ファインズ
“自然派”
ワインリスト
2018
Vins Nature
Liste des Vins 2018

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

ファインズを代表する自然派・個性派生産者
Bourgogne
ブルゴーニュ

Loire
ロワール

Veneto
ヴェネト

Wachau
ヴァッハウ

★ドメーヌ プリューレ ロック・・・・・ ・・・ ・・・ ・

４,５

★クレ ド セラン（ニコラ ジョリー） ・・ ・・・ ・・ ・ ・ ６
★クインタレッリ・・・・・ ・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・ ７
★ニコライホーフ・・・・・ ・・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ８,９

France

Bourgogne ブルゴーニュ

Loire ロワール

★ドメーヌ ウィリアム フェーブル・ １０
★ドメーヌ クリスチャン モロー・・ １１
★ドメーヌ ベルサン・・・・・・・ １２
★ドメーヌ ルネ ブーヴィエ ・・・ １３
★ドメーヌ レミ ジョバール・・・・ １４
★ドメーヌ ド ヴィレーヌ・・・・・ １５
★ドメーヌ ボングラン・・・・・・・ １６
★ドメーヌ ソメーズ・ミシュラン・・ １７

★ドメーヌ
★シャトー
★ドメーヌ
★ドメーヌ

デ ロッシュ ヌーヴ ・・２０
ド クーレーヌ・・・・・２１
デュ ノゼ・・・・ ・・ ２２
コニェット・・・・ ・・ ２３

Côtes du Rhône コート デュ ローヌ
★ラ カボット ・ ・ ・・・・ ・・・ ２３

Condrieu/Côte-Rôtie コンドリュー/コート･ロティ

Alsace アルザス

★ドメーヌ ジョルジュ ヴェルネ ・・ ２４

★ドメーヌ
★カミーユ

Languedoc-Roussillonラングドック・ルーション

ヴァインバック・・・ １８
ブラウン・・・・・・ １９

Other areas in France（フランス他エリア）
★ル ルー ブルー・ ・・・・ ・・・ ２９
★マス デル ペリエ・・・・ ・・・・ ３０
★ドメーヌ ベルテ・ボンデ・・・・ ３１

Italy

★ジェラール ベルトラン ・ ・ ２５-２８
★レリス マジエール ・・・ ・・・ ２９

Spain

Priorato
★アルバロ パラシオス ・・・・ ・・ ３９

Piemonte ピエモンテ

Rioja

★チェレット・・・・・・ ・・・ ・３２

★パラシオス レモンド ・ ・・・ ・・ ４０

Veneto ヴェネト

United States of America

★ラ ジャラ・・ ・ ・・・・ ・・・ ３３

Toscana トスカーナ
★ランポッラ・・・・・・ ・・・ ・３４

Abruzzo アブルッツォ
★ヴァッレレアレ・・・・ ・・・ ・３５
★キューザグランデ・・・ ・・・ ・３６

Campagnia カンパーニャ
★ファットリア ラ リヴォルタ・・・３７

California カリフォルニア
★ボンテッラ ・ ・ ・ ・・・・ ・・ ４２
★クィンテッサ・ ・ ・・・・ ・・ ・４３

Chile

Central Valley セントラル

ヴァレー

★ラポストール・ ・ ・・・・ ・・ ・ ４４

Australia

Sicilia シチリア

South Australia 南オーストラリア

★カゼマッテ ・・ ・・・ ・ ・ ・・ ３８

★ピュージー ヴェイル・・・・ ・・ ４５

Austria

New Zealand

Wagrum ヴァーグラム

Auckland オークランド

★フリッツ サロモン・・・・ ・・ ４１

★プロヴィダンス・ ・ ・・・・ ・・ ４６

＜ファインズ “自然派”ワインリスト 選定基準＞
ビオロジック農法、ビオディナミ農法を認証を取得している生産者、及び
認証を取得していないが、ビオロジック農法、ビオディナミ農法を実施している生産者

＜ビオマークの説明＞ ※ビオマークは下記認証機関で認証を取得しているワインにのみ記載しています。
ビオロジック農法・・・
有機農法。化学肥料や農薬を使用しない農法。

ビオディナミ農法・・・
化学肥料や農薬を使用しないという点で有機農法と同じ。ルドルフ シュタイナー氏の思想に則り、
各種プレパラート（自然な素材由来の肥料）を畑に散布し、天体の運行を参考に行う農法。

ユーロリーフ
EU圏内においてオーガニック製品に
表示義務のある認証マーク（2010年7
月より）

デメテール
ルドルフ シュタイナーが提唱したビオ
ディナミ／バイオダイナミック農法を認
証している団体。1828年設立、有機農
作物の基準を作ったともいわれる。現
在は世界50カ国に展開

アグリキュルチュール ビオロジック
（AB / アベ）
フランス政府によりオーガニックの認
証マークとして制定した認証マーク

イチェア
イタリアのオーガニック認証団体で、
国際的にも活動している（食品に限ら
ず展開）
アイアブ
イタリア有機農業協会でオーガニック
認証機関

ビオディヴァン
ビオディナミ認証マーク
現在フランスとドイツのドメーヌが参
加

カリフォルニア 有機農認証団体
アメリカのオーガニック認証機関

カリテ フランス
フランスのオーガニック認証機関で、
100カ国以上の国で認証を行っている

凡

CERES
世界でオーガニック農法や食品、など
の認証を行う団体

例
商品の特徴を
表すマーク
（右記参照）

クロ ド ラ クレ ド セラン

品名

750ｍｌ 10,400円
【フランス
AOC:サヴニエール クレ ド セラン】

取扱いのある
容量と参考上代、
生産国と地域

○ シュナン ブラン 100%
○ 白 辛口
夏の高温を反映する深い黄色。濃縮感が
あり、酸味のバランスも見事。余韻は極め
て長く、数分間も持続するほど。はちみつ、
ライムティー、アプリコット、火打石等の風
味に加え、ボトリティスに由来する豊潤な
味わいです。

＜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）

ブドウ品種と色、
味わいのタイプ

… ビオロジック農法の
認証を取得している商品
… ビオディナミ農法の
認証を取得している商品

造りや味わいの
特徴

… 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

DOMAINE PRIEURE ROCH

France, Nuits-Saint-Georges
【フランス 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 ロック氏が1988年に創立したドメーヌ。
彼はアンリ ルロワ氏の長女ポリーヌの次男（ラルー ビー
ズ･ルロワ氏の甥）にあたり、1992年ビーズ･ルロワ氏が
DRCの共同経営者から退いた後、長男シャルル ロック氏
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。

「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」
（ロック氏）

【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

ロック氏は古文書を研究し、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。

ラドワ ル クル ルージュ
750ｍｌ 10,400円
【AOC:ラドワ･セリニィ】
○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ

アンリ・フレデリック ロック氏

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。

ヤニック シャン氏（醸造責任者）

ラドワ ル クル ブラン
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。
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750ｍｌ 10,400円
【AOC:ラドワ･セリニィ】
○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 フルボディ
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。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

DOMAINE PRIEURE ROCH
ニュイ・サン・ジョルジュ
クロ デ ザルジリエール
ニュイ・サン・ジョルジュ
プルミエ クリュ
750ｍｌ 21,500円
【AOC：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。これはそのひとつで、＜ク
ロ・デ・コルヴェ＞の北側の比較的若
い（といっても樹齢約45年）樹からのワ
イン。グロセイユなどの深みある果実
味、スパイシーなニュアンスが混じり、
口当たりはとてもなめらかです。

750ｍｌ

37,500円

【AOC：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
栽培とワイン作り。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。

クロ・ヴージョ
750ｍｌ 48,200円
【AOC：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
プルミエ クリュ VV
750ｍｌ 25,000円
【AOC：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 60,000円
【AOC：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。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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COULEE DE SERRANT

France, Savennières
【フランス サヴニエール】
由緒ある銘醸地
ビオディナミの伝道師
クレ ド セラン
（ニコラ ジョリー）
クレ ド セランは、ロワール河の北岸のサヴニエール地区
にシトー派修道僧によって12世紀に植えられた由緒ある畑
です。以来800年以上もの間ブドウ栽培が行われ、その歴
史の中でルイ11世、14世、女帝フィーヌがこの地を訪れた
という記録が残っています。また美食の大家・キュルノンス
キー氏 (1872-1956)は“イケムに並ぶ、フランスの5大白ワ
インの１つ”と評しました。
1962年よりジョリー家が所有していますが、ロマネ・コン
ティやシャトー グリエと共に、生産者名がそのままAOC名
で、なおかつ単独所有という数少ない生産者のひとつです。

サヴニエール レ ヴュー クロ
750ｍｌ 4,810円
【フランス AOC：サヴニエール】
○ シュナン ブラン 100%
○ 白 辛口
エレガントな酸が心地よく、アーモンドやナッツ、
フレッシュフルーツのニュアンスがあります。

< レ ヴュー クロ >
• 4区画を所有し総面積5.8ha
• 平均樹齢25年
• クレ ド セランに比べやや傾斜が緩やかな
東向きの区画
• ロワール河の照り返しを存分に享受
• 表土が深く主にシスト（片岩）土壌
（クオーツ（石英）や、まれに砂が混じってい
ることも。）
・ 平均で5度にわたる収穫回数
• 収穫は隣接するクレ ド セランの5日後
• 収量はブルゴーニュのGCに匹敵する3035hl/ha

ニコラ氏（左）とヴィルジニー女史（右）
娘のヴィルジニーも3代目として
ワイナリーに参加

【ワイン造り】

クロ ド ラ クレ ド セラン

1984年に全面的にビオディナミを導入して以来、栽培面では若
干の硫黄とボルドー液を除き、化学薬品等は一切使用してい
ません。クローン反対派のジョリー氏は、クレ ド セランにある
樹齢80年以上の古木から接木し、植え替えに使用しています。
収穫は全て手摘みで、房ごとの熟し度合いに応じて数回に分
けて行われ、その期間が2ヶ月に及ぶこともあります。
醸造面では、人工酵母の使用や発酵時の温度コントロールも
せず、またデブルバージュ、澱引き、コラージュも行いません。
主に古樽で数ヶ月間熟成後、瓶詰め前にフィルター処理をごく
軽く行います。

750ｍｌ 10,400円
【フランス AOC:サヴニエール クレ ド セラン】
○ シュナン ブラン 100%
○ 白 辛口
夏の高温を反映する深い黄色。濃縮感があり、
酸味のバランスも見事。余韻は極めて長く、数
分間も持続するほど。はちみつ、ライムティー、
アプリコット、火打石等の風味に加え、ボトリ
ティスに由来する豊潤な味わいです。

クレ ド セランの畑。
奥にはロワール河が見えます。

< クレ ド セラン >

【ビオディナミの伝道師】
現当主であるニコラ ジョリー氏は1945年生まれ。1970年にコロンビ
ア大学MBA修了後、モントリオールの金融省に1年半、更にモルガ
ンスタンレー（ニューヨーク・ロンドン）に5年間勤務。
その後1976年銀行家としての生活を捨て、母が運営していたワイ
ナリーに戻りました。当初は農薬を使用していましたが、「ビオディ
ナミ」と出会い、1980年に部分的に、1984年からは全ての畑に導入。
テクノロジーやテクニックに依存し画一化されたワインの氾濫を憂
いだジョリー氏は、「おいしいワインである前に、その土地固有の繊
細さを表現した本物のワインでなくてはならない。」というAOC法（原
産地呼称統制法）の原点への回帰を提唱。現在は世界中で栽培
者への啓蒙や講演活動を行い、「ビオディナミの伝道師」とも呼ば
れています。
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• 生産者名＝アペラシオン名の特例の畑。
7haの畑はジョリー家の単独所有
• 南向きの急勾配の斜面
• 地層は平均20-40cmの深さ、赤褐色・茶色
のシスト土壌で水はけが良い。
・ 収穫はすべて馬と手作業で行なわれている
・ 3～4週間かけて収穫は5回に分けて行う
※乾燥した年には片岩が湿度を保つスポンジ
の役割を果たし、ブドウ樹に安定的に水分を補
給します。
• 所有畑の中でブドウの成熟が最も早い
• 貴腐菌の付着したブドウが例年約10%混在

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

GIUSEPPE QUINTARELLI

Italy,Veneto
【イタリア ヴェネト】

ヴァルポリチェッラの常識を
覆す至極のワイン
ジュゼッペ クインタレッリ
クインタレッリはヴェネトの地で造られるヴァルポリチェ
ッラ、アマローネを語る上で最も重要な生産者であるこ
とは間違いありません。機械化されたワイン造りが主
流の現代において農作業から醸造、ラベルを貼ること
まで手作業で行われています。醸造に関しても自然酵
母での自然な発酵は勿論、発酵後もあえて何もせず、
自然に任せたワイン造りにこだわっています。
『良い畑、良いブドウの樹、良い環境、低い収量。良い
仕事人。なにより良いワインを造り続ける情熱と余計な
事をしないでゆっくり待つ忍耐力。良いワイン造りには
時間も必要です。』
※基本的にはスラヴォニア産
の大古樽を使用。ワインによっ
てはバリックの使用もあるが比
率は非常に低いです。
※通常の規定より長い熟成期
間をとることによって美味しい
状態で出荷。勿論長期熟成も
可能です。

・創業：1924年
・ヴェローナ郊外ネグラール村
カ・パレッタ中腹
・ワインメーカー：
フランチェスコ氏（ジュゼッペの孫）
フェラリーニ醸造学者
・平均樹齢：20年～30年

○ ガルガーネガ、トレッビアーノ トスカーノ、
ソーヴィニヨン ブラン、シャルドネ、サオリン
○ 白 辛口
青リンゴ、洋ナシ、パイナップルなどのトロピカ
ルフルーツの爽やかな香り。酸も穏やかで、柔
らかくふくよかな印象のワインです。

プリモ フィオーレ
750ｍｌ 7,000円
【イタリア IGT：ヴェネト】
○ コルヴィーナ ヴェロネーゼ、
コルヴィノーネ
50%
カベルネ ソーヴィニヨン、
カベルネ フラン
50%
○ 赤 ミディアムボディ
もっとも短い熟成でリリースされる赤ワイン。ド
ライフルーツやベリー系果実、スパイスなどの
香りが複雑に混ざりあいます。酸、果実味、タン
ニンのバランスがよく、食事を通して楽しめるワ
インです。

ヴァルポリチェッラ クラシコ

○ コルヴィーナ、コルヴィノーネ 55%
ロンディネッラ
30%
カベルネ、ネッビオーロ、
15%
クロアティーナ、サンジョヴェーゼ
○ 赤 フルボディ
フランチェスコ氏

■土壌は石灰質を多く含んだ泥灰土が主です。
■9月末から手摘み収穫、発酵はこの地方に自生する自然酵
母で発酵。
■大きな特徴は、この地方の伝統的手法であるリパッソ※を
行い強靭な酒質を持たせる事です。
■スロヴェニアの大樽で6年間熟成させます。
※リパッソ：ブドウの絞りかすを発酵させたワインに再度漬け込み再び発
酵させる方法。ピエモンテの一部やヴェネトでの伝統的手法。手間がかか
る為、今では行っている造り手は数少なくなっています。

急勾配コルヴィーナの畑

750ｍｌ 5,200円
【イタリア IGT：ヴェネト】

750ｍｌ 11,800円
【イタリア DOC：ヴァルポリチェッラ
クラシコ スペリオーレ】

【ワイナリー】

【ワイン造り】

ビアンコ セッコ

ラベル手貼り作業

ヴァニラやキャラメルのような甘いスパイスと、
ハーブの香りが複雑。しっかりしたタンニンと、
果実の凝縮感があり、余韻の長いワイン。

アマロ－ネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラシコ

750ｍｌ 42,000円
【イタリア DOC：アマローネ デッラ
ヴァルポリチェッラ】
○ コルヴィーナ、コルヴィノーネ 55%
ロンディネッラ
30%
カベルネ、ネッビオーロ、
15%
クロアティーナ、サンジョヴェーゼ
○ 赤 フルボディ
＜長い年月をかけゆっくりと熟成させた珠玉の
アマローネ＞アーモンドのほろ苦い香りやチェ
リーを思わせる繊細な香り、凝縮感のあるアロ
マ。干しブドウやジャム、様々なスパイスの混じ
りあった味わいは、他に例をみないほどの複雑
味がある。深みがあり余韻の長いワイン。

※価格は2018年5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。
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NIKOLAIHOF

Austria, Wachau

【オーストリア

ローマ時代に起源をもつセ
ラーはドナウ河の水面より
低いところにあるが、洪水の
時にも１滴の水も入りません
でした。ワインに理想的な温
度・湿度が自然に保たれる
構造となっています。

ヴァッハウ】

ビオディナミのパイオニア

ニコライホーフ

グリューナー フェルトリーナー

2000年もの昔、ローマ人がドナウ河流域のヴァッハウ地区
マウテルンに建設したワインセラーがワイナリーの土台とな
っています。当時ローマ軍の兵士は1日に2リットルもの
ワインを飲んだと言われ、滞在する場所はワイン生産に適し
ていることが条件でした。ワイナリーのシンボルとなっている
聖ニコライ修道院は 985年に建造されたもの。1894年に
サース家の所有となり、ワイナリーとして復活させました。
■概要
当主のニコラウス サース氏と息子のニコラウスJr.が栽培・
醸造を手がけ、クリスティーネ サース夫人が輸出や啓蒙を
主に行う家族経営です。1971年という早くからビオディナミ
農法を取り入れたビオディナミの先駆者で、demeter（デメテ
ール）の認定も1992年に国内でいち早く取得しています。
ワインはピュアな味わいかつ複雑さ、芯の強さと奥ゆかしさ
があり、熱狂的なファンをもち、時にモーツァルトの音楽に例
えられることもある魅惑的な味わいです。

【ワイン造り】
<自然との共存>の考えをベー
スに、農薬や化学肥料を一切
使用せず、動物の堆肥や植物
を煎じた自然界のものをプレ
パラシオン（調剤）として使用
し、土壌の活力を最大限に発
揮させる農業の方法を行って
います。

750ｍｌ 3,340円
【オーストリア ヴァッハウ】
○ グリューナー フェルトリーナー 100%
○ 白 辛口
オーストリアを代表する品種から造られた気軽に
楽しみたい白ワイン。
生き生きとした白い花のような香りとグリューナー
フェルトリーナーの典型的なアロマがあり、ほの
かに白コショウのニュアンスが漂います。美しい
酸、ミネラル、果実味がエレガントにマッチした口
当たりも軽やかで涼やかなワインです。

イム ヴァインゲビルゲ
フェダーシュピール
グリューナー フェルトリーナー
750ｍｌ 4,000円
【オーストリア ヴァッハウ】

ヴァッハウ渓谷は、世界遺産にも登録されたオ
ーストリアを代表する白ワインの産地です。

○ グリューナー フェルトリーナー 100%
○ 白 辛口
イム ヴァインゲビルゲはオーストリア最古のワイ
ン畑。畑名の”ヴァインゲビルゲ” は「ワインの山
」の意です。
グレープフルーツやカリンなどの柑橘類に加えて
白い花やスパイスなどの香りが感じられまろやか
な果実味の、非常にコストパフォーマンスに優れ
たワインです。

畑の土に足を踏み入れると、
沈み込む感触がするほど空
気を含んでいます。目も細か
く、自然界に存在するバクテ
リアや微生物と共存すること
で、生きた土壌が保たれてい
ることがわかります。

畑にいたテントウ虫

ブドウの葉を比較すると、ニコライホーフの
畑の葉は全て上（空の方角）を向き内側に
湾曲して、太陽の光を充分浴びるようとす
る植物自身の生命力を感じさせます。

イム ヴァインゲビルゲ
グリューナー フェルトリーナー スマラクト
750ｍｌ 6,300円
【オーストリア ヴァッハウ】
○ グリューナー フェルトリーナー 100%
○ 白 辛口
イム ヴァインゲビルゲはオーストリア最古のワイ
ン畑と言われています。畑名の”ヴァインゲビルゲ
”とは「ワインの山」の意味です。
グレープフルーツやカリンなどの柑橘類に加えて
白い花やスパイス、果実には凝縮感があり、しっ
かりとした骨格を持つワインです。

ニコライホーフの畑の葉
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他生産者の畑のブドウ

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

NIKOLAIHOF
エリザベート
750ｍｌ 6,300円
【オーストリア ヴァッハウ】
○ リースリング
グリューナー フェルトリーナー
ピノ ブラン、 ノイブルガー 他
○ 白 辛口
リースリング、グリューナー フェルトリーナー、ピノ
ブラン、ノイブルガー他のブドウ品種を一緒に醸
造してつくります。
繊細でエレガントな香りのあるワインは、口に含
んでも絶妙なハーモニーを奏でます。豊かな果実
味とワインに骨格を与えている美しい酸の余韻が
美しいバランスを持つワイン。「エリザベス」は所
有者のサース夫妻の長女の名前に由来。

シュタイナー フント リースリング
レゼルヴ
750ｍｌ 8,200円
【オーストリア DAC:クレムスタール】
○ リースリング 100%
○ 白 辛口
シュタイナー フントは、ヴァッハウではなく隣のクレム
スタール地区の畑だが、マウテルンに近いためニコ
ライホーフ家が所有しているもの。白桃や白い花を
思わせる豊かでエレガントな香り。酸と果実味に溢れ
またミネラルの凝縮感もある、骨格のある味わいが
楽しめます。

シュタイン リースラー

リースリング
750ｍｌ 3,340円
【オーストリア ヴァッハウ】
○ リースリング 100%
○ 白 辛口
ニコライホーフのリースリングを気軽に楽しんで
ほしいという意図でリリースされた特別キュヴェ
です。ブドウはフォンシュタインの畑のものを使
用しており、みずみずしいミネラル感と、あんず
などのストーンフルーツを思わせる豊かな果実
味が楽しめるワインです。

750ｍｌ 8,400円
【オーストリア DAC:クレムスタール】
○ リースリング 100%
○ 白 辛口
フォンシュタインの畑で収穫されたリースリングのブド
ウを発酵後、11年間以上もの間、大樽でゆっくりと熟
成させ、2016年4月に瓶詰めされたワイン。11年以上
の大樽熟成を経たとは思えない、美しい酸と、ほのか
にハーブのようなスパイシーなニュアンスを持ち、リ
ンゴや桃のような生き生きとした果実味が感じられる
ワインは、ニコライホーフならではのワインです。

フォン シュタイン リースリング
フェダーシュピール

ヴィノテーク

750ｍｌ 4,270円
【オーストリア ヴァッハウ】

750ｍｌ 17,900円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

フォンシュタインの畑から収穫されたブドウで
造られたワイン。フェダーシュピールはドイツ
でいうカビネットクラスにあたります。
フルーティーで混ざりけのない味わい、心地よ
い飲み口のワインです。

約15年熟成しているとは思えないフレッシュさを持っ
たワイン。洋ナシやリンゴを思わせる果実味に、フレ
ッシュな酸も豊かに備えています。
一度は飲んでいただきたいオーストリアワイン。

フォン シュタイン リースリング
スマラクト

ゲルバームスカテラー
フェダーシュピール

750ｍｌ 7,200円
【オーストリア ヴァッハウ】

750ｍｌ 4,000円
【オーストリア ヴァッハウ】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

○ ムスカテラー 100%
○ 白 辛口

フォンシュタインの畑から収穫されたブドウで造ら
れたワイン。フルーティーでミネラル感のある味わ
いが心地よく広がる、エレガントなワインです。

白桃や白や黄色の花を思わせるフルーティな香りが
一杯に広がります。ミネラルも果実味も十分ですが、
バランスのよい美しい酸がワイン全体を引き締め、上
品な味わいに仕上げています。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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France, Chablis
【フランス シャブリ】

手収穫にこだわり
テロワールの個性を表現

シャブリ

プルミエクリュ ヴァイヨン （メゾン）
750ｍｌ 5,400円
375ｍｌ 2,990円
【フランス AOC：プルミエ クリュ 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 フェーブル氏が相続。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、一方でフェーブル氏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
いフェーブル氏がドメーヌを売却。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。アンリオ氏取得後は、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。

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
プルミエ クリュ フルショーム
（メゾン）
750ｍｌ 6,500円
【AOC：プルミエ クリュ シャブリ】

【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。

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

醸造責任者
ディディエ セギエ氏

・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）

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。

－次の世代のためにも環境に配慮したワイン造りを－
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。

シャブリ
グラン クリュ レ クロ （ドメーヌ）
750ｍｌ 17,000円
【フランス AOC：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。

※価格は2018年5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。

DOMAINE CHRISTIAN MOREAU PERE ET FILS

France, Chablis
【フランス シャブリ】
6世代に渡る伝統を後世につなげたい
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 モロー氏がネゴシアン“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 モロー氏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 モロー氏の手に戻り、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。

シャブリ プルミエ クリュ
ヴァイヨン
750ｍｌ
5,700円
【AOC：プルミエ クリュ シャブリ】
○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口
樹齢30～65年。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
レ クロ
750ｍｌ 10,300円
【AOC：グラン クリュ シャブリ】
○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口
65％ステンレスタンク（温度管理可）と
35％オーク樽（新樽5％）にて発酵、
12ヶ月熟成。
この区画はレ クロの丘陵の中腹部に
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。

クリスチャン モロー氏と息子のファビアン氏

キンメリジャンの土壌

【ワイン造り】
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グラン クリュで50％、プルミエ クリ
ュで30％。但し新樽率はそれほど高くありません。

シャブリ グラン クリュ
クロ デ ゾスピス ダン レ クロ
750ｍｌ 14,100円
【AOC：グラン クリュ シャブリ】
○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口
レ クロの一部で、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、
樹齢25年。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。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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DOMAINE BERSAN

France, Saint-Bris
【フランス サン・ブリ】
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
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
者の一つ。シャブリ、コート ドークセール、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
イ氏の後を継いだクリストフ氏がドメーヌ運営の中心を担っ
ています。

コート ドークセール シャルドネ
750ｍｌ 2,670円
【フランス AOC:コート ドークセール】
○ 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500L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 ドークセール ピノ ノワール
750ｍｌ 2,670円
【フランス AOC:コート ドークセール】
○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ

クリストフ氏（左）、ジャン･ルイ氏（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

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。

【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。

コート ドークセール

【冷涼な気候、テロワール由来の味わい】

○ シャルドネ 100％
○ 白 辛口

ドメーヌ ベルサンの本拠地はサン･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た
め、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。

キュヴェ ルイ ベルサン ブラン
750ｍｌ 3,000円
【フランス AOC:コート ドークセール】

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。

【ワイン造り】
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（ABマーク）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。

コート ドークセール

■グリーンハーベストを一切行いません
→剪定と摘芽で収量調整をします
■病気を防ぐため、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

○ ピノ ノワール 100％
○ 赤 ミディアムボディ
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キュヴェ ルイ ベルサン ルージュ
750ｍｌ 3,200円
【フランス AOC:コート ドークセール】

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。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

DOMAINE RENE BOUVIER

France, Gevrey-Chambertin
【フランス 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
ドメーヌ ルネ ブーヴィエ
1910年 アンリ ブーヴィエ氏(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 ブーヴィエ氏（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。その後ベルナール ブーヴィエ氏がドメーヌを引継ぎ
､妻のステファニー女史と経営開始しました。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17ha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80年を超える樹齢の樹もあります。
※ラベルなどに明記はされていません

【ワイン造り】
2009年､所有する全ての畑で有機農法
を実施、※エコセールにてAB認証取得。
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。

マルサネ ブラン ル クロ モノポール
750ｍｌ 4,680円
【AOC：マルサネ】
○シャルドネ
○白 辛口

100%

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。

マルサネ ロンジュロワ
750ｍｌ 5,900円
【AOC：マルサネ】
○ピノ ノワール
○赤 フルボディ

100%

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。

ジュヴレ・シャンベルタン ラ ジュスティス
ベルナール ブーヴィエ氏

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。

“厳格な”選果作業

750ｍｌ 8,000円
【AOC：ジュヴレ・シャンベルタン】
○ピノ ノワール
○赤 フルボディ

100%

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。

ジュヴレ・シャンベルタン ラシーヌ デュ タン
750ｍｌ 10,700円
【AOC：ジュヴレ・シャンベルタン】

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。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。
※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

○ピノ ノワール
○赤 フルボディ

100%

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｡
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DOMAINE REMI JOBARD

France, Meursault

ブルゴーニュ ブラン

【フランス ムルソー】

これからのムルソーのスタイルを
造り上げる期待の星
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年に父のシャルル氏から、現当主のレミ氏がドメーヌ
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。
当主のレミ ジョバール氏
（ムルソー アン リュロールの畑にて）

750ｍｌ 3,990円
【フランス AOC:ブルゴーニュ】
○ 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。

ムルソー スー ラ ヴェル
750ｍｌ 8,200円
【フランス AOC:ムルソー】
○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

【ワイン造り】

一般的なポンプ式の圧搾機

-ブドウ栽培について-

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。

2005年より100％有機栽培へ転換、2011年に“エコセール”
にてAB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。
-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。

-樽にこだわる-

一般的な
ポンプ式

ムルソー プルミエクリュ
ル ポリュゾー ドゥスゥー
レミ ジョバール
が使う圧搾機

オーストリア産のフードル（大樽）

オーストリア産

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。

750ｍｌ 16,100円
【フランス AOC:ムルソー プルミエクリュ】
○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口
ジョバール家を代表する畑（15世紀から
ファミリーが所有している）。
厚みと深みがあるワインで、少しずつ口の
中に広がっていくタイプ。最後にその力が
発揮され、良い意味で圧倒されます。

“ストッキンガー社”のフードル
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※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

DOMAINE A.ET P. DE VILLAINE

France, Bouzeron
【フランス ブーズロン】

アリゴテの潜在力を世界に
知らしめた名醸造家
ドメーヌ ド ヴィレーヌ
高名な醸造家オベール ド ヴィレーヌ氏のドメーヌ。氏は
DRC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 ヴィレーヌ氏の甥（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 ブノワ氏が運営の主体
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 ブノワ氏

⇒
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

ブーズロン

750ｍｌ 3,750円
【フランス AOC: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。

【ワイン造り】
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AOC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。

【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。

ブルゴーニュ
コート シャロネーズ
ブラン レ クル エメ
750ｍｌ 4,000円
【フランス AOC：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。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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DOMAINE DE LA BONGRAN

France, Mâconnais
【フランス マコネ】

時に異端視さえされる、完熟・
長熟の驚くべき極上マコン
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 テヴネ氏と息子のゴーティエ氏によってドメ
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
を持つテヴネ氏のワインが実現しています。

マコン･ヴィラージュ
テヴネ カンテーヌ
750ｍｌ 3,200円
【フランス AOC: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。
※14年ヴィンテージより名称が変更になりました。

ヴィレ・クレッセ キュヴェ
ＥＪテヴネ
750ｍｌ 5,400円
【フランス AOC:ヴィレ・クレッセ】

ゴーティエ氏（左）、ジャン テヴネ氏（右）の父子

【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
しており、2009年にエコセールにより
AB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。

○ 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。
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
キュヴェ ボトリティス

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。
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750ｍｌ 27,700円
【フランス AOC: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。

※価格は2018年5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

France, Pouilly-Fuissé
【フランス プイィ・フュイッセ】

プイィ・フュイッセ再生の
象徴的存在

サン・ヴェラン
レ クレッシュ

ドメーヌ ソメーズ・ミシュラン

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

1978年に現当主のロジェ ソメーズ氏が設立したドメーヌ。
1982年にクリスティーヌ ミシュラン女史と結婚し、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 ソメーズ氏は、「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。

750ｍｌ 3,900円
【フランス AOC:サン ヴェラン】

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。

プイィ・フュイッセ
クロ シュール ラ ロッシュ
750ｍｌ 5,300円
【フランス AOC:プイィ・フュイッセ】
ヴェルジッソン村から見える岩壁

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。最初にビオ
ディナミを導入した、ソメーズ氏お気
に入りの畑。

ロジェ ソメーズ氏とクリスティーヌ夫人

【ワイン造り】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

シュール ラ ロッシュの畑

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。

プイィ・フュイッセ
キュベ アンペロプシス
750ｍｌ 7,900円
【フランス AOC:プイィ・フュイッセ】
○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口
プイィ・フュイッセの名手ソメーズ ミ
シュランのスペシャルキュベ。＜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。

プレパラシオンを撹拌する道具

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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DOMAINE WEINBACH

France, Alsace
【フランス アルザス】
家族で守り続ける、
テオ氏の精神と黄金の伝統
ドメーヌ ヴァインバック
1612年にアルザス地方カイゼルベルク地区にカプチン派の
修道僧達によって創立された「ワインの小川（Bach）」という
意の名のドメーヌ。醸造所はアルザスで最も有名なグラン
クリュ畑のシュロスベルク（城山）の丘の麓にあります。
1898年にファレール家の所有となり、その後アルザスAOC
の認可に力を尽くした2代目テオ ファレ－ル氏、更に彼の亡
き後は1979年からコレット夫人と娘たちへと引き継がれまし
た。現在は長女のカトリーヌ氏がドメーヌ運営を、息子であ
るテオ氏が栽培を担当しています。
ナチュラルな果実味と繊細な味わいで、世界的にも評価さ
れ、その名を世界に轟かせています。

ピノ グリ キュヴェ テオ
750ｍｌ 4,580円
【フランス AOC：アルザス】
○ ピノ グリ 100%
○ 白 辛口
テオ ファレール氏が名付けたこのキュヴェは
ドメーヌを取り囲むクロ デ カプサンの花崗岩
を母土に砂が表面を覆う地質に栽培されるブ
ドウを用いて造られます。
※旧 ピノ グリ レゼルヴ パルティキュリエールの
名称が変わりました。

ゲヴュルツトラミネール
キュベ テオ
750ｍｌ 5,900円
【フランス AOC：アルザス】

左：テオ氏 中央：カトリーヌ女史

グラン クリュ シュロスベルグ
南向きの段々畑

【ワイン造り】
1998年より一部、2005年ヴィンテージからは全面でビオディナミ
を実施。除草剤、化学農薬、浸透性農薬は一切使用しません。

アルザスの認定収量を大幅に下回る収量に抑え、最適な時期に
手摘みで収穫。辛口ワインでもボトリティス菌が付くことで、ワイ
ンの香りの複雑さや骨格が強化されます。
醸造面では、継続的に注意を払いつつも、介入は最低限に抑
え、個々のブドウやテロワールの表現を最優先にしています。や
さしくゆっくり圧搾し、1,500～6,000Lのオーク古樽で発酵。ゆっく
りと長く発酵させることでワインの複雑味や深みが増し、天然酵
母のみを使用。リースリングの発酵は、最も長くて翌年の夏頃ま
で続くこともあります。瓶詰めも、ビオディナミの暦に従って実施
されています。

○ ゲヴュルツトラミネール 100%
○ 白 辛口
先代のテオ ファレール氏へのオマージュと
して、名を冠したワイン。スパイシーなゲヴ
ュルツトラミネールの特徴ある果実香ながら
、その風味は上品で洗練されています。熟
したリンゴの蜜や白桃を思わせる風味とミ
ネラル感の豊かな味わいはこのドメーヌな
らではのものです。

リースリング
グランクリュ シュロスベルク
750ｍｌ 7,800円
【フランス AOC：アルザス グラン クリュ】

【ブドウ畑】

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

シュロスベルク、フュルステンテュム、マンブールという３つのグラン
クリュを中心に、 総面積27haを所有しています。
シュロスベルク ・・・ 1975年にアルザスで最初に認定されたグラ
ン クリュ。ヴァインバックは8haを所有する最大所有者。南向きの
急斜面に広がる段々畑。
フュルステンテュム ・・・南南西向きの急斜面。ゲヴュルツトラミ
ネールを栽培。
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アルザス最古のグラン クリュ、シュロスベルク
畑の急斜面の頂上の区画のブドウを使用。
砂利質の多い土壌由来の豊かなミネラル香を
特徴とした複雑な風味と、熟した果実味、酸味
を持ち味とする、エレガントで洗練された味わい
です。 熟した桃や黄色いりんご、マンゴーなど
の複雑で濃密な香りが高く、口に含むと非常に
濃厚で、レンゲの蜂蜜のような甘い風味とたっ
ぷりしたミネラルを感じさせます。長い熟成によ
り真価を発揮します。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

CAMILLE BRAUN

France, Alsace

【フランス アルザス】
ビオディナミを実践する注目の生産者
カミーユ ブラウン
1960年以前はブドウ栽培（2.5ha）と穀物栽培を同時に行う複
合型農業（ポリカルチャー）でしたが、先代のカミーユ ブラウ
ン氏と息子のクリストフ氏はブドウ栽培に専念し、現在の
14.5haに所有畑を拡大しました。
クリストフ氏は1998年に世界で最も権威のある土壌学者クロ
ード ブルギニョン氏の講義を受講し、土壌中の微生物がブド
ウに与える影響の大きさを学び、ビオロジックに開眼。
自身のワイナリーでもビオロジック農法を取り入れ、テロワー
ルを反映したワイン造りを行っています。

リースリング
750ｍｌ 2,670円
【フランス AOC：アルザス】
○ リースリング 100%
○ 白 辛口
ボレンベルグ丘陵の”ボル”用の区画の反対
側に広がる0.3haのリースリングから造られま
す。粘土・砂岩質土壌から造られるワインは、
熟した西洋梨やネクタリン、ミネラル、生のま
まのブドウなどを思わせる非常にフルーティな
アロマ。
透明感があり果実味と酸味が上品にまじり合
い、余韻のハリのあるミネラルが実直な印象
を残します。

リ－スリング グラン クリュ
プフィンスベルク
750ｍｌ 4,470円
【フランス AOC：アルザス グランクリュ】
（左から右に）クリストフ氏 、妻のシャンタル夫人、
カミーユ氏の妻マルグリット夫人、カミーユ氏

○ リースリング 100%
○ 白 辛口

【ワイン造り】
所有している約14.5haの畑で2000年より試験的にビオロジッ
クとビオディナミを開始し、2005年に全ての畑を転換。
2008年にAB認証を取得しました。
白ワインの醸造はステンレスタンクを使用し、天然酵母で発
酵します。その後6～8ヵ月間シュール・リーで熟成。
赤ワインはステンレスタンクを用い天然酵母で発酵後、2～4
年の古樽（228L）で約9ヶ月間の熟成を行います。

275-370mの標高に28ha広がる特級畑に0.5
haを所有。南東向き斜面の泥灰・砂岩土壌か
ら造られるワインは柑橘系や西洋サンザシな
ど白い花の香りが豊かで上品。
残糖は約8g/L。醸造はステンレスタンクと樽
を併用し天然酵母で発酵。その後8ヶ月間
シュール・リーで熟成させます。
フレッシュでありながら濃密で飲み応えがあ
り､染み渡るように余韻に旨みが広がります。

ピノ ノワ－ル
キュヴェ カミ－ユ
750ｍｌ 3,220円
【フランス AOC：アルザス】

GC Pfingsberg
特級ﾌﾟﾌｨﾝｽﾍﾞﾙｸﾞ
275-370mの標高に28ha広が
る特級畑に0.5 haを所有。南東
向き斜面の泥灰・砂岩土壌。

Bollenberg
ﾎﾞﾚﾝﾍﾞﾙｸﾞ丘陵
プフィンスベルグの正面に広
がる丘陵。
粘土・石灰質土壌。

○ ピノ ノワール
○ 赤 ミディアムボディ
樹齢50年を超える区画のピノ ノワールを使
用するのがこのスペシャルキュヴェ。
醸造はステンレスタンクを用い天然酵母で発
酵後、2-4年の古樽（228L）で約9ヶ月間の熟
成。薄く朱色の色合いで、アセロラや完熟サ
クランボ、ほのかに甘酸っぱいフランボワー
ズなど赤系果実のアロマが華やかに香りま
す。筋肉質ではなくピノの可憐で繊細な味わ
いを追求したスタイルで、深い味わいはドメー
ヌに共通する穏やかさが溢れています。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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18年4月
新発売

DOMAINE DES ROCHES NEUVES

France, Saumure

フラン ド ピエ

【フランス ソミュール】

750ｍｌ 7,100円
【フランス AOC：ソミュール】

クリーンで綺麗な酸味、
緻密で高貴なワイン

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ドメーヌ デ ロッシュ ヌーヴ
1850年にドメーヌ デ ロッシュ ヌーヴが設立されました。ボ
ルドー出身のティエリージェルマン氏は、マリー女史と共に
1991年にロワールに移り、シャルリー フコー氏（クロ ルジャ
ール）を師として仰ぎ、1992年に当ドメーヌを取得。
美しく見事なバランスのワインを造りだしています。

手摘み収穫、選果、16-22度で8-10日間除
梗せず全房発酵、1200Lの木樽で12ヶ月間
熟成。高い植密度、馬で耕作している自根の
カベルネ フラン。芳醇で果実味がたっぷり均
等に広がります。

クロ ド レシュリエ ル－ジュ
750ｍｌ 7,700円
【フランス AOC：ソミュール シャンピニー】
○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ
手摘み収穫、選果、全除梗、16-24度で1018日間ストッキンガーの木桶で発酵。1200L
のフードルで熟成。表土が浅く、根が母岩に
達している土壌で、フローラルでみずみずし
いサクランボのようなフレッシュな果実が育
ちます。優しいタッチできめ細かく、綺麗でピ
ュアな酸味、旨みが凝縮しているワイン。

ラ マルジナル

【ワイン造り】

750ｍｌ 6,700円
【フランス AOC：ソミュール シャンピニー】

所有している28haの畑では、2000年から有機栽培、2003年からビ
オディナミ農法（ソミュール シャンピニーではいち早く実施）を実施
。
馬二頭で耕作しています。
カベルネフランは透明感、フィネス、親しみやすさをワインで表現、
やぼったさ、派手なベジタル香、強すぎるタンニンは避けるようにし
ています。また、シュナン ブランで造り出す白ワインはシャープで
切れ味がよく、きれいな酸味、ミネラル感を大事にしてワイン造りを
行っています。

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ
手摘み収穫、選果、全除梗、22-24日間木桶
で発酵、2500Lのストッキンガーの木桶で
MLF後、228Lの木樽で12ヶ月間熟成。
南向きの畑のため、他の畑に比べ早熟で、
ギュッと詰まった果実感と綺麗に伸びる酸、
スパイシーなニュアンスがあります。若いうち
からスケール感を楽しめる筋肉質なワイン。

レ メモワ－ル
クロ ド レシュリエ
750ｍｌ 10,600円
【フランス AOC：ソミュール】
○ シュナン ブラン 100%
○ 白 辛口
手摘み収穫、4時間空気式圧搾機で圧搾。
52mm厚みのある600Lの楕円形の樽で3ヶ月
間発酵。澱と共に9ヶ月間熟成。
パイナップルや洋梨のコンフィのような熟した
果実の香り、わずかに塩味を感じる。しなや
か、果実味豊かでリッチな味わいです。
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750ｍｌ 8,400円
【フランス AOC：ソミュール シャンピニー】
○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ
手摘み収穫、選果、全除梗、16-22度で1015日間ストッキンガーの木桶で発酵。2500L
のフードルで12ヶ月熟成。
ティエリーが感涙した1904年に植樹されたブ
ドウ樹。小粒だが存在感のある黒系果実の
香り。しっかりとした骨格で品があり高いポテ
ンシャルを感じさせる凝縮感のあるワイン。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

CHATEAU DE COULAINE

France, Chinon
【フランス シノン】
悪女とフランス 名付けられた
シノンのネオモダンワイン
シャトー ド クーレーヌ
シャトー ド クーレーヌは15世紀に建設された歴史の趣きを
感じさせてくれるシャトー。当時よりボナヴァンチュール家が
所有しており、現当主エティエンヌ氏は15代目に当たります
。ワイン造りは祖父の代から始まり、エティエンヌ氏は父親
から1.5haの畑を引き継ぎました。現在では20haの畑を所有
しています。
フランスのワイン専門誌｢メイユール ヴァン ド フランス」で
は、2014年から4年連続で1つ星評価を獲得しています。

シノン ソレイユ ド クーレーヌ
750ｍｌ 2,720円
【フランス AOC：シノン】
○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 ミディアムボディ
使用されるブドウの区画名がボー・ソレイユで
ある事と、ファーストヴィンテージの最初の輸
出国が日本（仏語でペイ・デュ・ソレイユ・ルヴ
ァン）であることを記念して名付けられました。
ほのかな赤系果実のアロマにスミレの花やク
ローヴ、黒胡椒などのスパイス香が優美に混
じり合い、穏やかで滋味深く、おしとやかな味
わいです。当主エティエンヌ氏が探求する｢エ
レガントなカベルネ フラン｣を見事に創造して
おり、｢プティット ディアブレス｣と呼ぶに相応し
いスタイルです。

シノン クロ ド テュルプネイ
750ｍｌ 3,990円
【フランス AOC：シノン】
エティエンヌ氏と夫人

【ワイン造り】

メイユール ヴァン ド フランス

畑での作業を重視しているため、4月～7月は収穫時期以上に忙しい
ほど。摘芽、摘葉はすべて手作業で徹底的に行うため、そのためグ
リーンハーベストは行いません。
1994年から有機栽培を導入し、1997年にはAB認証を取得しました。
ブドウ木の根が吸収できる窒素を供給するため通常はマメ科の植物
を植えることが多いですが、クーレーヌの畑には、からし菜（アブラナ
科）とカブ（アブラナ科）とライ麦（イネ科）を植えています。
有機栽培を実施しているおかげで豊かな自然環境の中で多様な植
物が元気に育ち、マメ科の植物も十分にあるため特に必要としない
からです。

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 フルボディ
このキュヴェは単一区画のカベルネ フラン
100%を使用。朝摘みの完熟イチゴや黒胡椒な
どスパイス香が優美に立ち上るアロマに、全
ての要素が適度で懐深く、赤ワインながらもミ
ネラル分を余韻に感じる味わいは圧巻です。

シノン ラ ディアブレス

シノン レ ピカス

750ｍｌ 5,400円
【フランス AOC：シノン】

750ｍｌ 4,450円
【フランス AOC：シノン】

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 フルボディ

○ カベルネ フラン 100%
○ 赤 フルボディ

このキュヴェには2つの区画(計1.5ha)のブドウ
をブレンド。野イチゴやブルーベリーの果実香
とカベルネ フランに由来する黒胡椒などスパ
イス香が優美に立ち上るアロマに、全ての要
素が適度で懐深く、長い余韻が感じられる味
わいが特徴的です。
スキャンダラスなキュヴェ名とは対照的に、包
容力があり穏やかなフェミニンスタイルです。

底が見えないほどの深紅色の色調が、太陽
光を存分に享受するテロワールの長所と偉大
なヴィンテージの特徴を反映しています。完熟
ブドウで造られた事が瞬時にわかる深淵で密
度の高い黒サクランボ、ロースト、シナモン、リ
コリス、チョコレートのアロマが広がります。
タンニン量が非常に多くアルコール度数も高
めのフルボディタイプで、ブドウのエキス分が
前面に押し出されているため甘味さえ感じま
す。エチケットは「日当たりの良い南向きの斜
面＝灼熱の畑＝赤」のイメージを喚起するた
めヴィヴィットな赤色を選びました。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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DOMAINE DU NOZAY

France, Sancerre
【フランス サンセール】
サンセール ブラン

ＤＲＣ経営者の妹夫婦が取り戻した
こだわりの土地
ドメーヌ デュ ノゼ
ドメーヌ デュ ノゼはロワール河からほんの少し離れたサン
セールの街中からの丘陵地帯を抜けたサント・ジェムと
いう村にあります。この村はAOCサンセールの中で最も北
に位置しています。
1970年にフィリップ ド ブノワ氏の父親が祖先がフランス革
命以前に持っていたこの土地を買い戻しました。
当時ここにはブドウ畑はなく、土地全体が山のようになって
おり、まず土地を切り開くことからはじめ、ブドウを植え、館を
建て、徐々にこの土地を整えていきました。その作業は容易
なものではなく、2年後の1973年にようやく1haほどの畑から
ほんの2樽と半分のワインを造ることができただけです。よう
やく2006年に全ての畑の植え付けが終わりました。現在、生
産量の約90％がフランス国外へ輸出されています。

750ｍｌ 2,990円
375ｍｌ 1,930円
【フランス AOC：サンセール】
○ ソーヴィニヨン ブラン 100%
○ 白 辛口
透明感があり、ソーヴィニヨン ブランらしい
ハーブがかった香りがグラスから真っ直ぐ
に立ち昇ってきます。口に含むと、香りか
らフレッシュな果実味に加えて、極めて上
質でエレガントな酸味が広がります。余韻
は細く長く、繊細な香りと爽やかな酸味に
いつまでも包まれます。

サンセール ロゼ
750ｍｌ 2,990円
【フランス AOC：サンセール】
○ ピノ ノワール 100%
○ ロゼ 辛口

先代当主 フィリップ ド ブノワ氏
＆マリー エレーヌ夫人
マリー エレーヌ夫人はドメーヌ ド ラ ロマネ・コンティのオベール ド ヴィレ
ーヌ氏の妹。長男シリル ド ブノワ氏がドメーヌ デュ ノゼの当主になり、
次男のピエール ド ブノワ氏はブーズロンのドメーヌ ド ヴィレーヌの運営
を任されています。
現当主 シリル ド ブノワ氏

ロゼ専用の小さな区画より造られるピノ ノ
ワール100%のロゼ（セニエではなく圧搾の
際に色を抽出しています）。辛口で、非常
にフレッシュ。小さなベリー系の香りが楽し
めます。

【ワイン造り】
何よりもまずブドウの品質を重視する方針をとっており、畑での作
業を大切にしています。15haの所有畑では、湿度・気温・降水量の
計測器を畑に何箇所も設置し、畑の環境を常にチェック。
2014年には、 AB認証を取得し、ビオディナミ農法による栽培も行
っています。
サンセールならではの果実味、フレッシュさを保つため、醸造には
全てステンレスタンクが使われます。酵母はこの土地から
とれたものを培養し使用しています。

【土壌】
ドメーヌ デュ ノゼの館を囲むブドウ
畑は急斜面。畑の表面に残された草
はこの急斜面で土が雨や嵐によって
流されないようにする役割を果たすと
ともに、ブドウの木に適度なストレス
を与えます。土地は白っぽく、粘土と
石灰質の混じった土壌で、貝殻や火
打ち石を多く含みます。
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サンセール ブラン
シャトー デュ ノゼ
750ｍｌ 4,270円
【フランス AOC：サンセール】
○ ソーヴィニヨン ブラン 100%
○ 白 辛口
樹齢44年のブドウ樹から造られる上質なサ
ンセール。長く、ゆっくりと圧搾を行うことで厚
み、アロマ、果実味を最大限に引き出してい
ます。樽の形をした特注のステンレスタンク
やオーク樽で発酵を行うので、フレッシュで
活き活きとした、かつ丸みがあり、エレガント
な味わいのワインに仕上がります。なめらか
な口当たりと柔らかい酸味が魅力的なワイン
です。
※認証取得は2015VINからとなります。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

DOMAINE DES COGNETTES

France, Muscadet Sèvre et Maine

LA CABOTTE

【フランス ミュスカデ セーヴル エ メーヌ】
この地区には珍しい

France, Côtes du Rhône
【フランス コート デュ ローヌ】

手摘みにこだわる兄弟の情熱

環境に優しいワイン造り

ドメーヌ デ コニェット

ラ カボット

少なくとも4代はブドウ栽培をしているペロー家。幼い頃から
ワイン造りには興味があったというステファン氏（兄）が継い
で数年後にはドメーヌ元詰めを実現。現在は、兄が販売と醸
造を、弟ヴァンサン氏が畑仕事を担います。今でも手摘み収
穫を行う、ミュスカデでは稀な生産者の1つです。
また、ミュスカデの熟成の魅力を知ってもらいたいと、長熟
向けキュヴェを造っています。手間暇も情熱も出し惜しまな
いワイナリーです。

ブルゴーニュのドメーヌ ダルデュイが1980年に土地を購入
し始めた敷地45haのドメーヌ。最初はブドウ畑は10haだけ
でしたが、マリ・ピエール女史が少しずつブドウを植えられ
る土地を広げていきました。1986年にマリ・ピエール女史と
結婚したエリック氏がドメーヌに加わり、現在地続きで30ha
の畑を所有しています。

ペロー兄弟
（左）弟ヴァンサン氏（右）兄ステファン氏

【ワイン造り】
早い段階からビオロジック農法に取り組み、環境保全の事をより
進んで考える上で次第にビオディナミ農法に変更していき、2005
年に完全に切り替えました。常により環境に優しい手法を探しな
がらテロワールの持つ特性をより表現できるようワイン造りに取り
組んでいます。

【ワイン造り】
32haの自社畑は、根が浸透できる割れ目の出来やすい花
崗岩やハンレイ岩（斑糲岩。写真右下）という深成岩の1種
を母岩としてその上に粘土砂質のある土壌。
2007年から農薬を使っておらずAB認証を取得。
土壌の活性化のため、ルピナス（マメ科）とライ麦（イネ科）
を植えています。菌根（根っこのひげ）がつながっていくと、
土中の栄養をより吸収できるようになります。
収量は38-40hl/haに抑えられ、すべて天然酵母で発酵して
います。醸造は、空気圧プレス後、12℃以下で24時間デブ
ルバージュ。区画ごとに19hl～80hlのタンクで発酵・熟成。
アルコール発酵には3週間から2ヶ月をかけています。

コート デュ ローヌ ブラン
750ｍｌ 1,920円
【フランス AOC：コート デュ ローヌ】
○ グルナッシュ ブラン
クレレット
ヴィオニエ
○ 白 辛口

40%
40%
20%

48時間10℃でデブルバージュ。ステンレスタン
ク発酵・熟成。ビオディナミを始めた後、クレレ
ットの驚くべき美しい変身ぶりによりクレレット
の割合が毎年増えています。南の産地らしい、
黄桃などのよく熟した果実味を感じます。

花こう岩70%とハンレイ岩の土壌

コート デュ ローヌ ルージュ
ミュスカデ セーヴル エ メーヌ
キュヴェ セレクション デ コニェット
750ｍｌ 1,770円
【フランス
AOC：ミュスカデ セーヴル エ メーヌ】
○ ミュスカデ 100%
○ 白 辛口
伝統的なシュール・リー製法による、ミュス
カデらしい爽やかな果実味と共にふくら
みと複雑味を感じさせる造り。
◇魚貝類にぴったりの1本

750ｍｌ 1,920円
【フランス AOC：コート デュ ローヌ】
○ グルナッシュ 65%
シラー
25%
サンソー 5%、カリニャン 5%
○ 赤 ミディアムボディ
火打石質の砂岩と石灰質の砂岩の母岩の上
に粘土砂質が重なる水はけのよい土壌。標高
は100-200m、南・南西・南東向き。ステンレス
タンクを使用。2010年よりデメテール（ビオディ
ナミ）認証。最初にラズベリーやザクロのような
力強い香りが出て、その後に黒い果実やスパ
イスの複雑味のあるアロマが感じられる。まろ
やかで、バランスが良く取れており、すぐにでも
楽しめるワインです。

※価格は2018年5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。
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DOMAINE GEORGES VERNAY

France, Condrieu / Côte-Rôtie
【フランス コンドリュー／コート･ロティ】
ＡＯＣコンドリューを救った立役者
赤ワインも超一流
ドメーヌ ジョルジュ ヴェルネ
1940年、初代のフランシス ヴェルネ氏が後々伝説のヴィオ
ニエとなった「コトー ド ヴェルノン」を造り始めました。ワイン
造りは本業ではなかったのですが、偉大な繊細さを感じるワ
イン造りを心がけていました。
1953年、息子ジョルジュ氏がドメーヌを引き継ぎ、初めてコ
ンドリューの「シャイエ ド ランフェール」(“地獄の丘陵”の意)
を造ります。急斜面に畑が位置しており、ヴィニュロンの仕
事が危なく、地獄のよう、ということを表しています。ジョルジ
ュ ヴェルネ氏は30年間コンドリュー名称保護委員会の会長
を務め、この産地の品質向上に貢献した人物として世界的
に評価されています。
1997年、三代目のクリスティーヌ女史は、先代が作り上げた
伝説の継承に努めつつコート･ロティをラインナップに加え、
白ワイン並みの高い品質に相当すると認められるレベルに
押し上げ、ますます注目のドメーヌです。
20世紀半ばに
ヴィオニエ種、
そしてAOC
コンドリューを
救った
ジョルジュ
ヴェルネ氏

赤ワイン（コート・ロティ）
も一流生産者
と肩を並べるレベル
まで引き上げた、
娘のクリスティーヌ ヴェ
ルネ女史

【ワイン造り】
白ワインは、全房で木桶や樽で発酵。最短のもので6ヵ月
、多くて18ヶ月熟成しています。赤ワインは、「メゾン ルー
ジュ」以外は完全除梗でステンレスタンクにて発酵し、木桶
や樽などで熟成しています。（メゾン ルージュは一部除梗
）すべて有機栽培をしており、繊細さ、上品さ、調和を極め
ています。現在、ビオロジックの認証を申請中です。

シラー フルール ド メ

ヴィオニエ ル ピエ ド サンソン
750ｍｌ 5,400円
【フランス IGP：コリーヌ ロダニエンヌ】
○ ヴィオニエ 100%
○ 白 辛口
全房で圧搾、木桶で発酵、6ヶ月木桶熟成。
コンドリュー村の300m以上の高台の畑（花崗岩
）からのブドウを使用。最近までAOCコンドリュ
ーの畑でしたが、規定が変わりヴァン･ド･ペイに
変更になりました。
ワイン名“ル ピエ ド サンソン”（＝サンソンの足
）が、ローヌ河の水を飲もうとして、丘の天辺を
踏んで平らにした巨人「サンソン」の物語
から由来しています。

コンドリュー
コトー ド ヴェルノン
750ｍｌ 17,800円
【フランス AOC：コンドリュー】
○ ヴィオニエ 100％
○ 白 辛口
全房で圧搾、樽で発酵、12～18ヶ月樽（25%新樽
）熟成。AOCコンドリューの中心地に位置してい
る南・南東向きの2.5haの段々畑から造られます
。機械が入れない急斜面で、全ての作業は手で
行われています。ヴィオニエ種で表現できる複
雑味と繊細さの極み。圧倒的な凝縮感・力が潜
められているように感じさせ、ブルゴーニュに例
えると、シュヴァリエ・モンラッシェのような透明
感とミネラル感のあるワインです。

750ｍｌ 3,740円
【フランス IGP：コリーヌ ロダニエンヌ】

コート･ロティ メゾン ルージュ

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ

750ｍｌ 17,800円
【フランス AOC：コンドリュー】

完全除梗、ステンレスタンクで発酵、8ヶ月木桶
熟成。AOCコンドリューのエリアに隣接した高台
の畑から造られます。このキュヴェの名前は、
かつてこの場所に植えられていた桃木の種類“
メイ･フラワー”（＝フルール ド メ）に由来して
います。
限りなくコート･ロティに近いクオリティ！グリー
ンペッパー、ブラックチェリー、ベーコン、スパイ
スのような複雑味な香り。タンニンが柔らか
く、最後にフレッシュな後味が楽しめます。
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ドメーヌの建物とその右後ろに、ヴィオニエ種復活が始まった伝説の畑「コトー ド ヴェルノン」

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ
一部除梗、木桶＆開いた樽で発酵、24ヶ月樽（
30%新樽）熟成。「メゾン ルージュ」（＝“赤い家”
）と名づけられている、起伏の激しい畑から造ら
れます。黒系果実、スパイス、スモーク、タバコな
どのような芳ばしく圧倒的な香り。タンニンがしっ
かりしていながらも、口当たりがシルキー。熟成
の高いポテンシャルを誇ります。

※価格は2018年2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。

GERARD BERTRAND

France, Languedoc-Roussillon
【フランス ラングドック･ルーション】
南仏、自然派ワインの巨人

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
仏代表という異例のバックグラウンドを持つ。
ラグビー引退後本格的に家族経営のワイナリーを設立。
ラングドック・ルーションエリアへの明確なビジョンを持ち、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。ブランド、卓越性、そしてイノベーションの価値を具現化
し、現在では14のドメーヌを所有。多岐に渡るブランド展開
を行い、世界160カ国に輸出して名声を得ています。

【ワイン造り】
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をしており、残りの8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。

クロ ドラ
「Ora」はラテン語で「祈り」を意味。“Peace” “Love”
“Harmony” の３つのキーワードのもと、40～50年も
の熟成に耐えうるワインを目指しています。
クロドラの畑は標高200ｍ程の所に位置。畑の真ん中
に断層があり、全く異なる2つのテロワールがひとつ
の畑の中に存在しています。
ビオディナミ農法のルールに則り、スキ入れはラバで
のみ行います。収穫前に摘葉を行い、ブドウは全て手
作業で収穫。それぞれのブドウ品種、区画はコンクリ
ートタンクで別々にマセラシオンを行い、その後、フレ
ンチオークで12ヶ月間熟成します。

クロ ドラ
750ｍｌ 26,500円
【AOPミネルヴォワ ラ リヴィニエール】
○ グルナッシュ、シラー、ムールヴェードル、
カリニャン
○ 赤 フルボディ
試飲コメント
ベルトランの集大成、異なる2つの土壌から
の混醸により複雑さや余韻の長さが秀逸。
スケール感があり穏やかでバランスの良い
1本。「うまみ」を感じるワインで、「和食」にも
合います。

コスモス
南フランス最良のテロワールから7つの品種をブ
レンド。
ビオディナミ、ビオロジック栽培のブドウを使用。
宇宙（=KOSMOS）とのつながりを表現するワイン。
コスモス
750ｍｌ 4,430円
【ヴァンドフランス】
○ シラー、グルナッシュ、ムールヴェードル、
カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ、
マルベック、マルスラン
○ 赤 フルボディ
南フランスの最良のテロワールからのブドウを
ブレンドして造られる、ジェラールベルトランと
ワインメーカーの意気込みと、太陽系の惑星
からもたらされる影響とで生まれるワインです
。それぞれの品種の個性を最大限に引き出す
ために品種ごとに丁寧に醸造を行いブレンド。
15ヶ月間フレンチオークにて熟成します。
試飲コメント
ビオディナミまたはビオロジックの自社畑
のブドウを使用。南仏の暖かさ、丸みのあ
るタンニン、複雑さなどが融合した1本。
※価格は2018年5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。
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GERARD BERTRAND
プリマ ナチュール

オーガニック、亜硫酸塩無添加、ヴィーガンの３つの認証済みの
オーガニックワインシリーズです。

プリマ ナチュールはさらに動物性食品の摂取を拒む、ヴィーガン向けのワインとしても
認証を取得しています。ブドウのクオリティが高く、細部まで徹底的にこだわった醸造工程を
経ることで、プリマ ナチュールのような亜硫酸塩無添加のワインを造ることが出来ます。

シャルドネ

シラー

750ｍｌ 2,290円
【IGPペイドック】

750ｍｌ 2,290円
【IGPペイドック】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

○ シラー 100%
○ 赤 ミディアムボディ

試飲コメント
ふくよかな果実味、雑味のないクリアな
飲み口で食中酒としても最適。
柑橘類の香りも心地よいです。

試飲コメント
樽のニュアンスのないきれいなシラー。
長い余韻と豊かな果実味で、日本料理の
ような繊細な料理との相性も良いです。

レゼルヴ スペシアル シリーズ

シャルドネ

シラー

750ｍｌ 2,110円
【IGPペイドック】

750ｍｌ 2,110円
【IGPペイドック】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

○ シラー 100%
○ 赤 ミディアムボディ

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。

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。

試飲コメント
きれいな酸、フレッシュな果実味とミネラル感
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。

シラー ロゼ
750ｍｌ 2,110円
【IGPペイドック】
○ シラー 100%
○ ロゼ 辛口
完全に熟したタイミングで手摘みで収穫を行っ
た後、15日間の伝統的な方法での醸しが行わ
れます。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数ヶ月間熟
成されます。
試飲コメント
シラーならではのほのかなスパイスさ、きれ
いな酸味、軽いドライフルーツのニュアンス
が感じられます。すっきりと飲みやすく
和食と合うロゼワイン。
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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オーガニックワインです。

試飲コメント
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。

カベルネ ソーヴィニヨン
750ｍｌ 2,110円
【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。
試飲コメント
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。

※価格は2018年5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。

GERARD BERTRAND
リムーの高標高ピノ＆シャルドネ
– まさに、南仏のブルゴーニュ リムー

シャルドネ

750ｍｌ 3,580円
【AOP リムー】
2007年に畑を購入畑面積：47ha

ドメーヌ ド レーグル
父から畑を受け継ぐブドウ栽培家であり、元ラグビー仏代表
という異例のバックグラウンドを持つジェラール ベルトラン
氏が所有するワイナリー。
2007年、ラングドックにありながら標高が高く雨も多い比較
的冷涼なエリア、リムーに畑を購入し、単なるブルゴーニュ
スタイルを目指すのではなく、しっかりした果実味と樽のバラ
ンスを重視した造りを行っています。

○ シャルドネ
○ 白 辛口
ブドウは手摘みで収穫。丁寧にプレスを行い
、上質なマストのみを使用します。発酵後の
ワインは細かな澱と共に熟成され、一部は樽
に移し、マロラクティック発酵を行います。フレ
ンチオークの新樽で6ヶ月熟成。
試飲コメント
標高の高さからの影響によるきりっとした
酸が心地よい、果実味とのバランスもい
い、オークのニュアンスもありリッチな味
わいです。

ゲヴュルツトラミネール
750ｍｌ 3,580円
【IGP ペイドック】
○ ゲヴュルツトラミネール
○ 白 辛口

【ワイン造り】
畑は標高250m～最も高いところでは500mに位置。変わり
やすい気候で、湿度が高く、ラングドックの他の地域に比べ
て雨が多く、よりフレッシュな気候です。

ブドウは手摘みで収穫。丁寧にプレスを行い
、上質なマストのみを使用します。発酵後の
ワインは細かな澱と共に熟成を行い、一部
は古樽で6ヶ月熟成させます。
試飲コメント
白い果実の香りが立ち、芳醇な味わいが広
がる。ミネラル感、様々なハーブ、上品なア
ロマ。

土壌も非常に多様で、定石土（ち密質焼結体）と海成土が
交互に存在する石灰岩を中心に泥灰土、または層になった
湖成石灰岩、湖成堆積物など多くの層から成っています。
自社畑47haのブドウは全てビオディナミ農法を実施、認証
取得を申請しています。

ピノ ノワール
750ｍｌ 3,580円
【IGP オート ヴァレ ド ロード】
○ ピノ ノワール
○ 赤 ミディアムボディ
手摘みで収穫、除梗後コールドマセラシオン
を5日～8日間、実施。ピジャージュを行いな
がら発酵させた後、フレンチオークの樽に移
してマロラクティック発酵を行います。フレン
チオークの新樽で6ヶ月間熟成。
試飲コメント
ブルゴーニュのような冷涼感のあるピノ。大
西洋の影響で雨も降るため、粘性のある土
壌からくるしっとりとした果実味とタンニンも感
じられます。

※価格は2018年5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。
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GERARD BERTRAND
大西洋と地中海の交差点
– 南仏のボルドー –

ラングドックの伝統的アペラシオン
“源泉”を意味するビオディナミシャトー

マルペール 畑面積：33ha

シャトー ド ラ スジョール

ジェラール ベルトラン氏が2012年より所有。
西をカステルノーダリ、東をカルカッソンヌ、南をリムーに
面したアペラシオン マルペールに位置しており、ブドウ畑
は有名な「中世の城塞都市 カルカッソンヌ」（12世紀）のほ
ど近くにあります。
33haの所有畑は、ビオディナミ農法を実践（転換期間中）。
グランヴァンは所有畑の中でも最高の区画を選りすぐり、
収量を減らすなど品質を追及したワイン造りを行っていま
す。

シャトー エグ ヴィヴ

ジェラール ベルトラン氏が所有するワイナリー。
シャトー エグ ヴィヴは1817年に水質とその薬効で大きな
名声を得ていた古代ローマの温泉「AGUA VIVA」の跡地
に設立されました。それゆえに「エグ ヴィヴ」 という名前が
つけられています。このような地下水脈が通っているのは
南仏で他になく、このエリアのように乾いた土地では、この
地下水脈の存在が特にブドウを育てるのに好ましく、有益
なものとなっています。

【ワイン造り】

“drinks business”誌
(2017/8/14)

「死ぬまでに飲むべき9本
のロゼ」に選出
グランヴァン ロゼ
750ｍｌ 5,900円
【AOP マルペール】

年間300日晴天が続くほど非常に乾燥したエリアで、土
壌は小さな「プディング ストーン」（丸い堆積岩の一種、
礫岩）と「テラロッサ」（＝赤い土地）として有名な砂岩でよ
く知られています。
30haの所有畑では、ブドウの生育に理想的なコンディショ
ンの中、ビオディナミ農法を実施し、手摘みで収穫してい
ます。

シャトー エグ ヴィヴ
750ｍｌ 3,900円
【AOPコルビエール ブートナック】

○ メルロ50％、カベルネ フラン40％
マルベック10％
○ ロゼ 辛口

○ シラー、グルナッシュ、カリニャン、
ムールヴェードル
○ 赤 フルボディ

収穫は早朝に手作業で行うことで、完璧な状
態のブドウを収穫します。選果後、プレス。ク
オリティの高いジュースのみを使用し、数日
間低温での醸しを実施します。
3つの品種は低温下のステンレスタンクで別
々に醸造され、発酵が終わる前にフレンチオ
ーク樽に移し、6～7ヶ月熟成。
試飲コメント
贅沢でラグジュアリー感のあるロゼ。食事を
通し飲み進められる、うまみの虜になるグラ
ンヴァン。

二度の選果を行った後、それぞれの品種に合
わせた醸造を行います。カリニャンとシラーは
全房のまま10日～18日間のマセラシオンカル
ボニック、グルナッシュは除梗後、15日～20日
間の醸しを行います。
発酵させブレンドした後、12ヶ月間樽にて熟成。
試飲コメント
古き良きボルドースタイル、古樹から来る複
雑さや余韻の長さが心地よい味わいです。ベ
ルトランが生まれた町の大事にしている畑。

グランヴァン ルージュ
750ｍｌ 6,300円
【AOP マルペール】
○ メルロ60％、カベルネ フラン30％
マルベック10％
○ 赤 フルボディ
手摘みで収穫後、二度の選果を経て除梗、
醸しを行います。醸しは約20日間、厳格な温
度管理の下で行われ、その後の醸造工程も
それぞれの品種やテロワールの個性を保つ
ために個別に醸造されます。マロラクティック
発酵を行った後、ワインはブレンドされフレン
チオーク樽で12ヶ月以上熟成。
試飲コメント
贅沢な樽のニュアンス、完熟した果実、溶け
込んだタンニンが秀逸なグランヴァン。
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※価格は2018年5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。

LE LOUP BLEU

DOMAINE DE LEYRIS MAZIERE

France, Languedoc

France, Provence

【フランス ラングドック】

【フランス プロヴァンス】

限りなく自然に近いワイン造り

プロヴァンスの風を感じる
美しいワイン

ドメーヌ ド レリス マジエール
ラングドック地方の中でもコート デュ ローヌよりの､ニームや
ソミエールに程近い内陸の冷涼な地に位置するドメーヌ。夢
にまで見た自身のドメーヌを1997年に立ち上げ、1999年にフ
ァーストヴィンテージをリリース。しかし経済的にはまだまだ
恵まれず、週に3日は近くの生産者協同組合の醸造長とし
て働きながら自身のワインを造っています。

【ワイン造り】

ル ルー ブルー
ル ルー ブルーは大規模な生産者や協同組合が多いプロヴ
ァンスにおいて、所有面積9haと小規模ながらも、ワイン造り
に真摯に向き合い高品質なワインを生み出している造り手。
所有畑は全てドメーヌの周辺標高400mにあり、地中海から
30km程の場所ですが、北はサント・ヴィクトワール山
(1,011m)南はオレリアン山(872m)に囲まれているため、大陸
性気候の要素もある環境です。

【ワイン造り】

ブドウ栽培には有機農法とビオディナミの概念を持ちこみ､人工酵
母や補糖を一切行わず､限りなく自然に近いヴァン ナュール造り
に励んでいます｡1997年に最初に購入した畑は林に囲まれた小さ
な区画で、近隣畑で使われる化学肥料に侵されることなく、完全に
有機栽培ができることがその場所を選んだ理由でした｡現在では
11.84haの畑を所有し、 AB認証を取得しています。
ドメーヌ名のレリス･マジエールは、自身
の名字とオディル・マジエール夫人の名
字を合わせて命名されました｡

日当たりがよく、土壌は粘土石灰質。プロヴァンス特有の乾
燥した強い北風がブドウを病気から守り、かつサント・ヴィク
トワール山に近いことから突風の被害を受けることは少な
い理想的な気候条件。
環境や人にとって最善の方法だと思い、ドメーヌを購入後す
ぐにビオロジック農法を始め、2015年にはAB認証を取得。

ヴォル ド ニュイ ブラン
750ｍｌ 2,490円
【フランス AOC:コート ド プロヴァンス】
○ ヴェルメンティーノ（ロール) 90%
クレレット 10%
○ 白 辛口

当主のジル レリス氏

カリニャンとアリカント ブーシェの畑

ステンレスタンクと一部（10%）樽にて4ヶ月間熟
成。やや緑がかった輝きのある小麦色で、グレー
プフルーツやブラッドオレンジのような柑橘系の
フレッシュな香りを具えます。
桃、梨など果実味豊かなアタック。リッチなテクス
チャーといきいきとしたフレッシュな口当たりのバ
ランスが素晴らしく、フィネスを感じるワインです。

キュヴェ ド レギュイエ
コトー デュ ラングドック
ヴォル ド ニュイ ロゼ
750ｍｌ 1,990円
【フランス AOC：コトー デュ ラングドック】
○ グルナッシュ
シラー
○ 赤 フルボディ

60%
40%

レギュイエは区画名で約4ha。手摘み収穫
されたブドウを6ヶ月樽で熟成。とても香り
豊かで優しく、柔らかな仕上がりとなって
います。数年の熟成も期待できます。

750ｍｌ 2,110円
【フランス AOC:コート ド プロヴァンス】
○ グルナッシュ 77％、
ヴェルメンティーノ（ロール） 17％
シラー 5％、 クレレット 1％
○ ロゼ 辛口
直接圧搾法で造られ、色合いは淡いローズピン
ク。フランボワーズ、桃、赤スグリのような果実の
フレッシュな香り、そしてわずかに柑橘系のアロ
マも感じられます。口当たりはすっきりしています
が、心地よい飲みごたえのあるワイン。果実味と
爽やかな酸味のバランスがよく、フレッシュな余
韻が楽しめます。食前酒としてオススメです。

※価格は2018年5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。
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MAS DEL PERIE
レ ザギュド ブラン

France, Cahors

【フランス カオール】
マルベックの繊細さを活かす
カオールを代表する期待の若手生産者

マス デル ペリエ
カオール市の南西、コース（フランス南西部の高台地形）に
位置するトレプー・ラシエル村にある家族経営ドメーヌ。
2006年より現当主ファビアン ジューヴ氏（5代目）が引き継
ぎ、ドメーヌを運営。
栽培品種の大半はマルベックで個性を最大限に引き出して
いるほか、10種類ほどの品種を栽培しています。

750ｍｌ 2,720円
【フランス:ヴァン ド フランス】
○ ソーヴィニヨン ブラン
ソーヴィニヨン グリ
シャルドネ、セミヨン
○ 白 辛口
平均樹齢は10年。
手摘み収穫、全房発酵、樽（フードル、バ
リック）とステンレスで発酵させた後6ヶ月熟
成。
りんごやアプリコットなどの凝縮した果実味
とフレッシュでやさしい酸味とのバランスが
良い、コクのあるワインです。

テュ ヴァン プリュ オー ソワレ

【畑・土壌】
カオールとケルシーの境目、カオールで最も標高が高い
丘陵地（320m）に畑を所有（21ha：黒ブドウ 2ha：白ブドウ）
し、大きく分けて四種類の土壌から構成されています。
土壌は

中新世の褐色泥灰土

750ｍｌ 2,650円
【フランス:ヴァン ド フランス】
○ マルベック
70%
カベルネ フラン 30%
○ 赤 フルボディ

キンメリジャン石灰
平均樹齢は25年。手摘み収穫、コンクリート
と樽で10日間発酵させた後、6ヶ月熟成。生
産量は10,000本。
すみれや木イチゴ、クラッシュしたブラックベ
リーの香りとハーブ、ミネラル、スモーキーな
ニュアンスもあります。

カオール レ ゼスキュール マルベック
粘土石灰質

（第三紀の）
鉄鋼石灰

【ワイン造り】
2011年にデメテール、2014年にビオディヴァン認証を取得。
ビオロジック、ビオディナミ栽培を実施しています。化学肥
料は一切使用せず、天然酵母でゆっくり抽出するため長め
の発酵（30日間）を行います。SO2の使用は極力抑え(030mg/l)品種や区画によって、コンクリートタンク、小樽、大
樽を使い分けて醸造しています。

【オーナー：ファビアン ジューヴ氏】
カオールにおいてビオワインを造る生産者のリーダー的存
在。
パーカーポイントを狙うワイン造りではなく、肩の力を抜い
た、強く抽出しないエレガントで果実味が全面に出てくるよ
うなスタイルのワインを造る。マルベックという品種は素晴
らしく多様性のある品種で、そのなかでも「繊細さ」をとこと
ん活かすのが信条。

750ｍｌ 2,720円
【フランス AOC:カオール】
○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ
平均樹齢は25年。手摘み収穫、コンクリート
と樽で30日間発酵させた後、6ヶ月熟成。生
産量は50,000本。
チェリーなどのフレッシュな赤系果実や複雑
なスパイスのアロマ。桑の実のような少し酸
を連想させるような果実味とタンニンが絶妙
に調和している、やさしい口当たりのワイン
です。

アンフォール
750ｍｌ 6,000円
【フランス AOC:カオール】
○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ
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ベタンヌ&ドゥソーヴ
2016年版2017年版
二年連続三ツ星★★★

ファビアン氏

平均樹齢30年。手摘み収穫、アンフォラ
(100-800L)で30日間発酵後6ヶ月熟成
2,400本生産。プラムやブルーベリーなどの
熟した果実やチョコレートのような香り。豊か
な果実味が広がり、タンニンは非常になめら
かで、余韻が長いワインです。

DOMAINE BERTHET-BONDET
レ グランヴォー

Jura

750ｍｌ 4,380円
【フランス AOC：コート デュ ジュラ】

【ジュラ】

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っ
て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。

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口
「レ グランヴォー」は2015年にベルテ・ボンデが取得
した畑の名前で、単一畑のキュヴェとなります。全
房発酵の後、約10ヶ月ステンレスタンクで熟成。
熟成に樽を使っていないため、シャルドネ本来の爽
やかな味わいが表現されています。花や黄色い果
実のニュアンスとキレイな酸を備え、見事なバラン
スが取れた味わいです。

バラノズ
750ｍｌ 4,830円
【フランス AOC：コート デュ ジュラ】
○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口
「バラノズ」は畑の名前で、単一畑のキュヴェとなり
ます。樽で全房発酵を行った後、約10ヶ月樽で熟
成。（5%-10%新樽） ウィヤージュとバトナージュを
施します。花やアーモンドのフレッシュな香りと、ま
るみのある樽のニュアンスが見事に調和していま
す。十分な厚みと上品な余韻があり、ブルゴーニュ
好きな方にもお勧めしたいワインです。
サヴァニエ
750ｍｌ 5,300円
【フランス AOC：コート デュ ジュラ】

左：エレーヌ ベルテ･ボンデ氏
右：ジャン ベルテ・ボンデ氏

【ジュラ地方】

ベタンヌ&ドゥソーヴ
2017&2018
★★獲得

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軒

○ サヴァニャン 100%
○ 白 辛口
単一畑のキュヴェで全房発酵の後、約10ヶ月ステ
ンレスタンクで熟成。
リンゴやオレンジピールの上品な香りと僅かな苦
味が個性的で、塩味が余韻を支えます。
生魚に合わせても生臭さが出にくいため、ぜひ和
食とも楽しんでいただきたいワインです。

シャトー シャロン

トリオ

620ｍｌ 10,700円
【フランス AOC：シャトー シャロン】

750ｍｌ 4,830円
【フランス AOC：コート デュ ジュラ】

○ サヴァニャン 100%
○ 白 辛口

○ ピノノワール 40%、プールサール 40%、
トゥルソー 20%
○ 赤 フルボディ

除梗後、ステンレスタンクで発酵。ウィヤージュ（補
酒）はせず、ワインの表面にできる酵母の膜と共に
228Lのオーク樽で最低6年間熟成させます。
よく熟したあんずや黄桃、カリー、胡桃など複雑味
がある香りと、この生産地ならではの美しいミネラル
感を備え、偉大なワインのポテンシャルを感じさせ
ます。

除梗し、短めの発酵（1週間）を行った後約10ヶ月
ステンレスタンクで熟成。
瑞々しく、さくらんぼやイチゴをかじったときのよう
な爽やかな味わいと、胡椒のようなスパイシーな
ニュアンスを備えます。
とてもフレッシュで、いくら飲んでも飽きないのがこ
のワインの魅力です。

※価格は2018年5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。
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CERETTO

Italy, Piemonte
【イタリア ピエモンテ】

バローロ、バルバレスコの名門

チェレット
リッカルド チェレット氏が1930年代後半にピエモンテ州アル
バにワイナリーの基礎を築いたことに始まり、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
レット氏とマルチェロ チェレット氏の兄弟が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】
2代目から「最上の畑で最上の酒をつくる」ことに対するこだわりを
持ってワイン造りを行っています。そして「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。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。
また近年、チェレットでは、環境に配慮した活動をおこなっており、
醸造設備で必要な電力を生産するためのソーラーパネルの導入
や、またブドウの木の栽培や醸造施設内での作業に関して、国際
的な専門家にアドバイスとコンサルティングを求め、共同作業を始
めています。

モンソルド ランゲ ロッソ
750ｍｌ 3,560円
【DOC:ランゲ ロッソ】
○ カベルネ ソーヴィニヨン主体、
メルロ、シラー
○ 赤 フルボディ
カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ、シラー
の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

バローロ ブルナーテ
750ｍｌ

14,000円

【イタリア DOCG：バローロ】
○ ネッビオーロ 100%
○ 赤 フルボディ
3つのクリュ バローロの中では、もっと
も柔らかく女性的で、エレガントな味わ
いを持つブルナーテ。なめらかで香り高
いバローロです。
※名称、ラベルが「バローロ ブリッコロッケ
ブルナーテ」から変更になりました

バローロ プラポ
750ｍｌ

14,000円

【イタリア DOCG：バローロ】
○ ネッビオーロ 100%
○ 赤 フルボディ
力強く骨格のある味わいのプラポは、
重厚でコクのある長熟タイプのバローロ
です。

プレパラシオン

※名称、ラベルが「バローロ ブリッコロッケ
プラポ」から変更になりました

バローロ ブリッコ ロッケ
モンソルド ランゲ ビアンコ
750ｍｌ 3,560円
【DOC:ランゲ ビアンコ】
○ リースリング 100%
○ 白 やや辛口
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
めに生まれるフレッシュ感とのよいバラン
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。

750ｍｌ

30,000円

【イタリア DOCG：バローロ】
○ ネッビオーロ 100%
○ 赤 フルボディ
イタリアワインの王様バローロの名醸
造所チェレット社の造る3つのクリュ バ
ローロの中でも最高峰のブリッコ ロッケ
。その味わいは芳醇にして優雅、繊細
且つ華麗。その名に恥じないワインで
す。
※名称、ラベルが「バローロ ブリッコロッケ
ブリッコ ロッケから変更になりました
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※価格は2018年5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。

LA JARA

Italy, Veneto
【イタリア ヴェネト】
若きオーナー兄弟が手掛ける
自然派のプロセッコ

ラ ジャラ
プロセッコ スプマンテ ブリュット
750ｍｌ 2,090円
375ｍｌ 1,290円
【イタリア DOC：プロセッコ】

ラ ジャラ
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、現当主のマッシモ氏はワイナリーの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。ワイン
はすべて自社畑で収穫したブドウから造られています。
マッシモ氏は当主としてワイナリーの経営全般を、そして弟の
パオーロ氏はワイン醸造他技術的な部分を担い、二人の父の
ブルーノ氏はブドウ畑での作業を担う、家族経営のワイナリー。

○ グレーラ
○ 白 辛口

100%

繊細な泡立ち、果実味溢れるイキイ
キとした洗練されたブーケ。品種特有
の青りんご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。

ピノ グリージョ ロゼ
VSQスプマンテ ブリュット
750ｍｌ 2,090円
375ｍｌ 1,290円
【イタリア VSQ：スプマンテ】
○ ピノ グリージョ
○ ロゼ 辛口

【ワイン造り】
マッシモ氏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を行い、またビオロジックのブド
ウ栽培に着手しました。
生態系を保護し、また影響を最小限にするために、化学
的なものは一切使用しません。肥料はすべて有機的なも
のを使用し、土壌や地下水を汚染せず、畑に生息する生
物は微生物などに影響を与えないようにしています。
2000年よりラ ジャラの造るプロセッコは、ICEAよりビオロ
ジックの認証を取得しました。

100%

手摘み収穫後、圧搾機内で48時間
のマセレーションを行い色素を抽出し
た後にステンレスタンクで1次発酵及
び2次発酵を実施します。ストロベリ
ーのチャーミングな香りと品種特有の
芳ばしいアロマが魅力的で、非常に
クリーミーで余韻の長い泡が感じられ
ます。

ゼロ アッソルート
IGTスプマンテ エクストラブリュット

ICEA
(Instituto per la Certificazione Etica
ed Ambientale)

750ｍｌ 2,090円
【イタリア IGT：スプマンテ】

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。

○ グレーラ
○ 白 辛口

ワイナリーには、シャ
ルマ方式のワインの生
産に適した最新の設備
を完備。フレッシュなア
ロマ、品種の特徴を表
現した品質の高いワイ
ンの生産を可能にして
います。

100%

DOCプロセッコでないのは、残糖分
が1.2g/Lとプロセッコの基準の下限
値7g/Lを下回っているためです。通
常のプロセッコは35-40日のところ、
このワインは生産に210日(約7ヶ月
間)を要し
ます。白い花やグレープフルーツの
アロマ、口当たりは柔らかく、ドライで
バランスのよい味わいです。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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CASTELLO DEI RAMPOLLA

Italy, Toscana
【イタリア

トスカーナ】

スーパータスカンの先駆者
キャンティ クラシコ

カステッロ デイ ランポッラ
“CONCA d’Oro”(黄金の谷)と言われるパンツァーノ渓谷
南部に畑を所有。1964年から現オーナーの父であるアル
チェオ ディ ナポリ ランポッラ氏が近代的な手法も取り入れ
たブドウ栽培を始めました。
ワイン造りの全てはブドウ栽培にあると確信していたアル
チェオ氏は、凝縮したブドウを造るために高密植、収量制
限にこだわり、ファースト ヴィンテージ の1975年から5年後
の1980年にはスーパータスカンの先駆けとなるサンマルコ
をリリース。その後、更に尖鋭化していきますが、道半ばに
して他界。父の意志を受け継いだルチアーノ氏（ルーカ/兄
）とマウリツィア女史(妹)が96年にダルチェオをリリース。ダ
ルチェオはサンマルコと同様に、ガンベロ ロッソ､ロバート
パーカー等に大絶賛されました。

750ｍｌ 3,700円
【イタリア DOCG：キャンティ クラシコ】
○ サンジョヴェーゼ
90%
カベルネ ソーヴィニヨン 5%
メルロ
5%
○ 赤 ミディアムボディ

サンジョヴェーゼ種特有の酸が前面に
でることなく、果実味とのバランスが美
しいワインです。
しっかりとした構成とキメ細やかなタン
ニンを持つ、美しいバランスを持ったワ
インです。

【ワイン造り】
ランポッラは華々しい名声が先行してしまいがちですが、
その真髄はブドウ造りに対する真摯な姿勢。気負いなく
淡々と畑に接するのがランポッラの真の姿であり、35ha
の所有畑ではビオロジック農法を行っています。
そしてブドウ本来のピュアな味わいをより表現するため、
アンフォラでのワイン造りにも挑戦しています。

サンマルコ
750ｍｌ 9,800円
【イタリア IGT：トスカーナ】
○ カベルネ ソーヴィニヨン 90%
サンジョヴェーゼ
5%
メルロー
5%
○ 赤 フルボディ
カベルネ ソーヴィニヨン主体で造った
ワイン。凝縮感のある果実味には、甘
みさえ感じられます。またしっかりとした
タンニンもあり、力強さとエレガントさを
兼ね備えたワインです。

ダルチェオ
トレ ビアンコ ヴェンデミア タルディヴァ
375ｍｌ 6,000円
【イタリア IGT：トスカーナ】
○ ソーヴィニヨン ブラン、
シャルドネ、トラミナー
○ 白 辛口
独自の世界観から造り出されるワインは、
世界各国で高い評価を受けています。白ワ
イン向けの畑をわずかに2ha持っており、糖
度が上がって収穫できた際は甘口ワインと
してリリース。
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750ｍｌ 19,300円
【イタリア IGT：トスカーナ】
○ カベルネ ソーヴィニヨン
プティ ヴェルド
○ 赤 フルボディ

85%
15％

ブラックベリーやプラムの果実や、チョ
コレートのような甘みのあるスパイスの
アロマも感じられます。時間と共により
スパイシーな印象が強く現れます。
圧倒的な果実感と存在感のあるタンニ
ンが際立つ、力強いワインです。

※価格は2018年5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。

VALLE REALE

Italy, Abruzzo
【イタリア アブルッツォ】

サンジョヴェーゼの聖地で造る
最高品質のＩＧＴワイン

ヴィーニャ ディ カペストラーノ
750ｍｌ 5,700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

ヴァッレ レアレ
現オーナーであるレオナルド ピッゾーロ氏により1997年に創業
され、2015年版ガンベロロッソ誌、最優秀白ワインに選ばれた
注目の若手生産者です。
アブルッツォの内陸部、ポポリの国立公園内に存在する唯一の
ワイナリーであり、アブルッツォの山で栽培され、その気候とテ
ロワールを反映した、優美でアロマティックなワインを造ってい
ます。

ヴィーニャ ディ カペストラーノは2007年に初
めてヴァッレ レアレが自然発酵でのワイン
造りを実現しました。この畑は村の下に位置
し、中世の修道院と所有地との境界にあり
ます。15世紀から修道士たちがトレッビアー
ノ種のワインを造っていました。
凝縮された個性あるトレッビアーノ種のミネ
ラル感と酸がきわだち、長熟のポテンシャル
も合わせ持つワインです。

サン カリスト
750ｍｌ 6,000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

オーナー レオナルド ピッゾーロ氏

【ワイン造り】
約30haの畑をワイナリーがあるポポリに、約30haをカペスト
ラーノ高原に所有。標高が高く、昼夜の寒暖の差が大きい
ため、ブドウはゆっくりと成熟し、例年、収穫は11月中旬頃と
遅いのが特徴です。

標高約350mと高い位置に畑があり、最も樹
齢が高いブドウの植わる土壌は骸粒に富ん
でいます。
2004年以降は、イタリア評論家の間で高く
評価され、イタリアのトップ20の赤ワインとし
て度々評価されています。
気温差に富むために生まれた美しい酸がワ
インに残され、長熟のポテンシャルを持つワ
インです。

畑では、有機農法でブドウ樹を栽培。
そして、ワインの味は酵母に左右され、それがテロワールの
味わいを表現するために重要との考えから天然酵母での自
然発酵にこだわりを持っています。

ヴィニエート
サンテウザニオ
畑:1.8ha
樹齢:11年

サンカリスト
畑:4ha
平均樹齢:約50年

ポポリ

カペストラーノ

ヴィーニャ ディ カペストラーノ
畑:1ha 樹齢:13年

ヴィニエート ディ ポポリ
畑:1ha
樹齢:11年

モンテプルチァーノ ダブルッツォ
トレッビアーノ ダブルッツォ
ポポリとカペストラーノの
両方の地域の畑のブドウを
使用

※価格は2018年5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。
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CHIUSA GRANDE

Italy, Abruzzo
【イタリア アブルッツォ】

自然との共存をめざすワイナリー

テッレ カサーリ
モンテプルチアーノ ダブルッツォ
750ｍｌ 1,380円
【イタリア DOC：モンテプルチアーノ
ダブルッツォ】
100%

○ モンテプルチアーノ
○ 赤 ミディアムボディ

キューザ グランデ
当主のフランコ デウサニオ氏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300ｍあたりに3箇
所所有しています。耕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。

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、近年ベロネッリ
誌でも注目の生産者として紹介されています。

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。

テッレ カサーリ
チェラスオロ ダブルッツォ
750ｍｌ 1,330円
【イタリア DOC：モンテプルチアーノ
ダブルッツォ】

【ワイン造り】

○ モンテプルチアーノ

モンテプルチアーノ ダブルッツォ、トレッビアーノ 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
光を直接に受け日中の温度は高くなりますが、夜はアペニ
ン山脈の影響を受け夏場でも冷え込む、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、RENAよりビオロジックの認証を受け
ています。

100%

○ ロゼ 辛口
深みのある美しい色調が目を引くロゼワ
インは、爽やかでフルーティでありながら
程よい構成もある、しっかりとした辛口の
ロゼです。

ロッコセッコ
モンテプルチアーノ ダブルッツォ
750ｍｌ 2,060円

テッレ カサーリ
トレｯビアーノ ダブルッツォ
750ｍｌ 1,380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。品種に由来するフ
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。
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【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
ワインの名前は現当主の曾祖父でキュー
ザ グランデの創始者のニックネーム。ほ
のかなスパイス香と、ジャムや完熟した
果実を思わせるフルーティな香りがあり、
テロワールの特徴がよく表現された個性
的で程よいボディを感じられるバランスの
よいワインです。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。

FATTORIA LA RIVOLTA

Italy, Campania
【イタリア カンパーニャ】

固有品種の歴史と品質を
守り続ける造り手

ファットリア ラ リヴォルタ
リヴォルタとは、レヴォリューション/改革という意。中世に
農民が農地改革を訴え、大地主と闘い勝利したという醸造
所のある地域の歴史に由来します。リヴォルタの歴史は古
く、約100年もの間、農家として経営してきました。
1997年、現当主のパオロ コトロネーオ氏が中心となり、従
兄弟のジャンカルロ氏、その姉妹がワイナリーの第3世代
として経営に参画し、品質重視のワイン造りへの変換を行
いました。

【ワイン造り】
はじめに25haの自社畑の半分を植え替え、量ではなく品質
のための仕立て法、グイヨ、コルドンなどに変え、ブドウは
すべてカンパーニャの土着品種としました。
畑はすべてなだらかな日当たりのとてもよい丘の上に位置
し、石灰質と粘土質で構成される最もブドウ栽培に適した
土壌の構成となっています。
約25haの畑の半分を植え替えやカンティーナの建て直しな
どを行うとともに、すべての畑でビオロジック農法を導入。
2001年にイタリア最大級の有機農産物認証団体の1つであ
るICEAより、ビオロジックの認証を受けています。

タブルノ ファランギーナ
750ｍｌ 2,650円
【イタリア DOC：タブルノ】
○ ファランギーナ 100%
○ 白 辛口
カンパーニャを代表する土着品種として
知られるファランギーナから造られたワ
イン。
白い花やトロピカルフルーツのような果
実の香り、セージやミネラルのアロマ。フ
レッシュな果実の味わいが印象的で口
いっぱいにミネラルと骨格のある味わい
が広がります。

ソーニョ ディ リヴォルタ
ベネヴェンターノ ビアンコ

750ｍｌ 3,750円
【イタリア IGT：ベネヴェンターノ
ビアンコ】
○ ファランギーナ
フィアーノ
グレーコ
○ 白 辛口

50%
25%
25%

「ソーニョ」はイタリア語で「夢」。リヴォル
タの夢と名付られたワインには、他のワ
イナリーには造れないワインを造りたい
というリヴォルタの熱い思いが込められ
ています。
ファランギーナを主体に、カンパーニャ
の土着の2品種を絶妙にブレンド。
白い花やハチミツ、ほのかにスパイシー
なアロマ。ミネラルもしっかりとあり、骨
太な印象のワインです。

アリアニコ デル タブルノ
750ｍｌ 3,490円
【イタリア DOC：タブルノ】
○ アリアニコ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

当主パオロ コトロネーオ氏（左）
コンサルタント(右)

アリアニコ種は元々ギリシャからこの
地域にもたらされたブドウ品種と言わ
れています。
チェリーやプラムなど品種由来の典
型的な香りと、滑らかなタンニンのあ
る果実味溢れる味わいです。

※価格は2018年5月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
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LE CASEMATTE

Italy, Sicilia
【イタリア シチリア】

シチリアの個性を表現した
ワイン造り

カゼマッテ
2008年にジャンフランコ サバッティーノ氏（会計士）が、
現役ユベントスに所属し、かつイタリア代表でもあるア
ンドレア バルツァッリ氏と創業した新しいワイナリー。
（全7ha） ワイナリーの名称となった“Casematte”は所
有地に残る、第2次大戦の際に使用されていた2つの
カゼマッテ（ ＝弾薬庫）に由来しています。
ワイナリーはシチリア島の北東部、メッシーナ丘陵に
あり、ティレニア海とロニアン海に突き出たメッシーナ
海峡を見渡す標高250-370mのところにあり、DOC
ファロ スペリオーレ地区に位置し、海峡を見渡せる厳
しい斜面にブドウ畑が広がっています。

【ワイン造り】
畑はメッシーナ海峡に面しているため、常に海から良い
風が吹き、特別なミクロクリマをもたらしています。
この風により、畑に理想的な昼夜の寒暖の差が生まれま
す。夏でも気温が上がりすぎることなくブドウ果はフレッ
シュに保たれ、病気の原因となる湿度を低く保ちます。
ファロの土地の個性とミクロクリマからもたらされるブドウ
を最大限に表現するため、ブドウ畑はビオロジック農法を
採用。バリックや新樽の使用も最小限にし、エレガントで
個性のある土地のワインを造ることを哲学としています。
土着品種のブドウにこだわっており、畑にはネレッロ マス
カレーゼ、ネレッロ カプッチョ、ノチェーラ、ネロ ダヴォラ
などの品種が植えられています。

ペローロ ビアンコ
750ｍｌ 2,790円
【IGTシチリア】
○ グリッロ 65%
カリッカンテ 35%
○ 白 辛口
ステンレスタンクで発酵、熟成を行った後、
瓶詰めをしています。
ミモザの花や白桃の香りに加え、ほのか
にミネラルや、カモミール、地中海のハー
ブを思わせるアロマを備えています。フレ
ッシュで心地よい果実味が長く口中に広が
り、生き生きとした柑橘系の味わいが楽し
めます。

ペローロ ロッソ
750ｍｌ 2,790円
【IGTシチリア】
○ ネレッロ マスカレーゼ 70%
ノチェーラ 30%
○ 赤 ミディアムボディ
ステンレスタンクで発酵、熟成を行い、そ
の後フレンチオークで2ヶ月熟成後に瓶詰
めしています。
ラズベリーなどの小さな赤い果実のアロマ
に、リコリスやスパイスなどのニュアンスが
感じられます。フレッシュな酸と果実の豊
かさが共存し、そこにミネラルやタンニンの
要素が加わったバランスのよい味わいと
なっています。
※ファロDOC：1976年に制定され、広さは僅20ha

ファロDOC

ティレニア海

Palermo
パレルモ

イオニア湾

Faro Superiore

ファロ スペリオーレ

Messina

メッシーナ

ジャンフランコ サバッ
ティーノ氏（右）と
アンドレア バルツァッリ氏
（左）
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750ｍｌ 4,500円
【イタリア DOCファロ】
○ ネレッロ マスカレーゼ 55%
ネレッロ カプッチョ 25%
ノチェーラ 10％
ネロ ダヴォラ 10%
○ 赤 フルボディ
スキンコンタクトの状態での長めのマセラ
シオンを行った後、フレンチオークで9～
12ヶ月熟成。その後瓶詰めし、更に6ヶ月
熟成させています。
完熟したベリーやブルーベリーの香りに加
え、地中海らしいナツメグやペッパーなど
のスパイシーなニュアンス。バランスがよく
エレガントな味わいで丸みのあるタンニン
とリッチな果実の風味が魅力です。

※価格は2018年5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。

ALVARO PALACIOS&PALACIOS REMONDO

Spain, Priorato

【スペイン プリオラート】
スペインを代表する醸造家の1人

グラタヨップス ビ デ ビラ
750ｍｌ 7,200円
【スペイン DOCa:プリオラート】
○ ガルナッチャ
約85%
カリニェナ
約13%、他
○ 赤 フルボディ

アルバロ パラシオス
1990年代にスペイン 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注目を浴びた｢四
人組｣の1人、アルバロ パラシオス氏。他
のメンバーが近代的な栽培法を志向する
中、アルバロが目指したのは｢伝統品種と
伝統的な方法に立ち返ったワイン造り｣。
中世から続く伝統的な農法に敬意を表し、
化学肥料は一切使用せずにブドウ造りを
行っております。

グラタヨップスの町に点在する、パラシオスの
所有畑で収穫されたブドウをブレンドした、い
わばグラタヨップスの村名ワイン。レルミタ畑
の木から収穫されたブドウも含まれます。
フレンチオーク樽で15ヶ月熟成。若々しくフレッ
シュなブラックベリーなど凝縮した果実味。ハ
ーブ系のすっとした香りとアロマ。バランスの
とれた味わいです。

フィンカ ドフィ
カミンス デル プリオラート

750ｍｌ 9,500円
【スペイン DOCa:プリオラート】

750ｍｌ 3,380円
【スペイン DOCa:プリオラート】

○ ガルナッチャ約95%、カリニェナ他
○ 赤 フルボディ

○ ガルナッチャ 35%
カリニェナ
25%
カベルネ ソーヴィニヨン 15%
シラー 15%、メルロ
10%
○ 赤 フルボディ

「プリオラートの4人組」の1人、レネ・バルビエ
へ氏へのオマージュ（敬意）。入植当時1989年
～1996年にかけて開墾したドフィ畑で収穫し
たブドウから厳選した最良のブドウ（ガルナッ
チャ主体）で造られる。アルバロらしい、コンテ
ンポラリーなプリオラートの表現。ボコイとフー
ドルで約16ヶ月熟成。
ローズマリーやカモミール、ヴァニラなどのス
パイスのアロマ、ブラックベリーなどの果実の
凝縮された味わい。心地よい口当たりのタン
ニンが残ります。

グラタヨップスとその周囲の町で収穫された
ブドウをブレンドして造る、若いうちから楽しめ
るワイン。プリオラートの雄、アルバロ氏だか
らこそ造れるコストパフォーマンスの高さを評
価されているプリオラートワイン。4-6ヶ月木桶
とフレンチオーク樽で熟成。
黒すぐりや、ローストしたベリー系果実のニュ
アンスがあり、スパイスなど複雑なアロマの
ある力強いワインです。

レス テラッセス
750ｍｌ 5,400円
【スペイン DOCa:プリオラート】
○ ガルナッチャ
約55%
カリニェナ
約45%
○ 赤 フルボディ
グラタヨップスを含む9つの村の丘陵の上部に
ある畑で、パラシオス氏によって監督された契
約農家のブドウと一部グラタヨップスの自社畑
のブドウを使用。プリオラートの土着品種と古
木が表現するテロワールの複雑さを表したワ
インです。
ブラックチェリーやブラックベリーなどの果実
味にほのかなコーヒーを思わせる香ばしいニ
ュアンスが感じられます。滑らかな口当たりで
余韻も長く楽しめます。

レルミタ
750ｍｌ
137,500円
【スペイン DOCa:プリオラート】
○ ガルナッチャ 約90％、カリニェナ 約8%
白ブドウ 約2%
○ 赤 フルボディ
アルバロ パラシオスを代表するフラッグシップ
。レルミタ畑（約2.4ha)、平均樹齢は約70年。
区画のうちの0.2haは樹齢100年を超え、1本の
ブドウの木からの平均的な収量は400gと非常
に少量。フレッシュさを出すため急勾配の畑の
、北側の斜面からのブドウのみを使用。木桶
発酵、ボコイとフードル（いずれも大樽）で15ヶ
月熟成（新樽100%）。ビオディナミ農法による
スペインで最も希少なワインの1つとして世界
的にも高い評価を受けています。
※ビオディナミ農法の認証は取得していないため、マーク
は省略しています。

※価格は2018年5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。
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ALVARO PALACIOS&PALACIOS REMONDO

Spain, Rioja

【スペイン

リオハ】

アルバロ パラシオスが家業を継ぎ
造り出す、モダンスタイル リオハ

パラシオス レモンド
150年前からブドウ栽培を行い、父が1945年に創業したリオ
ハのワイナリーを、2000年に「パラシオス レモンド」としてア
ルバロ パラシオス氏が継承。自身が5代目となる伝統ある
生産者として、自身の過去の経験と、熱い情熱をもって、ワ
インの醸造方法、畑でのブドウ栽培を見直し、短期間でワイ
ナリーの改革を実現。
プリオラートのみならず、地元リオハでも注目を集める生産
者の1人となりました。

ラ ベンディミア
750ｍｌ 2,110円
【スペイン DOCa:リオハ】
○ テンプラニーリョ 50%
ガルナッチャ
50%
○ 赤 ミディアムボディ
ベンディミアとは“VINTAGE”の意。グリーンハ
ーベストを行い、収穫は手摘み。ステンレスタ
ンクでパンピングオーバーしながら発酵後、マ
ロラクティック発酵。その後4ヶ月間樽熟成。赤
系の森の果実味あふれる、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料理とよく合います。

ラ モンテサ

【ワイン造り】
リオハでも、標高の低いリオハ バハはガルナッチャに適した土地と
して知られ、逆に標高の高いリオハ アルタはテンプラニーリョに
適した土地として知られています。
モンテサ畑には、ガルナッチャを中心にテンプラニーリョ、マズエロ
種が植えられています。現在はオーガニック農法（一部ビオディナミ
農法）を実践。伝統的な農法を守るため、化学肥料などは一切使用
せず、低収量かつ、畑と選果台での選果を徹底して行います。

750ｍｌ 2,990円
【スペイン DOCa:リオハ】
○ ガルナッチャ
テンプラニーリョ
○ 赤 フルボディ

約85%
約15%

代々所有してきた畑の名前をそのままつけた
ワインは、アルバロ パラシオス氏が最も強い
思い入れのあるワインです。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分も感じられます。
◇バランスが良く、幅広い料理に合わせること
ができます。複雑味もあるため、ソースを
使った料理とも良く合います。

約100haの広さを誇るモンテサ畑

※2013年ヴィンテージからブルゴーニュボトルに変
更となりました。

プロピエダッド
プラセット
750ｍｌ 3,880円
【スペイン DOCa:リオハ】
○ ビウラ 100%
○ 白 辛口
1989年にアルバロの父が植えたビウラ100%
で造る、希少な白ワインです。
グリーンハーベストを行い、収穫は手摘み、除
梗後部分的に破砕、圧搾。発酵はフードルで
行い、そのまま10ヶ月間熟成。
白い花のアロマ、ミネラルの印象のある爽や
かな味わいです。

750ｍｌ 5,200円
【スペイン DOCa:リオハ】
○ ガルナッチャ主体
○ 赤 フルボディ
パラシオス レモンドを代表するワイン。
アルファロ村の5つの畑からブドウを使用して
います。グリーンハーベストを行い、手摘みに
より収穫。5,000Lの上部開放式木桶で発酵､フ
レンチオークで8ヶ月の熟成を経て、ノンフィル
ターでリリースされます｡
ワインに適したヴィンテージにのみ造るという
、アルバロ パラシオス氏こだわりのワインで
す。
※2012年ヴィンテージからブルゴーニュボトルに変
更となりました。
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※価格は2018年5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。

FRITZ SALOMON

Austria, Wagrum

【オーストリア ヴァーグラム】
新進気鋭の若手醸造家

グリューナー フェルトリーナー パトロン
750ｍｌ 2,590円
【オーストリア ヴァーグラム】
○ グリューナー フェルトリーナー 100％
○ 白 辛口

フリッツ サロモン
サロモン家は、オーストリアで非常に有名な一族。13世紀に
建てられた教会を1863年から所有し、ワイナリーとして使用
しています。
ブドウ畑は約20ha。フリッツ サロモン氏は、30代半ばの若手
生産者で、所有地内の他の農園と同様に、ブドウ畑も2010
年よりdemeter（デメテール）の認証を受けています。同じビ
オディナミ農法を実践するニコライホーフのサース夫人も、
真摯に取り組む若い生産者として高く評価をしています。

「パトロン」は、サロモンエステートがキルシュブ
ルグの教区パトロン（後援者）をしており、教区
の聖餐用のワインにグリューナーフェルトリーナ
ーを提供していたことに由来します。収穫したブ
ドウを発酵させ、その後シュールリーの状態で6
ヶ月間おいてリリース。フェルトリーナーに特徴
的な柑橘系果実とリンゴを思わせる果実味が
あり、太陽の恵みを楽しめるワインです。

【ヴァーグラムの気候、土壌】

グリューナー フェルトリーナー
ブリュンベルグ

フリッツ サロモンのあるヴァーグラムは2007年以前はドナウ
ラントと呼ばれていた地域で、ドナウ河の北側と南側にブド
ウ畑が広がります。

750ｍｌ 3,000円
【オーストリア ヴァーグラム】

乾燥して、夏は平均気温も高く、冬も比較的温暖です。昼夜
の寒暖の差がありブドウ栽培に適した気候。年間降水量は
400～450ミリ程度。 原生岩の上に黄土が積もった、水はけ
がよい土壌となっています。

【ワイン造り】
農場として約100haを所有し、絶滅危惧品種のブロンド牛
の他、鶏、ガチョウなどを飼育しています。果物や野菜も
すべてビオディナミで栽培。ブドウ畑の近くでは小麦も栽
培しレストランのパンを作っています。家畜の飼育もして
いるため、牛肥を使ったビオディナミの調剤も自宅で作る
という徹底ぶりです。

サロモン夫妻

○ グリューナー フェルトリーナー 100％
○ 白 辛口
ブリュンベルグは黄土と深いレスの土壌。太陽
に恵まれた斜面は、ヴァーグラムの中心地に
もほど近く、この畑には最も古い樹齢のブドウ
の木が植わっています。
薄い麦わら色で、繊細な果実のアロマのある
味わいです。
食前酒として、またはサラダなどの軽い料理か
ら肉まで、幅広く楽しめる味わいです。

グリューナーフェルトリーナー
マールベアーパーク
750ｍｌ 4,000円
【オーストリア ヴァーグラム】
○ グリューナー フェルトリーナー 100％
○ 白 辛口
マールベアーパークの畑の名前はキルシュベ
ルグに植えられたマルベリー（桑の木）に由来
します。
エキゾチックなパイナップルや蜂蜜を思わせる
果実味に僅かなハーブのニュアンスを備えて
います。
果実本来の甘みと比較的柔らかい酸があり、
素晴らしくエレガントなワインです。

※価格は2018年5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。
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BONTERRA

USA, 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 ヴィオニエ
750ｍｌ
2,770円
【アメリカ AVA:メンドシーノ カウンティ】
○ ヴィオニエ主体、マスカット
○ 白 辛口

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、デメテールのの認証を受けています。AVAはメンド
シーノ カウンティ中心。

【メンドシーノ カウンティ】
病害が少なく、ブドウがゆっくりと成熟する
サンフランシスコから北に約200kmの土地。
西側は寒流(カリフォルニア海流)の流れる太平洋に面し、
山地と森林が多い地域です。
ブドウの生育期における昼夜差の温度差が大きく、夏の湿
度が少ないため、ブドウの成熟はゆっくりと進み、活き活き
とした酸味と濃厚な果実味を蓄えることができます。

【ワイン造り】
有機栽培の目的は、「自然体系の根幹である生態バランス
を保ち、また、農業手法を全体の生態系の中に取り込む事
によって、相互に依存している共同体である土壌、動植物、
人々の全てが健全に、また生産力を最大限に発揮できるよ
うにすること」。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。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。

オーク樽由来のバニラの香りがかすかに香り、
桃、クリーム、シトラスの花とアプリコットのアロマ
が立ち上ります溌剌としてかつリッチでエレガント、
そしてとても長い余韻を持っています。
◇エスニック料理、中華料理など

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】
○ シャルドネ主体、マスカット、ヴィオニエ
○ 白 辛口
フレンチオークとアメリカンオーク樽を使い、7ヶ月
間熟成。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
ンスです。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 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 主体、プティ・シラー
○ 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。
◇肉料理全般、中華、濃厚なチーズなど

【環境保全への取組み】
ボンテッラヴィンヤードでは、自然環境
をワイン造りに生かすだけでなく、共存
を目指しさまざまな取り組みを行ってい
ます。
●ワイナリーでの太陽光発電
●ボトルのリサイクル
●ラベルへの再生紙の使用
●電気自動車の導入

【畑を中心とした多様な生態系】
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。
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マクナブ ランチ
750ｍｌ
6,740円
【アメリカ AVA:メンドシーノ カウンティ】
○ メルロ カベルネ ソーヴィニヨン
シラー
プティ・シラー
○ 赤 フルボディ
ビオディナミ実施の単一畑で造るトップキュベ。マロ
ラクティック発酵後、フレンチオーク樽(80%新樽)で2
年熟成。ブラックベリー、黒スグリ、杉を思わせるアロ
マにリコリスやミントのニュアンス。柔らかなタンニン
と樽熟により溶け込んだバニラやスパイスを感じさせ
る味わい。長い余韻が魅力です。
◇ベリー系ソースを使ったジビエなど

※価格は2018年5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。

QUINTESSA

America, California
【アメリカ カリフォルニア】
イルミネーション

多様なミクロクリマと土壌の力を
表現したワイン
クィンテッサ
ナパヴァレー ラザフォードに約69haのブドウ畑を所有。ミ
クロクリマや土壌の異なる26の区画に分かれています。
もともとはケイマス所有の畑を、サンフランシスコの有名レ
ストラン｢オマー･カイヤム」のオーナー、ジョージ･マーディ
キアン氏が1904年に買い取り、土地の力を活かした高品
質なワインづくりを夢見ていましたが、その夢は叶わぬま
ま、1980年代に他界。多くの造り手やワイン投資家が畑を
求め合ったが、最も強いヴィジョンを提示し、1990年にマー
ディキアン家から畑を受継いだのがチリ出身のワイン投資
家で現オーナーのヒュネーウス夫妻でした。
Quintessaという名前は｢本質｣･｢真髄｣そして｢5番目の元素
｣という意味を持ち（この畑に広がり、多様なミクロクリマと
土壌を展開する5つの丘にも因んでいます。）

750ｍｌ
7,500円
【アメリカ AVA:ナパ ヴァレー】
○ ソーヴィニョン ブラン
ソーヴィニョン ムスク
セミヨン 6%
○ 白 辛口

74%
20%

クィンテッサの畑のソーヴィニヨン･ブランを中心
に、ラザフォードやカーネロスのブドウをアッサ
ンブラージュ。白桃やレモン、花などの豊かなア
ロマ。優しいトロピカルフルーツの風味が口の
中で豊かに広がり、フィニッシュにはミネラルも
感じられます。

ファウスト

【クィンテッサ畑】
69haの所有畑は土壌と気候により大きく4つに区分されま
す。栽培は2004年からビオディナミ農法に転換しました。
★The Valleys
畑の中でも最も優れた気候に恵まれています。
土壌は白色火山灰、壌土、粘土、火山由来の赤い土壌
★The Hilltops
最も穏やかな気候。
火山性土壌(赤)、火山灰、砂壌土、丸石を含む砂質堆積土、
川由来の丸石を含む茶色の壌土。
★The Terraces
穏やかな気候で、霜のリスクが無い。赤い火山性土壌、
砂壌土、岩の破片や小石、丸石を散りばめた砂質堆積土
★The Riverside Bench
穏やかな気候。ナパヴァレー独特の、太古の洪水によって
形成された平らな土壌

750ｍｌ
9,500円
【アメリカ AVA:ナパ ヴァレー】
○ カベルネ ソーヴィニヨン83％ メルロ 13％
マルベック 3％ カベルネ フラン 1％
○ 赤 フルボディ
名前はドイツの文人ゲーテの代表的戯曲「ファ
ウスト」に由来。自社畑のほか、ナパ ヴァレー
北部の比較的温暖な気候の3つの畑からブドウ
を調達し、凝縮感のある果実味を備えた親しみ
やすいスタイルです。黒い果実、熟したラズベ
リーや紅茶の葉の香り。口に含むとカシスや
ダークチョコレートや完熟ベリーの印象。複雑に
重なった風味は長い余韻に続きます。

【ワイン造り】

クィンテッサ

畑の敷地内に2002年に完成したワイナリーは、外観は自然
の景観を損なうことなく西向きの丘に設計された三日月型、
内部はまさに｢つくり手のための｣施設になっています。グラ
ヴィティ･フローシステム、新型の水圧式プレス機をいち早く
導入、また木、ステンレス、コンクリートなどの素材でできた
発酵槽や様々なサイズのタンクが数多く並び、畑の小区画
ごとの丁寧できめ細かい醸造を可能にしています。（毎年約
150のキュヴェをつくり、アッサンブラージュ）

750ｍｌ
26,500円
【アメリカ AVA:ナパ ヴァレー】

ヒュネーウス夫妻

○ カベルネ ソーヴィニヨン90％、
メルロ、カベルネ フラン、プティ･ヴェルド、
カルメネール（各1～2％）
○ 赤 フルボディ
品種、区画、クローンなどの要素が組み合わさ
れた約50のキュヴェを個別に熟成し、ブレンドし
て｢クィンテッサ｣が完成します。
ボトリング後、更に約1年の瓶熟を経てリリース。
ブラックチェリーや甘いスパイス、ホワイトチョコ
レートのアロマに、繊細な花やクレーム･ブリュレ、
バニラの香りが重なります。柔らかくシルキーな
口当たりで、ナツメグや黒系果実のフレーバー
が何層にも重なり、濃厚で洗練された余韻が長
く続きます。

※価格は2018年5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。
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LAPOSTOLLE

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

フランスの伝統と
チリのテロワールの融合

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 ラポストール女史と夫のシリル デ
ブルネ氏が設立。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。

シャルドネ
750ｍｌ
3,540円
【チリ カサブランカ ヴァレー】
○ シャルドネ
○ 白 辛口
ブドウは手摘み後冷温でワイナリーに運ばれ、
45％樽、55％タンクで発酵。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。カサブランカヴァレーの自社畑からのエレガン
トながら熟成にも向くシャルドネ。ボリューミーな口
当たりと活き活きとした酸、余韻も長いです。

メルロ
750ｍｌ
3,540円
【チリ コルチャグア ヴァレー】
○ メルロ、カルメネール
○ 赤 フルボディ
手摘み収穫のブドウは100％自然酵母で発酵。4
～5週間のスキンコンタクトの後フレンチオーク（新
樽39％）で15ヶ月熟成。
凝縮感のあるラズベリーやブルーベリーのような
赤系・黒系果実の香りとプラムやカカオのニュアン
ス。ヴェルヴェットのように滑らかなタンニンと酸が
バランスを取っています。

【ワイン造り】
・ 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
・クロアパルタの畑ではビオディナミ農法を実践。
demeter認証を取得。
クロアパルタ以外の自社畑では オーガニック農法を実践、
Ｃｅｒｅｓ認証を取得しています。
- ＮＯ 人工肥料＆農薬
- カバークロップ
- ブドウ以外の動植物の共存
- コンポストの利用

カベルネ ソーヴィニヨン
750ｍｌ 3,540円
【チリ コルチャグア ヴァレー】
○ カベルネ ソーヴィニヨン、カルメネール、
カベルネ フラン
○ 赤 フルボディ
手摘みされたブドウは100％自然酵母で発酵。ス
テンレスタンクで4～5週間のスキンコンタクト。フレ
ンチオーク（新樽26％）で12ヶ月熟成。
深紅色でプラムやチェリーのような赤系果実の香
り、スパイシーな印象。しっかりとしたタンニンがバ
ランスと味わいの長さを支えます。

クロ アパルタ
750ｍｌ
17,900円
【チリ コルチャグア ヴァレー】
○ カルメネール、メルロ、カベルネ ソーヴィニヨン
○ 赤 フルボディ
100％自然酵母で発酵。100％フレンチオークの新
樽で24ヶ月熟成。生産量は約5,000c/s。
プラムやチェリー、イチジク、ブルーベリーのような
赤系・黒系果実の香り、クローヴや黒胡椒のヒント。
果実の凝縮味がありシルキーなタンニンと重厚な
口当たり、構成力を持ちます。余韻は非常に長く熟
感を感じさせます。
◇ラムやジビエ、フィレなどの肉料理に合う。カカオ
やチョコレートを使ったデザートにも
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※価格は2018年5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。

PEWSEY VALE

Australia, Barossa
【オーストラリア バロッサ】

イーデンヴァレー
リースリングの先駆者

PROVIDENCE

New Zealand, Matakana
【ニュージーランド マタカナ】

ボルドーの偉大なワインへの愛から始まり
肩を並べるまでに至ったストーリー

ピュージーヴェイル
ピュージーヴェイルのワイン造りの歴史は1847年、英国人
のジョセフ ギルバート氏がイーデンヴァレーの地に農場を
建設し、ブドウを植えたところから始まっています。1920年
～30年代に一度は畑が使われなくなりましたが、1961年
再びそのポテンシャルが見直され、ヒル スミス氏によって
ワイナリーが建て直されました。今日ピュージーヴェイルに
植えられているブドウは、全て1847年、始まりの年にもたら
されたブドウの子孫です。

【ワイン造り】
イーデン ヴァレーに145haを所有、うち50haがブドウ畑で区
画ごとに土壌や斜面の向きが異なり、出来るブドウの個性
も異なるので細かく分けて収穫、醸造を実施しています。こ
の地で20年以上に渡りサステイナブルなブドウ栽培を続け
ており、コンツアーズの区画ではビオ ディナミ、他の区画で
はビオ ロジック農法での栽培を行っています。

イーデンヴァレー リースリング
750ｍｌ 3,580円
【オーストラリア バロッサ】
○ リースリング
○ 白 辛口
凝縮したレモン、ライムや滑石の香りに、フレッ
シュなパイナップルやドライハーブの香りが感じ
られます。口に含むと、すぐにその余韻の長さと
味わいの深みが感じられ、その中にライムやパ
イナップル、白い花やフレッシュローズマリーな
ど、果物やハーブのフレーバーが現れます。自
然で心地よい酸が、凝縮した果実味やミネラルと
のバランスを取り、最後の余韻を支えています。

プロヴィダンス
ＮＺで最高の赤ワインの一つと評されるプロヴィダンス。初
ヴィンテージの「プライベート リザーヴ1993」は、1996年、
ジャンシス・ロビンソン女史も参加したブラインドテイスティ
ングにて「シュヴァル・ブラン」「ぺトリュス」90年に並んで供
され、見事一位を獲得しました。
酸化防止剤、保存料は一切使用せずブドウ造りから醸造、
熟成まで一貫して自然に任せながら、世界の偉大なワイン
に肩を並べるワインを造ります。
プライベート リザーヴ
750ｍｌ
21,500円
【ニュージーランド マタカナ】
○ カベルネ フラン、メルロ、マルベック
○ 赤 フルボディ
プロヴィダンスの最良のブドウをアッサンブラージュす
るボルドー右岸ブレンドのアイコンキュヴェ。フレッシュ
な赤いベリーとチョコレートの香り。口当たりは黒系果
実と渋み、バニラのニュアンスが感じられ、口当たりを
支えているタンニンが長い余韻へと導きます。

シラー
750ｍｌ
21,500円
【ニュージーランド マタカナ】
○ シラー
○ 赤 フルボディ
スモーキーでラズベリーやヴァニラの香り。ラズベ
リーやスグリの実のニュアンスと軽やかでフレッシュ
なタンニンがエレガントな余韻に繋がります。滑らか
でエレガントなワインです。

ザ コンツアーズ リースリング
750ｍｌ 4,860円
【オーストラリア バロッサ】

フォー アポッスルズ
○ リースリング
○ 白 辛口
「コンツアーズ」の区画のブドウの実を使用。5年
間の瓶熟を経てリリース。
リッチで、凝縮した味わい。芳醇で、レモンや花
のような落ち着いた香りに焦がしたトーストやレ
モングラス、クローヴオイルのようなニュアンス
が感じられます。口に含むと非常に余韻が長く、
ライム、焼いたブリオッシュ、セージオイルなどの
フレーバー豊かです。最後に感じられるフレッ
シュな酸が、濃厚な味わいを引き締めています。

750ｍｌ
21,500円
【ニュージーランド マタカナ】
○ 「プライベート・リザーブ」80％
シラー20％
○ 赤 フルボディ
「四人の使徒」を意味し所有する畑に植わる4つのブド
ウ全てを必ず使用します。チョコレートやチェリーの
ニュアンスに、熟した果実味と力強いタンニンと甘みを
感じられる口当たりを兼ね備えたワインです。

※価格は2018年5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。

＜各ワイナリーの農法･認証取得状況一覧＞
ワイナリー名

ビオロジック

認証

ビオディナミ

備考

ページ数

フランス ブルゴーニュ

4,5

ドメ－ヌ プリュ－レ ロック

○

ウィリアム フェ－ブル

○

ドメ－ヌ クリスチャン モロ－

●

AB、ユーロリーフ

ドメ－ヌ ベルサン

●

AB、ユーロリーフ

ドメ－ヌ ルネ ブ－ヴィエ

○

ドメ－ヌ レミ ジョバ－ル

●

ドメ－ヌ ド ヴィレ－ヌ

●

ドメ－ヌ ド ラ ボングラン

●

ドメ－ヌ ソメ－ズ ミシュラン

左岸プルミエ クリュはビオロジック農法、右岸プルミエクリュとグラン
クリュはビオディナミ農法

○

11
2009年より有機農法に転換。2012年にＡＢマーク取得

12

2009年より有機農法に転換。

13
14

AB、ユーロリーフ

○

1986年より有機農法。

15
16

AB、ユーロリーフ
20年以上、有機農法を実践し、2005年からはビオディナミ農法を取り
入れ、2007年から全区画に導入。

○

10

17

フランス アルザス
ドメ－ヌ ヴァインバック

●

●

AB
デメテール

18

カミ－ユ ブラウン

●

○

AB

19

ニコラ ジョリ－

●

●

AB
デメテール

6

ドメーヌ ロッシュ ヌーヴ

●

●

AB
ビオディヴァン

シャト－ ド ク－レ－ヌ

●

ドメ－ヌ デュ ノゼ

●

ドメ－ヌ デ コニェット

●

フランス ロワール

ランソリット、ル クロ デュ ムーラン、レ ロッシュ、ソミュール ブリュット
は認証なし／クロ ド レコタール、レパント デュ クロ ド レコタールはビ
オロジック認証、残りアイテムはビオディナミ認証

21

AB

○

AB

20

2014年ABマーク取得、2015年よりビオディナミ農法。

22

AB

23

デメテール

23

フランス コート デュ ローヌ
ラ カボット

ドメーヌ ジョルジュ ヴェルネ

●

○

24

フランス ラングドック・ルーション
● / ○

AB
デメテール

「レゼルヴスペシアル ヴィオニエ」、「テロワールシリーズ」以外ビオロ
ジック農法を実施。 一部ビオディナミ転換中のため認証なし

25-28

ジェラール ベルトラン

●

ドメ－ヌ レリス マジエ－ル
（ラングドック）

●

AB

29

ドメ－ヌ ル ル－ ブル－
（プロウ゛ァンス）

●

AB

29

マス デル ペリエ
（カオール）

●

ドメーヌ ベルテ･ボンデ

●

フランス

46

●

AB
デメテール
ビオディヴァン
AB

レ ザ ギュド、テュ ヴァン オー ソワレはビオ ロジック農法

30
31

ワイナリー名

ビオロジック

認証

ビオディナミ

備考

ページ数

イタリア
ジュゼッペ クインタレッリ

7

○

（※）2015年ヴィンテージよりビオ ロジック認証取得

32

チェレット

○（※）

ユーロリーフ

ラ ジャラ

●

ユーロリーフ

ランポッラ

○

○

ヴァッレ レアレ

●

○（※）

キュ－ザ グランデ

●

ICEA
AB、ユーロリーフ

36

ファットリア ラ リヴォルタ

●

ユーロリーフ

37

カゼマッテ

○

38

アルバロ パラシオス

○

39

パラシオス レモンド

○

40

33
34

ICEA

（※）2016年ヴィンテージよりビオ ディナミ認証取得

35

スペイン

オーストリア
ニコライホ－フ

●

デメテール

8,9

フリッツ サロモン

●

デメテール

41

CCOF

アメリカ カリフォルニア
ボンテッラ

●

●

クィンテッサ

○

○

●

●

●

○

マクナブランチのみビオディナミ

42

クインテッサ畑ではビオディナミ農法、それ以外はビオロジック農法

43

Ceres
デメテール

クロアパルタ畑はビオディナミ認証取得(デメテール)

44

デメテール

コンツアーズ リースリングの畑はデメテール認証取得

45

チリ
ラポスト－ル
オーストラリア 南オーストラリア
ピュ－ジ－ ヴェイル
ニュージーランド
プロヴィダンス

45

○

※各認証の説明は3Pをご確認ください。
※一部の畑で実施している場合でも記載しています。

47

株式会社 ファインズ
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿4-6-1
恵比寿MFビル6F
TEL: 03-6732-8600 FAX： 03-6732-8606

http://www.fwines.co.jp
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