フランス

９００年以上もの歴史を持つシャトー。一時期、フィロキセラで畑が壊滅、経営もどん底に・・・・
１９８６年よりフィリップ・ラウー氏が荒廃していた畑の復活と品質向上、シャトー再建に着手。
１９９５年ACマルゴーの再認定を見事に勝ち取り、かつての栄光を取り戻した奇跡のシャトーです。

ＣＨＡＴＥＡＵ Ｄ‘ＡＲＳＡＣ
シャトー・ダルサック
【９００年の歴史】
始まりは１２世紀、所有者は貴族のシル家。16 世紀に有名な哲学者を輩出
したモンテーニュ家、１９世紀にセギュール伯爵家、その後アルサック男爵家
の手に渡りました。１９世紀末にはメドック最大級のブドウ園に成長。しかし２０
世紀に入りフィロキセラ禍に見舞われ、ワインの売上は激減。１９５４年にマル
ゴー村のアぺラシオンが制定された際も認定外となってしまったのでした。
しかし１９８６年にシャトーは不死鳥のような復活を遂げます。アルサックを購入したフィリッ
プ・ラウー氏は、直ちにシャトーの再建に乗り出しました。まずは広さ１１２ha のブドウ畑の復
活と品質向上を最優先。ラウー氏はマルゴー村 AC の再認定を受けるため INAO（フランス国
立原産地名称研究所）にかけあい、粘り強い交渉の末、異例の措置を勝ち取りました。ブドウ
園のうち５４ha は AC マルゴー、残りは AC オー・メドックの格付けを名乗れるようになりました。
その後、ラウー氏はワイナリーの外観を鮮やかなエレクトリック・ブルーにペイントし、庭園
にはモダンアートの彫刻を多数、配置。斬新な発想を採り入れた改修のお蔭で、シャトー・ダルサックは人目を惹きつ
ける、メドックで最も独創的なシャトーの一つとなったのです。

シャトー・ダルサック・ブラン“キュヴェ・セリーヌ”
参考上代 ￥３，６００ 【限定品】
原産地：AC ボルドー・ブラン
品種：ソーヴィニヨン・ブラン１００％

２０１３

収穫量: ４５ｈｌ／ｈａ 平均樹齢:２０年

ワイン・スペクテイター ８６－８９点、ジャンシス・ロビンソン １６点、
アキテーヌ・ワイン・コンクール ２０１５ 金賞
■ロバート・パーカー・コメント
２０１３年のボルドー・ブランは、恵まれた天候により非常に出来が良い。特に際立っていたのは多様
性に富んだアロマ、余韻の長さ、豊かな酸味のバランス、そしてフレッシュさである。アキテーヌ・ワイ
ン・コンクールの審査員たちはキュヴェ・セリーヌ２０１３の質の高さを大いに評価し、金賞を授与した。

シャトー・ダルサック

２０１４

参考上代 ￥５，５００ 【限定品】
原産地：AC マルゴー（クリュ・ブルジョワ）
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン６０％、メルロー４０％ 熟成：フレンチオーク樽 １２ヶ月
収穫量：４５ ｈｌ／ｈａ 平均樹：２０年 土壌：小石混じりの砂質
芳醇なフレッシュなカシスの香りと、いきいきとした酸味と柔らかなタンニン。魅力あふれる果実
味豊かなワインです。
ワインエンスージアスト ９０点、ジェイムズ・サックリング ８９点
ジャンシス・ロビンソン １６．５点／ワイン・スペクテイター ８７－９０点
ワイン・アドヴォケイト ８７点
■ロバート・パーカー・コメント
最初はやや過剰とも思われるアロマだが、空気に触れるとともに、フレッシュさと魅力的な砂利
質の香りが活きてくる。ミディアムボディ。やや硬い印象だが、バランスに優れ後味はエレガントに
まとまっている。パワフルな２０１４年ヴィンテージらしい、十分満足できる味わい。
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ロバート・パーカーＪｒ.氏いち押し、
理想的なテロワールから生まれる馥郁たるワイン

Château Le Bouｒdieu
シャトー・ル・ブルデュー
フランス屈指のワイン銘醸地、メドックのヴァレイヤック村近郊にある名門シャトー。
１９３２年の第一回目のクリュ・ブルジョワ分類にその名が登録されています。 石、砂、粘土
が堆積した“クロープ”または“クレスト”と呼ばれる独特の土壌と、ジロンド川の河口に位置して
いるのがシャトーの大きなアドバンテージ。メドックでは“川に近いほど良いワインができる” と
言われているからです。
川のおかげで1年を通してブドウ栽培に適切な温度や湿度のバランスが保たれ、温暖な気候
はブドウをゆっくりと熟させ、質の高いワインが産まれます。
減農薬（リュット・レゾネ）農法のブドウは手作業で収穫。使用する樽も吟味。 丁寧な仕事の
隅々に、醸造家であるギィ・バイィ氏の誠実な人柄が表れています。

これは素晴らしいクリュ・ブルジョワだ。 弾けるようにフレッシュなベリー、スグリ、オレンジピールの非
常にピュアでフェミニンなアロマ。しっかりした凝縮感がありながら過剰になることなく、オークの香りと溶
け合うレッドフルーツの果実味がなめらかで官能的な印象を与えている。
ブラボー！
… 最低1本２０～３０ユーロする格付けシャトーの中で輝く、ぜったい試すべきダイアモンドである。
ｂｙロバート・パーカー

シャトー・ル・ブルデュー
リーブ・ド・グレ・ルージュ ２０１６
参考上代￥２，６００ ＪＡＮ：４５６０４７４９８２４２５
原産地：メドック・クリュ・ブルジョワ
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン５０％、メルロー５０％
“早いうちから気軽に楽しめるメドック”がコンセプト。一年以上の古樽を使用し１２ヶ月熟成。
樽香が抑えられ、果実味が鮮やかに表現されています。カベルネ・ソーヴィニヨンの爽やかなペッ
パーのアロマが、カシスやベリーの香味とバランスよく重なり、磨かれたなめらかなタンニンとレッドフ
ルーツのフレッシュなフレーバーが広がります。きれいな酸味は、トマトソースのパスタや肉料理、フ
レッシュなチーズと相性抜群です。

シャトー・ル・ブルデュー・ルージュ ２０１５
参考上代￥３，０００ ＪＡＮ：４５６０４７４９８２４３２
原産地：メドック・クリュ・ブルジョワ
品種：メルロー５０％、カベルネ・ソーヴィニヨン４７％、プティ・ヴェルド３％
フローラルな香り、カシスやブルーベリーの豊かな果実味、ハーブやスパイスのニュアンスと力強
いストラクチャーが理想的なバランス。部分的に新樽を用い、１２ヶ月～１４ヶ月間の長期熟成。控
えめな樽香と溶け合った豊かな果実味が広がり、控え目ながらしっかりとしたタンニン、素晴らしい
凝縮感、長い余韻が感じられます。
複雑な熟成香が楽しめるミディアム～フルボディのクラシカル・メドック。
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ティアンポン・ヴァン・ファン
(フランス/ボルドー)

ボルドー屈指の名門一族
■ボルドー右岸ポムロールの名門ティアンポン家の歴史
１８４２年 カミーユ・ティアンポンがベルギー東部でワイン商を創設。
１９２１年 サンテミリオンのシャトー・トロロン・モンド取得。（１９３６年売却）
１９２４年 ポムロールの名門ヴュー・シャトー・セルタンを取得。
１９７２年 シャトー・ル・パンを取得。
ティアンポン家が共同で所有権を持つヴュー・シャトー・セルタンを主軸に、
ボルドーの左岸右岸各地に１０以上のシャトー、そして６つのネゴシアンを
それぞれ経営しながら、４世代にわたり、ボルドー屈指の名門一族として
最高峰のワインを世界中に提供しています。

■日本初上陸 Ｔ ｄｅ Ｔｈｉｅｎｐｏｎｔシリーズ

名門の若き世代

プロデュースするヤン＆フロリアン兄弟は、ボルドーにティアンポン家の歴史を築いたジョルジュ・ティアンポン
のひ孫にあたり、ヴュー・シャトー・セルタンのディレクター、アレクサンドル・ティアンポンの甥にあたります。
また、ヴュー・シャトー・セルタンを筆頭に、コード・ド・フランのシャトー・ピュイゲローとシャトー・クロ・フォンテー
ヌの共同所有者でもあります。ティアンポン一族の若き世代の中心として、家族の伝統と歴史あるシャトーを守りな
がら、優れた品質のワインを世界に届けています。

名前の由来＝Ｔは、Ｔｅｒｒｏｉｒ テロワールとＴｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ トランスミッション（伝統の継承）

テ・ド・ティアンポン コート・ド・ボルドー ２０１４
参考上代￥２，８００
ＪＡＮ：４５６０４７４９８１９４７
原産地：ＡＣコート・ド・ボルドー
品種：メルロー９８％、カベルネ・フラン２％
粘土石灰質土壌と泥灰土。畑の総面積３ｈａ。「ボトルに入った果実」と表現される、
まろやかで果実味あふれる、上質なコート・ド・ボルドー。
バリューボルドー２０１８選出＜ボルドーワイン委員会主催＞

テ・ド・ティアンポン サンテミリオン・グランクリュ ２０１４
参考上代￥６，０００
ＪＡＮ：４５６０４７４９８１９３０
原産地：ＡＣサンテミリオン・グランクリュ ※オーガニック
品種：メルロー８２％、カベルネ・フラン１０％、カベルネ・ソーヴィニヨン８％
シャトー・スータールの畑の一部と醸造施設を借りて醸造している。フレンチオーク樽で
１２ヶ月間熟成。 口に含むと豊かな果実味と、素晴らしいストラクチャーを感じさせる、
繊細でエレガントなサンテミリオン。様々なフルーツのコンフィとトースト香が魅力的な
ハーモニーを奏でます。

テ・ド・ティアンポン マルゴー ２０１２
参考上代￥７，０００ ＪＡＮ：４５６０４７４９８２４１８
原産地：ＡＣマルゴー
品種：メルロー７０％、カベルネソーヴィニヨン３０％
マルゴー ブルジョワ級のシャトー・ラベゴスの畑から区画を選択。弾ける果実味と
豊かさ、複雑な香味、絹のようにキメ細やかなタンニンがなめらかに広がり、細やかな
余韻として続きます。
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CHATEAU BELLES-GRAVES/シャトー・ベル・グラーブ
ポムロールの伝説的なテロワール（ペトリュス、ヴュー・シャトー・セルタン、ラフルール）を見下ろす
ネアック村の丘の畑から生まれる、ラランド・ド・ポムロールを代表するグラン・ヴァン。

１７ｈａの畑には８８％以上にメルロー、１２％にカベルネ・フランが植えられています。 畑は粘土砂利質。底土
に酸化鉄（クラス・ド・フェール）を含み、独特のオレンジ色の錆びたような色合いを呈しています 。この独特な地
質が主要品種のメルローにまろやかさを与え、ポムロール特有のトリュフや鉄のような香味を授けます。
シャトーと街道の間は、フリントと石英の小石だらけの平地で、バルバンヌ川の対岸である有名なポムロールとと
てもよく似たテロワールになっています。そこから北上した日当たりのよい斜面畑は、砂やシルト、酸化鉄の土壌。
地中深くの水はけのよい石と砂、赤色粘土交じりの層に混じる薄く密な青色粘土の層は水持ちがよく、乾燥期の
ブドウは深く根を伸ばします。
このような多彩な土壌の恩恵を受けて生まれるベル・グラーヴは、繊細さと凝縮感のバランスが非常に優れてい
ます。醸造を指揮するのはオーナーのグザヴィエ・ピトン氏。 “限りない自然の力がメインで、人の手は伴奏に過
ぎない” という哲学のもと、丁寧な減農薬農法（リュット・レゾネ）を実践しています。他の一流シャトーと同様、収
穫もブドウの選別もすべて入念な手作業で行われています。

シャトー・ベル・グラーブ ２０1５
参考上代：￥４，８００
ＪＡＮ：４５６０４７４９８２４６３
原産地：AC ラランド・ド・ポムロール
品種：メルロー ８８％、 カベルネ・フラン１２％
平均樹齢：４０年以上
熟成：１２ヶ月～１８ケ月フレンチオーク

きめ細かく高密度のこだわりの樽でゆっくりと熟成。 エレガントで奥深い香
り、樽香もタンニンもバランス良く整えられ、しっかりとしたコクがありながら、フ
レッシュな果実味も鮮やか。期待に十分応えてくれるポテンシャルの高さで、
既に食通をうならせるレベルに達していますが、あと数年待って、円熟した味
わいを楽しむのもお奨め。
グレード・ヴィンテージである２０００年、２００５年および２００９年を彷彿とさせる、
間違いなく１０年に１度のすばらしいワイン！
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Château Corbin／シャトー・コルバン
サンテミリオン衛生地区
【AOC モンターニュ・サンテミリオン】【AOC サン・ジョルジュ・サンテミリオン】

■醸造家 Jacques Rambeaud/ジャック・ランボー
１６０６年からブドウ栽培が行われ、モンターニュ・サンテミリオン地区で最も古い
シャトーに数えられるシャトー・コルバン。
２００６年より後を継いだ若き４代目当主ジャック・ランボーはオーストラリアやボ
ルドー右岸で経験を積んだ情熱あふれる醸造家。 EMS 環境マネジメントシス
テムに登録し、ISO １４００１やフランス農水省のHVE認証（環境価値重視認定）
を取得するなど先見の明が光る采配を振るっています。 減農薬農法、グリーン
ハーベストも実施し、評論家から「芸術的」とも評される緻密な作業により秀でた
ワインを造り出しています

シャトー・コルバン
参考上代￥３，３００ ＪＡＮ：４５６０４７４９８２４４９
原産地：AC モンターニュ・サンテミリオン
品種：メルロー８５％、カベルネ・ソーヴィニヨン１０％、 カベルネ・フラン５％
畑面積２３ha 平均樹齢３５年
機械を使って収穫。温度管理されたステンレスタンクで20～25日間マセラシオンを実施。ワインの４０％
を樽、６０％をタンク内で１２ヶ月間熟成。熟したブラックチェリーやブルーベリー、リコリスやスミレの香り。
豊かな果実味とまろやかなタンニン、繊細なトースト香ハーブの香りが口いっぱいに広がります

クロ・アルベルチュス
参考上代￥４，３００ ＪＡＮ：４５６０４７４９８２４５６
原産地：AOC サン・ジョルジュ・サンテミリオン／畑面積１．５ｈａ 平均樹齢３５年
品種：メルロー４０％、カベルネ・ソーヴィニヨン３０％、カベルネ・フラン３０％
※わずか１．５ｈａの畑から生産される知る人ぞ知るキュヴェ。年間生産量１０，０００本
古く美しい城塞都市サテミリオンの町を見下ろす小さなアペラシオン。 南向きの斜面に広がる小さ
な畑から生まれる、地元のワイン愛好家秘蔵のキュヴェ。 収穫は手摘み。温度管理されたステンレス
タンクで２０～２５日間マセラシオン、樽熟成１２ヶ月。
２種のカベルネを主体としたワイン。いきいきとしたフローラルな香り。メルロー種の豊かな果実味とス
モーキーでスパイシ―な樽香が重なり合いフレッシュな酸味とまろやかなタンニンがバランス良く溶け
合っています。 長い余韻も秀逸です。 パリ農業コンクール ２０１８ 金賞受賞
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シャトー・スオウ

ボルド－

フェミニンな魅力
しなやかなボルドー・ワイン
“クラレット”（ボルドーの赤）を深く愛する英国で高い評価を得てきた
プチ・シャトー。
ガロンヌ川とドルドーニュ川に挟まれた中州の先端部、
日当たり抜群のカディアックの丘に樹齢25年のブドウ畑が広がります。
オーガニックに転向し、2012年にエコセール認証を取得しました。
安定したバランス、気品ある樽熟成、きれいな後味が特徴です。

シャトー ・ スオウ
ルージュ オーガニック

シャトー ・ スオウ
ブラン オーガニック

ＡＣコート ・ ド ・ ボルドー

ＡＣボルドー

品種 ： メルロー、 カベルネ ・ ソーヴィニヨン
参考上代 ： ￥２,５００
黒い果実、 甘草やトーストの香り。 丸みのある
ソフトなタンニンと熟した果実味がバランス良くま
とまっています。 エレガントで上品、 “女性的な
ワイン” と言う表現がぴったりのワインです。
エコセール有機認証
ＪＡＮ： 3371231975014

シャトー・ベル-ガルド

品種 ： ソーヴィニヨン ・ ブラン、 セミヨン
ミュスカデル
参考上代 ： ￥２,１００
非常にフレッシュで、トロピカルフルーツや白桃
を思わせる調和のとれた香りが漂う。味わいには
ソーヴィニヨンの力強い個性、後味にはセミヨン
のやさしさ、そしてミュスカデルのまろやかさが感
じられる。
エコセール有機認証
ＪＡＮ： 3371232975969

ボルドー

輝かしい受賞歴が物語る実力
フルーツとオークの風味が奏でる美しいデュエット
アントル・ドゥ・メールのリブルヌ近郊にあるシャトー。偉大な醸造家の
父の背中を見て育ち、常に畑に出て“ブドウの声を聴きながら”ワイン造り
に励むエリック・デュフォー。
じっくりと手をかけた丁寧なワインは、パリや
ボルドーのコンクールで、非常に高い評価を得てきました。

シャトー･ベル - ガルド
ルージュ

シャトー･ベル - ガルド
エルヴェ･アン･フュ･ド･シェーヌ

AC ボルドー

AC ボルドー

品種 ： メルロー、 カベルネ･ソーヴィニヨン
カベルネ･フラン
参考上代 ： ￥１,８００

品種 ： メルロー、 カベルネ ・ ソーヴィニヨン
カベルネ ・ フラン
参考上代 ： ￥２,４００

きれいな赤紫色。カシスやブルーベリーなど
表現豊かなアロマ。凝縮された果実味と繊細で
滑らかなタンニンが魅力のワイン。

濃い深紅色、ロースト香と熟した黒い果実の魅
力的な香りが特徴的です。濃厚で凝縮された
果実味と力強さを持つワイン。樽熟成12ヶ月。

ＪＡＮ： 3459730001110

ＪＡＮ： 3459730002100
2013年版ギド アシェットで、最高評価のク－ド・
クール獲得(2010VT) ６度目のクード・クール
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オーガニックの貴腐ブドウから造られる高貴なワイン ソーテルヌ
１８６８年から、ブドウ畑は今日まで一度たりとも除草剤が撒かれたことはない
日本初上陸シャトー！ 極上の甘口デザートワイン

デュドン

ＣＨＡＴＥＡＵ

ＤＵＤＯＮ／シャトー・デュドン

（フランス・ボルドー・ソーテルヌ）
【シャトーの歴史】
１６５５年から続くデュドン家、フランス革命の動乱の時代を経て、ソーテルヌの“シャトー・ラフォリ・ペラゲ”（第一
級格付け）のオーナー、ピシャール家の所有となります。 １８６８年、現オーナーのエヴリーヌ・アリアンの高祖父
ベルナール・ゴッセムがシャトーを購入。現在のシャトーの姿がほぼ完成します。ゴッセム家は女系で、５名の女
当主が代々シャトーを受け継ぐことになります。その 5 代目が１９８８年よりシャトーの女主人となったエヴリーヌで
す。エヴリーヌ＆ミッシェル・アリアン夫妻はシャトーの建物やブドウ畑を甦らせることに力を注ぎました。アリアン家
の跡継ぎは、クリストフ、フィリップ、ギョームの三兄弟が次代のシャトーの担い手です。

シャトー・デュドン・オーガニック ２０１３（５００ｍｌ）
参考上代￥４，５００ JAN：３７０００６６６１３１２７
原産地：AC ソーテルヌ／品種：セミヨン８５％、ソーヴィニヨン・ブラン１５％
タンク及び樽内発酵後、樽内で少なくとも２０ヶ月熟成。５０年以上の瓶内熟成が可能。銀色がかった
表面（ディスク）は、とろりとした綺麗な高い粘性をもちます。気品のある黄金に輝く色あい。香りは、パッ
ションフルーツの香りが際立ちます。味わいは、滑らかで、若々しい黄色い蜂蜜のニュアンス、時間の
経過とともにあふれるさまざまなアロマ、スパイシーさは、爽やかさをもたらせ、長い余韻をつくります。

シャトー・デュドン･ガリアン・オーガニック ２０１４
参考上代￥３，５００ JAN：３７０００６６６１４２３０
原産地：AC ソーテルヌ／品種：セミヨン８５％、ソーヴィニヨン・ブラン１５％
シャトー・デュドンのセカンドワイン。タンク内発酵後、少なくとも１２ヶ月熟成。３５年以上の瓶内熟成が
可能。黄金に輝く表面、美しい黄色。香りは、はちみつと、柑橘類の砂糖漬け（柑橘類のコンフィ）のニュ
アンス。２０１４年のこのガリアンは、綺麗なフレッシュな構成をもつのが印象的。活き活きした長い余韻。
【ソーテルヌ・バルザック】
ソーテルヌ地区は、ボルドー地方を流れるガロンヌ川の中流にあり、左岸に広がる栽培地区
は、５つの村から成ります。ガロンヌ川の支流であるシロン川の左岸に、バルザックがあり、
バルザック村のワインは、ソーテルヌと、バルザック双方の AOC を名乗ることができます。
バルザックは、ジロンド川の冷たい水と、ガロンヌ川の暖かい水の合流地点となっており、
秋に立ち込める濃い朝霧は、午後になると、すぐに太陽に、その座を明け渡します。こうし
ためまぐるしい気候の変化が、貴腐菌の発生成長を促すのです。土壌にも恵まれ、ケイ素、
白亜質、砂利といった様々な層が調和しており、長いときを経て形成されたこれらの層は、
ワインに甘美な精緻さ、力強さをもたらします。畑の総面積は、１１.８ha。樹齢は平均２９
年。１８６８年から続く、伝統的製法を採用しており、ブドウ畑には、今日まで一度たりと
も、除草剤が撒かれたことはありません。有機肥料を使用し、病害虫対策には、ボルドー液
を使用しています。厳しい審査基準で有名な有機認証“ECOCERT”の認定を受けています。
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幻の「フラン・ド・ピエ＝フィロキセラに犯されず、接ぎ木していない自根ブドウ」の畑を所有。
L&C＝ルイ・ポワトゥとカトリーヌ・ラウルが出会い、２０１１年に誕生した新生ドメーヌ。
『畑が順調なら、すべて順調にいく』 ワイン造り、将来の夢を共有した傑作ワイン。

ＤＯＭＡＩＮＥ

Ｌ＆Ｃ ＰＯＩＴＯＵＴ／ドメーヌ・Ｌ＆Ｃ・ポワトゥ
（フランス・ブルゴーニュ・シャブリ）

【当主：L&C＝ルイ・ポワトゥとカトリーヌ・ラウル】
ドメーヌの歴史は２０１１年に始まりました。シャブリ村に L&C＝
ルイ＆カトリーヌのカップルがドメーヌを購入しました。彼らはど
ちらもワインメーカーの家の出身でした。「カトリーヌ・ラウル」の
父親は６０年代よりブドウを栽培し始め、彼女は幼いころからブド
ウ畑や周辺の自然に親しみ、ブドウ畑で働くようになりました。
ルイ・ポワトゥは母方の祖母～父親がアルジェリアでブドウ農
家を営んでおり、父ミッシェルは後にシャブリにドメーヌを創設。
３５年以上のキャリアを積み、シャブリで最も偉大なドメーヌに名
を連ねるようになりました。ところが、シャブリ育ちのルイはブドウ
栽培やワイン醸造には関わらず、仕事でパリとアルザスを行き来
する毎日。しかし 1994 年、幼馴染のカトリーヌに出会ったのがき
っかけとなり、ルイはシャブリに戻ってくることになりました。
ふたりは、ワイン造りの方向性が見事に一致し、将来の夢を共有することになりました。彼らは畑を買い足し、開
墾し、２０１２年に最初の収穫を行い、ドメーヌ・L＆C ポワトゥの名で２０１３年からリリースしました。以来、ふたりは
ひたすら品質を追求しながら、この素晴らしいテロワールに取り組んでいます。

【テロワールと畑】
プティ・シャブリ、シャブリ、シャブリ・プルミエクリュの３つのカテゴリーで 6 つ
のキュヴェを１８ｈａの畑で生産しています。土壌はシャブリ特有のキンメリジャ
ン、牡蠣や海洋生物の化石を豊富に含む石灰岩と柔らかい粘土藻類が層と
なる泥灰質土壌です。“畑が順調なら、すべてが順調に行く”というのがカトリ
ーヌ＆ルイの基本的な思想です。畑の声に耳を傾け、土やブドウを良く観察
し、必要に応じて手入をする・・・まさに子育てと同じ。それぞれの畑やブドウ
によって違います。人が主導してブドウを創るのではなく、畑、土、ブドウの果
樹が自分の力で豊かな果実を実らせる。人は必要に応じてその手助けをする
のみで、むやみに介入せず、生物多様性・環境を守る、という考え方です。

【幻のフラン・ド・ピエ 接木していない自根ブドウのワイン】
植樹の年は不明ですが、１９２３年にはすでに登録がされており、
フィロキセラが問題になった１８６３年以降ブルゴーニュのブドウは接
木されていますので、それ以前には、植えられていました。
この０．５５ｈａの区画は、粘土質でぬかるんだ土壌。冬は水浸しに
なり、幹の部分は水溜りの中に浸かっている状態となります。地層の
奥深くは小石混じりの典型的なシャブリの地質となっており、そこまで
ブドウの根が伸びています。それ故、湿地や砂地を苦手とするフィロ
キセラの害を奇跡的に免れました。生産量はわずか１，０００本前後。
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ＤＯＭＡＩＮＥ Ｌ＆Ｃ PＯＩＴＯＵＴ ／ドメーヌ エル・エ・セ ポワトゥ
（フランス／シャブリ）
ｺｰﾄﾞ
216780

商品名
ヴィニフィケーション

エル・エ・セ ポワトゥ・ブルゴーニュ･シャルドネ
L&C POITOUT BOURGOGNE CHARDONNAY

色

VT

白

2017

原産地
ＪＡＮ

ACﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
4560474982487

容量
(ml)

参考上代

750

¥3,300

750

¥3,500

750

¥3,800

温度調整したステンレスタンクで発酵、乳酸発酵。
美しい透明感のある黄金色。フレッシュ・バターや柑橘系フルーツ、白い花などのアロマ。ふくらみのある果実味が特
徴の表現豊かなシャルドネ。
魚介類のグラタン、ホタテ、カキ、ムール貝、シェーブル（ヤギのチーズ）と相性抜群。
216785

エル・エ・セ ポワトゥ・ ブルゴーニュ･ピノ･ノワール
L&C POITOUT BOURGOGNE PINOT NOIR

赤

2017

ACﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
4560474982494

ピノ・ノワールらしいカシスやチェリーの甘酸っぱいアロマ。後を追うようにスパイシーな風味があふれ出します。
シャブリを仕込んでいたニュートラルな古樽で数ヶ月熟成させ、フェミニンで調和のとれた風味に仕上げています。
ハムやソーセージ、タパス、フォンデュなどと相性抜群。

213811

エル・エ・セ ポワトゥ・シャブリ "ボノギュール"
L&C POITOUT CHABLIS BONAUGURE

白

2016

ACｼｬﾌﾞﾘ
4560474981459

より骨格のある濃密で、骨太な酸味がまっすぐ伸びる印象。香りは控えめですが、よく熟した獲れたての洋ナシ、マーマレードのオレ
ンジのほろ苦く、さわやかな果実の酸味を感じます。石灰岩主体の土壌が目に浮かぶまさにシャブリらしいシャブリ。シャブリらしさはも
ちろんのこと、最もこのドメーヌらしさが表現されている一本。
（BONAUGURE BON AUGURE という２つの単語 意味は「縁起のよい」 ）

213815

エル・エ・セ ポワトゥ・シャブリ・プルミエクリュ・レ・フルノー "オパリヨン"
L&C POITOUT CHABLIS FOURNEAUX Opallion

白

2015

ACｼｬﾌﾞﾘ･ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ･ﾚ･ﾌﾙﾉｰ
4560474981466

750

¥5,500

土壌は小石交じりの表土浅く、すぐにキンメリジャン土壌、石灰岩と石灰質粘土質の岩盤に当たる理想的な傾斜をもつ、真南向きの
区画。このプルミエクリュは、シャブリの中でもっとも控えめながらも親密感を感じるシャブリ。控えめさは、所有面積の小ささゆえ、親密
感を感じるのはおそらく、ドメーヌに最も近いところにあるからでしょうか。理想的な傾斜、そして真南に向いている区画は、白い石に反
射してより特別な日当たりをもらしてくれます。樹齢は若い樹ですが、区画からもたらされるのか、たくさんのミネラルを感じさせてくれま
す。アロマは、ミントのフレッシュ感、フレッシュなリンゴ、洋ナシの甘みと酸味、その果実の綺麗な酸味は、最大のフィネスと エレガン
スをもたらしてくれます。口に含むと、生のアーモンドをかじったような香り、時間の経過とともに、より力強さが出てくるのが印象的。
（OPALLION オパールのような、乳白光を発する などの意味）

213820

エル・エ・セ ポワトゥ・シャブリ・プルミエクリュ・レ・ヴォークパン "ステラリス"

L&C POITOUT VAUCOUPIN STELLARIS

白

2015

ACｼｬﾌﾞﾘ･ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ･ﾚ･ｳﾞｫｰｸﾊﾟﾝ
4560474981473

750

¥5,500

土壌はキンメリジャン土壌質、泥灰岩と石灰質粘土質。東向きの区画。畑は、午後、夜の暖かさを保つ区画。所有区画の3分の1は、
樹齢が40年、それ以外も25年以上。成熟したパーセル、いい具合に仕上がっている幹であることを目で感じることができます。ピュア、
シャブリのプルミエクリュが兼ね備えるフィネス、アロマには、野生の野花の香りがひろがり、口に含むと感じられる、柑橘系特にレモン
のニュアンスは、この1級畑がもたらす、力強さと厚みを引き締め、甘み、ミネラルそして酸味の見事なバランスをもたらしてくれます。長
い余韻も印象的。
（STELLARIS ラテン語で「星の」を意味する単語 ）

213825

エル・エ・セ ポワトゥ・シャルドネ・フラン・ド・ピエ・リネクスタンクト
L&C POITOUT PETIT CHARDONNAY FRANC DE PIED L'INEXTINCT

白

2015

ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾗﾝｽ
4560474981480

750

¥12,000

奇跡のシャルドネ。樹齢１５０年以上？
villy村にある4ヘクタールのなかの小さな０．５５ha区画。樹齢は確かな植樹の年は不明ですが、１９２３年の帳簿には、すでに登録が
なされていましたので、その年よりも前に存在していた事が確認出来ます。
初めてワインをリリースしたのは、２０１４年５月２９日。２０１３年のヴィンテージでした。醸造過程において、フラン・ド・ピエの特殊さを
感じたのは、アルコールが、自然に１３度となること。アロマの複雑さ、煮ている最中のフルーツコンフィの香り、しょうが、ルバーブ、レ
モン、ボディの厚み、ふくらみ・・・ 他のシャブリとはちょっと違う、特別なワインです。生産量は１，０００本前後。
※リネクスタンクトは、プティシャブリのアペラシオンのなかにあるパーセルですが、評価、味わいの質が全く異なります。プティシャブリ
のカテゴリーに全く収まらないことから、リネクスタンクトをプティ・シャブリのカテゴリーから出すことに決めました。フランスのワイン法
上、プティ・シャブリの格付けをブルゴーニュに格付けをされる事が禁止されています。それゆえに、リネクスタンクトに認められている
カテゴリーは、「Vin de France」となります。
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２８歳の若きシャブリ生産者トマ・ヴォントゥラが造る次世代のシャブリ
ブドウ農家の父から１１ha の畑を譲りうけ、２０１３年から自社詰めのドメーヌに転換。
好青年で真面目な仕事ぶり、ワインに対する情熱が詰まったワイン。応援したくなる１本です。

ＤＯＭＡＩＮＥ ＶＥＮＴＯＵＲＡ ／ドメーヌ・ヴォントゥラ
（フランス・ブルゴーニュ・シャブリ）
【当主：Thomas VENTOURA トマ・ヴォントゥラ】
トマの祖父にあたるオーギュストは、シンプルな農夫でした。いくつかの家畜を飼育し、
穀物、そして１９５３年に植え今も現存している畑にてぶどうを栽培していました。その
息子クロード（トマの父である）が、ブドウ作り、ワイン造りに精をだし、「プティシャブリ」
「シャブリ」「シャブリプルミエクリュ」合わせて１１ｈａ の広さに畑を広げました。畑は主
にドメーヌのある Fontaine près Chablis 村の周辺に所有しています。クロードがドメーヌ
を立ち上げてから２５年間の間は、自社詰めをせず、シャブリの農協への提供が主な
販売でした。現当主であるトマが、学業を終了後２０１３年に、自社詰めのドメーヌとし
て転換。２０１３年に建替えた醸造所、埃ひとつない完璧に掃除された醸造所には、自
動温度調整設備が付いている最新のステンレスタンク、自動空気圧搾機、すべて２０１
３年にトマが当主となったときに一新されたものです。若き才能のある当主同様キラキ
ラに輝いています。
ぶどう畑で何よりの時間を費やすトマ、壁、疑問にぶち当たったときは、オークセールのワイン学校で学生時代を
過ごし、かつ自分と同じ立場であるドメーヌを継ぐ運命にある同僚と畑で、意見交換し、畑で頭を悩ませているそ
うです。

ヴォントゥラ・シャブリ
参考上代￥３，８００

ＪＡＮ４５６０４７４９８１４３５

畑はドメーヌから車で１０分のところで、標高が高いところにあり、平らで傾斜がほとん
どありません。樹齢３２年。生産量８，０００本（半分はネゴシアン、農協へ提供している）
口当たりはスッキリしており長い余韻があります。成熟感のある果実味が印象的で、
和食に合うシャブリです。５～６年以内が飲み頃です。
ラベルは、トマ・ヴォントゥラのイニシャルである「T」「V」。そしてフランスを象徴する、威厳
ある「百獣の王」のイメージのライオンです。

ヴォントゥラ・シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショーム
参考上代￥５，５００

ＪＡＮ４５６０４７４９８１４４２

畑はキンメリジャン土壌。独特の小さな牡蠣の貝殻が詰まった石が見つかります。樹
齢３０年、生産量６，０００本。シャブリの特徴的なミネラル感が最もよく引き出されていま
す。畑は南向きに傾斜があり、霜害をとても受けやすく、春先３月中旬から長くて５月最
初まで、芽吹きの時期に芽が凍ることがあるため、果実の付けない時期の作業が重要と
なります。
【霜害対策として】
霜害を避けるため、定期的に水撒きを行い、氷をかぶせ、芽の周りに水の層を作る
事で守ります。また場所によっては、ろうそくによるストーブを置いて対策をする。 スト
ーブは、ブドウも寒さから守られ、風景的にも大変美しいのだが、毎晩ストーブが機能
しているかどうか夜中見廻りをおこないます。２～３週間続きます。
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ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ(DRC)の栽培責任者だった初代、オノレ・ガヴィネ。
彼がニュイ・サン・ジョルジュに立ち上げたドメーヌを引き継ぐ４代目アレクサンドル・ガヴィネ。
ニュイ・サン・ジョルジュのテロワールをこよなく愛し、伝統的で力強いワインを生み出すドメーヌ。
エシェゾーに続き、クレマン・ド・ブルゴーニュも新しくリリース！

Ｄｏｍａｉｎｅ Ａｌａｉｎ Ｍａｕｒｉｃｅ ＧＡＶＩＧＮＥＴ
ドメーヌ・アラン・モーリス・ガヴィネ
２代目のモーリス(現当主の祖父)が１９３４年、ニュイ・サン・ジョルジュに1級畑シャブッフ
を入手。 末息子アランは１４歳からモーリスの片腕として栽培、醸造に携わり、やがてコー
ト・ド・ニュイに９ｈａの畑を所有、ますますドメーヌを盛り立てました。
モーリスの死後、遺産相続のためドメーヌは３人の子供に３ｈａずつ分割され、２００９年に
「ドメーヌ アラン・モーリス・ガヴィネ」が誕生します。
現在、当主を務めるのがアランの息子、４代目のアレクサンドルです。 流行にとらわれず、
家族代々受け継がれてきた伝統的なブルゴーニュの畑、栽培、醸造方法を忠実に守った
ワイン造りを心掛けています。
ｺｰﾄﾞ
213660

商品名

ガヴィネ・クレマン・ド・ブルゴーニュ
GAVIGNET CREMANT DE BOURGOGNE

色

VT

白

NV

地域
ＪＡＮ

ACｸﾚﾏﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
4560474982531

容量
(ml)

750

参考上代

¥3,800

オート・コート・ド・ニュイ格付けのブドウを贅沢に使用！ オート・コート・ド・ニュイの最上級区画「レ・ダム ユゲット」で栽培された
シャルドネを１００％使用しています。白い花、柑橘系フルーツ、青リンゴのさわやかなアロマ。数年寝かせると、こんがり焼いたトー
ストの香ばしい香り、アプリコット、モモなどの果肉感たっぷりの風味が現れてきます。
土壌： 粘土石灰質／圧搾： ブドウを除梗せず房のまま丸ごと空気圧搾機でプレス。
醸造：アルコール発酵１０日間、乳酸発酵３週間。軽くろ過 ／熟成：１８～３０ヶ月
ルミュアージュ：手作業／デゴルジュマン： 出荷日の45日前
ドザージュ：７ ｇ／Ｌ ガス圧：５．４
適温：６～９℃
213685

ガヴィネ･オート･コート･ド･ニュイ レ･ダム・ユゲット･ブラン
GAVIGNET HAUTES COTES DE NUITS LES DAMES HUGUETTES BLANC

白

2014

ｵｰﾄ･ｺｰﾄ･ﾄ･ﾆｭｲ
4560474982586

750

¥3,500

オート・コート・ド・ニュイの“レ・ダム・ユゲット”という銘醸畑。標高３００～４００ｍの位置に所在。 土壌は石灰岩と、泥灰土の下層
土の変質による粘土石灰質（アルジロカルケール）
２つのパーセル（区画）を所有し、1つは平均樹齢が５０年、もう一つは３０年。 栽培はリュットレゾネ （減農薬栽培）
熟成期間はおおよそ１４ヶ月、率直でしっかりとした味わい。心地よいタンニンが大変親しみやすい。
デリケートな味わいの白身＆赤身の肉料理に。
【醸造方法】
収穫後、発酵槽に入れた葡萄を低温で、４～５日間漬け込む【低温マセレーション】を行います。（低温マセレーションをすると、低温にし、
酵母による発酵をさせないようにして、ブドウを漬け込んでいるこの間に葡萄の皮の部分から十分に香りと色の成分を出させて、その後に発
酵を開始が始まり、発酵がすんだらすぐに搾る方法）
低温マセレーションのあと、マセレーション（醸し）を １５日ほど行います。その後、澱引きしてオーク樽に移して熟成をさせます。
213670

ガヴィネ･ニュイ・サン・ジョルジュ・ルージュ
GAVIGNET NUITS SAINT-GEORGES ROUGE

赤

2016

ACﾆｭｲ･ｻﾝ･ｼﾞｮﾙｼﾞｭ
4560474982593

750

¥6,800

750

¥9,500

750

¥22,000

タストヴィナージュ２０１６受賞
Aux Saints Julien(ヴォーヌロマネ村側北 石灰多い) とLes Platearxの二つの畑のブドウを使用。フルボディで飲み
応えがありバランスが良く骨格がしっかりとしたワイン。味わいの余韻も長く、数年寝かせると最高のパフォーマンス
を発揮するだろう。子羊、仔牛、鴨の胸肉など味わい深い肉料理と。
213675

ガヴィネ･ニュイ・サン・ジョルジュ・シャブッフ･ルージュ
GAVIGNET NUITS SAINT-GEORGES CHABOEUFS ROUGE

赤

2015

ACﾆｭｲ･ｻﾝ･ｼﾞｮﾙｼﾞｭ･ﾌﾟﾙﾐｴ･ｸﾘｭ
4560474982609

マジョール・デュ・タストヴィナージュ２０１７ 受賞
トップ１７のワインが選ばれ、クロ・ド・ヴジョ城で開催される晩餐会用のワインとして採用される。
濃厚でパワフル、余韻が長く、コート・ド・ニュイの高貴な魅力を湛えたワイン。ジビエを始め、川魚の赤ワイン煮、
ウォッシュタイプのチーズなど、濃厚で味わい深い料理との相性抜群。
213680

ガヴィネ・エシェゾー
GAVIGNET ECHEZEAUX

赤

2015

ACｴｼｪｿﾞｰ･ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ
4560474982579

美しいルビー色の輝き、フレッシュなチェリーの香り。しなやかなタンニンとまろやかさのバランスな味わいが素晴らしい。4～5年寝
かせると、がっしりとした骨格は完璧にまろやかになるでしょう。赤身肉、ジビエ、熟成させたチーズなど美食のお供に。
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コート・ド・ボーヌの隠れたアペラシオン、ラドワ・セリニの優良老舗ドメーヌとしても
「コルトンの丘」の麓、ラドワ・セリニを中心にアロース・コルトンなど１６ha の自社畑を所有。
コート・ド・ニュイにも畑があり、エシェゾー（グラン・クリュ）のオールドビンテージも蔵出し入手！

Maison Capitain-Gagnerot / メゾン・キャピタン・ガニュロ
【当主：Ｐｉｅｒｒｅ－Ｆｒａｎçｏｉｓ Ｃａｐｉｔａｉｎ（ピエール=フランソワ・キャピタン）】
メゾン・ガニュロは、１８０２年設立のラドワ・セリニ村に本拠地を置く家族経営
の ドメーヌでした。１８６４年、ジャン-バティストの一人娘であるマリーと、ブルゴ
ーニュ-フランシュコンテ圏に位置するＣｈａｍｐｌｉｔｔｅ（シャンプリット村）出身で、
ネゴシアンを運営していたキャピタン・フランソワと結婚。それを機に、ジャン-バ
ティストと、フランソワ・キャピタンにより、メゾン・キャピタン・ガニュロが誕生しまし
た。
１８７０年から１８８０年の間に、ブルゴーニュのぶどう畑を襲った害虫フィロキ
セラによる被害で、ぶどう畑は壊滅の危機に追われましたが、マリーは、メゾン
の経営を続けていくこと、またぶどう畑も植え替えることを決定。第二次世界大
戦の後、ロジェ・キャピタンが、ネゴシアン業と３ヘクタールの畑を受け継ぎ、ロ
ジェの引退後(１９９８年)、ロジェの２人の息子 パトリスとミッシェルが引き継ぎま
した。１６ｈａもの自社畑を所有する生産者となっています。
現在、パトリスの息子であるピエール－フランソワ、娘であるデルフィーヌにより、経営の指揮がとられています。ぶど
う畑、醸造に関しても、２００９年からは父パトリスが見守る中、ピエール－フランソワが全指揮をとっています。本拠地を
置くラドワは、コート・ド・ボーヌとコート・ド・ニュイの境界線にある「コルトンの丘」に隣接しています。この理想的な場所
で、ラドワ・セリニを中心にアロース・コルトン、サヴィニー・レ・ボーヌ、ペルナン・ヴェルジュレスを所有。一方で、コート・
ド・ニュイにもヴォーヌ・ロマネ、エシェゾー、クロ・ド・ヴージョを所有しています。

【栽培・醸造】
人為的な作業を控えめの農法を実践しています。主に、「アグリクルチュ
ール レゾネ」といわれる農法です。農薬や化学肥料の使用を極力抑えて、
健康な土地や環境の長期的保全を目的とした低農薬農法です。時に、「ビ
オディナミ」農法も取り入れています。収穫は、完全手摘みでおこないます。
タンクに移す前に、厳しい選果、除梗します。
ピノノワール種のアルコール発酵は、開放式タンクで、酵母を添加するこ
となく、ぶどうに任せ、自然におこなわれます。ヴィンテージによりますが、
おおよそ 12 日～15 日間おこないます。樽での熟成は、１２ヶ月から１８ヶ月。
マロラクティック発酵後、軽く濾過をし、瓶詰めします。
シャルドネ種については、デブルバージュ（発酵を行う前に、圧搾後の
果汁をしばらくおいて、固形物を沈殿させる作業）のあと、樽に移し、品種
のもつフレッシュなアロマを保つため、樽内の温度を２０度～２２度の間で、
アルコール発酵をおこないます。最低１０ヶ月の熟成期間を経て、澱引き、
濾過され、瓶詰めされます。醸造においてもテロワール、品種の個性を最
大限引き出すべく、新樽の利用率は低く、全体の１０％を越えません。オー
クの香りはほとんどしません。
全体の生産量としては白２５％、赤７５％。ワイン造りで心がけているのは、本物をつくること。品種が持つ
エレガンス、個性を正しく表現すること。ブルゴーニュ特有のそれぞれのテロワールを、グラスの中で爆発さ
せることをめざしています。
１９９９年従来のコルクがワインにもたらすマイナス要素の影響を解決すべく、人工心臓に利用されている
素材の人工樹脂のコルクを導入。２００５VT からは、全てのワインにこのコルクが使用されています。
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Maison Ｃａｐｉｔａｉｎ－Ｇａｇｎｅｒｏｔ
メゾン・キャピタン・ガニュロ
キャピタン・ガニュロのワインに注目する事！ ガニュロ氏は、ラドワで最も優れた生産者
であるとともに、最も熱狂的な応援団長でもある。
（ＢＵＲＧＵＮＤＹ ロバート・Ｍ・パーカーＪｒ．著より）
ｺｰﾄﾞ

商品名

色

VT

212658

キャピタン･ガニュロ･コート･ド・ニュイ・ヴィラージュ・レ・ギロンド・ルージュ
CAPITAIN GAGNEROT COTE DE NUITS VILLAGES LES GUILLANDES ROUGE

赤

2015

213792

キャピタン･ガニュロ･ラドワ･ルージュ
CAPITAN GAGNEROT LADOIX ROUGE

赤

2017

赤

2013

地域
ＪＡＮ

ACｺｰﾄ･ﾄﾞ･ﾆｭｲ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ
4560474982104
ACﾗﾄﾞﾜ
4560474982760

容量
(ml)

参考上代

750

¥5,000

750

¥5,000

750

¥7,000

750

¥9,500

750

¥10,000

750

¥17,000

750

¥24,000

750

¥19,000

750

¥20,000

２０１５年よりノンフィルター。
213795

キャピタン･ガニュロ･ラドワ･ラ・ミコード
CAPITAN GAGNEROT LADOIX LA MICAUDE

ACﾗﾄﾞﾜ･ﾌﾟﾙﾐｴ･ｸﾘｭ
4560474981510

ラドワ・セリニー のキャピタン・ガニョロのモノポールの畑「ラ・ミコード」 エレガントな口当たりが特徴です。
ラドワで最も優良なワインの１つとして、ロバート・パーカー氏から評価されています。
212889

キャピタン･ガニュロ･アロース･コルトン･レ･ムトット
CAPITAN GAGNEROT ALOXE CORTON LES MOUTOTTES

赤

2008

ｱﾛｰｽ･ｺﾙﾄﾝ･ﾌﾟﾙﾐｴ･ｸﾘｭ
4560474981633

ラドワは女性的なやわかな印象ですが、アロース・コルトンは男性的で力強く、熟成させた２００８ＶＴは飲み頃です。
212659

キャピタン･ガニュロ･ヴォーヌ･ロマネ･オー・ラヴィオル
CAPITAN GAGNEROT VOSNE ROMANEE AUX RAVIOLLES

赤

2015

赤

2013

ACｳﾞｫｰﾇ･ﾛﾏﾈ
4560474982234

コート・ド・ニュイにもヴォーヌ・ロマネ、エシェゾー、クロ・ド・ヴージョを所有しています。
212854

キャピタン･ガニュロ･クロ･ヴージョ
CAPITAN GAGNEROT CLOS VOUGEOT

ACｸﾛ･ｳﾞｰｼﾞｮ･ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ
4560474981404

キャピタン・ガニュロが所有する区画は、小区画（０．２ｈａ）ながら斜面上部で立地絶好。 １９７５年に植替え樹齢は４２年。
213531
212861
212862

キャピタン･ガニュロ･エシェゾー･アン･オルヴォー
CAPITAN GAGNEROT ECHEZEAUX EN ORVEAUX

キャピタン･ガニュロ･エシェゾー
CAPITAN GAGNEROT ECHEZEAUX

キャピタン･ガニュロ･エシェゾー
CAPITAN GAGNEROT ECHEZEAUX

赤

2015

赤

2008

赤

2004

ACｴｼｪｿﾞｰ･ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ
4560474982654
ACｴｼｪｿﾞｰ･ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ
4560474981527
ACｴｼｪｿﾞｰ･ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ
4560474981640

２０１５年の赤は、パワフルそのもので、特級はあと７、８年は寝かせてほしいものです。２０１４年は、あまり長期熟型ではないゆえに、とてもよい熟成を迎えつ
つあり、あと１～２年後にはもっと良い状態になります。ここ最近の年号では、２００８年→２０１４年→２０１３年→２０１５年という飲み頃の順になります。２００８年
は、綺麗な酸味が印象的で、枯れた感もありません。熟しすぎた感もなく、青っぽい印象や、雑味もない、大人しい印象。今飲むにはベストと記憶しています。
※２００４年は貴重なストックです。
212660
213805

キャピタン･ガニュロ･サンロマン･ブラン･オ･バ･ド･ポワランジェ
CAPITAN GAGNEROT SAINT ROMAIN BLANC AU BAS DE POILLANGE
キャピタン･ガニュロ･ラドワ･オート･ムーロット
CAPITAN GAGNEROT LADOIX HAUTES MOUROTTES

白

2016

白

2014

白

2015

白

2016

ACｻﾝﾛﾏﾝ
4560474982210
ACﾗﾄﾞﾜ･ﾌﾟﾙﾐｴ･ｸﾘｭ
4560474981497

750

¥6,000

750

¥8,000

750

¥12,000

750

¥22,000

700

¥12,000

ラドワ・セリニ村のコルトン･シャルルマーニュの畑に隣接した畑「オート･ムーロット」
212888

キャピタン･ガニュロ･アロース･コルトン･ラ･クーティエール
CAPITAN GAGNEROT ALOXE CORTON LA COUTIERE

ｱﾛｰｽ･ｺﾙﾄﾝ･ﾌﾟﾙﾐｴ･ｸﾘｭ
4560474981626

珍しいアロース・コルトンの白ワインです。

212696

キャピタン･ガニュロ･コルトン･シャルルマーニュ
CAPITAN GAGNEROT CORTON CHARELEMAGNE

ACｺﾙﾄﾝ･ｼｬﾙﾙﾏｰﾆｭ･ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ
4560474981428

マール＆フィーヌを入手！限定品 地元の方からとても愛されています。
410960

キャピタン･ガニュロ･マール・ド・ブルゴーニュ・エグラップ 45%
CAPITAIN GAGNEROT MARC DE BOURGOGNE EGRAPPE

-

-

ACﾏｰﾙ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
4560474982012

フードルという大樽を使って、赤・白ワインを仕込んだ際に生じるブドウの搾りかすから造ります。キャピタン・ガニュロでは、大きなフードルを2つ使用し、マー
ルを作っています。現在取り扱っているものは古い方の樽で、1988年から 1998年に仕込まれたマールです。20年以上熟成させています。
410965

キャピタン･ガニュロ･フィーヌ・ド・ブルゴーニュ・グランド･レゼルヴ
CAPITAIN GAGNEROT FINE DE BOURGOGNE GRANDE RESERVE

-

-

ACﾌｨｰﾇ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ
4560474981817

700

¥13,000

フードルという大樽を使って、赤・白ワインを仕込んだ際に生じる樽の底にたまった澱から造ります。選果した際に基準に満たないブドウを使用したフィーヌに
比べ、澱から仕込んだものはとても繊細なものに仕上がるそうです。平均15年熟成。
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ベルギー移民のファミリーが興したワイナリー
女性当主ソフィ・ボーマンが造る、一本筋の通った真っ直ぐなムルソー
ＤＯＭＡＩＮＥ

ＢＯＨＲＭＡＮＮ / ドメーヌ・ボーマン

【当主：Ｓｏｆｉｅ Ｂｏｈｒｍａｎｎ ソフィ・ボーマン 】
ベルギー出身のソフィですが、両親がムルソーにてドメーヌ／ネゴシアンを
営んでいました（ドメーヌ・デ・フォルジュ１９９６年～）。２００１年にムルソーに
あるドメーヌ、そして畑（１２ｈａ）を購入し、ソフィが当主となり、ドメーヌ名から
すべてを一新してドメーヌ・ボーマンが誕生しました。
ワイナリーの信条「ワインはセラーではなくブドウ畑で作られる…ワイナリー
の信条はこれに尽きる。」自社畑の平均樹齢は４０年。壮年期のブドウは化
学肥料を必要とせず、土壌に含まれる天然のミネラルをエネルギー源とする
ことができます。リュット・レゾネと呼ばれる減農薬栽培を行っています。

ブルゴーニュ・ブラン・レ・ベル・グット ２０１５
Bourgogne Blanc Les Belles Gouttes
参考上代 ￥５，５００
JAN:4560474982005
「ムルソー」・「ピュリニーモンラッシェ」２つの区画のぶどうを使用。 細かい粘土質が混じっている土壌は、ワインに繊
細な味わいをもたらしてくれます。 丸みのある口当たり、綺麗に伸びる酸がここちよいです。 キュヴェ名の「レ・ベル・
グット」は、「美しい雫」という意味。 スクリューキャップを使用。 １００％オーク樽熟（新樽なし）

ムルソー・レ・ヴィルイユ ２０１３
Meursault Les Vireuils
参考上代 ８，５００円

JAN: 4560474981664

「レ・ヴィルイユ」の畑は標高４００ｍの高さに位置しており、石灰粘土質で表土が非常に薄いです。 ９月中ごろ、手
摘みで収穫。フランス産とオーストリア産のオークの樽を使用。フレッシュさと、ミネラルを引き出すために、新樽使用率
１５％、１２ヶ月の熟成のあと、軽くフィルター掛けを行い、瓶詰めします。フレッシュな柑橘系のアロマや白い花の香り、
標高の高さと地質からくるミネラル感、レモンの皮のような酸っぱさのニュアンスが特徴です。アクセントのある率直なム
ルソーに仕上げています。

ムルソー・クロ・ド・クロマン ２０１３
Meursault Clos de Cromins
参考上代 ￥１１，０００

JAN: 4560474981992

「クロ・ド・クロマン」という区画は、１０ｈa ある石垣に四方を囲まれた畑。ドメーヌ・ボーマンは、半分を所
有。樹齢が７０～８０歳の古木。たっぷりの蜂蜜の甘みが横に丸く広がる印象。繊細なミネラルの第一印
象。口に含むと、豊満なアロマが広がり、しっかりした骨格を感じます。

ピュリニー・モンラッシェ・レ・グラン・シャン ２０１３
Puligny-Montrachet Les Grands Champs
参考上代 ９，５００円
JAN: 4560474981671
「レ・グラン・シャン」は、はっきりとした個性を持ったワインを生み出します。この畑のブドウは早熟
かつ素晴らしい成熟ぶりを見せます。東向きで日当たりが良く、土壌は深層が固い泥灰、表土は茶
色の石灰質です。樹齢４５年
46

Jean-Philippe Marchand
ジャン・フィリップ・マルシャン
（フランス/ブルゴーニュ）
“聖地”ジュヴレ・シャンベルタンでじっくりと醸される重厚な
長期熟成ブルゴーニュ
１８１３年モレ・サン・ドニに創設、今ではジュヴレ・シャンベルタ
ンに本拠を据える、ブルゴーニュを知り尽くした作り手。
特級畑を数多く所有し、ネゴシアンとしても確かな腕をふるって
います。樹齢４０年超のブドウを手で摘み取り、１８ヶ月以上樽
で寝かせる伝統手法のワインは“トロワグロ”などフランスの一流
レストランでサービスされています。

ｺｰﾄﾞ
211952

商品名

ＪＰＭジュヴレ・シャンベルタン・ヴィエイユ・ヴィーニュ 【限定品】
JPM GEVREY CHAMBERTIN VIEILLES VIGNES

色

VT

赤

2014

地域
ＪＡＮ
ACｼﾞｭｳﾞﾚ･ｼｬﾝﾍﾞﾙﾀﾝ
3468882102866

容量
参考上代
(ml)
750

¥9,100

奥深い色合い、クロスグリやベリーの濃厚なアロマ。熟成によってもたらされるムスクや毛皮、リコリスのブーケ。酒質
はなめらかで、タンニン、酸味のレベルが高い個性的で力強いワイン。

Maison Olivier Tricon
メゾン・オリヴィエ・トリコン
（フランス/シャブリ）
いち早くスクリュー・キャップを採用した日本仕様シャブリ
オリヴィエ・トリコンはフランス各地のブドウ園で修行を積みま
した。品質を追求し、各地の品評会やガイドブックで何度も賞
を獲得。 純粋なシャブリの性格が出ているフルーティーなワイ
ンとして紹介されています。
ｺｰﾄﾞ
210094

213098

商品名

シャブリ･プレミアム
CHABLIS PREMIUM

シャブリ･プレミアム･ハーフ
CHABLIS PREMIUM HALF

色

VT

白

2017

白

2015

地域
ＪＡＮ
ACｼｬﾌﾞﾘ
3399235900207
ACｼｬﾌﾞﾘ
3399235991250

容量
参考上代
(ml)
750

¥3,300

375

¥2,200

フルーティーでありながら繊細な味わい。キンメリジャンを豊富に含む粘土＆石灰石土壌。この石ころだらけの難しい
生育環境で育てられるシャルドネは、収穫量は少ないものの非常に強い凝縮感ある風味をその果実に蓄えます。
若いうちから楽しめる飲みやすいシャブリです。開栓が容易なスクリューキャップを採用。
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「流行りのワインは造る必要がない。」「ワインになりたいブドウの手伝いをしているだけ」
ショレ・レ・ボーヌの生産者ジャック・デュボワの人柄が現れるワイン。
昔から家族が一丸となり、畑、そしてノウハウを受け継ぎ、ぶどうを、ワインを作り続けてきた歴史
古典的な『ザ・ブルゴーニュ』を一度飲んでほしい！

DOMAINE DUBOIS Bernard & Fils
ドメーヌ・デュボワ・ベルナール・エ・フィス

【当主：Ｊacqueｓ Dubois ジャック・デュボワ】
１７２０年に GIGNY（ジニー村）から、ショレ・レ・ボーヌに引越し、幾世代も続く家族経営のドメ
ーヌ。ジャック・デュボワは１９９９年より当主を務めています。「ショレ・レ・ボーヌ」「サヴィニー・
レ・ボーヌ」「ボーヌ」「アロース・コルトン」に畑を１３ｈａ所有しており、テロワールと自然を尊重し
た栽培方法に拘っている。 従って除草剤の類は一切使用せず、ひたすら土を耕している。
また、収穫は全量手摘みです。平均樹齢は約５０年。毎年手摘みで丁寧に収穫されている。
白ワインは１０ヶ月間、赤ワインは１５ヶ月間、樽熟成している。ヴォージュ＆アリエ産の樽を使用、
２５％は新樽（白は１５～２０％）である。 発酵前の浸漬を含め、醸造には３週間かかる。発酵に
は、自社ブドウの果皮に付着している天然酵母のみを使用している。

ブルゴーニュ・アリゴテ

参考上代：３，０００円

品種：アリゴテ
JAN: 4560474982265
ショレ・レ・ボーヌ畑から 100ｍ離れている畑で、収穫が一番遅い。ステンレスタンクで低温（６度）
発酵、フルーティーで厚味のあるスタイル。 畑は１ｈａ、年間８０００本の生産。

サヴィニー・レ・ボーヌ・ブラン

参考上代：５，５００円

品種：シャルドネ 平均樹齢：５０年
JAN:4560474982562
東向きの斜面で粘度や小石を多く含む赤茶色の石灰石土壌。 美しい麦わら色で、香り立つ
上質な白い花と果実のアロマが特徴。豊かなミネラルとさわやかな口当たりが心地よく、長い
余韻が楽しめます。 オーク樽で８ヶ月熟成
シェーブルチーズやグリュイエール、コンテなどのチーズも最高にマッチする。

ブルゴーニュ ピノ・ノワール

参考上代：３，８００円

品種：ピノ・ノワール
JAN: 4560474982241
畑はショレ・レ・ボーヌ村内にあり、ショレ・レ・ボーヌ畑から２００m 離れている。斜面ではないが、
日当たりはとても良い。その為、果実味のあるワインになります。２～５年の古樽で１０ヶ月熟成。
しなやかな口あたりが特徴であっさりとした和食に相性が良い。

ショレ・レ・ボーヌ・クロ・マルゴ

参考上代：４，８００円

品種：ピノ・ノワール 平均樹齢：２３年
JAN: 4560474981695
低い丘陵地にあり、土壌はところどころ鉄分を含む石灰石泥灰沖積層。清涼感を備えつつも
心地よいベリーの華やかな香りを楽しむことができ、優しい酸味と舌触りの良い豊かな果実味が
楽しめる。 また、穏やかながら野性味も兼ね備えており飲み応えのある印象。

サヴィニー・レ・ボーヌ・プルミエ・クリュ・クロ・デ・ゲット
参考上代：６，０００円

JAN: 4560474981909
品種：ピノ・ノワール 平均樹齢：５０年
南向きで日当たり抜群、土壌は魚卵状に鉄鉱石がちりばめられた砂利質。村名クラスと比べる
と複雑みが増し、フレッシュで口当たりも良いが余韻も長く満足感の高いワイン。香りにはハーブ
の花束や野生の果実のバスケット、ほんのりスパイスの印象も感じられる。
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１００％Ｇｒａｎｄ Ｃｒｕ（グランクリュ）畑の家族経営の小さなメーカー
規模が小さいので輸出を考えたことのなく、日本（アグリ）が初めての輸出
５ｈａの畑で４ｈａは大手メゾン（ヴーヴ・クリコ）に供給し、１ha の選び抜いたブドウのみ醸造、元詰め

ＣＨＡＭＰＡＧＮＥ ＢＵＲＬＯＴ ＮＡＨＥ
シャンパーニュ ビュルロ・ナエ（ＲＭ）
【現当主で５世代目となるビュルロ・ナエ家】
家族経営の小さな蔵元。現当主「シィルヴァン」、奥様の「ジャニン
ヌ」、そして一人息子の「マクサンス」の３人家族です。６代目「マクサ
ンス」は唯一のフランス産コルクメーカーＯＬＬＥＲ社に勤務しながら
家業を手伝っています。
【Ｇｒａｎｄ Ｃｒｕ ＶＥＲＺＹ ヴェルジィ村のグランクリュ畑】
ブドウ畑はモンターニュ・ド・ランスのヴェルジィ村にあり、１００％
グラン・クリュ畑です。所有畑面積５ｈａ（平均樹齢３５年）畑は、表土
が１５ｃｍほどその下は分厚いチョーク質土壌。ブドウ栽培において
は、減農薬栽培法を取り入れています。毎年収穫後、1ｈａ分（２０％
分）の選び抜いた最良のブドウを元詰め用分として醸造しています。
残りは長年取引のあるヴーヴクリコへ譲っています。

ビュルロ・ナエ・グランクリュ・ブリュット・グランド・レゼルブ
参考上代 ￥６，０００
ＪＡＮ：４５６０４７４９８１８８６
品種：ピノ・ノワール７０％、シャルドネ３０％
ドザージュ：８ｇ
シャルドネは２１０４年収穫、ピノ・ノワール２０１５年収穫。ほのかに香る焼きたての
トーストの香り。やわらかな口当たり、長い余韻も印象的です。

【すべて手作業の古典的な醸造】
ブドウを収穫したら、外側が鉄、内側は鋳物ホーローのタンクにて、ベースとなる
ワイン造りを行います。
昔から使っているものなので、最新技術の装置（たとえば温度調整機）などの設備なく、自然の温度で醸造して
います（※温度は、おおよそ１３度くらいに保たれます）。後はブドウの自然な流れに任せています。
第二次醗酵に備えての瓶詰めは４月に行います。 第二次醗酵に備えた瓶
詰め後、ボトルは、ヴェルジィ村のチョーク質土壌の壁を切り崩し堀上げた天然
セラーに運ばれ、デゴルジュマン前まで熟成そしてドザージュを行います。
コルクはもちろん、息子のマクサンスが勤めるＯＬＬＥＲ社を使用しています。
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５世代受け継がれるノウハウ 兄弟が生み出すグランクリュ・ブラン・ド・ブラン
コート・デ・ブランで５つの村のグランクリュ畑を所有。（ビオディナミ農法）
大手メゾン「デュヴァル・ルロワ」にもブドウを供給している。

ＣＨＡＭＰＡＧＮＥ ＰＥＲＴＯＩＳ ＬＥＢＲＵＮ
シャンパーニュ ペルトワ ルブラン（ＲＭ）
【伝統を受け継ぐ クレマン（兄） とアントワンヌ（弟）】
１９５５年、クラマン村出身の栽培醸造家であり、現当主の祖父にあたる ポール・ペル
トワ。そしてメニル・シュル・オジェ村出身の栽培醸造家の現当主の祖母にあたる、フラン
ソワーズ・ルブランの結婚を機に、シャンパーニュメゾン「ペルトワ-ルブラン」が創立され
ました。 娘のオディルが、両親の引退を機に、ドメーヌを継ぐことを決意しました。
ブドウをつくり、シャンパーニュも製造していましたが、収穫したブドウの大半は、大手
メゾンのデュヴァル・ルロワに提供をしていました。 その後、オディルの甥のクレマン（兄）
が２８歳でドメーヌを引き継ぐことになり、アントワンヌ（弟）と一緒に先祖代々受け継いで
きた伝統、ノウハウを基盤とし、兄弟それぞれ違う分野でお互いの学んできたことを生か
して、シャンパーニュ ペルトワ・ルブランは進化し続けています。
【テロワールの表現、ブドウを取り巻く環境を大切に】
畑はすべてグランクリュ村にあります。 コート・デ・ブラン地区には、6 つのグランクリュ
があります。 どの村も、シャルドネ種一色に染まっています。 繊細さ、エレガント、さわ
やかなアロマと、シャルドネの特徴が最もよく反映されるテロワールです。ペルトワ・ルブ
ランでは、そのうちのアヴィズを除く５つの村にある区画を所有しており、現在９ｈａ所有し
ています。 ブドウが植えられているパーセルごとに、微妙な差異があります。それぞれ
のブドウの成長等も多様なため、各パーセルに応じた、異なる作業を緻密におこないま
す。 有機農法、ビオディナミ農法も取り入れていますが、認証マークの入手にはこだわ
っていません。ブドウ、土の声を聞き、必要があれば介入をするスタンスです。

■ペルトワ・ルブラン・アンスタン・ブリュット
参考上代 ￥８，３００
ＪＡＮ：４５６０４７４９８２０６７
コート・デ・ブラン地区 グランクリュ（ル・メニルシュールオジェ、シュイィ）
品種：シャルドネ１００％ ※２０１１年収穫、ドザージュ：５.５ｇ 熟成：５年
エレガントで華やか、それでいてまっすぐに伸びるミネラルと、張り詰めた緊張感
を兼ね備える 「ル・メニルシュールオジェ」のブドウ。丸く豊かなアロマのブーケを
もつ「シュイィ」のブドウからもたらされる絶妙なハーモニー。
G.EICHELMANN シャンパーニュガイド評価本 ２０１５年において 三ツ星獲得

■ペルトワ・ルブラン・エグザルタシオン
参考上代 ￥１０，０００
ＪＡＮ：４５６０４７４９８２０５０
コート・デ・ブラン地区 グランクリュ（ル・メニルシュールオジェ、オジェ、シュイィ）
品種：シャルドネ１００％※２０１０年収穫、ドザージュ：４ｇ （エキストラ・ブリュット）
熟成：６年
しっかりした骨格、複雑さ、繊細なお料理とあわせることで生まれる一層の
ハーモニー。口の中ですぐにとろける泡に深みと活き活きとした印象。
レモンの酸味とチョーク層のミネラル感のバランスが見事にとれています。
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ヴァレ・ド・ラ・マルヌ 「キュミエール」の生産者 1er cru（プルミエクリュ）１００％
シャンパーニ地方で最も日照量があるテロワール、キュミエール村のピノ・ノワール
マーケティング担当の元気なお母さん（パトリシア）が印象的な小さい家族メゾン。

ＭＡＩＳＯＮ ＧＡＢＲＩＥＬ ＢＯＵＴＥＴ
メゾン ガブリエル ブテ（ＲＣ）
【受けつがれる歴史 リュック・ミレとパトリシア】
現オーナーのミレ一族は１８９７年来、食料品の卸業を生業としていました。しかし現オー
ナー、リュックの父クロードはブドウ栽培農家としての道を切り開き、現在のメゾンの基盤を
４０年かけて築きあげました。 また祖父のシャルル・ミレは、有名なメゾン・ロデレールにて
栽培責任者を務めてきた人物でした。 一方、母方の祖父は１８８０年頃から栽培農家を営
んできた家系の出身。 先祖代々の畑を娘達に遺贈し、その一人、リュックの母マルグリッ
ト・ブテが、シャンパーニュ地方の中心地キュミエールにある数多くのブドウ畑を引き継ぎま
した。１９９２年より、ドメーヌの指揮を執っているのが、リュックとパトリシア夫妻です。息子
シャルル-アルベール ガブリエルは、まだ学生ですが、お父さんのあとを継ぐべく勉強中。
【プルミエクリュ・キュミエール村のピノ・ノワール】
キュミエールは、マルヌ川を望む高台で、南東に開けており、すり鉢状になった斜面です。
シャンパーニュ地方の中でも日照量が多く、シャンパーニュ３２４の村の中で最も早く収穫を
迎えます。マルヌ川の反射光が寒い日でも温度を下げない環境です。プルミエクリュであっ
ても、グランクリュに劣らないシャンパーニができます。この村のピノ・ノワールは良く熟し、味
わいの豊かなで力強い印象です。

■ガブリエル・ブテ・シャンパーニュ・ブリュット・セレクション・ブラン
参考上代 ￥７，０００
ＪＡＮ：４５６０４７４９８１９６１
品種：ピノ・ノワール７９％、シャルドネ２１％ ドザージュ：７．５ｇ
輝きのある黄色、泡は細かくクリームのような感じ。ピノ・ノワールらしい力強い
印象的な香り。味わいは良く熟した果実、甘く煮たジャムのようなニュアンス。
喉越しにしっかりとした骨格を印象付ける。

■ガブリエル・ブテ・シャンパーニュ・ブリュット・ミレジム・ブラン２０１１
参考上代 ￥８，３００ ＪＡＮ：４５６０４７４９８１９８５
品種：ピノ・ノワール８５％、シャルドネ１５％ ドザージュ：７．５ｇ
黄色系の果実のアロマ、洋ナシ、軽く煮た桃の香り。複雑かつ洗練された香り
ピノ・ノワールの繊細な味わいが口の中にしっかり残る印象。シャルドネが見事なハー
モ二―をもたらしてくれています。ちょっとミステリアスでもある仕上がりで。

■ガブリエル・ブテ・シャンパーニュ・ブリュット・ロゼ
参考上代 ￥８，８００ ＪＡＮ：４５６０４７４９８２６１６
品種：シャルドネ４８％、ピノ・ノワール３８％、コトーシャンプノワ１５％ ドザージュ：７ｇ
色付けのためコトーシャンプノワ・キュミエールのピノ・ノワール１００％スティルワインを加
えたロゼ。とても繊細で細かな泡が特徴。蒸したサーモン、レモンとアニスのソーと絶妙に
合う。プラリネとキャメルのテイストのデザートとも相性良い。
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