約栽
培農家のブドウから造られます。カリフォルニア州メン
ドシーノ地区で800haの有機栽培ブドウ園を所有し、一
部にはビオディナミ農法も取り入れ、demeterの認証を
受けています。

【有機栽培へのこだわり】

80年代という早い時期に、自社菜園で有機農法で育てた野
菜の味がそうでない野菜に比べて美味しいことにヒントを得
て、ワインについても有機農法を本格導入。
有機栽培にすることで初めて、本来ブドウがもつ純粋で力強
い個性を表現できます。結果として、素晴らしいワインが出
来ますが、この事をより多くの人々に広めたいという思い
が、ボンテッラのミッション「－美味しい“ビオワイン”をリーズ
ナブルに－」に繋がります。

ボンテッラでは畑を中心に生態系をつくりあげることで、化学
肥料や農薬、殺虫剤に頼らずブドウを健全に育てる仕組み
を構築しています。鳥や虫、動物たちがさまざまな方法で畑
に関わることで、健全なブドウの育成を支えています。

U.S.A, California
【アメリカ カリフォルニア】

オーガニックワインのパイオニア ボンテッラ シャルドネ

750ｍｌ 2,770円
【アメリカ AVA: メンドシーノ カウンティ】

○ シャルドネ 92%、マスカット 2%
ヴィオニエ 1%、ルーサンヌ 1%
その他 1%

○ 白 辛口

フレンチオークとアメリカンオーク樽を混ぜ
て、7ヶ月間熟成。輝きのあるグリーンが
かった麦藁色、熟した柑橘系果実や洋梨の
豊潤な香りにバニラやトーストなどのほど良
い樽香が見事なバランスを取っています。
味わいもリッチで余韻も長く続きます。

◇シーフードサラダ・塩の焼き鳥など

ボンテッラ カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 2,770円
【アメリカ AVA: ノース コースト】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 81%、
シラー 6%、マルベック 3%

プティ シラー 3%、その他 7%
○ 赤 フルボディ

紫色をおびた濃いルビー色が美しく、ブラック
カラントやブラックベリーの風味にフレンチ
ローストのコーヒーやバニラ、スパイスの香り
が心地良い。タンニンもほどよく溶け込んで
おり、バランスのよい味わいにはエレガンス
さえ感じます。飲んで美味しく食事によく合う
ワインです。

◇すき焼き・焼肉・カマンベールなど

ボンテッラ ジンファンデル

750ｍｌ 2,770円
【アメリカ AVA: メンドシーノ カウンティ】

○ ジンファンデル 83%
プティ シラー 16%、その他 1%

○ 赤 フルボディ

ラズベリー ジャムを思わせる甘く凝縮感のあ
る香りにしっかりとしたスパイスやコーヒーの
フレーバーが漂い、食欲を刺激します。ス
テーキや脂っこい肉料理と抜群の相性をもっ
た味わいです。

◇味の濃い肉料理全般、濃厚なチーズなど

栽培責任者デイヴィット コバールと醸
造責任者ボブ ブルー（右写真）は、二
人ともボンテッラで10年以上の経験を
持ち、よいブドウ、よいワイン造りに取
り組んでいます。

【素晴らしいブドウを育て、
その味わいを活かしたワインを造る】

ボブ ブルー

23
※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。 品種構成はヴィンテージにより異なる

可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。



STE MICHELLE WINE ESTATES

USA, Washington
【アメリカ ワシントン】

シャトー サン ミッシェル

ワシントンにおける近代的ワイン産業のリーダーとして、シ
ャトー サン ミッシェルでは管理する畑(総面積約1,420ha)

、ワイナリーでのサステイナブル(持続可能)な手法による

ブドウ栽培を実践しています。ワシントン州の豊かな自然と
の共存を図りながら、健全なブドウから品質の高いワイン
を生み出しています。

24

【コロンビアヴァレーシリーズ】

コロンビア ヴァレー
リースリング

750ｍｌ 1,590円
【ワシントン

AVA: コロンビア ヴァレー】

○ リースリング 100%
○ 白 やや辛口

甘いライムや白桃の香りにほのかな
ミネラル香。爽やかなオフ・ドライ（半
辛口）タイプで親しみやすい味わい。
ワイン単品でも、食事との相性も幅
広く楽しめる「いつものリースリング」
です。

◇帆立や白身魚などの魚介類、
エスニック料理

コロンビア ヴァレー シャルドネ

750ｍｌ 2,150円
【ワシントン

AVA: コロンビア ヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

リンゴや柑橘系に、スパイスやバニラ
のニュアンス。楽しみやすく、料理と
合わせやすいソフトなスタイルのワイ
ンです。明るい酸味と、かすかなスパ
イス、オークのバランスが取れたワイ
ンです。

コロンビア ヴァレー メルロ

750ｍｌ 2,670円
【ワシントン AVA:コロンビア ヴァレー】

○ メルロ 85%、 シラー 10%
カベルネ ソーヴィニヨン 5%

○ 赤 フルボディ

複雑味がありながら、楽しみやすいメルロ。色
濃い果実を思わせるフレーバーアロマに、滑
らかで甘い余韻。シラーがジャミーな果実味を
加えています。新樽比率32%。

コロンビア ヴァレー
カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 2,670円
【ワシントン AVA:コロンビア ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 89%、
シラー 7%、ムールヴェードル 1%
その他 3%

○ 赤 フルボディ

ワシントンの凝縮感あるブドウを、楽しみやす
いスタイルに仕上げたワインです。複雑さと構
成力、シルキーなタンニンが魅力。アメリカン
オーク・フレンチオークで約14ヶ月熟成(新樽
比率約32%)。

コロンビア ヴァレー シラー

750ｍｌ 2,670円
【ワシントン AVA:コロンビア ヴァレー】

○ シラー 98%、ヴィオニエ 2%
○ 赤 フルボディ

特に日照時間が長くローヌ種のブドウ栽培に
適したワールーク スロープの畑から取れるブ
ドウを使用。口当たりの優しく豊満なシラーの
果実味を、補助品種が色付けする。18ヶ月の
樽熟成（32％新樽）を実施しています。

※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。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。



ミッシェル ブリュット

750ｍｌ 2,490円
【ワシントン AVA:

コロンビア ヴァレー】

○ シャルドネ、ピノ ノワール、ムニエ
○ 白 辛口

ほのかなトースト香に、活き活きとした
酸。リンゴやシトラスを思わせる味わ
い。辛口ながら、ほのかな果実の甘み
が感じられます。

◇ほのかな甘みが魚介類のフリットや
サラダなどの前菜、刺身などの和食と
も抜群の相性を発揮します。

ミッシェル ブリュット ロゼ

750ｍｌ 2,490円
【ワシントン AVA:

コロンビア ヴァレー】

○ ピノ ノワール、ムニエ
○ ロゼ 辛口

美しいブラッシュの色合い。ベリー系の
香りで口当たりはドライ、優しく表現され
た果実味がさわやかな余韻へと続きま
す。
◇ドライなロゼはピノ ノワール由来の
しっかりとした果実味、タンニンがある
ため、食中酒として。

ドメーヌ サン ミッシェル

1970年代よりワシントン州のワインの先駆者として名実
共にアメリカでも屈指のワイン生産者となったシャトー
サンミッシェル。35年前より「ドメーヌ サンミッシェル」と
して、フランスのシャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で
こだわりのプレミアムスパークリングワイン造りを行って
います。

・2～3週間の一次発酵

・約110のロットをワインメーカーが念入りに試飲してアッサ
ンブラージュ比率を決定。

・ティラージュ後にシャンパーニュと同様の瓶内二次発酵を
18ヶ月間実施。

・最後に少量のドサージュが施されます。

シアトル

ヤキマ・ヴァレー

ミッシェルに使われるブドウは、サン・ミッシェル ワイン エ
ステーツの契約栽培農家を中心にワシントン州コロンビア
ヴァレーの中でも西部ヤキマ ヴァレーの冷涼な畑から取
れるブドウを厳選しています。

フランスのシャンパーニュより夏の日照時間が2時間長い
特異な気候により得られる完熟した果実味と、砂漠気候
由来の昼夜の寒暖の差から得られる美しい酸のバランス
を生み出します。

【伝統的なシャンパーニュ製法を
用いるこだわりの造り】

【さわやかな果実味と酸を生み出す
ワシントン州 ヤキマ ヴァレーの気候】

※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。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。
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スティムソン エステート セラーズ

シャトー サン ミッシェルのエントリーワイン。日照量と冷涼
な夜に恵まれ、凝縮したフレーバーとアロマを備えるブドウ
を、カジュアルなスタイルに仕上げたシリーズです。
シャトー サン ミッシェルの祖にして、ワシントン州の豊かな
農業文化を切り拓いたバロン フレデリック スティムソンへ
の敬意を込めて造られました。

シャルドネ

750ｍｌ 1,770円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

熟したリンゴやメロンを思わせるアロマに、キャラメ
ルのヒント。爽やかな酸味が焦がしたオークとバラ
ンスがとれている。シャルドネは楽しみやすく、表
現力のあるワインです。

◇鶏肉のグリルや煮込み、火を通した魚介類と。

メルロ

750ｍｌ 1,770円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ メルロ 100％
○ 赤 フルボディ

典型的な、ラズベリーやチェリーのニュアンスに、
バニラ、トーストしたオークが調和しており、スムー
ズなフィニッシュに導かれる。活き活きとしていて、
楽しみやすいメルロです。

◇グリルしたサーモンやトマト系、肉系パスタと。

カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 1,770円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 76%、メルロ 22%
カベルネ フラン 2%

○ 赤 フルボディ

赤い果実のアロマに、トースト、ナツメグなどのス
パイスのヒント。チェリーやブルーベリーのフレー
バーが心地よい、やわらかく、バランスのとれたス
タイルです。

◇牛や羊など、肉料理全般。

California
【カリフォルニア】

モットー

リッチで濃い「カリフォルニアらしさ」を追求した、果実味の
インパクトの強い「ダークな」スタイルのワイン。
カリフォルニアの各地から厳選されたブドウをロットごとに
醸造、新樽と古樽両方の樽を組み合わせて熟成。
瓶詰めの前に最終ブレンドが決定される。

モットー ソーヴィニヨン ブラン
750ｍｌ 2,360円
【カリフォルニア】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100％
○ 白 辛口

青リンゴやパッションフルーツのアロマと、
爽やかでキレのある酸。
カキやサーモンなど魚介はもちろん、ロースト
チキンとも非常に良い相性です。

モットー カベルネ･ソーヴィニヨン
750ｍｌ 2,360円
【カリフォルニア】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 90%

プティシラー10%

○ 赤 フルボディ

熟した赤系果実の香りにプラム、ラズベリーの
ニュアンス。エレガンスと口当たりの柔らかさを
兼ね備えています。
1/3をフレンチオークの古樽で10ヶ月熟成。
◆ステーキ、ピザ、BBQなどと共に。

モットー ジンファンデル
750ｍｌ 2,360円
【カリフォルニア】

○ ジンファンデル
カベルネ ソーヴィニヨン

○ 赤 フルボディ

プラムやクランベリーのような果実の香りにチョ
コレートなどのニュアンス。果実味とスパイシー
さが同居する、飲みやすいタイプの
ジンファンデルです。
フレンチオークの古樽で熟成し、リリースしま
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。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。
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自然の過酷さを乗り越えて
造られるワイン

レッドバンク

1973年設立。150年以上オーストラリアのワイン業界に

携わる名門、ヒル スミス家が所有し、キングヴァレーの
冷涼な気候を活かして果実味に溢れたフレッシュで親し
みやすいワインを造りだしています。

RED BANK

Australia, Victoria
【キング ヴァレー】

名門ヒルスミス家が紡ぎだす、
フレッシュ＆フルーティなワイン

ロングパドック シラーズ

750ｍｌ 2,150円
【オーストラリア GI:キングヴァレー】

○ シラーズ 95%、サンジョヴェーゼ 5%
○ 赤 ミディアムボディ

森のフルーツやフレッシュプラムのアロマに
加え、白コショウやスターアニスのニュアンス
があります。
味わいにはダークチョコレートに加え、ベリー
やスパイスが感じられます。
わずかに加えられたサンジョヴェーゼ（6%）
由来のタンニンが果実の甘みを支えていま
す。

◆標高：

グレート・ディヴァイディング・レン
ジ（豪州東部を二分する大分水
嶺）の麓、豪州でも珍しい豪雪地
帯にあり、レッドバンクの自社畑
は海抜700～860mの地に位置し
ます。

◆気候：

冷涼な大陸性気候でフレッシュな
味わいのワインに最適です。

◆土壌：

火山性の赤土土壌により、エレガ
ントながら構成力をもったワイン
に仕上がります。

【キングヴァレーのテロワール】

ロングパドック メルロ

750ｍｌ 2,150円
【オーストラリア キングヴァレー】

○ メルロ 95%、サンジョヴェーゼ 5%
○ 赤 ミディアムボディ

プラムや黒系果実の味わが豊かで、数％ブ
レンドされたサンジョヴェーゼがスパイシーな
印象を加えています。
今すぐにも愉しめますし、2-3年寝かせて楽し
むのもオススメです。

一日の仕事を終えて、家の門をくぐ
り、休息のひと時を

※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。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。 27

ワイン業界に35年以上
携わってきており、ヴィ
クトリア州のワイナリー
での実績だけでなく、
オーストラリアや海外の
ワイナリーのコンサルタ
ントも務めてきました。
ワイン醸造チームと
日々レッドバンクの向上
に貢献しています。

【ワインメーカー】
マイケルマータ



NAUTILUS

New Zealand, Marlborough
【ニュージーランド マールボロ】

ノーティラス エステート

1985年にソーヴィニヨン ブランのファーストヴィンテージを
リリース。マールボロで、オーナーが変わることなく、家族
経営を貫いているワイナリーの１つです。（マールボロでは
2軒のみ）

2000年には南半球で初めて、ピノノワール専用の醸造施
設を設立。グラヴィティーフローと優しいプレスが出来る設
備を整え、品質の向上に寄与した。2006年には白ワイン
専用醸造施設も完成。ワインの品質を第一に考えつつ、
環境にも配慮した構造となっています。

ソーヴィニヨン ブランの聖地
マールボロの

ワイン造りの先駆者

【個性の異なる恵まれた自社畑】

ノーティラスエステートのワインは100%マールボロでとれた
ブドウのみを使用。異なる3つのリージョンに70haの自社畑
を所有し、それぞれの畑でとれる異なる香りや味わいの特徴
を備えたブドウをブレンドすることでユニークなマールボロの
テロワールをそのまま反映した、複雑味と深みを持ったワイ
ンとなっています。

マールボロ

NZ最大のワイン生産地。特に東向
きの谷間、少雨、長い日照時間から
生まれるみずみずしいソーヴィニヨ
ン ブランが有名。
＜テロワールの特徴＞
・小石が多く排水性に優れた土壌
・長い日照時間（年間2,400時間）
・気温の日較差の大きさ

ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 3,180円
【ニュージーランド GI:マールボロ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100%
○ 白 辛口

黒スグリの芽、パッションフルーツの凝
縮した香り、わずかにイラクサのニュア
ンスがあります。
活き活きとしたライム、シトラスのフレー
バーが口の中一杯に広がり、しっかりと
した滑らかな口当たりを残します。
◇サーモンのガーリックソース添え、フ
レッシュな野菜など

ピノ グリ

750ｍｌ 3,180円
【ニュージーランド GI:マールボロ】

○ ピノ グリ 100%
○ 白 辛口

淡い麦藁色、芳醇な洋ナシの香りの中
に、わずかに生姜とナツメグが香りま
す。ほどよく厚みがあり、素直な果実の
味わい。後口は活き活きとしていてすっ
きりとしています。
◇グリルしたチキンや鶉、クリーム系の
パスタなど

ピノ ノワール

750ｍｌ 4,550円
【ニュージーランド GI:マールボロ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

濃いルビーの色調。グラスに注ぐと野生
のキイチゴやアミガサタケ、チョコレート
の香り。口当たりは柔らかく、洗練されて
バランスのとれた味わい。凝縮した、長
い余韻が魅力的です。
熟成は100％フレンチオークで行い、うち
25～30％に複数のクーパーから購入し
た新樽を使っています。
◇鹿のソテー、やや甘めのソースをかけ
た肉料理

※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。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。28



ツイン アイランズ
マールボロのノーティラスの自社畑及び長期契約の畑から
豊かな風味をもたらす、よく熟したブドウのみを使用。

ノーティラスが造る、マールボロのブドウの特長を最大限
に表現したワイン。

TWIN ISLANDS

ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 2,150円

【ニュージーランド GI:マールボロ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 97%
ピノ グリ 2%
グリューナー フェルトリーナー 1%

○ 白 辛口

淡い黄色で、シトラスやフレッシュハーブ、
トロピカルフルーツの鼻に抜けるような
香り。口当たりは辛口で、グレープフ
ルーツのような果実味とタイムやコリア
ンダーのニュアンスが爽やかなフィニッ
シュへと導きます。

生牡蠣やムール貝などの魚介類全般、
サラダや軽い食事と共に。キリッと冷や
してアペリティフにも最適です。

※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。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。 29

ボデガ カテナ サパータ
-アルゼンチンの至宝-

1902年、ニコラ カテナがイタリア・マルケ州よりアルゼン
チンに移住し、メンドーサでブドウの栽培を開始したのが、
カテナ社の始まりでした。
3代目にあたる現当主二コラス カテナは1980年代にカリ
フォルニアの高品質ワイン造りに影響を受け、「アルゼン
チンを代表して世界に通用するワインをつくりたい」とい
う希望を胸に帰国。以降、メンドーサの土壌の研究と品
種・クローンの相性について徹底的に研究を進め、今や
世界のトップワインとして必ず挙げられるほどの造り手と
して評価されています。

Argentina,  Mendoza
【アルゼンチン メンドーサ】

アルゼンチンマルベックのパイオニア

2009年デカンター誌でマン・オブ・
ザ・イヤーを受賞した ニコラス カテ
ナと娘のラウラ

【土地】

・チリ国境、アンデス山脈のふもとの標高850～1,500mに
位置。

・メンドーサのワイン生産量はアルゼンチン全体の約70%。
異なる標高、位置により、様々な気候を持っています。

・年間降水量はわずか200mlと少雨で、ミネラル分豊かな
雪解け水を水源にした灌漑が行われます。

・カテナの畑は全て高地で、乾燥して冷涼な気候のため、
病虫害が少なく、殺虫剤を使用する必要もありません。

・昼夜の温度差のある気候もブドウ栽培に適し、フレッシ
ュな味わいのある果実を生み出します。

ロバート・パーカーがアルゼンチンでは初めて★★★★★
（傑出）と評したつくり手であり、著書｢世界の極上ワイン｣
においてもトップページを飾っています。
まさに、ニコラス・カテナの「アルゼンチンで世界に通用す
る最高のワインを造る」という信念の結実と言えるでしょう。

WINE ADVOCATE、WINE INTERNATIONAL などの評価
誌でも、90点以上の高得点を重ねるほか、Decanter誌で
もスタッグスリープ ワインセラーズと並んでニューワール
ドの代表として紹介されています。
トップキュヴェである｢ニコラス カテナ サパータ｣だけで
なく、自社畑から造るスタンダードクラスの｢カテナ｣シリー
ズ、エントリーの｢アラモス｣シリーズでも、｢ベスト バイ｣、
ワイン王国の｢5つ星｣など、世界的に、各カテゴリーにお
いてトップクラスの評価を得ています。

【アルゼンチンの至宝】

BODEGA CATENA ZAPATA



BODEGA CATENA ZAPATA

【世界中からの高評価】

【カテナの畑と
アッサンブラージュの妙】

ニコラス・カテナはアルゼンチンで初めて1,500mと
いう高標高でのブドウ栽培に取組んだ人物で、彼と、
娘のラウラの20年以上の長きにわたる研究の結果、
同じ品種、同じクローンでも標高がおりなす僅かな
温度差、土壌の違いにより、それぞれ違った特長を
そなえることを発見しました。
カテナ社は、その研究の成果を活かして所有するそ
れぞれの畑に最適な品種、クローンを植え、それぞ
れの畑でとれたブドウをアッサンブラージュすること
で味わいや香りのバランスがとれ、かつ「メンドー
サ」のテロワールを最大限表現したワインを造って
います。

また、近年ではアドリアンナ畑、ニカシア畑でとれた
マルベックのみを使用した単一畑のキュヴェもリリー
ス。こちらは、土壌や気温差で変わるマルベックの
味わいをそのまま表現し、マルベックの真価と畑の
個性を感じられる秀逸なワインとなっています。

※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。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。30 

カテナ

カテナ シャルドネ

750ml 2,840円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

自然酵母を使い、18度で33日掛けて発酵後、
フレンチオーク樽(新樽35%)でシュール・リーで
10ヶ月間熟成 。
熟した白桃や柑橘類を思わせるフレーバーと
しっかりしたミネラルのニュアンス。素晴らしい
バランスを備えたワインです。
◇クリームソースの料理、とろりとしたチーズ、
ごまダレのしゃぶしゃぶなど

カテナ カベルネ ソーヴィニヨン

750ml 2,840円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 91%
カベルネ フラン 7%、プティ ヴェルド 2%

○ 赤 フルボディ

80%フレンチオーク(30%新樽)、20%アメリカン
オーク新樽で12ヶ月熟成。タバコや杉、カシス、
ユーカリのニュアンスを含んだ、熟したカシス
や黒スグリのアロマ。豊かで凝縮感のある口
当たりに、ブラックベリーのフレーバーやミント、
エスプレッソ、更には黒鉛の要素も感じられま
す。
◇スパイスやハーブを使った肉料理

カテナ マルベック

750ml 2,840円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 100％
○ 赤 フルボディ

70%フレンチオーク(20%新樽)、30％アメリカン
オーク新樽で12ヶ月熟成。
品種特有の深いスミレ色で、各畑の特長が絶
妙のバランスをとって現れています。すぐに飲
んでも楽しめますが、10年～15年の熟成も期
待できるワインです。
◇甘辛い味付けのタレ、肉料理

一族の技術・伝統が生んだスタンダードクラス
世界中で愛される｢プレミアムスタンダード｣
異なる標高や土壌を持つ5つの自社畑からとれたブドウ

のみを使用し、このクラスとしては非常に高い凝縮感とバ
ランスのよさを誇る、世界中で愛されているワインです。

パーカー著“Greatest Wine Estates of the World”（『ロバ
ートパーカーが選ぶ 世界の極上ワイン』）に唯一掲載さ
れた南米ワイナリー
“つまるところ、カテナはアルゼンチンワイナリーの手本で
あり、優秀さの基準となりうる。”

“ニコラス カテナはアルゼンチンワインの品質を向上させ、
世界にその実力を知らしめた功績者である”

Distinguished Service Award 2012を受賞

ドリンクス インターナショナル誌で
「2020年 世界で最も称賛すべきワ
インブランド」1位を獲得。



アラモス
カテナ社の技術を
毎日楽しめるワイン

カテナ所有の比較的樹齢の若い畑を中心に、収量を制限
し、さらに手摘みで収穫された果実からワインを醸造。リッ
チで凝縮感ある果実味があふれる｢カテナ スタイル｣を手
軽な価格で楽しめる、コストパフォーマンスの高いワイン
です。

アラモス シャルドネ

750ｍｌ 1,770円
【アルゼンチン メンドーサ】
○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

パイナップル、アプリコット、リンゴのコン
ポート、バニラなどの凝縮したアロマを持
ち、まろやかな酸味と果実味のバランス
が良く、ミネラルを思わせる味わいが感じ
られます。

◇ シンプルな味付けの料理（魚から肉ま
で、幅広く！

アラモス マルベック

750ｍｌ
参考上代： 1,770円

【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ラズベリーやプラムなどの果実味とスパイス
やミネラルの印象が折り重なった、しっかりし
た味わい。心地よく華やかなフィニッシュです。

◇肉料理全般

アラモス カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 1,770円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

赤い果実のアロマ、甘いスパイスにほのかな
フレッシュミントのニュアンス。豊かでソフトな
口当たりで、カシス、タバコ、皮、熟した黒い
果実を思わせる味わいを持ったバランスの良
いワインです。

◇肉料理全般

アラモス
セレクシオン ピノ ノワール

750ｍｌ 1,990円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

メンドーサの中でも標高の高い、トゥプンガト
エリアでとれたブドウを使用。鮮やかなル
ビー色。熟したプラムやストロベリー、ブラック
ベリーのフレッシュな香りがいっぱいに広が
り、口に含むと酸味とまるいタンニン、熟した
果実の味わいが見事なバランスをとって舌に
広がり。余韻は長く、心地よく続きます。

アラモス エクストラ ブリュット

750ｍｌ 1,880円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 70%
ピノ ノワール 30%

○ 白 辛口

シャルドネのベースワインは凝縮感のあ
るアロマと余韻を、ピノノワールはバラン
スのとれた酸味と骨格、複雑味をもたらし
ます。
きめ細やかで長く続く泡、柑橘類や白い
花のアロマがあります。口に含むと溌剌
とした酸味が感じられ、フレッシュな余韻
が残ります。

◇前菜～メインまで。

【アラモスシリーズ】

BODEGA CATENA ZAPATA
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※ラベル、化粧箱のデザインが変更になりました。

※2019VINよりラベルデザインが変更になりました。

※2019VINよりラベルデザインが変更になりました。



BODEGAS ESMERALDA

ティリア シャルドネ

750ｍｌ 1,430円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

熟したトロピカルフルーツの香りとほの
かな柑橘系果実や花を思わせる香り。
まろやかでリッチ、洋ナシやイチジクの
ジャムのような風味に、バニラなど甘い
スパイスの味わいが広がります。フレッ
シュな味わい、いきいきとした酸のある
フルーティなワインです。

◇魚のグリルや肉など幅広い料理

ティリア マルベック／シラー

750ｍｌ 1,430円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 60％ 、シラー 40%
○ 赤 ミディアムボディ

黒い果実のアロマとテロワール由来の
土っぽい香りとコーヒーを思わせる香ばし
い香り。リッチでブラックチェリーを思わせ
るような風味と、チョコレートやシナモンな
どの甘いスパイスを思わせる味わい。 余
韻は長く、熟してしなやかなタンニンのあ
るしっかりしたワインです。

◇肉料理全般

ボデガス エスメラルダ
TILIA ～ティリア～

「TILIA・ティリア」はボデガス エスメラルダ社が有するスタ
ンダードレンジのワイン。
｢ティリア｣はブドウ畑で働く農夫たちが作業の合間にその
木陰で憩い、語らう木｢菩提樹｣のことで、ラベルにも菩提
樹の木が描かれています。

Argentina,  Mendoza
【アルゼンチンメンドーサ】

アルゼンチンワインの第一人者の
カテナのエントリーレンジ

ティリア カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 1,430円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 100％
○ 赤 ミディアムボディ

濃い紫色でルビー色のエッジ。熟した赤
い果実の味わいと、甘くスパイシーでタバ
コのようなスモーキーなタッチもあるリッチ
な味わいです。

◇肉料理全般

「TILIA（ティリア）」の特徴

ボデガス・エスメラルダ社は、カテナ家が経営するアルゼ
ンチンでも有数のワイナリー。メンドーサの東側と南側の
異なる地域のブドウをブレンドして複雑な味わいを作り出
しています。
【東側】
・メンドーサから東に約80km
・標高1,950～2,150m
・１年の内330日が晴天、年間降水量8mmの乾燥した

砂漠地帯
→完熟してリッチな風味、素晴らしい深みと凝縮感のある
ブドウとなります。
【南側】
・メンドーサから南に約160km
・標高3,000～4,000m
・冷涼で乾燥した砂漠地帯で、伝統的にメンドーサで質の
高いブドウが造られる地域
→ブドウにアロマの凝縮感を与え、ワインに涼やかでバラ
ンスを与える美しい酸を与えます。

【サステイナブルな農法、環境にやさしいワイン造り】
・灌漑用水はドリップ イリゲーションとワイナリーで
使用した水のリユース。

・痩せた土壌には、肥料としてヤギの糞をまき、剪定した
枝、ブドウの酒石などを土に戻す。

・殺虫剤は使わず、ビオロジック農法でも使用が許されて
いるボルドー液のみを使用。
・土壌の生態系の多様性を尊重し、公共機関や大学と土
壌の生態系をモニター調査。ティリアのチームメンバー
は、大学のサステイナブル農法の講義や講習に出席し、
畑でその農法を実践しています。

※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。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。32



※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。
品種構成はヴィンテージにより異なる 可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

LAPOSTOLLE

【キュヴェ アレクサンドル
シリーズ】

自社畑のブドウを使用
品質とテロワールを表現するシグネチャーレンジ

カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 3,540円
【チリ DO:コルチャグアヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 85%

カベルネ フラン 10%、カルメネール 5%

○ 赤 フルボディ

1920年に植樹された畑のカベルネを一部使
用し、一部はクロ アパルタのワイナリーで
手で丁寧に除梗されます。フレンチオーク
（新樽26％）で10ヶ月熟成。プラムやチェ
リーのような赤黒系果実の香り、スパイシー
な印象。しっかりとしたタンニンがワイン全
体のバランス、余韻、骨格を支えています。
ラムなどの肉料理、煮込みと合わせて楽し
めます。

メルロ

750ｍｌ 3,540円
【チリ DO:コルチャグアヴァレー】

○ メルロ 95%、カルメネール 5%

○ 赤 フルボディ

手摘み収穫のブドウは100％自然酵母で発
酵。フレンチオーク（新樽39％）で15ヶ月熟
成。

エレガンスとバランス、熟成のポテンシャル
を兼ね備えたワイン。凝縮感のあるラズベ
リーやブルーベリーの赤黒系果実香、プラ
ムやカカオのニュアンス。シルキーなタンニ
ンと酸がワインの均衡を支えています。
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シャルドネ

750ｍｌ 3,540円
【チリ DO:カサブランカヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

チリで冷涼なシャルドネの産地として知られ
るカサブランカヴァレーの自社畑を使用。マ
ロラクティック発酵は行わず、フレンチオーク
（新樽23％）で10ヶ月熟成。白い花とマン
ゴーなどトロピカルフルーツの印象的な香
り。ボリュームのある口当たりといきいきとし
た酸、長い余韻。エレガントながら熟成向
き。

ラポストール

1994年、グラン マルニエ創業者のひ孫であるアレクサンドラ
マルニエ ラポストールと夫のシリル デ ブルネが設立。グラ
ン マルニエでの成功体験とフランスでのワイン造りの経験
を活かし、チリのテロワールの表現を目指します。

コルチャグア、カチャポールとカサブランカに370haの自社畑
を所有。チリでも有数の赤ワイン産地コルチャグアヴァレー
のサンタ・クルス近くに施設を持ち3,500個の樽を所有してい
ます。

フランスの伝統、最新技術と
チリのテロワールの融合

Chile, Colchagua Valley
【チリ コルチャグア ヴァレー】

■畑での取組み
・ 火山性の養分の少ない土壌での丁寧なキャノピー

マネジメントと灌漑による生育コントロール

・ 密植と収量制限による凝縮味のあるブドウ

・ 赤外線写真で生育状況をモニター

・ オーガニック農法

・ ビオディナミ農法の実現

■ワイナリーでの取組み
・ エントリーレンジでも光学式の選果台を導入

・ 自然酵母の使用

・ 100％フレンチオークの利用

・ 軽めのフィルターで果実の味わいを活かす

・ サステイナビリティの実践

【高い評価】
･2008年米ワインエンスージアスト誌

「New World Winery of the Year」

･スタンダードレンジでもシャルドネ(12VIN)がワイン

オブ ザ イヤー（蘭Proefschrift誌）受賞

･ジェームス サックリングでも90点以上獲得の常連

CEO シャルル



カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 2,150円
【チリ DO:ラペルヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 85%、
シラー 15%

○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで発酵し、フレンチオーク（古樽）で
4ヶ月熟成。深紫色でフレッシュなチェリーやプラム
のような赤系果実の香り、アタックは爽やかで
ジューシーなでタンニンが包み込みます。
◇トマトソース系のパスタやグリルした肉と

シャルドネ

750ｍｌ 2,150円
【チリ DO:カサブランカヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

88％はステンレスタンク、残りはフレンチオークで発
酵。9ヶ月ステンレスタンクで熟成し瓶詰め。新鮮な
トロピカルフルーツを思わせる印象的な香り。活き
活きとした酸味と長い余韻を兼ね備えた豊かな味
わい。前菜、シーフード、セヴィーチェ、鶏肉など幅
広い食事と合わせて楽しめます。

ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 2,150円
【チリ DO:ラペルヴァレー】

○ ソーヴィニヨン ブラン 85%
ソーヴィニヨン グリ 15%

○ 白 辛口

100％ステンレスタンクで4週間発酵して瓶詰め。凝
縮感があり濃密な白桃や黄桃や、シトラス系の香
り。爽やかな印象のワインながらまろやかさもあり、
伸びやかな酸味も備えたバランスのよいワイン。エ
ビのマリネ、野菜を添えた白身魚、シーフード全般
と共に。

カルメネール

750ｍｌ 2,150円
【チリ DO:ラペルヴァレー】

○ カルメネール 88%、
シラー 12%

○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで発酵し、20％をフレンチオーク
（5％新樽）で4ヶ月熟成。残りはタンクで熟成。赤紫
色でベリー系の香りとペッパーのヒント。口当たりは
滑らかで軽やかな果実味が感じられます。
◇グリルした赤身の肉や濃い味付けの料理と

ラポストール

LAPOSTOLLE

34

ダラメル
活き活きした果実味と渋みのバランスが良い

品種の個性を最大限に表現したラポストールの
スタンダードレンジです。

カベルネ ソーヴィニヨン レゼルバ

750ｍｌ 1,500円
375ml  1,000円
【チリ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 94%
カベルネ フラン 4%、プティ ヴェルド 2%

○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで2週間かけて天然酵母で
発酵し、20%はフレンチオーク（古樽）で約6ヶ
月熟成。タバコやコーヒー、赤や黒のベリー
系果実の濃厚なアロマ。柔らかいタンニンが
長い余韻へと導いてくれます。肉料理全般、
凝縮した味わいの料理、チーズの盛り合わせ
などと一緒に。

ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 1,500円
375ml  1,000円
【チリ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 85%
セミヨン 15%

○ 白 辛口

ステンレスタンクで発酵し、瓶詰め。 白や
黄色の花、白桃や黄桃を思わせる魅惑的
なアロマ。生き生きとした酸とふくよかな口
当たり。スズキなどの魚のグリル、シー
フード全般と合わせて楽しめます。

カルメネール レゼルバ

750ｍｌ 1,500円

【チリ】

○ カルメネール 85%、マルベック 9%、
シラー 6%

○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで発酵し、15%はフレンチオ
ーク（古樽）で6ヶ月熟成。

シナモンや黒胡椒、熟した赤系果実の

香り。清涼感があり明るい果実味と丸みの
ある渋味のバランスがよいワイン。トマトソー
スを使ったパスタ、シチューなどの煮込みと
一緒に。

ラポストール創始者の夫へのオマージュ
フレッシュな果実味で「毎日愉しめる」ワイン

ラポストールのエントリーレンジながら有機栽培の畑中心にブドウを調達、
赤はフレンチオークを使用するなど上級クラスと遜色無い品質を実現。印
象的な香りとフレッシュでエレガントな口当たりで柔らかいタンニンが魅力。

※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。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

※2018VINよりコルク栓になりました。

※2018VINよりコルク栓になりました。
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South Africa, Westerncape
【南アフリカ ウェスタンケープ】

ルパート＆ロートシルト

ケープタウンから東に約50km、美しい山に囲まれた
Franschhoek（フランス人が住む角地）と呼ばれる土地が
広がります。1690年、フランスから移住したユグノー（プロ
テスタント）がここを切り開き、その生活の中心となったの
が、現在ルパート＆ロートシルトのワイナリーと畑がある
フレデリックスベルク農場でした。
1986年、南アでワイン産業の近代化にも大きな功績を残
したアントン ルパートと、ボルドーでシャトー ペイル・ル
バードを経営するエドモン ド ロートシルトが共同でこの農
場を買い取り、1997年に｢ルパート＆ロートシルト｣として
公式に創業しました。

積極的な投資で最新鋭の設備を備え、HACCP、更には国
内では初めてのISO14001を取得。畑でのリュット・レゾネ
の実践だけでなく、ワイナリーにおいても環境負荷の少な
いワインづくりを行っています。

クラシック

750ｍｌ 2,700円
【南アフリカ ウェスタンケープ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 50%

メルロ 35%

カベルネ フラン 15%
○ 赤 ミディアムボディ

プラムやチェリー、桑の実を思わせ
る香りにコリアンダーなどのスパイス
のニュアンスが漂います。
味わいはエレガントで、若々しいタン
ニンと長く続く余韻が楽しめます。幅
広いタイプの料理との相性が期待で
きます。

◇きのこのリゾット、軽いスタイルの
肉料理

醸造責任者の
イヴォンヌ レスター

ルパート家とエドモンド ロートシ
ルト家のジョイントベンチャー

地形、海の影響、強い日差しによって様々なミクロクリマ
が生じる南アにおいて、R&Rでは南アフリカでも優良な6
地域に自社畑、契約畑を持ち、ヴィンテージによって優れ
たブドウのみをセレクト。
起伏の激しい地形と海からの風の影響、強い日差しのた
め、様々なマイクロクライメットを生み出すこの地域で、
ヴィンテージによらず高品質のワインを造り出すためには
最も有効な方法とされます。

【 畑 】

■土地に愛着を持ち、｢畑で育ったブドウの品質をまっす
ぐワインに伝える｣というポリシーを大切にしており、摘葉・
摘房から収穫まで、全ての作業は手作業で行われます。

■コンサルタントとして、この地を年4回訪れる ミシェル ロ
ランが密接に畑の管理者と一緒に働き、優れた区画を選
定して生育状況をつぶさにチェックします。

【 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。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。
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