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concept
コンセプト

私たちは何にもとらわれない小さな商社です。
健全かつ自由な思想のもと、ワインを輸入しています。
その年々で異なる気候条件も、その土地特有のテロワールも、人間によって植
えられた「住めば都な」ぶどう達も、そのぶどう達と共に生きる生産者達も、
すべて尊重し今に至ります。畑の規格や格付けも非常に奥深く、勿論、意味は
ありますし理解も出来ます。
しかしながら、国や畑、思想や立場に線を引くのは人間です。空を見上げれば
そこには同じ天気、同じ星、同じ太陽が存在し、国境など関係なく山は続いて
います。そして思いました。
ワインを扱っていて、変な線引きはしたくないと…。
どんな国にも歴史と文化があり、その土地に根着いた食事と飲み物が必ずあり、
それはしっかりと受け継がれ輝いています。私たちはイタリアもフランスも、
アメリカもイスラエルも、国を問わず輸入し、その魅力を伝え、素晴らしい時
間を共有できることに喜びを感じます。そこには伝統や歴史を重んじる気位の
高い貴族もいれば、父と子でワインを造るヴァンナチュールの生産者もいます。
また、国立指定公園内のオーガニックワイナリーなど様々な生産者が存在し、
様々な魅力的なワインがあります。
この世界には 1 本 100 万円以上のワインもあれば、300 円足らずのワインもあ
ります。どれも 750ml のぶどう酒。人との出会いがこんなにも豊富で、日々、
人を魅了し、食事との相性、バリエーションにたけているお酒はなかなかあり
ません。ワインも人も出会いだと思います。
いつどこで出会うかわかりませんが、ここには作り手の思い、テロワールが表
現されているワイン達があります。

人が自然と繋がる

ドリームスタジオのワインをお楽しみ下さい。

Champagne F. Bergeronneau-Marion シャンパーニュ エフ ベルジュロノー マリオン

フランス/シャンパーニュ

メゾン・フロラン・ベルジュロノー＝マリオンは、フランス、パリ東部に広がるシャンパーニュ地方のドンマージュ村にあります。モン
ターニュ・ドゥ・ランスにある村としても知られ、シャンパーニュ地方の典型的な古い村で、ヴィラ・ドミニカの名前で9世紀にまでさか
のぼることが出来ます。 文字通り"君主に属する農場 "であり、君主とは814年から840年にフランス国王であった、ルイ1世に他なりませ
ん。また、この村は、その守護聖人サン・リエに捧げられたチャペルでも有名です。 ベルジュロノーファミリーの家がある、ドンマー
ジュ村は鐘塔を中心に広がる伝統的な村で、有名なシャンパーニュプルミエクリュの畑にまわりを囲まれています。
1590年以来、何世代にも渡り、樽製造人からワイン製造者に至るまで、この土地で互いに成功し、それぞれサン・ティエリー山塊とモン
ターニュ・ドゥ・ランスで生まれたヴェロニクとフロラン・ベルジュロノー＝マリオンの豊かな遺産を形成しています。

商品画像

商品名

色

ヴィンテージ

品種

醸造・発酵

Ratafia
ラタフィア

酒精

ー

ピノノワール
ピノムニエ

手摘み収穫後、ステンレス製のタン
クで4年熟成。
食前酒として、食後酒やデザートと
もに。

泡

NV

ピノムニエ60％ 手摘み収穫後、ステンレスタン
ピノノワール クにて一次発酵、15ヶ月樽熟
30％
成。
シャルドネ10％

¥5,600

Champagne Demi-Sec
シャンパーニュ
ドゥミ セック

泡

NV

ピノムニエ60％ 手摘み収穫後、ステンレスタン
ピノノワール クにて一次発酵、15ヶ月樽熟
30％
成。
シャルドネ10％

¥5,600

Champagne Extra Brut
シャンパーニュ
エクストラ ブリュット

泡

NV

ピノムニエ60％ 手摘み収穫後、ステンレスタン
ピノノワール クにて一次発酵、15ヶ月樽熟
30％
成。
シャルドネ10％

¥5,800

Champagne Grande Reserve
シャンパーニュ
グラン リゼルヴ

泡

NV

ピノムニエ60％ 手摘み収穫後、ステンレスタン
ピノノワール クにて一次発酵、27ヶ月樽熟
30％
成。
シャルドネ10％

¥5,800

Champagne Rose
シャンパーニュ ロゼ

泡

NV

ピノムニエ50％
ピノノワール
40％
シャルドネ10％

手摘み収穫後、ステンレスタン
クにて一次発酵、15ヶ月樽熟
成。ブレンド比率スティル85％
コトー・シャンプノワ15％。

¥6,200

Champagne Blanc de Blancs
シャンパーニュ
ブラン ド ブラン

泡

NV

シャルドネ100％

Champagne Saint Lie
シャンパーニュ サンリエ

泡

NV

シャルドネ50％ 手摘み収穫後、ステンレスタン
ピノムニエ40％ クにて一次発酵、36ヶ月樽熟
ピノノワール 成。
10％

Champagne Cuvee Prestige
シャンパーニュ キュヴェ
プレステージ

泡

NV

ピノムニエ50％
クにて一次発酵、25ヶ月樽熟
ピノノワール
成。
50％

¥6,700

Champagne Millesime
シャンパーニュ ミレジメ

泡

2006

シャルドネ35％ 手摘み収穫後、ステンレスタン
ピノノワール クにて一次発酵、36ヶ月樽熟
35％
成。
ピノムニエ30％

¥7,600

泡

2006

ピノノワール
100％

Champagne Blanc de Blancs
Blancs Fût de Chêne
シャンパーニュ ブラン ド
ブラン フュ ド シェーヌ

泡

2006

シャルドネ100％

Champagne Clos des
Bergeronneau
シャンパーニュ クロ ド
ベルジュロノー

泡

2006

ピノムニエ100％

Champagne Brut Tradition
シャンパーニュ
ブリュット
欠品中
入荷待ち
トラディション

Champagne Rose de Saignee
シャンパーニュ
欠品中 ロゼ
入荷待ち
ド セニエ

手摘み収穫後、ステンレスタン
クにて一次発酵、24ヶ月樽熟
成。

香り・味わい

参考上代

¥5,600

¥6,700

¥6,700

手摘み収穫後、ステンレスタン

手摘み収穫後、ステンレスタン
クにて一次発酵、30ヶ月樽熟
成。

手摘み収穫後、ステンレスタン
クにて一次発酵、36ヶ月樽熟
成。

手摘み収穫後、ステンレスタン
クにて一次発酵、36ヶ月樽熟
成。

¥8,000

¥8,000

¥20,000

Champagne Philippe Lancelot

シャンパーニュ フィリップ ランスロ

フランス/シャンパーニュ

シャンパーニュ地方、コート・デ・ブラン。この地域でも特に優れた石灰質土壌で良質なミネラル分を豊富に含む、格付け、グランク
リュ、クラマン。この地でワイン造りを営む4代目のイブ・ランスロ・ワネーにより1970年、新たなシャンパーニュの蔵がうまれました。
彼は有機栽培にて、伝統的なワイン造りを尊重する一方で新たな醸造技術も取り入れ、2001年に設立された Les Champagnes de
Vigneronsに属し、その名を広めました。イブの息子フィリップ・ランスロは占星術を学び、５年前より、シャンパーニュでビオディナミ
の先駆者エルヴェ・ジャスタンと共にビオディナミを取り入れ、2008年本格的に4.5ヘクタールあるランスロ・ワネーの畑を継いで、自然
なシャンパーニュを造り始めました。現在、アマチュアに向けて作った2つのキュヴェを発表、2002～2004年に収穫されたブドウをブレン
ドし、フィリップ・１人で造る少量生産の小さな蔵です。

商品画像

商品名

色

ヴィンテージ

品種

Y.Lancelot Wanner
Millesime
Y. ランスロ ワネー ミ
レジメ

泡

2009

クラマングラン
クリュの8つの区
画からブレンド

Fine Fleur
フィンフルール

泡

2012

Les Hauts d'Epernay
レゾーデペルネ

泡

2012

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

¥6,800

シャルドネ
50％はクラマンとオイ
リー、残りの50％は
シュイープリュムコッ
クの畑

シャルドネ50％
ピノノワール30%
ピノムニエ20%

¥10,000

¥12,000

Domaine Armand Hurst ドメーヌ・アルマン・ウルスト

フランス/アルザス

ドメーヌ アルマン ウルストは、歴史と文化遺産の街 トリュックハイム村に位置します。ウルストファミリーのぶどう栽培の歴史
は、17世紀にまで遡り、所有していた畑でグランクリュを取得し、ドメーヌとして本格的に瓶詰めを始めたのは1926年のこと。この地の
最良のワインを作るために、初代当主ジャン・バティストは1989年に彼の息子オーギュスト ウルストに引継ぎました。その後、2.6ヘク
タールあったグランクリュの畑を守り、2代目、オーギュストの息子であるアルマンに1989年、３代目としてワイナリーを後継しました。
アルマンは従来のワインづくりからより自然に寄り添う為、１９９１年 自然農業を父と共に新たなワイン造りを開始しました。初めは
無理なく リュット・レゾネを導入し、環境保全型農業、カヴァークロップなど駆使し、除草剤、化学肥料などを一切排除して、天然酵
母での自然発酵が可能になり、更に有機及びバイオダイナミックスを導入し、グラン・クリュのBRANDに位置する7ヘクタールを含む12.5
ヘクタールのブドウ畑全体を自然栽培の変換に成功させる事が出来ました。現在も自然を尊重し手間を惜しまず、ワイナリーでの仕事は
全て人間の手によって行われています。
商品画像

商品名

色

ヴィンテージ

品種

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

Cremant d'Alsace Brut
クレマン ド アルザス
ブリュット

泡

NV

ピノブラン

瓶内二次発酵

ドライフルーツやかすかな花の
香り、フレッシュでエレガン
ト。

¥3,200

Cremant d'Alsace Blanc de
Noirs
クレマン ド アルザス
ブランドノワール

泡

2013

ピノノワール

瓶内二次発酵

赤い果実とスパイシーな香りの
心地よい組み合わせ、クリス
ピーでドライな後味

¥3,600

Pinot Blanc
ピノブラン

白

2016

ピノブラン

手摘収穫後、木樽熟成

果実の香り、バランスのとれ
た、フレッシュなフィニッシュ

¥3,000

Auxerrois
オーセロワ

白

2016

オーセロワ

手摘収穫後、木樽熟成

クリーンな果実の香り、丸みの
あるしなやかな味わい

¥3,000

Muscat
ミュスカ

白

2016

ミュスカ

手摘収穫後、木樽熟成

クリーンなフローラルのアロ
マ、口の中ではじけ、強く長い
余韻

¥3,000

Riesling H
リースリング H

白

2015

リースリング

手摘収穫後、木樽熟成

ミネラル感、白い果物のアロ
マ、果実味とフローラルのアロ
マと新鮮さを感じる味わい

¥3,600

Pinot Gris
ピノグリ

白

2015

ピノグリ

手摘収穫後、木樽熟成

ローストアーモンドやナッツの
アロマ、強く、バランスのとれ
た香り

¥3,400

Sylvaner a Peau Rouge
シルヴァーナー
ア ポー ルージュ

白

2015

シルヴァーナー 手摘収穫後、木樽熟成

ミネラルやフルーツのノート、
濃厚な強い香り

¥3,000

GEWURZTRAMINER LIEU- DIT
HERRENWEG
ゲヴェルツトラミネール
リュー ディ ヘーレンヴェグ

白

2016

ゲヴェルツ
トラミネール

手摘収穫後、木樽熟成

きれいなフローラルの香り、ス
パイスやトロピカルフルーツを
感じる、しなやかな後味。

¥3,400

Pinot Noir Rouge
ピノノワール ルージュ

赤

2016

ピノノワール

手摘収穫後、木樽熟成
樹齢32年。

きれいなフルーツの香り、さわ
やかなフィニッシュ。

¥3,400

Pinot Noir Vieilles Vignes
ピノノワール
赤
ヴィエイユ・ヴィーニュ

2015

ピノノワール

手摘収穫後、木樽熟成
樹齢61年。

きれいな赤い果実の香り、新鮮
で優雅な口当たり、フィニッ
シュには軽いタンニンを感じ
る。

¥4,700

Muscat Ottonel Grand Cru Brand
"Cuvée Aurélie"
ミュスカ オットネル グランク
リュ キュヴェ オーレリー

白

2014

ミュスカ
オットネル

手摘収穫後、木樽熟成

マスカットのアロマ、フルーツ
の味わい、洗練されたストラク
チャーとバランスのとれたドラ
イワイン。

¥4,700

Riesling Grand Cru Brand
Vieilles Vignes
リースリング グランクリュ
ヴィエイユ・ヴィーニュ

白

2014

リースリング

手摘収穫後、木樽熟成
樹齢52年

繊細なレモンやミネラルのアロ
マ、余韻が残る後味。

¥4,700

Pinot Gris Grand Cru Brand
"Vieilles Vignes"
ピノ グリ グランクリュ
ヴィエイユ・ヴィーニュ

白

2014

ピノグリ

手摘収穫後、木樽熟成
樹齢66年

繊細なフローラルや果物のアロ
マ、繊細で香ばしい口当たり、
フレッシュでフルーティーな仕
上がり。

¥4,700

Gewurztraminer Grand Cru Brand
Cuvee Angelique
ゲヴェルツトラミネール グランク
リュ キュヴェ アンジェリーク

白

2015

ゲヴェルツ
トラミネール

手摘収穫後、木樽熟成
樹齢45年

フローラルや胡椒の典型的な香
り、濃厚な酸味とバランスのと
れた豊かなワイン。

¥4,700

Riesling Grand Cru Brand
"Vendange Tardive"
リースリング グランクリュ
ヴァンダンジュ タルティヴ

白

2014

リースリング

手摘収穫後、木樽熟成

エレガントな香り、砂糖漬けの果
物、果物のゼリー、ミネラル。フ
レッシュな感じとリッチな感じのバ
ランスのとれたワイン。

¥6,000

Gewurztraminer Grand Cru Brand
"Vendange Tardive"
ゲヴェルツトラミネール グランク
リュ ヴァンダンジュ タルティヴ

白

2014

ゲヴェルツ
トラミネール

手摘収穫後、木樽熟成

レーズンや甘い柑橘系の香り。
見事な凝縮感、レモンピールや
胡椒のフィニッシュ。

¥6,000

DOMAINE BENOIT ENTE ドメーヌ・ブノア・アント

フランス/ブルゴーニュ

ブルゴーニュ地方フランシュ＝コンテ県コート ド ヴォーヌにある人口わずか380人の小さな村、AOCピュリニ―モンラッシェで1990年
より彼の祖父からワイン造りを学んだ、ブノワ・アントは1998年にワイナリーを始めます。翌年1999年には自社で瓶詰めを始めました。
最初は強めの樽のニュアンスや果実味が感じられる、モダンブルゴーニュと言われるスタイルでワイン造りをしていましたが、2003年、
自分のワインとは何か、自分が造るワインの価値と位置は何なのかを考え抜いた末、売れる為のインパクトワインでは無く、天然酵母で
健全かつクラシックなワイン、料理や、食材に寄せていく酸、テロワールを表すミネラルを重視したワインを突き詰めようとバトナー
ジュを取りやめました。これは彼にとっても、この地域にとっても変革の年となりました。ピュリニ―モンラッシェの新星、異端児とも
いわれるブノワ・アントのワインは自国はもとより、そのスタイルは海外でも絶大な人気を誇ります。特にプルミエクリュのフォラティ
エールの畑はこの地域で一番の畑と称される程です。ワインの醸造、栽培以外の事務作業、出荷作業、他国とのやり取りなどは、彼の
もっとも信用における友人に任せ、全ての時間をワインの醸造と栽培にかける費やしています。ワインをより洗練させていく為の努力を
惜しまず、情熱を持って、ワインをつくっていく。ピュリニ―モンラッシェの異端児、ブノワ・アントの挑戦は始まったばかりです。

商品画像

商品名

色

ヴィンテージ

品種

白

2014

アリゴテ

¥4,200

白

2014

シャルドネ

¥5,600

Puligny village
ピュリニーモンラッシェ

白

2014

シャルドネ

¥12,000

Puligny 1er cru
"Clos de la Truffiere"
ピュリニー モンラッシェ
クロ ド ラ トリュフィエー
ル

白

2014

シャルドネ

¥20,000

Bourgogne Aligote

ブルゴーニュ
欠品中
入荷待ちアリゴテ

Bourgogne Chardonnay

ブルゴーニュ
シャルドネ
欠品中
入荷待ち

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

Domaine Les côteaux du Val de Sorne ドメーヌ レ コトー デュ ヴァル ドゥ ソルヌ

フランス/ジュラ

ジュラ地方ロンルソニエ南部の奥地に位置するヴェルナントワのブドウ畑は、サンクロード修道院の古いドメーヌにあたります。現在は
ワイン街道によって繋がりましたが、19世紀最初のワインの村のうちのひとつであり、ピュピリンやシャトー・シャロンなどの他の有名
なワインの村同様、ワインの伝統を守っています。ぶどうはワインに年代を与える青泥灰土で栽培され、このテロワールの味を専門家た
ちは”火打ち石”と特徴づけています。
オーナー兼栽培収穫者であるジャン=フランソワ・レイヨンは、1963年以来、有機農業に情熱を注いできたRyon家に育ち、1992年、先祖の
ワイン醸造家伝来の谷で有機農法によるブドウ畑を再創造しました。 そして、2003年には認証機関であるEcocertと契約を締結しまし
た。ブドウ畑は2.6ヘクタールに及び、7つの区画でシャルドネ、サヴァニャン、プルサールとトゥルソーに配分されています。アルフォ
ンソ、アンリ、ジャン、ミシェル、ロジェのぶどう畑とそれぞれ20世紀のワイン醸造家の名を呼び起こすことによって、特徴づけられて
います。また、新しい畑は« écorche-chien » と « a la lice »と名付けられています。彼は17世紀にまでさかのぼる最古の記録にある
ワイン製法を続けています。添加剤無しでオーク樽にて少なくとも20ヶ月熟成させます。また、醸造は、土着の自然酵母に基づき、硫黄
の使用を控えることによって、出来る限り自然な方法で行われ、天然の硫黄をも一切加えていないのが彼のワイン造りの特徴です。51歳
のジャン-フランソワの、アーティスティックであり、静かながらも芯のあるワイン造りへの情熱はとどまる事を知りません。
商品画像

商品名

色

ヴィンテージ

品種

泡

NV

シャルドネ

Savagnin
サヴァニャン

白

2008
2010
2015

サヴァニャン

¥4,300

Chardonnay
シャルドネ

白

2006
2007
2008
2011

シャルドネ

¥3,900

Chardonnay Savagnin
シャルドネ サヴァニャン

白

2007
2011

シャルドネ 60%
サヴァニャン
40%

¥3,900

Trousseau
トゥルソー

赤

2015
2016

トゥルソー

¥4,800

Creman du Jura

欠品中クレマン
入荷待ち
デュ ジュラ

Macvin du Jura
マックヴァン デュ ジュラ

甘

ー

Vin Jaune
ヴァン ジョーヌ

黄

2008
2009

醸造・発酵

香り・味わい
偉大なブラン ド ブランになる
力を持つシャルドネをベースに
したクレマン

新鮮なブドウジュースを作るかのよう
に選ばれたプルサールは、赤みがかっ
た琥珀色のマックヴァンを強化し、柔
らかくフルーティーなタッチをもたら
す

サヴァニャン

参考上代

¥3,600

¥4,800

¥8,200

Denis Jamain ドニ・ジャメン

フランス/ロワール

ロワール、Reuilly（ルイィ）というあまり耳にしないこの土地は、Bourges（ブールジュ）の真西、Arnon（アルノン）川のほとりにあり、ルイィ ブラン
（白）が1937年、ロゼ、ルージュ（赤）は1961年にAC地区として認められた土地で、石灰質土壌が主に特徴的ですが、非常に細かいミクロクリマが存在し、泥
石灰、キンメリジャン、砂礫状土壌などが混合しています。地元の共同組合に属しているドメーヌ ド ルイィは、現オーナー、ドニ・ジャメンの母方の祖父が
1935年にオークの木の森での林業と共に、ぶどうを植えワイナリーを始めました。彼の哲学はぶどうの能力を信じ、ワインを造るために限りなく気候を敬い、
自然農法で栽培をし、土壌から感じられるミネラルと、テロワールを尊重する事。有機の認証も所持し、ビオディナミ農法を取り入れています。
標高160mの緩やかな丘にある畑にて、手摘みのぶどうは果皮付き酵母にて発酵させます。又、彼はステンレスタンクとオーク樽を所有しており、彼の祖父の所
有する森から職人と相談して樽にする木を選別し、地元の樽職人によって見事なオーク樽が造られます。フラッグシップの Les Chenes（レ シェーヌ)は、新樽
から1年、2年、3年ものの樽へと移され、非常に誇り高い高品質なワインとなり、ワインに対する情熱と品格を見事に表現しています。

商品画像

商品名

Les Pierres Plates Blanc
レ ピエール プラート ブラ
欠品中 入荷待ち
ン

Les Fossiles Blanc
レ フォッシル ブラン

Les Chenes Blanc

欠品中 レ 入荷待ち
シェーヌ ブラン

色

ヴィンテージ

参考上代

2014

白

2014

温度設定17度で自然酵母でアルコー
ル発酵させる。マロラクティック発
ソーヴィニョン
酵はさせない。そして、細かな澱
ブラン
（ファイン・リー）とともにステン
レスタンクで7ヶ月熟成させる。

豊かな花や果実の香り、白い花、柑
橘類、ミント。新鮮な柑橘系のア
タックの後、トロピカルフルーツや
柚子など、複雑かつバランスの良い
味わい。

¥3,200

白

2014

天然酵母で、オーク樽にてマロラク
花梨とバニラの素晴らしい香り、複
ソーヴィニョン ティック発酵。後、400ℓの新樽、1
雑な香り。バランスの良い味わい、
ブラン
年樽、2年樽、3年のオーク樽にて、
きれいに長く持続する余韻。
アッサンブラージュ。

¥3,800

2014

Les Pierres Plates Rouge
レ ピエール プラート ルー
ジュ

赤

2014

Les Chenes Rouge
シェーヌ ルージュ

香り・味わい

白

ロゼ

レ

醸造・発酵

空気圧（プニュマティック）プレス
豊かな花や果実の香り、アカシアや
後、温度設定17度で自然酵母でアル
グレープフルーツ。新鮮な柑橘系の
ソーヴィニョン コール発酵。マロラクティック発酵
アタックの後、トロピカルフルーツ
はさせない。細かな澱（ファイン・
ブラン
や柚子など、複雑かつ濃厚かつバラ
リー）とともにステンレスタンクで
ンスの良い味わい。
7ヶ月熟成させる

Les Chatillons
レ シャティヨン

Les Fossiles Rouge
レ フォッシル ルージュ

品種

赤

赤

2014

2014

¥2,800

ピノグリ

手摘み収穫。温度設定17度で自然酵
母でアルコール発酵させる。マロラ
クティック発酵はさせない。そし
て、細かな澱（ファイン・リー）と
ともにステンレスタンクで5ヶ月熟
成させる

アプリコット、白桃やライチの香
り。しなやかなアタック、鼻に残る
持続するフルーツの香り、こってり
とした味わいと酸味のバランスが丁
度よい。

¥2,800

ピノノワール

低温マセラシオン、温度設定20度で
アルコール発酵させる。ステンレス
タンクでマロラクティック発酵させ
たのち、9ヶ月タンク内熟成、その
後、10か月瓶内熟成させる。

イチゴやカシスのような素晴らしい
果実の香り。バランスのとれた、や
わらかでさわやかなタンニン、苦味
は全くなく最後にほどよい渋みを感
じる、

¥2,800

ピノノワール

グリオットチェリーやカシスのよう
低温マセラシオン、天然酵母でアル
な素晴らしい果実の香り。バランス
コール発酵させる。9ヶ月間タンク
のとれた、丸い味わい、苦味はなく
内熟成、その後、10か月瓶内熟成さ
最後にほどよい渋みを感じる、よく
せる。
まとまったタンニン。

¥3,200

ピノノワール

低温マセラシオン、温度設定23度で
アルコール発酵させる。オーク樽で
マロラクティック発酵させたのち、
1年樽内熟成、その後、更に1年瓶内
熟成させる。

フランボワーズやカシスの濃厚な赤
い果実の香り、キャラメルやバニラ
のノート。バランスのとれた、丸い
味わい、苦味はなく最後にほどよい
渋みを感じる、よくまとまったタン
ニン。

¥3,800

Antoine Van Remoortere アントワヌ・ヴァン・ルムールトゥル

フランス/ロワール

南アフリカにある Domaine du Pas de l'Escalette（ドメーヌ デュ パ ドゥ レスカレット）の Julien Zernott（ジュリアン・ゼル
ノット）の元で経験を積んだ後、アントワヌは彼の父、ジョゼフ・ヴァン・ルムールトゥルの Chateau de Maupas（シャトー・ド・モー
パ：1989年に Cher（シェール）の小さなコミュニティ Morogues（モログ）に開かれた）に戻りました。25歳のこの若きワインメーカー
は現在、ムヌトゥ サロンに4ヘクタールの畑を持ち、土地や環境を尊重し、有機農業へと徐々に移行しています。北部の気候の下、この
ブドウ園はロワールの極東に位置し、キンメリジャン時代の粘土と石灰岩土壌の南東に面しています。このテロワールではドメーヌ内の
Fourchet（フールシェ）とReigny（レニー）の斜面にピノ・ノワールとソービニヨンの2種類のブドウを育てています。
最初のワインはルムールトゥルという名前で2011年に発売されました。このブドウ畑の土壌は主に化合物の土壌、キンメリジャン石灰岩
の堆積物です。その西部（ムヌトゥサロン地区）では土壌はより粘土質になります。東（モログ地区）は堅牢でより高度が高いため、よ
り石灰質土壌になり、モログでは珪質土壌もみられます。ソービニヨンは、多くの場合、優れた白ワインのベースとなり、ここで生産さ
れるピノ・ノワールはのロゼや赤は良い年には特筆すべきものとなり、寝かせておくことも可能です。

商品画像

商品名

色

Remoortere Blanc
白
ルムールトゥル ブラン

Remoortere Rouge
ルムールトゥル ルー
ジュ

赤

ヴィンテージ

品種

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

2014

空気圧プレス（プニュマティッ
クプレス）後、自然清澄させた
果汁を、温度調節されたステン
ソーヴィニョン レスタンクで自然酵母で発酵さ
ブラン
せ、更に細かな澱（ファイン・
リー）とともにステンレスタン
クで少なくとも8ヶ月以上熟成さ
せる。

¥3,600

2014

天然酵母にて３週間発酵（うち
約30%のブドウは除梗していない
もの）。その後、果汁のうち約
70％を温度調節されたステンレ
スタンクで、残りを400Lのオー
ク樽にて細かな澱（ファイン・
リー）と共に8ヶ月間熟成させ
る。

¥3,600

ピノノワール

Les Berrycuriens レ ベリキュリアン

フランス/ロワール

レ ベリキュリアンの畑は、ロワール地方の中心を流れるフランス最長のロワール川の支流、Cher（シェール）川付近に広がるQuincy（カ
ンシー）とその西側に流れるArnon（アルノン）川そば、高地にあるReuilly（ルイィ）の2か所にあります。自然栽培を基本とし、化学肥
料、殺虫剤などは使用しません。そのため、収穫量は少ないですが、フルーティーかつナチュラルなブドウに仕上がります。ルイィで造
られるワインのほとんどは、フランス国内で消費されます。
美味しいワインを造る為に集まった、歯医者や社長などの有志8人でつくられたレ ベリキュリアンの中心人物がジャン・ミッシェルとギ
ヨームのソルブ親子です。ギヨームはソムリエを辞め、実家に戻り、自身もワイン作りを行っています。ワインを作る為に、今、土地を
買い、木を切り耕して花を植えようとしています。すでにワイン産地に畑を持っているのに、わざわざ木が生えている土地を買う、こん
な男は他にはいないでしょう。彼らは自然に敬意を払いつつ、より良いワインを造る為、日々畑と、仲間と、ワインに向き合っていま
す。

商品画像

商品名

La BerryCurienne
ラ ベリキュリエンヌ

La Loge de Vigne
ラ ロジュ ドゥ
ヴィーニュ

Les Chatillons Rose
レ シャティヨン ロゼ

Les Berrycuriens
Reuilly Rouge
レ シャティヨン ルー
ジュ

色

白

白

ロ
ゼ

赤

ヴィンテージ

品種

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

2016

機械摘み、ゆっくり圧搾する。
低温清澄作業の後、酒母添加し
20℃で発酵。2階の澱引き･コ
ラージュ後、冷却、3月に濾過し
ソーヴィニョン て瓶詰め。Quincyの中でも二つ
ブラン
の異なる土壌、les grandes
vignesとle clos Bel Air、そ
れぞれの特徴を出すために別々
に醸造。発酵が完了したときに2
種類のアッサンブラージュ。

フルーティーな白い花、アカシ
ア、熟した果実、柑橘類の香
り。鋭いが丸みある、しなやか
なアタック。熟した果実、ミン
ト、スパイス。ボリューム感と
フレッシュさ、エレガントなミ
ネラルを感じさせる。ライチ、
青りんご等の余韻の長い繊細な
仕上がり。

¥4,200

2014

機械摘み、ゆっくり圧搾する。
低温清澄作業の後、酒母添加し
20℃で発酵。2階の澱引き･コ
ラージュ後、冷却、3月に濾過し
ソーヴィニョン て瓶詰め。Quincyの中でも二つ
ブラン
の異なる土壌、les grandes
vignesとle clos Bel Air、そ
れぞれの特徴を出すために別々
に醸造。発酵が完了したときに3
種類のアッサンブラージュ。

強い花、熟した果実、春の白い
花、グレープフルーツ、オレン
ジ、パイナップルの香り。フ
レッシュかつ生き生きとしたア
タック、白い花や、熟した果
実、カットしたりんご、モモ、
柑橘系を感じられる。仕上げに
スパイシーさとミネラルを感じ
させる。

¥3,200

2014

ピノグリ

一部のピノ・グリはの収穫は非
常に早く、9月初めの高温を和ら
げるため、圧縮されたブドウ果
汁を冷却する。次の年のブドウ
の自然な酸味次第だが、収穫量
の1/3はスキンコンタクト（マセ
ラシオンは自然に酸味の一部を
低下させる）する。清澄したワ
インは20℃で発酵させ、澱引
き、コラージュ、石灰質除去を
行い、3月に濾過しで瓶詰めす
る。

新鮮な果実の豊かな香り、フラ
ンボワーズ、ザクロ、ばなな、
いちご、スパイス。
グラスを回すと、熟した果実の
香りも感じられる。生き生きと
した丸みのあるアタック、ボ
リューム感、ビロードやバター
のような滑らかさ。

¥3,700

ピノノワール

手摘み。発酵段階の間、ブドウの実と果汁
を一緒にする必要がある。除梗されたブド
ウの実は果汁と一緒にタンクで浸けられ
る。糖の分解中、発酵温度は20°〜25°Cの
間に維持され毎日ルモンタージュとピ
ジャージュ。発酵完了後、まずフリーラン
果汁、そしてブドウの実を絞って取るジュ
ドプレスを別の樽にうつす。試飲後にアッ
サンブラージュ。温度が約20℃に維持され
ている場合はマロラクティック発酵（乳酸
嫌気性菌によってリンゴ酸が、乳酸とガス
に分解される）が発生。マロラクティック
発酵は赤ワインの酸の安定化と緩和をうな
がす。安定化（清澄やろ過）は樽詰めしな
いワイン ）の為に4月から行われる。

最初に控えめな焦げた香りが
し、それから、コーヒー、焼い
たナッツ、フルーツなどの香り
が広がる。やわらかで丸みのあ
るアタックの後、フルーツのア
ロマが広がる、赤い果実、さく
らんぼ、スパイス、グリルした
ようなノート、タンニンがよく
溶け込んでいる。
若々しさとわずかな渋みが口に
残る。調和とバランスがReuilly
BerryCuriensの特徴。

¥3,600

2013

Le Carroi Bon Air

ル キャロワ ボネール

フランス/ロワール

Le Carroi Bon Air（ル キャロワ ボネール）は、Loire-Anjou-Touraine（ロワール-アンジュー-トゥレーヌ）自然公園の中心に位置する
町Ligré（リグレ）にあり、有名なChinon（シノン）とSaumur（ソミュール）というテロワールの近くに14ヘクタールの畑を持っていま
す。約60年前からワイン造りが行われていた畑を、2011年にリュック・セビーユが前所有者から引き継ぎ、全ての樹をそのまま活かし、
ワイン造りを続けています。
馬による耕作、除草剤、殺菌剤、化学肥料は使わず、その土地の環境を尊重した畑作りが行われています。保守作業のほとんどが手作業
で行われ、また、収穫も馬を声で操り、馬の助けをかりて、手で収穫されます。収穫後は酸化がすすまないよう、ただちに醸造所へ運び
込まれ、自生酵母を使い、清澄・ろ過作業もしません。リュック・セビーユが言う「自然がワインを造るのに自分は寄り添うだけ」を実
践しています。

商品画像

商品名

Les Débonnaires
レ デボネール

Les Bruyères
レ ブリュイエール

Les Bruyères
レ ブリュイエール
1500ml

Ça s'arrose

欠品中 入荷待ち
ササローズ

色

赤

赤

赤

ロ
ゼ

ヴィンテージ

品種

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

秋に果実が腐敗してしまうリスクを
避け、完熟する前に収穫することも
ある。手摘みで収穫後、異なる処理
を施したブドウを、80年以上使用し
ている3つのセメントタンクで異な
るマセラシオン。
1.茎などをとらずブドウまるごとマ
カベルネフラン セラシオンカルボニック
2.完全に除梗した果粒のみマセラシ
オン
3.1と2のブドウ半々ずつをマセラシ
オンセミカルボニック。
この3種類を混合して、果実味を構
成。

さまざまなテロワールを混ぜる
ことで、複雑さが生まれる。
熟した赤い果実のノートとバラ
ンスの良い絹のようなタンニ
ン。

¥3,200

手摘みで収穫後、自生酵母で約
カベルネフラン 10年使われている大樽で24～
36ヶ月熟成させる

カベルネフランの特徴が良く出
ているが、独特の青臭さは全く
感じられない。ぶどう本来のポ
テンシャルを感じさせる骨格と
優しいタンニンがとても特徴
的。古樽の品格が味わえる仕上
り。

¥3,800

2011

手摘みで収穫後、自生酵母で約
カベルネフラン 10年使われている大樽で24～
36ヶ月熟成させる

カベルネフランの特徴が良く出
ているが、独特の青臭さは全く
感じられない。ぶどう本来のポ
テンシャルを感じさせる骨格と
優しいタンニンがとても特徴
的。古樽の品格が味わえる仕上
り。

¥8,000

2011

Les Débonnaires と同じ畑の葡
萄から造られる。
大半が72時間ゆっくりとタンク
カベルネフラン
の中でマセラシオン、
一部はブドウまるごとをマセラ
シオン・カルボニックする。

2011年良質な葡萄が例年に比べ
たくさん収穫できたので、初め
て、そして唯一作られたキュ
ヴェ。
「サ サローズ」とは仏語で
「さぁ、祝杯をあげよう！」を
意味する

¥2,800

2013

2014

Domaine Bobinet

ドメーヌ・ボビネ

フランス/ロワール

セバスチャン・ボビネとパートナーのエメリン・カルヴェスによる、徹底的に自然に作ることにこだわったワイナリー。Dampierre sur
Loire（ダンピエール シュル ロワール）に続くワイン醸造家一族の7代目であるセバスチャン・ボビネは、2002年に1.8haの畑を彼の母方
の祖父母から受け継ぎ、ドメーヌボビネが誕生しました。自然派ワインの先駆者であるボジョレーの Jules Chauvet（ジュール・ショー
ヴェ） に強い影響を受け、また、ロワールの Clos Rougeard（クロ ルジャール）の有名な Foucault（フーコー）兄弟の指導の下、AOC
Saumur Champigny（ソミュール シャンピニー）の活性化に弾みをつけました。ブドウ畑の生物多様性を改善する為のセバスチャンとエメ
リンの努力と積極的な働きの結果、ソミュールシャンピニーはフランスの AOC としては初めて、化学処理の削減を決定、地元のワインコ
ミュニティ全体を総合的に保全することになりました。
馬で畑を耕し、手摘み収穫、除梗後、自生酵母で自然発酵させます。ワインは330リットルのオーク樽で18カ月、石灰岩の洞窟内で自然な
温度のもと、熟成させ、硫黄無添加、無清澄、無濾過のまま、彼らの手によって瓶詰めされたワインは、素晴らしい香りと、ソミュール
のテロワール特有の石灰質なミネラルを強く感じさせるものになるのです。
商品画像

商品名

欠品中

色

ヴィンテージ

品種

醸造・発酵

¥4,500

生き生きとして、骨格があり、
手摘みで収穫後、自生酵母で発
驚くような芳香、熟成してきた
酵させる。
年が口の中で丸く感じられる。
ヴィンテージに応じて、5-24ヶ
魚介、甲殻類や食前、食中、山
月の樽熟成を行う。
羊のチーズと特に相性が良い。

¥3,800

Amatéüs Bobi
アマテウス ボビ

赤

2013
2014

Les Gruches
レグルーシュ

白

2014

シュナンブラン

2014

収穫は手摘み、ブドウまるごと
マセラシオンカルボニックす
る。約7ヶ月樽で熟成させたこの
カベルネフラン
ワインは、深みがありながら、
新鮮さも強く感じる、繊細な構
造のワイン。

赤

参考上代

このワインは、素晴らしく繊細
で、ビロードのような優しいタ
ンニンと、はじけるような豊か
さがあり複雑な香りで構成され
ている。繊細かつ複雑なあらゆ
るお料理にも合わせられる、美
食のワイン。

手摘みで収穫後、ブドウは除梗
後、4,5週間、適宜、ピジャー
カベルネフラン ジュ、ルモンタージュを行いな
がらマセラシオンする。その
後、古樽で一年間熟成させる。

Ruben
入荷待ち
ルーベン

香り・味わい

ルーベンは、カメレオンのよう
なワインで、前菜からデザート
まで、肉から魚まで、全ての種
類の料理にあわせることができ
る。

¥3,800

Thomas Batardière

トマ・バタルディエール

フランス/ロワール

若きワインの作り手、トマ・バタルディエールは1980年、ロワール地方のAngers（アンジェ）という町に生まれました。ワインの世界に
入るまでは、パリのルーブル美術学院に通い、Aix en Provence（イクサンプロヴァンス）で人類学を学び、それから、Tours（トゥー
ル）で映像監督になる為の学校に通い、全く異なる勉強をしていました。しかし、ワインへの情熱が高まり、2009年にソムリエの資格を
取ると、どのようにワインが作られるのかに強く興味を持つようになり、ブルゴーニュ地方ボーヌにある醸造学校でBPREA（ブドウ栽培・
ワイン醸造コース）の勉強を始めます。それと同時に Saumur Champigny（ソミュールシャンピニー）の Chateau Yvonne（シャトーイ
ヴォンヌ）で実際にワイン造りにも携わるようになりました。
2012年、ついに彼は Rablay sur Layon（ラブレー シュル レイヨン）に2ヘクタールのシュナン・ブランの畑を手に入れ、最初の年には
ドライワイン2種類と甘いワイン1種類を収穫。現在は更に畑を広げ、もともと植わっていたシュナン・ブランの他にグロローとカベル
ネ・フランの栽培も始めました。
畑はビオディナミ農法を取り入れ、4回目の収穫となる2015年は2014年と同様素晴らしい年となると言われています。
商品画像

商品名

Amor Fati
アモール ファティ

L'Esprit Libre
レスプリ リーブル

Barillères
欠品中 Les
入荷待ち
レバリエール

色

赤

白

白

ヴィンテージ

2014

品種

グロロー

醸造・発酵

香り・味わい

除草剤なしで土を耕し、ブドウ
の木はケミカルインプットや害
虫駆除剤を使用せず、自然のま
まバイオダイナミック農法で栽
培。自然酵母のみで、温度管理
をせず自然のままに発酵させて 「アモールファティ」はラテン
いる。亜硫酸も添加していな
語で運命の愛を意味する。
い。ぶどうは除梗を一切せずま
るごと、1ヶ月間マセラシオン、
ピジャージュもルモンタージュ
もしない。その後、1年間ステン
レスタンクで醸造と熟成。

参考上代

¥3,200

2014

除草剤なしで耕した畑、ブドウ
の木はケミカルインプットや害
虫駆除剤を使用せず、自然のま
まバイオダイナミック農法で栽
培されている。全てのワインに
ついて、自然酵母のみで、温度
シュナンブラン 管理をせず自然のままに発酵さ
せている。
手摘み収穫。白ワインは澱引き
と濾過を1回ずつ行い、瓶詰めの
際にごく少量の亜硫酸を加え
る。1年間ステンレスタンクで熟
成させる。

ドライフルーツとシトラスの香
り、トニックの様な口当たり、
食前酒として楽しめる。
また、「レスプリリーブル」と
は仏語で「自由な精神」を意味
する。

¥3,400

2012

除草剤なしで耕した畑、ブドウ
の木はケミカルインプットや害
虫駆除剤を使用せず、自然のま
まバイオダイナミック農法で栽
培。自然酵母のみで、温度管理
黄色い果物、ドライフルーツと
をせず自然のままに発酵。亜硫
シュナンブラン
シトラスのノート。口当たり豊
酸は一切添加しない。手摘み収
かで力強い。
穫。白ワインは澱引きと濾過を1
回ずつ行い、半分は500リットル
のオーク樽で1年間熟成、残りの
半分は15ヶ月間ステンレスタン
クで熟成させる。

¥3,700

Ökologisches Weingut Schmitt GbR. エコロギッシェス ヴァイングート シュミット GbR ドイツ/ラインヘッセン
シュミット家のワイナリー エコロギッシェス ヴァイングート シュミット GbRは、ライン川流域にあるラインヘッセン地方南部のべラ
イヒ地区ヴォンネガウに位置しています。235年以上の歴史ある、このワイン産地で2010年にワイナリーを設立。所有する15ヘクタールの
畑は、2012年にデメテールを取得し、現在ドイツにある42デメテールの中の１ワイナリーとなりました。ラインヘッセン初の、ダニエル
と妻のビアンカがアンフォラで作る自然なワインです。
商品画像

商品名

色

Petillant naturel
UNGEZOGEN

微

欠品中
入荷待ち
ペティヤン
ナチュレル 泡

ヴィンテージ

ー

ウンゲツォーゲン

Riesling Natúr
リースリング ナチュー 白
ル

Müller-Thurgau Natúr
ミュラートゥルガゥ
ナチュール

品種

醸造・発酵

オルテガ
SO2無添加。ノンフィル
フクセルレーベ
ター。
バッカス

2016

シュトゥック（1200リット
ル）の大樽にて７～10ヶ月
リースリング
発酵。SO2無添加、ノンフィ
ルター。

2016

ミュラートゥル ル）の大樽にて4週間発酵。
ガゥ
SO2無添加、ノンフィル

香り・味わい

参考上代

¥4,000

¥3,400

シュトゥック（1200リット
白

¥3,400

ター。

Gelber Muskateller Nat
úr
欠品中
入荷待ち
ゲルバー
ムスカテー 白
ラー
ナチュール

ドイツ産
2016

300リットルの小

樽にて4週間のマセラシオ
ゲルバー
ムスカテーラー ン、発酵。SO2無添加、ノン

¥3,400

フィルター。

Rosé Natúr
ロゼ ナチュール

ロ
ゼ

2016

ブラウアーポル
トギーザー
ドルンフェル
ダー
メルロー
シュペート・ブ
ルグンダー

Rot Natúr
ロット ナチュール

赤

2016

ドルンフェル 大樽にてマセラシオン、発
ダー
酵。SO2無添加、ノンフィル

ドイツ産 2400リットルの
大樽にてマセラシオン、発
酵。SO2無添加、ノンフィル
ター。

ドイツ産

¥3,400

4500リットルの
¥3,400

ター。

欠品中 Spatburgunder
入荷待ち

赤

2016

シュぺート
ブルクンダー

Sylvaner
シルヴァーナー

白

2016

シルヴァーナー

Monsheimer Riesling
モンスハイム リースリ
ング

白

2016

リースリング

2015

レゲント
（シルヴァー
ナー、ミュラー
トゥルガゥ、
シャンボーソン
の掛け合わせ

ドイツ産 1200リットルの
大樽にてマセラシオン、発
酵。SO2無添加、ノンフィル
ター。

¥4,200

シュトゥック（1200リット
ル）の大樽にて4週間のマセ
ラシオン、発酵。SO2無添
加、ノンフィルター。

¥5,000

アンフォラで1年間マセラシ
オン、発酵。SO2無添加、ノ
ンフィルター。

¥6,400

シュぺートブルクンダー

Regent
レゲント

赤

Erdreich
エルドライヒ

白

2015

バッカス60％
ゲルバー
ムスカテーラー
20％リースリン
グ
ピノブラン20％

Orpheus
オルフェウス

白

2015

ピノブラン

¥3,400

ドイツ産 1200リットルの
大樽にてマセラシオン、発
酵。SO2無添加、ノンフィル
ター。

¥3,800

¥4,200

Vina Čotar

ヴィーニャ チョタール

スロベニア

イタリアとの国境からわずか数kmのところに位置する、Gorjanskoという小さな村にあるČotarワイナリー。
1974年、Branko Čotar とその息子 Vasja は自分たちの所有するレストランに出す為にワインを作り始めました。ワイン造りにより、情
熱を見出したBrankoは、1988年にレストランを閉じると、本格的にヴィオデナミにて、ワイン造りを行うことになります。
品質への自信とそのユニークさを表現した親指の指紋がプリントされたユニークなエチケットは、赤ワインが父Branko Čotar、白ワイン
は息子のVasjaの指紋になっています。

商品画像

商品名

Crna
クルニャ

Malvazija
マルヴァジア

Vitovska
ヴィトフスカ

Teran
テラン

Merlot
メルロー

Cabernet Sauvignon
カベルネソーヴィニヨン

Terra Rossa
テッラ ロッサ

色

赤泡

白

白

赤

赤

赤

赤

ヴィンテージ

2010

2015

2015

2012

2006

2006

2006

品種

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

テラン

二次発酵の際に糖液、酵母は加えず、
その代わり乾燥させたブドウの果汁を
使用する。その結果、風変りだが、と
ても美味しい赤のドライスパークリン
グワインが出来上がる。

マルヴァジア

4～10日間のマセラシオン、その期間、
果汁は冷やさず、また酵素も使用しな
い。地下セラーにて、225～2000リッ
トルのオークの古樽で、自生酵母を使
い発酵させる。最初のデキャンター
ジュまで、亜硫酸添加はしない。2～3
年熟成させる。ボトル内に沈澱してく
る堆積物を欠陥だとはみなしておら
ず、また、濾過をすることによってワ
インを弱めたくない為、濾過はしな
い。

エレガントで複雑な強い香り、梨とマ
ルメロの香りのタッチはエキゾチック
フルーツを彷彿とさせる。木の優しい
香りも感じられる。
フルボディの中にフレッシュさとミネ
ラル。その年のすべての太陽の光がこ
こに集められている。

¥4,300

ヴィトフスカ

4～10日間のマセラシオン、その期間、
果汁は冷やさず、また酵素も使用しな
い。地下セラーにて、225～2000リッ
トルのオークの古樽で、自生酵母を使
い発酵させる。最初のデキャンター
ジュまで、亜硫酸添加はしない。2～3
年熟成させる。ボトル内に沈澱してく
る堆積物を欠陥だとはみなしておら
ず、また、濾過をすることによってワ
インを弱めたくない為、濾過はしな
い。

熟した果実のエキゾティックな香りや
かすかな木の香り等の複雑な香り。
穏やかでエレガントな新鮮さがこのワ
インの典型的な味の特徴で、後味は温
かみがあり、ミネラルを感じる

¥4,300

テラン

10～20日間のマセラシオン、その期
間、果汁は冷やさず、また酵素も使用
しない。地下セラーにて、225～2000
リットルのオークの古樽で、自生酵母
を使い発酵させる。最初のデキャン
タージュまで、亜硫酸添加はしない。2
～3年熟成させる。ボトル内に沈澱して
くる堆積物を欠陥だとはみなしておら
ず、また、濾過をすることによってワ
インを弱めたくない為、濾過はしな
い。

強い香りは、チェリーとブルーベリー
だけでなく、スミレのような新鮮な果
物を思い起こさせる
特筆すべき新鮮なワインの味は、口の
中でかすかなタンニンの後味と混ざる

¥4,300

メルロー

10～20日間のマセラシオン、その期
間、果汁は冷やさず、また酵素も使用
しない。地下セラーにて、225～2000
リットルのオークの古樽で、自生酵母
を使い発酵させる。最初のデキャン
タージュまで、亜硫酸添加はしない。2
～3年熟成させる。ボトル内に沈澱して
くる堆積物を欠陥だとはみなしておら
ず、また、濾過をすることによってワ
インを弱めたくない為、濾過はしな
い。

熟したフルーティーなブーケは複雑で
深く、ブルーベリーやラズベリーとか
すかな草木のノート、終わりにスパイ
シーなコーヒーの香り。
暖かく、柔らかい、ミネラルなボディ
はきれいに熟したタンニンと心地よい
後味で丸みのある味わい

¥4,300

カベルネ
ソーヴィニョン

10～20日間のマセラシオン、その期
間、果汁は冷やさず、また酵素も使用
しない。地下セラーにて、225～2000
リットルのオークの古樽で、自生酵母
を使い発酵させる。最初のデキャン
タージュまで、亜硫酸添加はしない。2
～3年熟成させる。ボトル内に沈澱して
くる堆積物を欠陥だとはみなしておら
ず、また、濾過をすることによってワ
インを弱めたくない為、濾過はしな
い。

香りは複雑で魅惑的、さくらんぼのお
酒、熟したプラムやカシス、バルサミ
コの香りのスパイスと軽いコーヒーの
ノートを彷彿とさせる。柔らかい質感
は穏やかな新鮮さとタンニンと混合す
る。後味には快適なミネラルのノート
が含まれる。このスタンダードではな
いカベルネ・ソーヴィニヨンは、グラ
スの中にカルスト地形のすべての耐久
性と豊かさを反映している。

¥4,300

10～20日間のマセラシオン、その期
間、果汁は冷やさず、また酵素も使用
しない。地下セラーにて、225～2000
リットルのオークの古樽で、自生酵母
を使い発酵させる。最初のデキャン
タージュまで、亜硫酸添加はしない。2
～3年熟成させる。ボトル内に沈澱して
くる堆積物を欠陥だとはみなしておら
ず、また、濾過をすることによってワ
インを弱めたくない為、濾過はしな
い。

プラム、カシスやブルーベリーからな
るフルーティーなブーケからスパイ
シーなノート、ハーブの匂い、最後は
コーヒーの香り。
口の中で温かく、柔らかく、熟したタ
ンニンと心地よいフレッシュさが混ざ
り合い、長い余韻を感じられる。

¥4,300

テラン40％
メルロー40%
カベルネ
ソーヴィニヨ
ン20%

¥4,300

Fratelli Berlucchi フラテッリ・ベルルッキ

イタリア/ロンバルディア

1967年創業のFRATELLI BERLUCCHI（フラテッリ・ベルルッキ）社。
オーナーである5人兄弟(Francesco、Gabriella、Marcello、Roberto、Pia Donata） は、土木デザインのスペシャリストであった父、ア
ントニオから事業を継承しました。
彼らの生産するフランチャコルタはクオリティを保つため、自ら所有するモレーンヒルズ中腹にある70ヘクタールのブドウ畑で採れたブ
ドウのみを使用。
氷河の影響による石灰質と乾燥した土壌によって質の高いブドウが生産されるその畑では、1ヘクタールあたりの生産量は少量で、収穫は
手摘み。また、ソフトプレスの製法やイタリアの伝統的な古い樽の使用も続け、年間40万本ものスパークリングワインとスティルワイン
を生産しています。
蔦で覆われたワイナリーの内部には15世紀のフレスコ画や12世紀からのアーチ型天井が施され、Fratelli Berlucchiの様々な文化や伝統
を見守り続けています。
また、醸造家には30年以上の経験とプロフェッショナリズムを持つ Cesare Ferrari（チェザーレ・フェラーリ）を迎え、日々、革新的な
技術とともにそのクオリティの向上に努めています。
商品画像

商品名

Franciacorta Brut 25
ブリュッ
ト 25

フランチャコルタ
欠品中
入荷待ち

Franciacorta Brut
Millesimato
欠品中 フランチャコルタ
入荷待ち
ブリュット ミレッジマート

色

泡

泡

Franciacorta Brut Rose
Millesimato
ロゼ
フランチャコルタ ブリュッ
泡
ト
ロゼ ミレッジマート

Franciacorta Saten
Millesimato
フランチャコルタ
サテン ミレッジマート

泡

ヴィンテージ

NV

2010

2011

2010

品種

シャルドネ85％
ピノ・ビアンコ
15％

シャルドネ60％
ピノ・ビアンコ
30％
ピノネロ10％

醸造・発酵

瓶内25 カ月

瓶内熟成

シャルドネ60％
ピノ・ネロR20％ 瓶内熟成
ピノ・ネロB20％

シャルドネ

瓶内熟成

45 ヶ月

55 ヶ月

¥4,500

Fratelli Berlucchiの中でも伝統的な
ワインの柱。
数多くの賞に輝き、社会的な賞賛を得
てきたBrut Millesimatoは、アリタリ
ア航空ではMagnifica Class（ビジネ
スクラス）にて何年にもわたり採用、
37ヶ月以上の熟成期間がきめ細やかな
泡を造り出す。

¥5,500

残糖6g/L

鮮やかなピンクの色調、優しいながら
もしっかりとした細やかな泡立ち。豊
かな果実香にアップルティー、バラ、
トースト香が加わります。程よいア
タック、エレガントな酸味、インパク
トのあるシャルドネとピノ・ネロのき
れいな果実味。

¥5,800

残糖6.5g/L

低圧搾されたシャルドネを100%使用。
魅惑的で、赤い花を耳に刺し、さらり
としたシルクを纏ったダンサーが躍る
タンゴのようで、複雑な感情をもたら
してくれます。
ピノ・ノワールの強さなしでも、シャ
ルドネ特有の優しい泡、優雅で魅力的
なアロマとテイストが感じられます。

¥5,800

芳醇ながらも極度な辛口が特徴。
好むと好まざるとにかかわらずスノッ
ブなワインであり、特に好みにうるさ
く、少しだけエリート主義のワインで
す。
1リットルあたりのドサージュ（糖分添
加）は2ｇと少なく、Francicortaの中
でも辛口なタイプに分類されます。

¥5,800

残糖8g/L

Franciacorta Brut Pas Dose
Millesimato
泡
フランチャコルタ ブリュッ
ト パドゼ ミレッジマート

2009

シャルドネ85％
瓶内熟成
ピノ・ネロ15％

55ヶ月

Franciacorta Brut Nature
Millesimato
フランチャコルタ ブリュッ
ト ナチュール ミレッジ
マート

2011

シャルドネ85％
瓶内熟成
ピノ・ネロ15％

55ヶ月 残糖2g/L

Casa delle Colonne Brut
Franciacorta Riserva
カーサ デル コローネ ブ
リュット フランチャコルタ
リゼルヴァ

Casa delle Colonne Zero
Franciacorta Riserva
カーサ デル コローネ ゼロ
フランチャコルタ リゼル
ヴァ

泡

泡

泡

2007
2009

2005
2008

シャルドネ80％
瓶内熟成
ピノ・ネロ20％

シャルドネ70％
瓶内熟成
ピノ・ネロ30％

参考上代

程よい優しさに加えてフィネスとエレ
ガントさを備えた一本。フランボワー
ズやダークチェリーのベリー系の香
り、薔薇の花を思わせる芳香、ＮＶと
は思えない品格と、キリッとしたフ
レッシュな酸が感じられる。非常に長
い余韻、力強いシャルドネ、芳醇なピ
ノ・ビアンコの上級な味わい。

熟成。残糖7g/L

55ヶ月

香り・味わい

¥5,800

55ヶ月 残糖7g/L

Casa delle Colonneとは、 Borgonato
（ボルゴナート） にあるオーナーファ
ミリーの思い出が詰まった別荘の名前
に由来。
Riservaと称されるFranciacortaは、
香りと味わいを最大限に際立たせるた
めに、生産規則上は最低熟成期間5年と
定められ、収穫から出荷されるまで
に、67ヶ月を要する。

¥7,700

55ヶ月 残糖1.5g/L

ほのかなジャスミンの花のような香
り、洋ナシ、アプリコットのジャム、
アカシアのハチミツの香り。オレンジ
ピールやマンダリン、カルダモン、ア
ニスなどのスパイスのニュアンス、品
格と骨格からは安心感と心地よさを感
じる。ロバート・パーカーからは91点
という高評価。

¥8,700

Sorelle de Nicola FEYLES

ソレッレ・デ・ニコラ

フェイレス

イタリア/ピエモンテ

マリア・フェイレスと、マリアの義理の息子、アントニオ・デ・ニコラによって1964年に設立されたワイナリー。最初のブドウ畑はバル
バレスコの中心部にある Neive（ネイヴェ）村の土地、Montesommo（モンテソッモ）に作られました。それから、Langhe（ランゲ）の丘
に畑を広げ、今では、７ヘクタール以上の畑を所有し、ネッビオーロをメインにバルベーラとドルチェットを育て、年間生産量は約
50,000本になります。
伝統を受け継ぎ、忠実に守るワイナリーとワイン畑から、テロワールとそこに育つブドウを表現した、特色のあるワインを作り出すこと
をこのワイナリーは目指し、この目的を達成するため、様々なことに気をつけています。例えば、背の高いブドウが最大限の日照時間が
得られるよう、十分に間隔を置いて植えられ、また、よりしっかりと抽出ができるよう、マセラシオンには時間をかけます。それから、
バリックは使用せず、中容量のスラヴェニア産のオーク樽のみで、ワインが自然に出来上がっていくのを邪魔しないよう、工程を最低限
に抑えるという工夫をしています。
ワインに使用されるすべてのブドウはアルバ近郊のランゲの丘にある自社のブドウ畑で獲れたものです。ぶどうの木は高く、広く間隔を
あけて植えられ、除草剤は用いずに雑草駆除を行います。
バルバレスコのネイヴェ村のモンテソッモと Borgese（ボルゲーゼ）にある2ヘクタールの畑は、南西にひらけており、1971年からそこで
ネッビオーロを育てています。また、Monforte d'Alba（モンフォルテ・ダルバ）村にある、標高380m、南西向きの急な斜面の粘土質と砂
から成る Serra（セッラ）の1ヘクタールの畑では2004年にネッビオーロが植えられました。
バローロのノヴェッロ村には、Venola（ヴェノラ）という丘のふもとを流れる小川から命名された畑があります。これは南東向き、2ヘク
タールほどの凝灰岩と石英砂の層から成る土壌でネッビオーロが植わっています。
バルベーラダルバとドルチェットダルバの生産地であるモンフォルテダルバの約2ヘクタールのManzoni（マンツォーニ）の畑では、西側
斜面にバルベーラ、南斜面にドルチェットを植えており、バローロ地区に近接したこの畑で、タンニンが重要な、強いフルボディのワイ
ンが出来ます。

商品画像

商品名

Piemonte Rosso

欠品中 ピエモンテロッソ
入荷待ち

Dolcetto d'Alba Superiore
欠品中ドルチェット
入荷待ち ダルヴァ
スーペリオーレ

Barbera d'Alba Superiore
バルベーラ ダルヴァ
スーペリオーレ

Langhe Nebbiolo

欠品中 ランゲネッビオーロ
入荷待ち

Barbaresco Riserva
バルバレスコ リゼルヴァ

Barolo Riserva
バローロ リゼルヴァ

色

赤

赤

赤

赤

赤

赤

ヴィンテージ

品種

2009

ネッビオーロ
90％
バルベーラ5％
ドルチェット
5％

2012

2007

2009

2007

2007

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

伝統的な短いマセラシオン。室
温で約20～25日間、スキンコン
タクトさせながら野生酵母で発
酵させる。セメントタンク内で
清澄させながら、冬を越し、そ
の後、瓶詰めする前に一年程
度、中～大容量のスラヴェニア
オーク樽で熟成させる。

若い時は明るい赤、熟成するに
したがって、オレンジの色調が
強くなっていく。最初は花の香
り、それから革やたばこの香り
が感じられるようになる。心地
よい、永続的な味わい、最後に
甘みと苦みが残る。

¥2,600

ドルチェット

伝統的な短いマセラシオン。室温で約
20日間、ステンレスタンク内でルモン
タージュを行い果帽を混ぜながら、野
生酵母で発酵させる。タンク内で12カ
月熟成させたのち、更に、30～50hlの
スラヴェニアオーク樽で短期間熟成さ
せる。瓶詰された後、出荷まで更に6ヶ
月瓶内熟成させる。可能な限り味と香
りを維持するため、清澄、濾過作業は
しない。

薄紫がかった深紅。軽く湿った
下草、スミレやさくらんぼの
ノート。強く、持続するドライ
ハーブ、ブラックベリー、ビ
ターアーモンド、イナゴ豆の味
わい。

¥2,600

バルベーラ

伝統的な長いマセラシオン。室温で約
30日間、ステンレスタンク内でルモン
タージュを行い果帽を混ぜながら、野
生酵母で発酵させる。自然な清澄の
後、30～50hlのスラヴェニアオーク樽
で約18ヶ月熟成。その後、ノンフィル
ターで瓶詰めし、更に24ヶ月以上瓶内
熟成し、ボトル内のワインを落ち着か
せる。清澄、濾過作業はしない。

深いルビー色。複雑で繊細な深
いアロマ、スパイスのヒントと
ブラックベリーやプラムのよう
な果実の香り。とても強い個性
のあるフルボディ。パスタ料
理、肉料理、ハードタイプの
チーズ、サラミと非常に相性が
良い。

¥2,800

ネッビオーロ
70％
バルベーラ30％

伝統的な長いマセラシオン。室温で約
30日間、ステンレスタンク内でルモン
タージュを行い果帽を混ぜながら、野
生酵母で発酵させる。自然な清澄の
後、30～50hlのスラヴェニアオーク樽
で約18ヶ月熟成。その後、ノンフィル
ターで瓶詰めし、更に24ヶ月以上瓶内
熟成し、ボトル内のワインを落ち着か
せる。清澄、濾過作業はしない。

ネッビオーロの繊細さとバルベーラ
の骨格が見事に調和した余韻の長い
香り、豊かな味わいのワイン。とて
も澄んだガーネット色。最初は花の
香り、それから徐々に革やリコリス
の香りへと変わっていく。バランス
のとれた、タンニンと繊細な酸の風
味。

¥3,400

ネッビオーロ

伝統的な長いマセラシオン。室温
で約30日間、ステンレスタンク内で
ルモンタージュを行い果帽を混ぜな
がら、野生酵母で発酵させる。自然
な清澄の後、30～50hlのスラヴェニ
アオーク樽で約24ヶ月熟成。その
後、ノンフィルターで瓶詰めし、更
に24ヶ月以上瓶内熟成。清澄、濾過
作業はしない。

ややオレンジがかった明るいル
ビー色。ほのかなスミレやたば
このノート、香りの余韻は長
い。フルボディ、プラム、殻つ
きのクルミやワイルドベリーの
ような調和のとれた味わい。

¥7,200

ネッビオーロ

伝統的な長いマセラシオン。室温で
約30日間、ステンレスタンク内でル
モンタージュを行い果帽を混ぜなが
ら、野生酵母で発酵させる。自然な
清澄の後、30～50hlのスラヴェニア
オーク樽で約24ヶ月熟成。その後、
ノンフィルターで瓶詰めし、更に
24ヶ月以上瓶内熟成。清澄、濾過作
業はしない。

とても澄んだガーネット、反射
はオレンジ色。濃厚な香り。フ
ルボディ、エレガント、ブラッ
クベリー、香りの余韻が長い。

¥7,400

Elio Filippino エリオ

フィリッピーノ

イタリア/ピエモンテ

エリオ・フィリッピーノはアルバからおよそ12Kmほどのタナロ川右岸に位置するネイヴェのセッラ・カペッリ地区にあります。1900年代初頭、エリオの祖父であるエヴァリス
ト・フィリッピーノがここにブドウ畑を手に入れ、他のワイナリーにワインの原材料としてブドウを販売しはじめます。2代目のドメニコ・フィリッピーノは、もしブドウがワイ
ンになれば結果が変わるのではないかと考え、50年代になってから、ピエモンテの伝統的な造り方による方法で、ドルチェット、バルベーラ、そしてネッビオーロによるバルバ
レスコのワイン造りを始めました。ドメニコの息子、エリオは祖父と父から受け継いだ伝統的なワイン造りの方法と精神を受け継ぎ、大樽での発酵と熟成を基本にワインを造っ
ています。

商品画像

商品名
Rose di San Cristoforo
Brut
ロゼ ディ サン クリスト
欠品中 入荷待ち
フォロ
ブリュット

Moscato d'Asti
モスカート ダスティ

Gavi
ガヴィ
欠品中 入荷待ち

Langhe Arneis
ランゲ アルネイス

Dolcetto d'Alba "Sori
Capelli"
ドルチェット ダルバ
"ソリ・カペリ"

Barbera d'Alba "Nuela"
バルベーラ
ダルバ ヌエラ
欠品中
入荷待ち

Barbera d’Alba “Vigna
Veja”
バルベーラダルバ
ビーニャ ヴェィヤ

Langhe Nebbiolo

欠品中 ランゲ
入荷待ち
ネッビオーロ

Langhe Rosso “4 Amis”
ランゲ ロッソ クアトロ アミ

Barbera d’Alba
Superior Barba Cesco
バルベーラダルバ
スーペリオーレ バルバチェ
スコ

色

ヴィンテージ

泡

2010

微泡

白

白

赤

赤

赤

赤

赤

赤

Barbaresco San Cristoforo
バルバレスコ
赤
欠品中 入荷待ち
サンクリストフォロ

Barbaresco “Sori
Capelli”
バルバレスコ ソリカペッリ

Barolo “La Morra”
バローロ ラ・モッラ

Barbaresco “Sori
Capelli”Riserva
バルバレスコ ソリカペッリ
リゼルヴァ

赤

赤

赤

品種

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

ブラックベリー、スミレ、かす
み草
の香り。きめ細かい泡が特徴的
で、程良い果実味。ネッビオ―
ロのタンニンが非常に心地よい

¥4,700

9月初めに手摘みで収穫。そっとプレス
され、茎、殻や種子はただちに取り除
かれる。ブドウ果汁は18〜20℃で温度
制御されたステンレス製タンクで発
酵。ブドウの新鮮さを高める二次発酵
のために酵母が追加されるまで、果汁
は冷蔵される。

豊かな香り、熟したブドウ、ラ
イムやバラの花びらを思わせる
甘さ、力強く、説得力がある
が、残留糖分と酸味とのバラン
スが素晴らしく飽きがこない。

¥2,400

コルテーゼ

22度をキープしながら、20日間か
け、発酵を行う。

シトラス、エストラゴンのよう
なハーブを連想させるコルテー
ゼ。
繊細な酸を持ち合わせながらも
ぶどうの生命力が表現されてい
る。

¥2,600

アルネイス

9月初旬に手摘みされたブドウは繊細に
プレスされ、除梗される。果汁は、18
～20℃に温度制御されたスチールタン
クで約20日間発酵させる。発酵後も瓶
詰めされるまでステンレス製タンクで
保管される。

桃、かすかにカモミールの香
り。フルボディ、フレッシュ、
魅力的でエレガント

¥2,800

ドルチェット

9月10日以降に手摘みされたブドウ
はプレスされ、茎は取り除かれる。
果汁は、26～28℃で5～6日発酵させ
る。澱引き後、春までスチールタン
クに入れられ、そして、瓶詰めされ
る。

かすかにさくらんぼの香り。
やわらかく繊細なタンニンが特
徴、エレガントなドルチェッ
ト。

¥2,400

バルベーラ

手摘み収穫。ぶどうはプレス後、除梗
され、26～28℃に温度管理されたステ
ンレスタンクで5～7日間発酵させる。
澱引き後、新鮮な果実感を保つために
新しいワインがタンク内に追加され、
スラヴェニアオーク樽で春まで熟成さ
せる。

熟した果物の濃厚な香り。
フルボディ、バランスがとれて
おり、アフターに心地よい樽の
ニュアンスを漂わせる。

¥2,400

バルベーラ

手摘み収穫。プレス後、除梗され26～28℃に温
度管理されたステンレスタンクで6～9日間発
酵。澱引き後、発酵の最終段階で225リットルの
アリエ樽と500リットルのトノーに入れ、17～
18ヶ月熟成。瓶詰めする2ヶ月前に、ステンレス
製タンクでデカンタし休ませる。瓶詰め後も5～
6カ月は休ませる。

濃厚なフルーツの香り、木やバ
ニラの香りも感じる
古木から来る、奥行きのある繊
細なバルベーラ。優しさの中に
芯の通ったニュアンス。

¥3,200

2013

ネッビオーロ

手摘み収穫。ぶどうは注意深くプレス
された後、除梗され、28～30℃に温度
管理されたステンレスタンクで8～9日
間発酵。澱引き後、250か300リットル
のスラヴェニアオーク樽に入れ、12～
15ヶ月熟成。瓶詰め後も更に最低でも5
カ月は熟成させる。

ラズベリーやさくらんぼのよう
な果実の香り。フルボディ、魅
惑的でエレガントな味わい。

¥3,400

2012

カベルネソーヴィ
ニオン、バルベー
ラダルバ、ネッビ
オーロダバルバレ
スコ、シラー

10月の初めに手摘み収穫。除梗、プレス
後、約26～30℃に温度管理されたステンレ
スタンクで発酵させる。ぶどうの皮は果帽
の中で8～10日間マセラシオンさせる。澱引
き後、225～500リットルのオーク樽で12ヶ
月熟成させる。瓶詰め後も更に最低でも6カ
月は熟成させる。

フルーティー、ピリッとした唐
辛子のノート。温かく、強く、
余韻がある味わい。

¥3,600

バルベーラ

果実をプレスして得た果汁を28～30℃に温
度管理されたステンレスタンクで8～12日間
発酵、澱引き後、小さなオーク樽で18～
20ヶ月熟成。熟成過程ではセラーの温度は
14～18℃に保つ。瓶詰め後、更に8～10ヶ月
熟成。

強く感じるのは果実、ほのかに
木の香りも感じられる。フルボ
ディ、凝縮した味わい。

¥4,600

ネッビオーロ

手摘み収穫、丁寧にプレスし除梗、果
汁は26～28℃に温度管理されたステン
レスタンクで10～12日間発酵させる。
澱引き後、200と300リットルの大きな
スラヴェニアオーク樽に入れ、15～
18ヶ月熟成。瓶詰め後最低でも10～12
カ月熟成。

ぶどうやラズベリーを感じる豊
かな果実の香り。フルボディ、
魅惑的でエレガントな味わい。

¥5,800

ネッビオーロ

手摘み収穫、丁寧にプレスし除梗、果汁は
26～28℃に温度管理されたステンレスタン
クで10～12日間発酵させる。澱引き後、225
リットルのアリエ・オーク樽で12～15ヶ
月、更に25～30ヘクトリットルの大きなス
ラヴェニアオーク樽で12ヶ月熟成。瓶詰め
後最低でも10～12ヶ月熟成。

ぶどうやラズベリーを感じる豊
かな果実の香り、また、シナモ
ン、たばこやバニラを連想させ
る穏やかでスパイシーなトー
ン。フルボディ、魅惑的でエレ
ガントな味わい。

¥5,800

ネッビオーロ

手摘み収穫、丁寧にプレスし除梗、果
汁は28～30℃に温度管理されたステン
レスタンクで15～18日間発酵。澱引き
後、200と300リットルの大きなスラ
ヴェニアオーク樽に入れ、24ヶ月熟
成。瓶詰め後、更に最低でも12カ月熟
成。

ラズベリーを感じる果実の香
り、バラ、バニラ、リコリスや
スパイス等の濃厚な香り、長い
余韻を楽しめる香り。フルボ
ディ、魅惑的でエレガント味わ
い。

¥6,500

ネッビオーロ

手摘み収穫、丁寧にプレスし除梗、果
汁は26～28℃に温度管理されたステン
レスタンクで18～20日間発酵。澱引き
後、225リットルのアリエ・オーク樽で
24ヶ月、更に瓶詰め後2年間熟成。熟成
開始から5年たつと、リゼルヴァとして
販売が可能になる。

花やスパイシーなノート、凝縮
したタンニンと丸い甘みを感じ
る香り、長い余韻。フルボ
ディ、魅惑的でエレガントな味
わい。

¥8,000

2015
2016

2016

2015

2015

2015

2013

2012

2009

2010

2011

2009

ネッビオーロ 瓶内二次発酵、30ヶ月熟成。

モスカート

Barbaresco “Sori Capelli”
Riserva
10 Anni
バルバレスコ ソリカペッリ リゼ
ルヴァ10 アンニ

赤

2006
2007

ネッビオーロ

手摘み収穫、丁寧にプレスし除梗、果汁は26～
28℃に温度管理されたステンレスタンクで18～
20日間発酵させる。澱引き後225リットルのアリ
エ・オーク樽で24ヶ月、更に瓶詰め。2年間熟成
させ、熟成開始から5年たつと、リゼルヴァとし
て販売が可能。

花やスパイシーなノート、凝縮
したタンニンと丸い甘みを感じ
る香り、長い余韻。フルボ
ディ、魅惑的でエレガントな味
わい。

¥15,000

Dontella Cinelli Colombini ドナテッラ・チネッリ・コロンビーニ イタリア/トスカーナ
トスカーナ州中心にあるシエナのやや南に、ドナテッラ・チネッリ・コロンビーニが所有する、Casato Prime Donne（カサート・プリメ・ドンネ – シエナ州モ
ンタルチーノ）と Fattoria del Colle（ファットリア・デル・コッレ – シエナ州トレックアンダ）の２つの蔵があります。シエナ異端の名家 Claudio Socini
（クラウディオ・ソッシーニ）により1592年に設立して以来、この地でワインを造り続けてきました。現在はブルネロの名門バルビの格となっていたフラン
チェスカ・コロンビーニの娘で、現オーナーのドナテッラ・チネッリ・コロンビーニが母から引き継ぎ、自分から娘のヴィオランテへ伝統と情熱を受け継いで
います。海抜225ｍのプリメ・ドンネは “Tinaia del Vento”（直訳すると風の酒蔵という意）という古典的な蔵の造りになっており、ポンプ等は使用せず手
作業でワイン造りを行います。ブルネッロはオルチア渓谷の風を受ける土着酵母で醸します。海抜404ｍに位置するファットリア・デル・コッレには330haの畑
を所有し、セメントタンクで醸すキャンティスーペリオーレに使用するサンジョベーゼや、カナイオーロ、土着品種のフォリア・トンダからカベルネ、メル
ロー、オリーヴなどを栽培しています。この蔵は女性だけで運営された最初の蔵でもあります。ドナテッラ・チネッリは「女性によるブドウ栽培・醸造」の代
表として非常に有名であり、ワイン・ツーリズム運動の発起人で「ワイナリーを一般に公開する日」の発案者でもあります。ワインマーケティング専門の大学
講師としの顔も持ち、2014にはイタリア共和国の騎士に任命されています。
商品画像

商品名

色

Sanchimento Toscana Bianco
サンチメント
白
欠品中 トスカーナ
入荷待ち
ビアンコ

Rosa di Tetto Toscana Rosato
ローザ ディ テット
ロゼ
欠品中 トスカーナ
入荷待ち
ロザート

ヴィンテージ

品種

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

2015

トラミネール
アロマティコ

9月下旬から10月中旬にかけて手摘
みにて収穫。ソフトプレスし4℃ま
で冷却、12時間かけて14℃に常温に
近づき20日間ステンレス発酵。

緑がかった淡い黄色。
繊細な花と果実のヒント。
新鮮だが、バランスの取れた酸味と
アルコール、桃とりんごのヒント。

¥2,600

2015

9月下旬から手摘みにて収穫しぶど
うを選別。コールドプレスし、12℃
サンジョベーゼ より18時間スキンコンタクト。20日
間かけて残糖がなくなるまでステン
レス発酵。

つやのあるピンク。味わい深い、非常
に香り豊かな花、グリーンアップルの
ヒント。
ドライだがやわらかく、素敵な骨格を
もった、ブルーベリーやラズベリーな
どのヒントを持つ味わい。

¥2,800

2014

サンジョベーゼ
30分以内にワイナリーへ運びぶどう の香り。
90％
カナイオーロ10％ を選別。その後、セメントタンクに 調和のとれた、しなやかな、果実味

つやのあるルビー色。強く、上質な
9月10日～15日手摘みにて収穫し、 花の香りや、はっきりとしたスミレ

Chianti Superiore
キャンティ スーペリオーレ

赤

て醸造発酵。

Leone Rosso Orcia
レオーネ ロッソ オルチア

Il Drago e le Otto
Colombe Toscana
欠品中
イル入荷待ち
ドラゴ エ レ オット
コロンベ トスカーナ

Rosso di Montalcino
ロッソ ディ モンタルチーノ

Cenerentola Orcia
チェネレントラ オルチア

Brunello di Montalcino
ブルネッロ ディ モンタルチー
ノ

Brunello di Montalcino
Prime Donne
欠品中
入荷待ち
ブルネッロ
ディ モンタル
チーノ プリメドンネ
Brunello di Montalcino
Riserva
ブルネッロ ディ モンタル
チーノ リゼルヴァ
Passito di Traminer
パッシート ディ トラミネー
ル
375ml
Vin Santo del Chianti
ヴィン サント デル キャン
ティ
375ml

¥2,600

とタンニンのバランスがよい味わ
い。

9月2日～20日手摘みにて収穫し、す 紫がかったルビー色。
花や果実から構成された良いフレグ
ぐにワイナリーへ運びぶどうを選

赤

2015

サンジョベーゼ
別。慎重に低温発酵しつつマセラシ ランスを持つ。
60% メルロー 40%

¥2,800

オン。芳香物質の抽出を行い14日間 やわらかく、あたかかみのある味わ
い。
の醸造。6カ月間樽熟成。

赤

2013

赤

2014
2015

9月15日～10月10日手摘みにて収穫
し、すぐにワイナリーへ運びぶどう
を選別。慎重に低温発酵しつつ25日
～30日マセラシオンを行う。芳香物
質の抽出を行い14日間の醸造。18カ
月間フレンチ樽にて熟成。

非常に濃いルビー色。
古い樽由来の緻密で複雑なスパイス
のノート。
非常に強く、完全な調和のとれた、
長い余韻を持つ味わい。

¥3,400

9月10日～10月9日手摘みにて収穫
し、すぐにワイナリーへ運びぶどう
を選別。慎重に低温発酵しつつ15日
サンジョベーゼ
マセラシオンを行う。マロラク
ティック発酵。アリエ産、スロヴェ
ニアオーク樽にて熟成。

濃いルビー色。
長く余韻の残る小さい赤い果実のヒ
ント。調和の取れた、程よいタンニ
ンを感じる味わい。

¥3,400

9月2日～20日手摘みにて収穫し、す
ぐにワイナリーへ運びぶどうを選
別。慎重に低温発酵しつつマセラシ
オンを行う。芳香物質の抽出を行い
14日間の醸造。6カ月間樽熟成。

濃いルビー色。
熟した赤い果実やスパイスを思わせ
る複雑な香り。なめらかで調和の取
れたとても健全な味わい。

¥4,500

サンジョベーゼ 60%
メルロー 20%
サグランディーノ20%

サンジョベーゼ65%
フォリア・トンダ35%

赤

2013

赤

2011
2012

9月2日～20日手摘みにて収穫し、す
ぐにワイナリーへ運びぶどうを選
サンジョベーゼ 別。慎重に低温発酵しつつマセラシ
オンを行う。芳香物質の抽出を行い
14日間の醸造。7カ月間樽熟成。

熟成するにつれてガーネット色にな
る、濃いルビー色。
スパイスや小さな赤い果実を思わせ
る、強い香り。強い調和の取れた味
わい。

¥6,500

赤

2012

9月2日～20日手摘みにて収穫し、す
ぐにワイナリーへ運びぶどうを選
サンジョベーゼ 別。慎重に低温発酵しつつマセラシ
オンを行う。芳香物質の抽出を行い
14日間の醸造。6カ月間樽熟成。

つやのある深いルビー色。
スパイシーな強い香り。
ドライで健全な、長く余韻の残る調
和のとれた味わい。

¥9,000

赤

2008
2010

9月2日～20日手摘みにて収穫し、
すぐにワイナリーへ運びぶどうを選
サンジョベーゼ 別。慎重に低温発酵しつつマセラシ
オンを行う。芳香物質の抽出を行い
14日間の醸造。6カ月間樽熟成。

濃い、つやのあるルビー色。
豊かなスパイスのノートに、熟した
小さな赤い果実のヒント。
フルボディ、凝縮された、調和のと
れた味わい。

¥12,000

甘

2013
2014
2015

トラミネール
アロマティコ

収穫したブドウ乾燥させ、さらに7
日後、低温保存。干したブドウを加
え、アルコール度数が14～14.5％
に、糖度が上がるまで低温発酵させ
る。瓶詰め前に樽内で熟成。

黄色がかった金色。
蜂蜜やドライフルーツのヒント、と
ても香り豊か。
調和の取れた味わい。

¥6,200

2002

トレッビアーノ
トスカーノ,
マルヴァジア・デ
ル・キャンティ

収穫し、アパッシメント（乾燥）ブドウを
除梗・破砕し、圧搾機で果汁。果汁を一晩
寝かせ、上澄みだけをワイン用として樽に
入れ醗酵。長時間かけてゆっくりと醗酵。
その後はカラテッリ（熟成用小樽）に移
す。７年で樽を密封して熟成。

黄色がかった金色。強く、持続性の
ある香り。
花、蜂蜜、黄色い果実を感じる甘
さ。

¥6,200

甘

Villa S.Anna ヴィッラ

サンタンナ イタリア/トスカーナ

ヴィッラサンタンナのワイナリーは、モンテプルチャーノ市内より10kmほど南に移動した、ぶどう畑の中にあります。オーナーのシモーナ・ファブローニ女史
の夫、ファブローニ家は元々、由緒ある古いフランス貴族出身で、803年、シャルルマーニュ大帝に付き添ってフランスからイタリアに移り住んだ、マネット＝
ボォーフォー公爵（フランス貴族時代におけるファブローニ家の名）の血筋であり、現在も伯爵の称号を持つ伯爵本家の子孫にあたります。ワイナリー紹介に
も女性のワイナリーと記載があるように、現オーナーが女性であるだけでなく、家族の母系から相続されてきたワイナリーであり、現在、二人の娘、アンナと
マルゲリータと一緒に運営をしています。
標高300ｍの南東向きの畑を中心に18ヘクタールの畑を所持し、特徴的な凝灰岩質、石灰質の混合土壌で、伝統を重んじつつも近代的なスタイルでワインを造っ
ています。土地の主役、ヴィーノノビレディモンテプルチアーノを中心に、シンプルで香り高いキャンティコッリセネージや、毎年高い評価を受ける重厚な
ヴィンサントディモンテプルチアーノ等を生み出す、ヴィーノノビレ協会に所属するワイナリーです。
商品画像

商品名

ヴィンテージ

品種

2012

サンジョベーゼ
90％ カナイオー
ロ、コロリーノ、
メルロー10％

9月10日から29日にかけて手摘収
穫。30℃で12日間、ステンレスタン
伝統的なトスカーナ料理、グリルし
クでマセラシオン。マロラクティッ
た肉や白身、赤身のロティサリー料
ク発酵後、3,000リットルのフレン
理、チーズに合う
チオーク樽で1年間熟成、更に瓶内
熟成1年間。

¥2,700

2012

サンジョベーゼ80％
カナイオーロ、コロ
リーノ、メルロー、
カベルネソーヴィニ
ヨン20％

9月17日から10月8日にかけて手摘収
穫。30℃以上にならないよう気を付
けながら、15日間、ステンレスタン トスカーナ料理のプリモ、セコンド
と合う
クでマセラシオン。中小サイズの
オーク樽で10カ月熟成、更に瓶内熟
成8ヶ月。

¥2,800

2011

サンジョベーゼ85％
マンモーロ、カナイ
オーロ、メルロー
15％

9月10日から29日にかけて手摘収
穫。30℃で20日間、ステンレスタン
クでマセラシオン。地下セラーで一 伝統的なトスカーナ料理、赤身の
定の温度下で中小サイズのフレンチ 肉、鹿肉、チーズと合う。
オーク樽にて2年間熟成、更に瓶内
熟成1年間。

¥3,800

2011

サンジョベーゼ85％
マンモーロ、カナイ
オーロ、メルロー
15％

9月10日から29日にかけて手摘収
穫。30℃で20日間、ステンレスタン
クでマセラシオン。地下セラーで一 伝統的なトスカーナ料理、赤身の
定の温度下で中小サイズのフレンチ 肉、鹿肉、チーズと合う。
オーク樽にて2年間熟成、更に瓶内
熟成2年間。

¥7,600

2010

サンジョベーゼ、プ
ルニョーロジェン
ティーレ80％
カベルネソーヴィニ
ヨン20％

9月13日から10月14日にかけて手摘
収穫。30℃で25日間、ステンレスタ
ンクでマセラシオン。地下セラーで 伝統的なトスカーナ料理、赤身の
一定の温度下で中小サイズのフレン 肉、鹿肉、チーズと合う。
チオーク樽にて34ヶ月間熟成、更に
瓶内熟成2年間。

¥5,500

赤

2010

サンジョベーゼ、プ
ルニョーロジェン
ティーレ80％
カベルネソーヴィニ
ヨン20％

9月13日から10月14日にかけて手摘
収穫。30℃で25日間、ステンレスタ
ンクでマセラシオン。地下セラーで 伝統的なトスカーナ料理、赤身の
一定の温度下で中小サイズのフレン 肉、鹿肉、チーズと合う。
チオーク樽にて34ヶ月間熟成、更に
瓶内熟成2年間。

¥11,000

Vin Santo di Montepulciano
ヴィンサント ディ
甘
モンテプルチアーノ 375ml

2006

マルヴァジア50％ 後、自然にマセラシオンさせる。
トレッビアーノ
ちょうどよく成熟したブドウのみ使
40％ "Pulce in
う。タンクでゆっくりと約5年間か
culo" 10%

Chianti Colli Senesi
キャンティ コッリ セネージ

Rosso di Montepulciano
ロッソ ディ モンテプルチ
アーノ

Vino Nobile di
Montepulciano
ヴィーノ ノビレ ディ
モンテプルチアーノ

Vino Nobile di
Montepulciano
ヴィーノ ノビレ ディ
モンテプルチアーノ
1500ml

POLDO Vino Nobile di
Montepulciano
ポルド ヴィーノ ノビレ
ディ
モンテプルチアーノ

POLDO Vino Nobile di
Montepulciano
ポルド ヴィーノ ノビレ ディ
モンテプルチアーノ
1500ml

色

赤

赤

赤

赤

赤

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

ワイナリーで一番良いブドウを選別

けて発酵させる。

¥13,000

Tenuta Monte Ilice テヌータ・モンテ・イリチェ イタリア/シチリア
テヌータ・モンテ・イリチェはエトナ山の南東に面した、強大な溶岩台地に位置する農村です。シチリア、エトナ自然公園の海抜750メートルのIlice（イリー
チェ）山の斜度３２度の斜面で、ブドウ栽培は常に献身的に行われています。詩的な美しい場所であり、Giovanni Verga（ジョヴァンニ・ヴェルガ、19世紀の
イタリア文学における最も重要な作家の一人）の傑作「Storia di una capinera（後にフランコ・ゼフィレッリ監督の尼僧の恋という映画の原作となった）」
の舞台となった場所でもあります。廃墟となっていた古代の村は現在、土地とその伝統を尊重され、リノベーションが行われ、現在にその命を取り戻しまし
た。
テヌータ・モンテ・イリチェは約11ヘクタールの広さで、テロワールはタオルミナの素晴らしい景色と、野生的なNebrodi（ネブロディ）山脈、魅惑的なメッ
シーナ海峡、美しいイオニア海の壮大な景色に囲まれています。地場のぶどう品種とエトナ山の熟練のワイン生産者の粘り強さが、エトナ地方でもっとも魅力
的でけわしい地域で造られる、エトナのワインです。ぶどう畑では、エトナワインを作るのに不可欠な、地品種、カッリカンテ、カッタラット、ネレッロ・マ
スカレーゼ、ネレッロ・カプッチオを所有しています。現時点で平均樹齢を元に2種類のぶどうの木を区別することができます、多くのブドウの木の平均樹齢は
15年、ごく少量が樹齢5年と樹齢70年の畑を所有しています。現在ブドウ畑を拡大する為に独自の植樹しています。
商品画像

商品名

Asia

欠品中 アジア
入荷待ち

Etna Bianco
欠品中
エトナ 入荷待ち
ビアンコ

色

白

白

Nerello Mascalese
赤
ネレッロ マスカレーゼ

Etna Rosso
エトナ ロッソ

Capinera dell’Etna
カピネラ デル エトナ

赤

赤

ヴィンテージ

品種

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

2012

10月最初の10日間のうちに収
穫、3～4℃という低温に管理さ
れたステンレスタンクでマセラ
カタラット80％
シオンしたのち、13～14℃でソ
カリカンテ20％
フトプレスし発酵させる。瓶内
でも少なくとも3ヶ月熟成させ
る。

エニシダ、柑橘系果物やハチミ
ツの香り。
アーモンドのような後味、果実
の長い余韻。

¥2,800

2015

10月1週目～２週目のうちに収
穫、20～22℃に温度管理された
カタラット60％ タンクで発酵。その後、8ヶ月～
カリカンテ40% 10ヶ月間ステンレスタンクにて
熟成。また瓶内で8ヶ月～10ヶ月
熟成させる。

サンザシとオレンジの花のフ
ローラルノート。
ドライで偉大な酸味、ハーブの
ニュアンス、非常に若くフレッ
シュでいきいきとした味わい。

¥3,200

2013

温度管理されたセラー内にて、
容量10hlのスチール製の樽で熟
成させる。モンテ・イリーチェ
がもたらす、テロワール独特の
ネレッロ
天然香料を維持するために、木
マスカレーゼ 樽の使用はしない。天然酵母の
みで醸造し、赤ワインは乳酸"グ
ラム+"バクテリアコロニーによ
るマロラクティック発酵をさせ
る。

新鮮な果実やアロマティック
ハーブのような豊かな香り。
フレッシュ、エレガントでフ
ルーティーなフィニッシュ。

¥3,200

10月最初の10日間のうちに収
穫、23～24℃に温度管理された
セラー内にて、容量10hlのス
持続性のある赤い果実の強い香
チール製の樽で8日間マセラシオ り。
ンさせた後、6ヶ月間樽熟成、瓶 温かくバランスがとれている。
内でも少なくとも3ヶ月熟成させ
る。

2010

ネレッロ・
マスカレーゼ
80％
ネレッロ・
カップッチオ20%

2011

温度管理されたセラー内にて、容量
10hlのスチール製の樽で熟成させ
る。モンテ・イリーチェがもたら
ネレッロ・
マスカレーゼ す、テロワール独特の天然香料を維
持するために、木樽の使用はしな
80％
い。天然酵母のみで醸造し、赤ワイ
ネレッロ・
カップッチオ20% ンは乳酸"グラム+"バクテリアコロ
ニーによるマロラクティック発酵を
させる。

熟した果実とすみれの強い香
り。
フレッシュでおいしく、フィ
ニッシュは果実の余韻。

¥3,200

¥3,200

RECANATI-WINERY レカナッティ

ワイナリー

イスラエル

甦ったイスラエルワイン。19世紀後半から徐々にワイン造りが再開される中、イスラエルの大手財閥IDBの創始者であるレオナルド・レカナッティ氏は、第一線を引退後 積年の夢を叶えるため
2000年にワイナリーを始めます。ほぼ全土が地中海性気候であるイスラエルでは夏の間は雨がほとんど降らず、日中の気温が３５度以上に上昇するかと思えば、夜には１０度台まで下がりま
す。この昼夜の大きな寒暖差がブドウに糖分と酸の絶妙な形成を促します。
この恵まれた気候と、ガリレヤ湖の北側に位置する排水の良い火山性の土壌は醸造用ブドウの育成に理想的といえるでしょう。
RECANATI社はこの聖なる地に最新の灌漑設備を含めた近代的設備と、人間の手による収穫にこだわることにより、イスラエルワインを蘇らせることに成功致しました。
そして潤沢な資金のもと、最新の醸造設備と最高のブドウ苗を揃え、ナパ・ヴァレイから熟練したワイン醸造職人を呼び寄せることによって、素晴らしいワインを完成させることに成功したの
です。最高の土壌が生んだブドウ、手摘みにこだわる収穫や丁寧な醸造が実を結んだレカナッティ社のワインは当初よりヨーロッパでの評判は高く、2003年にフランスVINALIES
INTERNATIONALにて金賞・銀賞を受賞して以来、さまざまな品評会で高い評価を得ています。

商品画像

商品名
Sauvignon blanc Upper
Galilee
ソーヴィニヨン ブラン

Chardonnay Upper Galilee

シャルドネ
欠品中 入荷待ち

Reserve Chardonnay
レカナッティ
リザーヴ シャルドネ

Special Reserve White
スペシャル
リザーヴ ホワイト

Gris de Marselan Rose
グリドマルセラン ロゼ

ROSE Upper Galilee
ロゼ

Merlot
メルロー

Cabernet Sauvignon
カベルネソーヴィニヨン

Shiraz
シラーズ

Reserve Merlot
リザーヴ メルロー

色

白

Reserve Marselan
リザーヴ マルセラン

Reserve Carignan
リザーヴ カリニャン

品種

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

2016

ソーヴィニョン
ブラン

収穫されたブドウは早朝のうちにワイナ
リーへ運び込まれ、直接圧搾された後 冷
却されます。その後、１１度という低温の
中、ゆっくりと低温発酵が行われます。 こ
の工程が、この品種特有の類まれな果実味
とアロマを凝縮するのです。

生産量をごく少量に限定して造られた、ク
リスピーで果実味溢れる白ワイン。グレー
プフルーツや青りんごの香りに、わずかに
パッションフルーツ・ピーチそしてグアバ
の風味が感じられます。

¥2,800

シャルドネ

小さなフランス製の樽で、シュールリーで
9ヶ月間。3週間ごとにブルゴーニュ地方で
伝統的に行われているバトナージュ（攪
拌）。これによりブドウの持つ果実味と樽
のスパイシーでウッディなフレーバーの調
和が促進。

豊満でクリーミーなボディ、さっぱりとし
た切れのいい余韻。リンゴ、洋なし、パイ
ナップルの香り、柑橘類やバニラ、クレー
ムブリュレ、ヘーゼルナッツのニュアン
ス。腰が強く、樽熟成の風味がバランス良
く加わり、酸味とコクが豊かで切れ味の良
い優雅な余韻が残ります。

¥3,800

ジャスミン、バニラ、柑橘系の花、よ
く熟れた洋ナシ、パイナップルのよう
なエキゾチックな果実味を思わせる独
特のアロマを持ち、スパイシーでフ
ルーティーなフレーバーは、口に含む
と滑らかで長い余韻。

¥4,500

優れた品質のブドウが収穫できた年のみ作
られる。格別な品質を誇り、醸造職人が独
自の視点で選定したシャルドネ、ソーヴィ
ニヨン・ブラン、ヴィオニエによるブレン
ド。ピーチや白い花、パッションフルー
ツ、バター、アーモンドの味わいと香りに
加え樽のスパイシーな風味が秀逸。

¥7,800

白

2015

白

2014
2015

シャルドネ

果実を圧搾し発酵の後、225リットルのフラ
ンス製オーク樽でシュールリーが9ヶ月。豊
満でクリーミーかつ、エキゾチックな果実
味とスパイシーな特徴を与えられる。バト
ナージュとマロラクティック発酵は複雑味
と成熟をもたらします。

白

2014
2015

シャルドネ
ソーヴィニヨン
ブラン
ヴィオニエ

醸造職人達が最良の土地、最良の品種から
独自の視点で選び抜いた最高品質のブドウ
は、フランス製オーク樽で8ヶ月のシュール
リーが行われることによってスパイシーな
風味が加わり、このワインを年々味わい深
く変化させています。

ロゼ

2015
2016

マルセラン

ブドウは8月初旬の早朝に、手摘に
よって念入りに収穫されます。果醪
は迅速に冷やされ、まるごと圧搾
後、果皮とともにタンクに入れま
す。

バルベーラ
メルロー

ワイナリーへ運ばれたワインは検査が終わ
るとすぐに圧搾。果醪は迅速に冷やされ、
そっと圧搾され果皮とともに48時間タンク
内に浸されます。白ワインを造るように
ゆっくりと低温発酵することで、瑞々しい
果汁と芳醇な風味を醸し出す。

バルベーラとメルローから生まれた、
フルーティでさっぱりとした口当たり
の瑞々しいワイン。かすかなストロベ
リーに、白桃とトロピカルフルーツの
香りが漂います。よく冷やして飲むと
よい。

¥3,800

メルロー

破砕されたブドウは、発酵用の桶まで１６度の
低温で運ばれます。発酵作業に入る前の２日
間、セパージュの芳醇な果実味を留めるため低
温でかもし作業。圧搾された果汁は、225ℓのフ
ランス製もしくはアメリカ製のオーク樽に移さ
れ、ブレンディングと瓶詰に先立ち8ヶ月間熟
成。リリース直後はフルーティで調和のある味
わい。2-3年の熟成を経ると繊細・複雑味が加わ
る。

ガーネット色が美しい。こくのあるフルー
ティなアロマは、プラムジャム、新鮮な
レッドベリーやザクロを思わせる、厚みの
ある果実味とまろやかな酸味がバランス良
く溶け込み、樽由来のキャラメル、クロー
ブ、バニラのアクセントも加わり濃密で調
和の取れた味わいです。

¥2,800

カベルネ
ソーヴィニョン

破砕されたブドウは、発酵用の桶まで16度の低
温で運ばれます。その後、発酵作業に入る前の2
日間、セパージュのフルーティかつスパイシー
な特徴を維持するために、低温でかもし作業を
行います。10日間発酵させてから、225ℓのフラ
ンス製もしくはアメリカ製のオーク樽に移し、
8ヶ月間の熟成を経て瓶詰。2-4年熟成させる
と、まろやかさと複雑さが増す。

紫を感じる綺麗な濃いルビー色。深い
チェリーやブルーベリーの香りにカベ
ルネ特有のスモーキーさと地中海の
ハーブの風味が層を成しています。樽
熟成の風味も加わり濃密で調和の取れ
た味わい。

¥2,800

シラーズ

収穫されたブドウは早朝のうちにワイナリーへ
運び込まれ、ただちに実をつぶすことないよう
に茎から外し、果実をまるごと発酵させます。
発酵は比較的短く（平均7～10日）、この工程が
ワインに豊かな果実味、爽やかな風味、タンニ
ンをやわらげ優しい感触を与えることに大きく
貢献します。

ラベンダー,黒コショウ、わずか
なオークの香り
この品種特有の黒紫色の強い色
調を持つフルボディのワイン

¥2,800

メルロー

テストに合格し破砕されたブドウは、発酵用の
タンクまで16度の低温で輸送。発酵作業に入る
前の2.3日間果実味とスパイシーさといった特徴
を引き出すために低温でかもし作業。発酵は10
日間。発酵により自然に30度まで温度が上昇、
マロラクティック発酵および余分なタンニンの
除去が促進。丁重に圧搾された果汁はフランス
製のオーク樽に移され１４ヶ月間熟成。

レッドベリー、カシス、バラの濃い果
実の香りの中に、白胡椒、バニラ、ク
ローブ、グリーンオリーブのアクセン
トを持ちます。3-8年の熟成を経て、複
雑味と個性を獲得し、少なくとも10年
で優雅に成熟。

¥4,500

カベルネ
ソーヴィニョン

破砕されたブドウは、発酵用の桶まで摂氏16度
の低温で運ばれます。発酵作業に入る前の2.3日
間、果実味とハーブの風味を増すために、低温
でかもし作業。3週間の発酵後、自然に流れ出た
ジュースのみを225ℓのフランス製オーク樽に移
し、17ヶ月間の熟成、瓶詰。3-8年の瓶熟成でま
ろやかさと一層の複雑味を獲得し、10－15年の
歳月を経てピークに達するでしょう。

ブラックチェリー、ブルーベリー、ブラッ
クプラム、黒トリュフ、シガー、ロースト
したクルミ、そしてシナモンの香りで覆わ
れた豊かなブーケ。親しみやすく、リリー
ス直後から美味しいワインですが、次の10
年間で更にエレガントに成熟してゆくで
しょう。

¥4,500

2014

プティシラー

ワイナリーへ運び込まれた後、別々の樽で発酵
され、初期熟成のための樽へと移されます。
数ヵ月後、ブレンディングに関する一連の試飲
会が行われ、最終的に配合が決定すると、発酵
作業の完成に向けてワインは樽へと戻されま
す。アメリカ製オーク樽で8ヶ月間の熟成を経て
タンニンは取り除かれる収穫から5年-7年の歳月
を経てさらに深みを増すでしょう。

濃い色調と強いタンニンが特徴的なプチ・
シラーを使用した、ブドウの円熟に完璧と
もいえるバランスを与えた類まれなワイ
ン。風味豊かで果汁を多く含むこのワイン
は鮮やかな色味を持ち、ブラックベリーや
新鮮なプラム・クルミなどの甘美な味わい
が印象的です。

¥4,500

2013

マルセラン（カ
ベルネ・グル
ナッシュの交配
品種）

ブドウは9月の終わりの早朝に、手摘
によって念入りに収穫されます。果醪
は迅速に冷やされ、そっと圧搾され果
皮とともに48時間タンク内に浸さ れま
す。ブドウは白ワインを造るように
ゆっくりと低温発酵。

¥7,800

カリニャン

ブドウは9月の終わりの早朝に、手摘に
よって念入りに収穫されます。果醪は
迅速に冷やされ、そっと圧搾され果皮
とともに48時間タンク内に浸さ れま
す。ブドウは白ワインを造るように
ゆっくりと低温発酵。

¥7,800

ロゼ

赤

赤

赤

赤

Reserve Cabernet Sauvignon
リザーヴ
赤
カベルネソーヴィニョン

Reserve Petit Syrah
リザーヴ プティ シラー

ヴィンテージ

赤

赤

赤

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015

2012
2013

2013

2013

¥3,800

Special Reserve Red
スペシャル リザーヴ レッ
ド

赤

2012

カベルネ
ソーヴィニョン
シラー・メル
ロー
プティ・シラー
カリニャン

選び抜かれたフランス産オークの新樽
で１８ヶ月間熟成され、ワインは次第
にブドウが育ったガリレイ地域の最高
のテロワールを雄弁に語り、並はずれ
た調和を表現するようになります。

その年のCSとメルローの中から最良の樽を選ん
でブレンド。１万本だけしか生産されない希少
なワイン。CSは香り豊かでまろやかな舌触り、
最終ブレンドにエレガントさを与え、メルロー
は芳醇さとコク、スパイシーさを演出。長い余
韻となめらかな後味、果実味があざやか、コー
ヒー・チョコレート・キャラメル・バニラ・
チェリーのアロマのアクセントが素晴らしい
ハーモニー。

¥8,500

Casa Barranca カサバランカ アメリカ/カリフォルニア
サンタバーバラ郡で初めてのオーガニック認定ワイナリー、Casa Barrancaは、カリフォルニア州のセントラルコーストに位置するオハイの街にあります。
この場所は、フランスの南ローヌ地方と同様の地中海性気候であるため、葡萄の栽培やワインの醸造にとても適しています。自然に囲まれた醸造所は、1909年
に伝統的なクラフツマン様式で建設された歴史的建造物であることから、近年ではワイナリーの美しさも評判になり、オハイの街を訪れる人も多くなっていま
す。
カリフォルニアのオーガニックワインの草分けとも言えるワイナリー、Casa Barrancaの特徴は、古くからの醸造法を堅実に守り、添加物をほとんど使用せず、
からだに優しく環境にも優しいワインを作っている点です。
原料となる有機葡萄の栽培においては、葡萄の搾りかすなど自然肥料のみ用い、使用する水は近くに湧き出ている Artesian Spring からくみ上げています。そ
して、ワイナリーの電力はソーラーパワーでまかなっています。
ワイナリー内には、花や野菜を有機栽培し、そこに集まるイタリアンミツバチによるはちみつを採取するなど独自の方法でオーガニックライフスタイルを推奨
しています。
商品画像

商品名

Pinot Noir-Arroyo Grande
ピノノワール アロヨグラン
デ

色

赤

ヴィンテージ

2010

品種

ピノノワール

醸造・発酵

香り・味わい

参考上代

完熟したブラックチェリーとラズベ
リーの香りが匂いたち、口に含むと
ラズベリーやチェリーの深い風味が
広がります。その中からバニラや香
ばしいオークの香りを感じとること
ができるでしょう。ブルゴーニュの
様相のように素晴らしい、この深い
ガーネット色のピノは、どのような
お料理とも一緒にお楽しみいただけ
ます。

¥4,800

Cognac Alfred Morton コニャック

アルフレッドモートン フランス/コニャック

コニャック、アルフレッド・モートンは、180年の歴史を持つコニャックブランドです。19世紀に初代モートンが仏米間の貿易商として成功を収めたと同時に、
モートン家は、フランスワインの輸入業も担い、各国にフランスワインを広める啓蒙活動も行いました。2代目アルフレッドは、先代の貿易業を引き継ぎなが
ら、コニャック醸造に情熱を傾け、自らの名前を冠したアルフレッド・モートンを確立しました。何よりも品質にこだわったアルフレッド・モートンは、19世
紀フランスの上流社会で瞬く間に洗練の象徴として、人気を博したという記録が残っています。しかし、2つの世界大戦の後、アルフレッド・モートンは第三者
の手に渡らざるをえなくなります。そして、2012年、モートン家の末裔に当たるエメリック・デュ・クロエは政治的な問題を解決し、祖父の時代に手放したコ
ニャック、アルフレッド・モートンを再び自分達の元へ買い戻す事に成功しました。今でも、100年以上前の古酒が、オークションで取引されているのを目にし
ます。代々家族に引き継がれてきた書物を紐解き、セラーに眠らせておいた古いアルフレッド・モートンの味と比べながら、最高品質にこだわるコニャックを
再現しています。
商品画像

商品名

Cognac Grande Champagne
Extra Family Reserve
コニャック
グランドシャンパーニュ
エクストラ ファミリーリ
ザーブ

色

ー

ヴィンテージ

ー

品種

ー

醸造・発酵

アルフレッド モートン エキ
ストラは、最高の品質を誇るコ
ニャックです。最上級の生産地
区、グランドシャンパーニュで
生産された葡萄のみを使い、一
切妥協を許さない醸造過程を経
て作られます。その後、約３０
年の熟成期間を経て、出来上が
ります。

香り・味わい

参考上代

¥25,000

Piolo & Max

ピオロ

エ

マックス

イタリア/フリウリ

ヴェネツィア・ジューリア

ピオロとマックスは無二の親友です。ロックと自然と酒好きが高じ、2002年に北イタリアはフリウリ州トリエステの街に
リキュール専門の小さな工房をつくりました。
有機農法の原料を使用し、伝統的なレシピで、古典的かつシンプルな製造工程で手作業により仕上げていく、情熱的な二
人が気持ちを込めて仕込むリキュールです。

商品画像

商品名

ＡＭＡＲＯ ＤＩ ＥＲＢＥ
ＴＲＩＥＳＴＥ
アマーロ ディ エルヴェ
トリエステ

色

ー

ヴィンテージ

ー

品種

ー

醸造・発酵

アルコールに西洋唐花草、シナ
モン、シナモンの葉、ビターオ
レンジ（シトラス オーリュ
ム）、キャラウェイ、ユーカリ
グローヴの葉、ニガヨモギ、ニ
ガヨモギ・ヴェルシカ、ロー
マ・ヨモギ、タンポポの葉、西
洋タンポポの根、漬け込んだリ
ンドウリキュールを漬け込み、
何もせず ボトリング。

香り・味わい

ブレンドされた材料が複雑に香
りだち、アタックは柔らかく滑
らかで優しいアルコールのニュ
アンス。余韻からじわっと苦み
が沁み渡り、喉の奥までスッキ
リし食後酒として最適です。

参考上代

200ml
￥3,400
500ml
￥4,800
700ml
￥6,800

Moulin de Pesselieres

フランス・ロワール地方
地方、ワインで名高いサンセールに近
いジャローニュ村は、昔
昔から胡桃の名産地として知られて
いる。フランス人にとって
にとって胡桃オイルは、香り高いエッセ
ンシャルオイル。その一滴
一滴で葉っぱのサラダが、川魚が、
王様の食事に変わる。

ルイ 14 世の
の統制時代から、世代を越えて変わらず
わらず伝承。
祖先伝来の無添加
無添加、保存料不使用のヴァージン クルミオイル！
クルミオイル
地元のクルミを使用し、
、一時間ほど石臼に挽かれて粗いペースト
いペースト状になったクルミを小
さな炉に移し、薪やクルミの
やクルミの搾りかすでゆっくりと約一時間焙煎
約一時間焙煎。その後｢pression
mecanique｣と呼ばれる
ばれる｢機械圧搾法｣でオイルを絞る。一切の化学溶剤
化学溶剤や保存料を使用
せず、圧力をかけてゆっくりと
をかけてゆっくりと自然に抽出されたヴァージンオイルをつくっている
されたヴァージンオイルをつくっている。
化学溶剤で生成されたオイルも
されたオイルも｢ピュアクルミオイル｣と名乗る事
事ができ、世の中にはこ
ういう製品も沢山あるが、
、ここで作っているものは昔ながらの伝統的
伝統的な製法のもの。
2014 年に一大決心をし
をし、声優をしていたヨアヒムとナチュオパシー
ナチュオパシー(自然療法)に造詣
の深いアニーが、たまたま
たまたま別荘が隣だったこちらのムーランの住人
住人が引退をする機会に、
引き継ぐことを決意。ともに
ともに働きノウハウを得ながら 3 年目を迎
迎えている。

香り・味わい
芳醇かつ、まろやかなクルミの香り。
。
無添加、保存料不使用がゆえ、雑味な
な
どは全くなく、香ばしさの中にも骨格
骨格
があり芯の通ったやさしい味わい。

サイズ

200ml

希望小売価格

3,600 円

