
ワインが語る“自然の恵みと造り手の想い”

を伝え、共感と笑顔の輪を広げます
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シャンパーニュの製造方法
Méthode Champenoise(traditionelle)

Metodo  Classico

Flaschengäｒung

シャルマ方式

ステイルワインを大きなタンクに密閉し、その
中で第2次発酵を起こさせてつくる方法。「短期
間」に製品化でき、空気に接触しないので、ブド
ウのアロマを残したい発泡性ワインに最適。

その他の製造方法

Méthode Charmat

Champagne & Sparkling Wine 

シャンパーニュ&スパークリングワイン
立ち昇る泡もいろいろ・・
ここ数年、右肩上がりに伸長し需要を伸ばしているシャンパーニュとスパークリング市場。

その人気の訳は、芳醇にして優雅、爽やかで快活な飲み口、そして華やかでカジュアルなスタイル。
まさに様々なシチュエーションをカバーできる奥行きの深さと、ヴァリエーションの広さにあります。

ファインズでは老舗のシャンパーニュ・メゾン「ＨＥＮＲＩＯＴ（アンリオ）」をはじめ、クレマンやスプマンテ、
ゼクトから南半球のスパークリングまで各国の色とりどりの泡物を価格やタイプ別に取り揃えています。

まるで、グラスの中の気泡のように上がり続けるマーケットの需要や要望に対応すべく、バイ・ザ・グラス
の提案や、売り場のバリエーションの拡大など幅広い用途にお役立ていただけます。

凡 例

品名

取扱のある容量と
参考上代、
生産国と地域

ブドウ品種と色、
味わいのタイプ

造りや味わいの
特徴

相性の良い料理例

ブリュット スーヴェラン

750ｍｌ 6,900円
375ｍｌ 4,000円
【フランス AOC: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、
しっかりしたミネラルを思わせる風味に支えられ
た、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

収穫 圧搾

ワイナリー

一次発酵

ブレンド
(アッサンブラージュ）

瓶詰

約５ヶ月

１５ヶ月～５年

打栓・出荷

セラー

熟成

瓶内
二次発酵 滓抜き

（デゴルジュマン）

動瓶
（ルミアージュ）

リキュール添加

（ドサージュ）

約３ヶ月
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ブリュット スーヴェラン

750ml 6,900円
375ml 4,000円
1,500ml  14,300円
3,000ml  39,400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、しっかりしたミネラルを思わ
せる風味に支えられた、美しくクリー
ミーな味わいが特長です。

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
1,500ml   16,800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、フレッシュで花を思わせるア
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
キュヴェです。

◇天麩羅・お鮨など 和食全般

※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。

【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

と き

750mlのみ

750mlのみ
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ブリュット ロゼ

750ｍｌ 9,500円
【フランス AOP:シャンパーニュ】

○ ピノ ノワール 50%
シャルドネ 40%
ムニエ 10%

○ ロゼ 辛口

サーモンピンクのやさしい色合いと、グ
ラスの底から湧きあがる美しい泡が魅
力的なロゼシャンパーニュ。30％という
高い比率のリザーブワインを使用し、フ
レッシュなだけでなく、なめらかで丸み
を帯びた心地よい風味を生み出してい
ます。ブレンドに用いられる赤ワインに
はグランクリュのピノノワール種が用い
られ、その色合いにも似たやさしい口当
たり、いちごやラズベリーなどのチャー
ミングな余韻が楽しめます。

ブリュット ミレジメ 2008

750ｍｌ 11,800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 50%

○ 白 辛口

上質なシャルドネと、エレガントなピノノ
ワールにこだわった、アンリオのメゾンス
タイルをしっかりと表現するヴィンテージ
のみ造られ、最低6年以上の瓶熟を経て
からリリース。シャンパーニュの土地・気
候の中で、一族が守ってきたメゾンの伝
統と、たゆまざる革新の両面が感じられ
るキュヴェと言えるでしょう。

2008年はアンリオ創業200周年にして素
晴らしいブドウが出来た記念すべきミレジ
メ。果実味や花の軽やかなアロマと、エレ
ガントで骨格があるアンリオらしい味わい。
長期熟成のポテンシャルを感じる良年で
す。

キュヴェ エメラ 2006

750ｍｌ 25,400円
27,000円(化粧箱入り)

【フランス AOP:シャンパーニュ】

○ シャルドネ 50%
ピノ ノワール 50%

○ 白 辛口

ギリシャ神話の昼の光の女神の意のエ
メラのように、明るく光り輝く時間を届け
るシャンパーニュ。アンリオスタイルに合
うと納得したヴィンテージのみ、象徴的
な6つのグランクリュのアッサンブラー
ジュから成り、他のどのシャンパーニュ
よりもアンリオの輝かしいスタイルを具
現化しています。

アンズや柑橘系のペーストなどの熟した
果実味と、蜂蜜やトーストの風味。厳選
されたグランクリュのブドウならではの
骨格と力強さに、アンリオらしいエレガン
トさが加わった新しい時代に相応しい
トップキュヴェです。

4

※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。

ブリュット ロゼ ミレジメ 2012

750ｍｌ 14,500円
【フランス AOP:シャンパーニュ】

○ ピノ ノワール 55%
シャルドネ 45%

○ ロゼ 辛口

グランクリュとプルミエクリュのブドウ
のみを使用し、ロゼミレジメに相応しい
年のみ生産。最低6年以上の熟成を経
てからリリースされます。香りを重視す
るためアッサンブラージュには黒グラス
を使用するこだわりも。
輝く美しいロゼ色で繊細な泡立ち。いき
いきとした野イチゴなどの果実味。ミネ
ラルを思わせる風味と、クリーミーでエ
レガントな口当たり。余韻にはアンリオ
らしいブリオッシュやパティスリーのよう
な甘い香りが広がります。
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クレマン ダルザス ブリュット
キュヴェ ジュリアン NV

750ｍｌ 2,670円
1500ml 5,900円
【フランス AOP:クレマン ダルザス】

○ ピノ ブラン 50%
ピノ オーセロワ 50%

○ 白 辛口

ピノブランとピノオーセロワをブレンド
して造られるブリュットキュヴェ。テート
ドキュヴェのみ使用。一次発酵はステ
ンレスタンクで行い、その後シャンパー
ニュ地方と同じ瓶内二次発酵を約24ヶ
月行います。ドサージュは6g/L以下。
透明感のある淡い黄色の色調が可憐
で、ピノブランの相対的なフィネスとピ
ノオーセロワによる骨格が織り成す味
わいが特徴です。

11代に渡り受け継がれた情熱
アルザスボトルの創始者

Crémant d’Alsace
【クレマンダルザス】

クレマン ダルザス
ブラン ド ノワール 2016

750ｍｌ 3,270円
【フランス AOP:クレマン ダルザス】

○ ピノ ノワール 100%
○ 白 辛口

収穫したブドウは伝統的な垂直式圧
搾機で絞り、テートドキュヴェのみ使
用。その後も伝統的手法に基づき造ら
れます。ドサージュは6g/L。微かに赤
みを帯びた色調できめ細かい泡。香り
にも味わいにもピノノワールに由来す
る直接的な果実が感じられ、構造が明
確で肉厚な味わいは特に愛好家の方
に愛されるスタイルです。

Crémant de Bourgone
【クレマンドブルゴーニュ】

BOURGOGNE

クレマン ド ブルゴーニュ NV

750ｍｌ 4,020円
【フランス

AOP：クレマン ド ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール、シャルドネ、
ガメイ、アリゴテ

○ 白 辛口

収穫は手摘みで、基本的に単一ヴィンテ
ージのワインから瓶内2次発酵で造り、口
当たりはフレッシュでリッチ。

柑橘系やハチミツを思わせる香りがあり、
様々なシチュエーションで活躍できるチャ
ーミングなスパークリングです。

リュリーの高名な造り手

ジャクソン

※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。

ドップ オ ムーラン
1574年に創業、代々家族経営を行う
歴史ある醸造所。アルザスの細長い
形の瓶は1913年にジュリアンドップが
アルザスワインであるということを
人々に見分けさせるために発案し、
1972年に慣例化されました。
また、彼はシャンパーニュ製法をアルザスワインに適用
し、クレマンダルザスを開発するなど、アルザスワイン
の発展に大きく貢献しました。

クレマン ド ブルゴーニュ NV

750ｍｌ 3,560円
【フランス

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。

サン・トーバンの隠れたポテンシャルを見事に表現

ドメーヌ ラリュー
サントーバンを拠点に15haの畑を所有する家族経営のドメーヌ。
兄のドニーは剪定などブドウ樹、弟のディディエは醸造とPR、ドニーの
息子ブリュノーは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。

1946年にアンリジャクソンによって創設されたドメーヌ。元々は母方
の祖父から引き継いだ畑だけでしたが、60年代からリュリー及びメル
キュレイの良い区画を購入し所有畑を拡大してきました。1972年以
降、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。
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前例に囚われない引き締まった
ムルソーを生み出す人気ドメーヌ

クレマン ド ブルゴーニュ NV

750ｍｌ 4,040円
【フランス

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、
アリゴテを主体でガメイをブレンドするこ
ともあり、年により品種と比率は異なりま
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。

ル クレマン ド ジャン
ブラン ド ブラン 2018

750ｍｌ 3,990円
【フランス

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ます。全体の
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。

Crémant de Bourgone 【クレマンドブルゴーニュ】

シャサーニュの名門

ドメーヌ
ジャン・ノエール ガニャール

クレマン ド ブルゴーニュ
グラン リス 2014

750ｍｌ 5,900円
【フランス

AOP:クレマン ド ブルゴーニュ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 白 辛口

オート コート ド ボーヌに位置する、このクレ
マンを造るための専用の畑のブドウを使用
した、ブランド ノワール。ノンドゼのブリュッ
ト ナチュールです。
クレマンドブルゴーニュらしいリッチさと、
シャンパーニュのようなエレガントさを兼ね
備えています。長い熟成期間により、細や
かな泡立ちと、安定感のあるバランスが取
れたクレマンです。

ピュリニー・モンラッシェと名付け
村長も務めた名家が造るワイン

ドメーヌジャンシャルトロン

※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。

シャサーニュ・モンラッシェの名門として知られるドメーヌジャン・ノエ
ル ガニャール。1989年よりジャン・ノエルの娘、カロリーヌレスティメ
がドメーヌを担っています。

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。5代目のジャン・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。

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。
初ヴィンテージから数年で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博し、ムルソーを代
表する生産者の一人です。

フランソワ ミクルスキ
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クリーンで綺麗な酸味、緻密で高貴なワイン

ドメーヌ デ ロッシュ ヌーヴ

Crémant de Loire【クレマンドロワール】

クレマン ド ロワール ロゼ NV

750ｍｌ 2,670円
【フランス AOP:クレマン ド ロワール】

○ シャルドネ、ピノ ノワール
カベルネ フラン

○ ロゼ 辛口

畑から瓶詰めまで、伝統(環境に考慮した
ブドウ栽培、卵白での清澄など)と現代技
術(エフイヤージュ、空気圧プレス、温度コ
ントール下の醸造など)を巧く組み合わせ
ながらワイン造りを行います。
軽快な赤系果実の香りにシャルドネのエ
レガンスが加わり、適度なフレッシュさに
支えられた骨格のある味わいが特徴的で
す。

クレマン ド ロワール NV

750ｍｌ 2,490円
【フランス AOP:クレマン ド ロワール】

○ シャルドネ、ピノ ノワール
カベルネ フラン、シュナン ブラン

○ 白 辛口

まろやかな果実味を出す為に白品種2種、
赤品種2種をブレンド。上品にワイン全体
に溶け込んだ果実の存在感は、より深く
香を吸い込みたい気持ちにさせ、滑らかで
まろやかな味わいです。

トゥレーヌ地方をリードする
ベンチマーク的なワイナリー

ドメーヌ ミショー

LOIRE

※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。

丁寧な仕事でコストパフォーマンス抜群

ドメーヌ デ カール

ソミュ－ル ブリュット
ビュル ド ロッシュ NV

750ｍｌ 4,380円
【フランス AOP:ソミュール】

○ シュナン ブラン 90%

カベルネ フラン 10%
○ 白 辛口

南向きの畑で3ha所有。メトード トラディ
ショネル、3ヶ月間228L樽で熟成させた後、
瓶内二次発酵。9ヶ月間瓶内熟成。ノンド
サージュで辛口、食前酒に最適。ブドウの
木で描かれた脳内というユニークなエチ
ケットが印象的です。

1850年にドメーヌデ ロッシュ ヌーヴが設立。1992年ティエリー氏が
取得し、2000年から有機栽培、2003年からビオディナミ農法を実施。
馬二頭で耕作しています。美しく見事なバランスのワインを造りだし
ています。

2007年にセドリック、ヴェロニック夫妻がドメーヌを取得し、その後の
改革を通して品質を大幅に向上させました。ロワール河下流に位置
し、海洋性気候特有の温暖な冬や夏場の十分な日照時間に恵まれ
ています。

現当主ティエリーミショーがドメーヌを引き継いでから30年間、安定
した品質が評価に繋がっており、コンクールでメダルを欠かすことの
ないソーヴィニョン トゥレーヌと、高評価を得ているクレマンを産す
る優良ドメーヌです。

クレマン ド ロワール
ブリュットナチュール NV

750ｍｌ 2,920円
【フランス AOP:クレマン ド ロワール】

○ シュナン ブラン 100％
○ 白 辛口

ミネラル豊かな片岩土壌。この地方では
珍しい手摘み収穫したブドウを使用。ド
ザージュゼロのブリュットナチュール。
カリンやリンゴの蜜の爽やかアロマとしっ
かりしたミネラルを思わせる風味。キリッと
ドライでアペリティフでも食中でも楽しめる
万能なクレマンです。
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PIEMONTE

Italy, Piemonte
【イタリアピエモンテ】

※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。

モスカート ダスティ 2018

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 やや甘口

モスカート（マスカット）種から造られた微
発泡性ワイン。アルコール度数も低く
（5~6%）、ほのかな甘みのある味わい
は女性に大人気。きれいな酸がワイン全
体の味わいに美しいバランスを与えてい
ます。食前または食後に、デザートと一緒
にお楽しみください。

JURA

安定感のある、透き通った
クリーンなスタイル

ドメーヌ ベルテ・ボンデ

農学修士所有のベルテ・ボンデ夫妻は1984年にシャトーシ
ャロンに移り住み、1985年に初めての収穫を行いました。

畑はシャトーシャロンの丘陵地の他ラヴィニー村やルヴェ
ルノワ村の周辺にもあり、少しずつ所有畑を買い足してい
きました。畑が点在しているため天候による被害などのリス
ク回避ができます。2010年から有機栽培を開始し、2013年
にAB（アグリキュルチュールビオロジック）を取得しました。

Jura
【ジュラ】

クレマンデュ ジュラカーヴデ ニエス
NV

750ｍｌ 4,040円

【フランス AOP：クレマン ド ジュラ】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

ジュラの北(アルボワ村近く)と南（ロン・ル・
ソニエ村）からの買いブドウで造られます。
一次発酵はステンレスタンク、シャンパーニ
ュ方式の瓶内二次発酵を行い、12ヶ月熟
成させます。

柑橘系果実や青リンゴに菩提樹の花を感
じるエレガントな香りとミネラルを思わせる
味わい。きめ細やかな泡が立ちます。

ブルゴーニュの東側で、ディジョンから
約90km、スイス国境のジュラ山脈の麓に広がる地域。
ブドウ栽培面積：1800ha
生産者数：約100件

【ジュラ地方】

ジャン ベルテ・ボンデ

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者

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、70歳を超えた現在も会社の経営に携わる
ブルーノ チェレットとマルチェロ チェレットの兄弟が1960年
代にワイナリーを引継ぎました。

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。

【ワイン造り】

「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。

チェレットファミリー

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。
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
取得しています。



VENETO

Italy, Veneto
【イタリア ヴェネト プロセッコ】

マルチェッロ家によって営まれる
家族経営のワイナリー

ヴィッラ マルチェッロ

ヴィッラ マルチェッロ
17世紀末にティエポロ家によって大きな森の中にハンティング用
のロッジとして建設され、19世紀に当時の所有者のエリザ
ベッタ ガルヴァーニオニゴが所有地にブドウの木を植樹。
今日、ワイナリーは彼女の子孫、マルチェッロ家によって経営さ
れています。 アレッサンドラとアンドリアーナマルチェッロは、地
元のワイン生産の発展に深く関与し、フォンタネッレの地は、近年
世界的な注目を集めるプロセッコDOCの地域に収まりました。現
在はアレッサンドラの息子でマッツェイ家の25代目にあたるジョヴ
ァンニ マッツェイが指揮を取っています。

EGOプロセッコブリュットゼロ2018

750ｍｌ 2,150円

【イタリア DOC:プロセッコ】

○ グレーラ 85%
シャルドネ 15%

○ 白 辛口

創設者のエリザベッタ(E)ガルヴァーニ(G)
オニゴ（O)に敬意を払い、ワイナリーの最
も古い区画のブドウを使用。
グレーラとシャルドネのブレンドで造られ
た、フレッシュな風味と骨格を兼ね備えた
ワイン。残糖のないスタイルに仕上げられ
たドライな後味が魅力です。

アンドリアナピノ グリ－ジョ
ロザ－トブリュット 2018

750ｍｌ 2,150円

【イタリア DOC:デッレヴェネツィエ】

○ ピノグリージョ 100%
○ ロゼ 辛口

ヴェネツィアのレース編み復興に貢献した
祖先アンドリアナに名を由来。
アロマ豊かで繊細な味わいを表現するた
め厳選したクローンを使用し、90%を4ヶ月
シュールリー、10%はさらに2ヶ月大樽で熟
成。
口当たりは柔らかくドライでエレガントなス
タイル。ラズベリーやクランベリーのような
ベリー系果実の風味がある、爽やかな味
わいが魅力です。

ヴィッラマルチェッロプロセッコ
ミレジマート2018

750ｍｌ 1,970円

【イタリア DOC:プロセッコ】

○ グレーラ85%
ピノ ビアンコ15%

○ 白 辛口

リンゴの果実、フジの花やアカシアのよう
な花の香り。フレッシュでエレガント、複
雑味のある余韻が長く続きます。食前酒
として、様々な食事とあわせやすいワイ
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。

【ワイン造り】
トレヴィーゾ近郊に57haを所有し、その内26.5haがブドウ畑。プロセッ
コに使われるグレーラが大部分を占め、その他少量のピノビアンコ
が植えられています。
畑は海抜25mで、シルト質と粘土質の土壌が、構成力がありエレガン
トなワインを造りだします。ブドウ木は、クローンを厳選して2010年に
植えられ、ヘクタール辺り約5,000本の木が植えられています。他の
マッツェイ所有ワイナリーと同様に、できるだけ自然で環境にやさし
いワイン造りを行っています。
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ピノ グリージョ ロゼ
スプマンテ ブリュット NV

750ｍｌ 1,950円

375ｍｌ 1,290円
【 イタリア VSQ:ヴェネト】

○ ピノ グリージョ 100%
○ ロゼ 辛口

スプマンテの品質分類で
Vino Spumante di Qualita（上質スプ
マンテ）。果皮と共に、軽くマセラシオ
ン後、天然酵母を使用して発酵。
スグリや赤のベリー系果実、ピンクグ
レープフルーツのような香り。ストロ
ベリーやラズベリーを思わせるブドウ
由来の僅かな甘み。泡立ちも柔らか
く果実の余韻が長く楽しめる優しい
味わいのロゼスパークリングです。

※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。

ゼロ アッソルート スプマンテ
エクストラ ブリュット NV

750ｍｌ 1,950円
【 イタリア IGP:スプマンテ】

○ グレーラ 70%
シャルドネ 30%

○ 白 辛口

DOCプロセッコの認証でないのは、
残糖分が1.2g/Lとプロセッコを名乗
るための下限値7g/Lを下回っている
事。超辛口でありながらクリーミーな
泡立ちを持っておりどの料理にもよく
合います。
繊細なイーストのほのかな香ばしさ
い香りと、白い花や柑橘系果実の香
り。繊細で細やかな泡立ち。ドライな
味わいながら長い熟成に由来する
複雑味のあるアロマを持つスパーク
リングワインです。

VENETO

Italy, Veneto
【イタリア ヴェネト プロセッコ】

ラ ジャラ プロセッコ
スプマンテ ブリュットNV

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
イキとしたブーケ。品種由来の青リ
ンゴのような風味と、程よい酸が
美しいドライな味わいに仕上げら
れたオーガニックプロセッコです。

オーガニックプロセッコの
先駆者的なワイナリー

ラ ジャラ

ICEA

(Instituto per la Certificazione Etica 

ed Ambientale) 

ICEAはイタリアで最も有名な有
機農産物やサステイナブル（代
替可能な）エコノミーを目的とし
た商品の認証団体の1つです。

ワイナリーの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、現当主のマッシモはワイナリーの4代目。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、約50haのブドウ畑を所有。
マッシモは当主としてワイナリーの経営全般を、そして弟のパオ
ーロはワイン醸造他技術的な部分を担い、二人の父のブルーノ
はブドウ畑での作業を担う、家族経営のワイナリー。

マッシモの代になり自社畑では、
家族の伝統を受け継ぎながらも
醸造所の改築やブドウの植え替
えなどを積極的に行っています。
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】

現当主マッシモマリオンは、ワイナリーの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。弟のパオーロはワイ
ンの醸造などの技術責任者です。

シャルドネ スプマンテ
ブリュット ナチュール

750ｍｌ 1,950円

【 イタリア VSQ:ヴェネト】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「ロングシャルマ」方式で6カ月の長
い期間をかけて醸造されます。オリと
接触している期間が長いため豊かな
アロマと複雑味ある味わいとなりま
す。繊細な香り、白桃などの果実や
花のような香り。ドライで生き生きとし
ていて、心地よい味わいが口の中に
広がり、酸味も美しくバランスのよい
味わいです。
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http://www.icea.info/


【畑】
コルテアダミのソアー
ヴェの畑は、ソアーヴ
ェ村の中心部に位置
するワイナリー周辺の
平地と、ソアーヴェクラ
シコの生産地域に隣
接する標高350～
360mのカステルチェリ
ーノに畑を所有してい
ます。

VENETO

コストパフォーマンスの高い

ソアーヴェの生産者

コルテアダミ

Italy, Veneto
【イタリア ヴェネト】

コルテ アダミは、ソアーヴェ地区に26ha、ヴァルポリチェッ
ラ地区に10ha、計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、自分たちで育て
収穫したブドウを自ら醸造し瓶詰する、家族経営のワイナ
リーを創設するという夢を実現し、2004年から自社で瓶詰
めを開始しました。初年度は、ソアーヴェ地区のブドウのみ
の瓶詰でしたが、2008年にはヴァルポリチェッラ地区のブド
ウでも瓶詰を開始し、現在に至ります。
近年その品質の高さが認められ、各国で賞を受賞。年々
自社で瓶詰めして販売する割合も増えており、品種の個性
とテロワールを表現したワイン造りを行っており、今後ます
ます期待のできる気鋭のワイナリーです。

祖父から孫の代まで、家族で協力している。

センツァフィーネ ブリュット ミレジマート
2017

750ｍｌ 1,950円
【イタリア IGP:ヴェネト】

○ ガルガーネガ、シャルドネ
○ 白 辛口

リッチな泡立ちが特徴の心地よい味わいのス

パークリングワイン。瓶内二次発酵由来のトー

ストやトロピカルフルーツを思わせる魅惑的な

香り。フレッシュでクリーンな口当たりで、フル

ーティでありながら、クリーミーなミネラルを思

わせる風味も感じられます。アペリティフとして

白身の魚や鶏肉、チーズなどと楽しめます。

※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。

Italy, Sicilia
【イタリア シチリアエトナ】

エトナのテロワールを忠実に表現する
家族経営のワイナリー

ムルゴ テヌータ サン ミケーレ

ムルゴ家のワイン造りの歴史は古く、1800年代に遡りま
す。現在はミケーレ、ピエトロ、マッテオがブドウ栽培、ワ
イン造りに勤しみますが、元々はエトナの地でアグリツー
リズモ(民宿)とレストランを経営していました。ワインの他
にエトナの自然を活かしてコンフィチュールやハチミツ、パ
テ等を生産し自らのレストランで提供しています。ワイン
造りは元々自家消費用と地元レストラン向けに始め、現
在も輸出市場とともに地元で愛飲されています。

SICILIA

ブリュット メトド クラシコ 2017
750ｍｌ 3,150円
【イタリア VSQ:シチリア】

○ ネレッロ マスカレーゼ 100%
○ 白 辛口

エトナの火山性土壌由来の豊富なミネラルを
思わせる風味と、高い標高と昼夜の寒暖差
から生まれる繊細で伸びやかな酸が印象的
です。
この地域の土着品種、ネレッロマスカレーゼ
種から造られ、白い花の繊細な香りとわずか
に感じるトースト香、いきいきとした豊かな酸。
余韻も長いドライな味わいは、食事を通して
楽しめます。

ブリュットロゼ メトド クラシコ 2017

750ｍｌ 3,290円
【イタリア VSQ:シチリア】

○ ネレッロ マスカレーゼ 100%
○ ロゼ 辛口

エトナのテロワールを反映したブドウは、フ
ルーツの熟した風味ではなく硬い鉱物的
ニュアンスや火山性土壌のミネラルを思わ
せる風味をワインにもたらしてくれます。
ラスベリーやチェリーを思わせる香りや花の
繊細な香り。ザクロや赤いベリー系果実や
バラを思わせる凝縮感のある味わいです。
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1989年からネレッロマスカレーゼ種を使った瓶内二次発酵
のスパークリングワインを生産しています。
ブリュット、ロゼすべて同じ畑から収穫されたブドウを使用し、
熟成期間、マセラシオン、ドサージュを変えて造ります。未だ
に大半はピュピトルで手作業でルミアージュを行っています。

カステルチェリーノの畑は、昼夜の寒暖の差があり、ブドウ
栽培に適した気候を持ちます。樹齢30～35年のブドウの
木も多くあり、伝統的なペルゴラヴェロネーゼ仕立て（棚
仕立て）で植えられています。



CATALUNYA

Spain, Catalunya
【スペインカタルーニャ】

カバブリュットレセルバ 2017

750ｍｌ 1,880円

【スペイン D.O.カバ】

○ マカベオ（ビウラ） 50%
パレリャーダ 35%、チャレッロ 15%

○ 白 辛口

「トレデルガルエステート」と「マスベル
ニッチエステート」という2つの自社畑からと
れたブドウのみを使用。長期瓶熟による深
みのあるボディと酸がエレガントに調和。
マカベオ特有の青リンゴを思わせる爽やか
な果実味を伴った、心地よい余韻が長く続
きます。

◇パテや生ハム、鯛やヒラメなど白身魚の
ムニエル、ホタルイカのフリットと合わせて

カバブリュット ロゼ NV

750ｍｌ 1,880円

【 スペイン D.O.カバ 】

○ トレパット 80%、ガルナッチャ 20%
○ ロゼ 辛口

上質なトレパットの産地として知られる、コ
ンカデバルベラのブドウを使用。品種に由
来するラズベリーやスグリの新鮮で甘酸っ
ぱい赤い果実の香り。砂糖漬けのチェリー
を思わせるふくよかな果実味。繊細でほの
かな甘みが余韻に残ります。

◇野菜のグリル、鶏肉のトマトソース煮込
み、リゾット、バジルソースのパスタと合わ
せて

長期熟成がもたらす複雑味ある
プレミアムカバ

トレデルガル

“トレ デル ガル”とは「雄鶏の塔」の意。カタルーニャでは
雄鶏は明るさシンボルでブドウ畑の傍らにあるローマ街道
に古くから建つ見張り塔に由来しています。カバの一大産
地・サンサドルニダ ノイアと、D.O.ペネデスの拠点、ビラフ
ランカ デル ペネデスの中間にあるサンクガット セスガリゲ
スに位置しています。それぞれの品種に最適な畑で栽培さ
れたブドウを使用し、長い瓶熟期間によって生み出される
複雑性が魅力のカバを生み出しています。

RHEINGAU

Germany, Rheingau
【ドイツ ラインガウ】

1875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
でワイナリーを創業。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供されたとい
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、所有畑を拡大しています。(現在栽培面積
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」)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、年間20回にわたる畑での収穫
など、ヴァイルの職人気質を強く反映したワイン造りが行わ
れるようになりました。現在、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。

皇帝にも愛された
ラインガウを代表する名醸造所

ロバートヴァイル醸造所

リースリングゼクト

エクストラ ブリュット 2015

750ｍｌ 4,720円

【ドイツ ラインガウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

グレーフェンベルク畑の近隣の自社畑で
厳選したブドウを使用。瓶内二次発酵で
ルミアージュも職人の手で行い、18ヶ月
熟成させています。ドサージュにはグ
レーフェンベルクのシュペトレーゼを使用
する、こだわりのゼクト。
完熟したリースリングと熟成由来の白い
花や白桃、ブリオッシュの繊細な香り。辛
口ながらも丸みがあり、エレガントな味わ
いです。

12
※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。

【評価】ドイツのワイン評価本
■ゴー・ミヨ誌2018 …5つ房(最高評価)

－辛口ワインは過去最高の出来と評価

■ファインシュメッカー（季節誌）
… 5ツ星(5F’s)（最高評価）

■アイヒェルマン誌2018…5つ星(最高評価)

ヴィルヘルム ヴァイル



Spain, Catalunya
【スペインカタルーニャ】

ブリュットレセルバ 2017

750ｍｌ 2,500円

【スペイン コルピナット】

○ チャレッロ 40%
パレリャーダ 30%
マカベオ（ビウラ） 30%

○ 白 辛口

瓶内熟成18ヶ月以上のカバ。明るい麦わら色
で長く続くきめ細かい泡立ちが魅力。
白い果実のようなクリーンでフレッシュな風味
が印象的です。

ロゼブリュットレセルバ 2017

750ｍｌ 3,400円

【スペイン コルピナット】

○ モナストレル 60%
ガルナッチャ 20%
ピノ ノワール 20%

○ ロゼ 辛口

18ヶ月以上の瓶内熟成。
明るいチェリーピンクの色合いとイキイキとし
た森のベリーの香りに繊細なタンニンを感じる
味わいが特徴。
しっかりとした骨格に適度な酸のバランスが良
く、余韻も長く続きます。

エックスヴィートブリュット
グランレセルバ 2010

750ｍｌ 10,000円

【スペイン コルピナット】

○ チャレッロ 60%
マカベオ（ビウラ） 40%

○ 白 辛口

60ヶ月以上の瓶内熟成。
輝かしい黄金色できめ細かい泡が魅力
のリョパールのトップキュヴェ。
エレガントで力強い香り。トーストやバル
サミコの風味。味わいは力強く、引き締
まっていますがクリーミーでエレガントさ
を兼ねそなえています。

レオパルディブリュットナチューレ
グランレセルバ 2013

750ｍｌ 5,000円

【スペイン コルピナット】

○ チャレッロ 40%
マカベオ（ビウラ） 40%
パレリャーダ 10%
シャルドネ 10%

○ 白 辛口

48ヶ月以上の瓶内熟成。
先祖の名前を冠した良年にのみ造られ
るスペシャルキュヴェ。
複雑でエレガント、スパイシーさも感じる
香り。非常にドライな味わいながら、長
期熟成によるなめらかな口あたりが魅力
です。

※価格は2021年1月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。

リョパール ファミリー
中央下ペーターJrが

現在ワインメーカーを務めます。

カン リョパール デ スビラーツの3つの土壌
ロカリス
標高390m、南-南西向き、火打ち石が多くカルシウムが豊富。
→スモーキーさ、シルキーでソフトな口当たりを生む
コスタース
ワイナリーがある中心地でテラス状の西-北西向き。ごろごろと
岩が埋まっており、ブドウの根が地中5～6mまで伸びる。
→バルサミコの風味、フルーティで溌剌とした味わい
フォッシル
標高280-310m、化石が多い粘土石灰質。うねりの多い丘陵地。
→力強くバランスが良い味わい。

【栽培・醸造】
化学肥料は使用せず、すべての畑でビオロジックを実施。グリーン
ハーベストを実施し、収量を制限、また手摘み収穫をしています。
畑で選果したブドウを丁寧にワイナリーに運び空気圧による圧搾。
テット ド キュヴェ(一番絞り)の果汁のみを使用しています。一次発
酵はステンレスタンクを使用し低温で25日間行っています。

※全て化粧缶入りです。

※全て化粧箱入りです。
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CATALUNYA

リョパール

リョパール家の歴史は古く、1385年にはリョパール家の先
祖ベルナルドゥスレオパルディがリョパールデ スビラーツ
の土地を授けられたことが文書に記されています。その後
リョパール家はブドウやオリーブなどの栽培を経て、18世紀
にはワイン造りに専念。1887年に初めてカバの生産を開始
しました。当時はフィロキセラの害が広がっている時代でし
たが、畑に最も合うブドウを育て、品質向上を目指し弛まぬ
努力で名声を高めました。

以来「人生はブドウ畑から」をモットーに、元々はカバを名乗
っていましたが有機栽培で高品質なスパークリングワイン
産地、コルピナットとして独立。今後のコルピナット発展にも
尽力しています。

14世紀から24代続く家族経営農家
コルピナット独立の立役者



WASHINGTON

U.S.A. Washington
【アメリカ ワシントン】

ワシントンの名手が造りだす、
プレミアムスパークリングワイン

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と
も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
ミッシェルが造り出すスパークリング部門。
フランスのシャンパーニュと同じ瓶内二次発酵方式でこだ
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。

【こだわりの造り】
･シャルドネ、ピノ ノワール、ムニエを使用
･2～3週間の一次発酵
･約110のロットからワインメーカーにより念入りに試飲し
アッサンブラージュ比率を決定。
･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を施します。

※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。14

ミッシェル ブリュット NV

750ｍｌ 2,490円
【アメリカ 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香り。
若干の甘みを感じる爽やかな味わいで、
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。
泡もちも非常に良いスパークリングです。

ミッシェルブリュット ロゼ NV

750ｍｌ 2,490円
【アメリカ AVA：コロンビア ヴァレー】

○ ピノノワール、ムニエ
○ ロゼ 辛口

美しいサーモンピンクの色合い。 ベリー
系の香りで口当たりはドライです。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。ピノノワール由来のしっかり
した果実味とタンニンがあり、食中酒とし
ても楽しめます。

TASMANIA

Australia, Tasmania
【オーストラリアタスマニア】

タスマニアの
プレミアムスパークリングの代名詞

ジャンツ

プレミアム キュヴェNV

750ｍｌ 4,610円
【オーストラリア タスマニア】

○ ピノノワール、シャルドネ
○ 白 辛口

グラスに注ぐとスイカズラと柑橘系の香り
が立ち上り、その中にヌガーや煎ったナッ
ツ、ピノノワール由来のイチゴを思わせる
香りが感じられます。上品なフルーツとク
リーミーな味わいが口いっぱいに広がり、
柑橘類、ヌガーの味わいで余韻が締めくく
られます。

プレミアム ロゼ NV

750ｍｌ 4,610円
【オーストラリア タスマニア】

○ ピノノワール 70％
シャルドネ 30％

○ ロゼ 辛口

活き活きとした、上品なピンク色に長く続く、
繊細な泡立ち。香ばしさと芳醇なバラの香
りが広がります。
口に含むとクリーミーな舌触りとイチゴを思
わせる濃厚なフレーバーが広がりますが、
後口は非常に爽やかです。

ヴィンテージ キュヴェ 2014

750ｍｌ 6,300円
【オーストラリア タスマニア】

○ シャルドネ 53％
ピノノワール 47％

○ 白 辛口

溌剌とした、繊細な泡立ち。タスマニアの
シャルドネとピノノワールを象徴する、美し
い香りが立ち上ります。
エレガントかつ力強いシャルドネがピュアさ
と余韻の長さ、クレームブリュレと砂糖漬け
にしたレモンの皮のニュアンスを。ピノノ
ワールが香り豊かなイチゴやバラのような
香りとリッチさを与えています。

1986年設立。タスマニアで初めて瓶内二次発酵のスパーク
リングワインを造り、以降その製法は「メトドタスマノワーズ」
と呼ばれ、ジャンツはプレミアムスパークリングの造り手とし
て知られるようになりました。ブドウはタスマニア全域の冷
涼なエリアにある選ばれた畑から収穫しています。



※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。

キュヴェマールボロブリュット NV

750ｍｌ 3,990円
【ニュージーランド GI：マールボロ】

○ ピノ ノワール 70%
シャルドネ 30%

○ 白 辛口

手摘みで収穫後、全房を優しくプレス。
ロット毎に発酵し、9月頃にブレンディン
グを決めます。年によってリザーヴ比
率は変わり、5～15%が使われ、ワイン
に複雑味を与えます。最低36ヶ月の瓶
熟期間を経てリリース。クリーミーな
ムースのような口当たり。エレガントで
しっかりした骨格があり、クリスピーな
酸と果実感やビスケットのようなニュア
ンスの複雑味のバランスが非常に良
いです。

MARLBOROUGH

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

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

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。マールボロでは２軒のみという、創業以来家族経営を貫いて
いるワイナリーの１つです。

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
質の向上を図っています。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。

アルゼンチンマルベックのパイオニア

ボデガ カテナ サパータ

MENDOZA

Argentina, Mendoza
【アルゼンチン メンドーサ】

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始めたのが、
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のつくりに影響され、「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。

アラモス エクストラ ブリュット NV

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

メンドーサ、トゥプンガト地区に広がる自社畑
から、スパークリングワインに合ったスタイル
のシャルドネ種とピノノワール種のブドウを
厳選。
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。

D. V. カテナナチュール NV

750ｍｌ 3,180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

アンデス山脈の麓トゥプンガト地区にあるカ
テナの畑の中でも、冷涼なエリアからス
パークリング用のブドウを厳選。

残糖度は3g/Lで、アルゼンチンの規定では
ナチュールに分類されます。
シャルドネは白い花やシトラスの風味をもた
らし、ピノ ノワールからの複雑味と酸がバラ
ンスの良い辛口に仕上げています。瓶内二
次発酵由来のトースト香も加わりクリーミー
な風味も感じられます。
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※ラベル、化粧箱のデザインが変更になりました。
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