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色

酒精

泡

泡

泡

泡

泡

泡

泡

泡

NV

ー

淡い黄金色。ミネラル感のある繊細

な香りと、生き生きとした豊かな果

実味感。奥行且つ熟成感のある非常

に飲みごたえのある一本。

Champagne Millésimé

シャンパーニュ・ミレジメ
2012

Champagne Rosé

シャンパーニュ・ロゼ
NV

Champagne Blanc de Blancs

シャンパーニュ

ブラン・ド・ブラン

NV

Champagne Cuvée Prestige

シャンパーニュ・キュヴェ

プレスティージュ

NV

醸造・発酵

手摘み収穫後、約8ヶ月の樽熟成、36ヵ

月の瓶内熟成。収穫年のブドウのみで造

られる(2014)。

SO2: 56mg/L Dosage: 8g/L

手摘み収穫後、ステンレスタンクに

て一次発酵、48ヵ月の瓶内熟成。

SO2: 42mg/L  Dosage: 8.g/L

参考上代

¥5,600

手摘み収穫後、ステンレス製のタンクで

4年熟成。SO2:15mg/L

品種

ピノ・ノワール

ピノ・ムニエ

ピノ・ムニエ60％

ピノ・ノワール30％

シャルドネ10％

シャルドネ100％

ピノ・ムニエ50％

ピノ・ノワール40％

シャルドネ10％

シャルドネ100％

シャルドネ35％

ピノ・ノワール35％

ピノ・ムニエ30％

ピノ・ムニエ50％

ピノ・ノワール50％

シャルドネ50％、

ピノ・ムニエ40％、

ピノ・ノワール１

０％

アールグレイを思わせる香り。食前

酒や、食後酒として。デザートの代

わりにも。

綺麗な泡立ち。爽やかな香りと樽熟

成による芳醇さ、キレのある酸と深

みのある味わい。

熟した果実の香りとフレッシュな

酸。アッサンブラージュで造られた

骨格のはっきりとしたロゼ

琥珀色。熟した果実やトーストした

パンの香りに、ふくよかな果実味と

バニラのニュアンス。しっかりとし

た骨格がありエレガントで余韻が長

い。

手摘み収穫後、約8ヶ月の樽熟成、瓶内

熟成24ヶ月。収穫年のブドウのみで造

られる(2014)。

SO2: 59mg/L  Dosage: 7g/L

¥5,600

熟れた林檎や洋ナシ、シトラス、ア

プリコットやレーズンの香り。柔ら

かい蜂蜜香も魅力。 ミネラルが豊富

で余韻も長い

淡い黄金色。白系果実のフレッシュ

さとフローラルな香り。非常にバラ

ンスの取れた味わい。

黄金色。キメの細かい泡。熟した黄

色系果実の香りにバターのニュアン

スのある味わい。丸みのある酸と

しっかりとした骨格。

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、モンターニュ・ド・ランスのヴィル＝ドマージュに位置しています。祖先は、１６世紀よりブドウや樽の

生産に従事していました。ベルジュロノー＝マリオンは、フロラン・ベルジュロノーがヴェロニク・マリオンと結婚し誕生したメゾン。彼らは、両方ともブ

ドウ栽培家の出身で、この代からシャンパーニュ生産者となったのです。現在は、彼らの子供のヴァルジニィとファビアンの姉弟コンビによって運営されて

います。姉のヴァルジニィは、主に輸出経営を担当し、畑にも出ています。弟のファビアンは、栽培と醸造を担当しています。

一部の畑では有機栽培を実践しており、酵母は10年前から野生酵母のみを使用。乳酸発酵は自然に任せ、温度のコントロールも発酵の初めに少し上げるのみ

等、出来るだけ自然に造っています。畑でも馬を使う実験をしたりと、ダイナミックな改革を実践する若き姉弟です。

トップレンジのクロ・ドゥ・ベルジュロノーは、１００％ピノ・ムニエで、樹齢は70年。畑は、文字通りクロ（壁）に囲まれ、土の中に空気を入れてくれる

役割を果たすモグラも住んでいます。生産量は、3,000本のみで、秀逸な年にのみ造られるキュヴェです。

商品画像 商品名 ヴィンテージ

Champagne Brut Tradition

シャンパーニュ・ブリュット

トラディション

NV

Champagne Clos des

Bergeronneau

シャンパーニュ・クロ・デ

ベルジュロノー

2007

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

¥6,700

香り・味わい

Ratafia

ラタフィア

Champagne Saint Lié

シャンパーニュ・サン・リエ
NV

ピノ・ムニエ100％

手摘み収穫後、ステンレスタンクにて一

次発酵、瓶内熟成20ヶ月。収穫年のブ

ドウのみで造られる(2016)。

SO2: 113mg/L  Dosage: 9g/L

手摘み収穫後、ステンレスタンクにて一

次発酵、72ヵ月の瓶内熟成。樹齢70年

以上.

SO2: 78mg/L Dosage: 7g/L

¥20,000

手摘み収穫後、ステンレスタンクに

て一次発酵、瓶内熟成15ヶ月。

SO2: 76mg/L Dosage: 9.5g/L

¥6,700

¥7,600

¥8,000

手摘み収穫後、ステンレスタンクにて一

次発酵、瓶内熟成27カ月。ブレンド比

率スティル85％　コトー・シャンプノ

ワ15％。SO2:33mg/L  Dosage: 8g/L

¥6,700

淡い黄金色。白系果実とブリオッ

シュの香り。繊細な酸と洗練された

味わいにきめの細かい泡が美しい

手摘み収穫後、ステンレスタンクに

て一次発酵、瓶内熟成24ヶ月。収穫

年のブドウのみで造られる(2015)。

SO2: 94mg/L Dosage: 8g/L

¥6,200
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色

泡

泡

泡

白亜質土壌。樹齢約45～55年。新

樽、２～３年ものの樽とステンレス

タンクにて一次発酵。マロラク

ティック発酵有。最低4年の瓶内熟

成。2013年に瓶詰。

SO2 :22mg/L

濃い黄金色。ドライフルーツ、バニ

ラの芳醇な香り。泡は柔らかく、濃

厚なハチミツのニュアンス。時間と

ともに味わいの変化にも驚かされ

る。

Fine Fleur　Brut Nature

フィーヌ・フルール ブ

リュット・ナチュール

2012

Avize, Cramant,

Chouilly, Oiryの４

つの区画からブレ

ンド

樹齢約45年。新樽、2～3年ものの樽

とステンレスタンクにて一次発酵。

マロラクティック発酵有・無のワイ

ンをブレンドして最低4年の瓶内熟

成。2010年に瓶詰。

SO2:48mg/L Dosage: 3g/L

完熟のモモや柑橘系の香り。新鮮な

口当たりとドライフルーツやレモン

の爽やかさと芳醇な樽のニュアンス

が絶妙。

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

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　　

Y.Lancelot Wanner

Millésimé　Brut

Y. ランスロ・ワネー

ミレジメ　ブリュット

2009

商品画像 商品名

2012

シャンパーニュ・フィリップ・ランスロは、シャンパーニュ地方コート・デ・ブランのクラマンに位置しています。1970年代中頃、現オーナー フィリッ

プ・ランスロ氏の両親が設立し、彼らはどちらもブドウ栽培家の出身です。フィリップの祖父は、アンリオでマネージャーとして働きながら、自分の畑も購

入していきました。両親は、結婚と同時にエペルネに畑を買い、畑の方を好む母は栽培を担当、父は営業担当として会社を起こし始めたメゾンです。

フィリップ・ランスロ氏は、子供の頃はダンスが大好きで、１０歳のころ天体観測、星の観察に興味をもち、１５歳になるとDJも始めました。現在も、DJと

しての活動は時間のある時に続けており、クラシックからエレクトロニックミュージックと幅広い音楽を好みます。幼少の頃に天体観測をし、占星術にも興

味を持ち独自に学んだことが、ビオディナミに興味を持つきっかけとなっています。2007年からオーガニック、そしてビオディナミに則った栽培を開始。本

格的なビオディナミは、2012年から始め、現在では認定されています。補糖は行わず、亜硫酸の使用は出来るだけ控えています。

ブドウの樹齢は、古いもので平均４７年程。ブドウは以前マルゲなどに販売していたこともありますが、現在では、自社で栽培したブドウは全て自社のシャ

ンパーニュ造りに使っています。

2009年には、エルベ・ジャスティンとパートナーシップを組み、現在では、ジャスティン氏の意見も取り入れつつ、自分独自のスタイルを追求し表現してい

ます。

¥6,800

ヴィンテージ

Les Hauts d'Epernay

Brut Nature

レ・ゾー・デペルネ　ブ

リュット・ナチュール

シャルドネ50％

ピノ・ノワール

30%

ピノ・ムニエ20%

白亜質土壌と年度石灰質。樹齢約45

年。ステンレスタンクにて一次発酵

後、数年600ℓの木樽で熟成。マロラ

クティック発酵有。最低4年の瓶内熟

成。2013年に瓶詰。

SO2: 12mg/L

熟成感のある、エレガントな香り

は、花ニュアンスも感じる。中位の

酸度で、組成は柔らかく、全体にバ

ランスが非常に良く取れている。余

韻は優しく長い。

¥12,000

品種 醸造・発酵 香り・味わい 参考上代

¥10,000
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色

泡

白

赤

¥3,000

Dr. Barolet（Henri de Villamont）ドクター・バロレ（アンリ・ド・ヴィラモン）　フランス/ブルゴーニュ　　

１９世紀の終わりに、ブルゴーニュの中心であるサヴィニィ・レ・ボーヌに、ワイン生産者であるレオンス・ボッケが、醸造施設とセラーを建設。彼は、

シャトー・クロ・ド・ヴージョとその畑の一部も所有していました。著名な建築家であり、エコール・デ・ボー・ザールの教授であったシャルル・スイス氏

がこれらを建設しました。建築には、8年の月日が費やされ、当時、最も魅了的で荘厳なブルゴーニュのワイン関係の建物としてその名を轟かせたのです。

レオンス・ボッケが亡くなった後、何人もの新しいオーナーの手に渡りましたが、ヨーロッパの各国に進出し、ワイン市場で多大な影響力のあるシェンク家

が1964年に買収しました。これが、アンリ・ド・ヴィラモンの誕生です。ドメーヌ名は、サヴィニィに居を構えた、十字軍の騎士の名前、アンリ・ド・ヴィ

ラモンから取られました。現在では、サヴィニィ・レ・ボーヌの区画をメインに、１０haの畑を所有しています。

1969年に、シェンク社は、著名なドクター・バロレコレクションを購入し、アンリ・ドゥ・ヴィラモンのセラーにこのコレクションを加えました。天才的な

ネゴシアンであった、ドクター・バロレが残したユニークで希少性の高いワインは、クリスティーズロンドンのオークションに先立って行われたテイスティ

ングの会で大好評を得、オークションでは非常な高値で取引されました。ロマネ・コンティに近い価格であったと語り継がれています。このドクター・バロ

レコレクションは、現在でも幻のワインとして、マニアックなワイン愛好家が探し求め続けています。ドクター・バロレ家の功績を称え、アンリ・ドゥ・

ヴィラモンでは、現在でもアーサー・バロレラベルのワインを生産しています。

商品画像 商品名 ヴィンテージ 品種

Cremant de Bourgogne

Blanc de Blancs

クレマン・ド・ブルゴー

ニュ　ブラン・ド・ブラン

NV

醸造・発酵 香り・味わい

2017 シャルドネ

コート・ド・ボーヌの畑のブドウと

マコネの畑のブドウを分けて醸造。

９カ月の熟成期間後にブレンド。

55％コート・ド・ボーヌ、45％がマ

コネ。SO2: 104mg/L

外観はグリーンがかった淡いイエ

ロー。グレープフルーツ、グリーン

プラムやアンズのフレッシュな香

り。まろやかな口当たりとミネラル

感、果実味と酸味の秀逸なバラン

ス。

参考上代

シャルドネ

シャンパーニュと同じ製法で醸造。

瓶詰めする前に、「リキュール・エ

クスペディション」（砂糖と酵母の

ブレンド）を加えて、瓶内二次発酵

を行う。SO2: 102mg/L

黄金色。 明るくて澄んでいて、 それ

は梅や桃、白い花とブリオッシュの

味があります。 表情豊かな香りが気

持ちを豊かにします。

¥3,500

2017 ピノ・ノワール
発酵期間は２～３週間。９～10カ月

オーク樽で熟成。SO2: 73mg/L

外観は光輝くガーネット。赤い果実

とシナモンのような柔らかいスパイ

スの香りと木樽のニュアンス。非常

にまろやかな口当たりときめ細やか

なでエレガントなタンニン。

¥3,500

Bourgogne Chardonnay

Cuvée Prestige

ブルゴーニュ シャルドネ

キュヴェ・プレスティー

ジュ

Bourgogne Pinot Noir

Cuvée Prestige

ブルゴーニュ ピノ・ノワー

ル　キュヴェ・プレス

ティージュ

4 ページ



色

白

白

白

白

白

白

赤

Bourgogne Aligoté

ブルゴーニュ・アリゴテ

2017 シャルドネ

2017 アリゴテ

バレルでアルコール発酵を行い、木樽と

ステンレスタンクで12ヵ月熟成させ

る。その後、ステンレスタンクにて6カ

月間更に熟成し｡瓶詰。新樽やフィル

ターの使用を極限まで抑えた。

エレガントなミネラル感を表現して

いるピュリニー･モンラッシェのアリ

ゴテから仕込まれたこのキュヴェは､

樹齢約70年と約20年のブレンド｡

2016年は熟度の高い果実味とクリス

ピーな風味｡旨みの詰まった芳醇な味

わいに､豊かなミネラル感が混じるワ

ンランク上のアリゴテです｡

参考上代

Puligny 1er Cru                   «Les

Folatières»

ピュリニー・モンラッシェ

レ・フォラティエール

シャルドネ

2017 シャルドネ

Bourgogne Chardonnay

ブルゴーニュ・シャルドネ

Puligny 1er cru

"Clos de la Truffière"

ピュリニー・モンラッシェ

クロ・ド・ラ・トリュフィエール

2017

2017 シャルドネ

Bourgogne Pinot Ｎoir

"Mathilde"

ブルゴーニュ ピノ・ノワール

 “マチルド”

2017 ピノ・ノワール

Puligny Montrachet

ピュリニー・モンラッシェ

商品名 ヴィンテージ 品種 醸造・発酵

バレルで発酵を行い、樽とステンレ

スタンクで12ヵ月熟成させる。その

後、ステンレスタンクにて6カ月間更

に熟成し瓶詰。新樽やフィルターの

使用を極力抑えた。

ピュリニー・モンラッシェ村の5つの

区画のブレンドしたこちらは白桃や

白い花をおもわせる華やかなアロマ

と、高い凝縮度と綺麗な酸、ミネラ

ルを感じる味わい。時間の経過と共

にじわじわと旨みが増す満足度の高

い仕上りです。

手摘み後、プレスにかけ20HLと

300Lのオーク樽で発酵、12カ月熟成

させる。ステンレスタンクに移し更

に６カ月熟成。新樽やフィルターの

使用を極力抑えた。

村の最上部にある銘醸1級畑｡2016年

は白い花やヘーゼルナッツなどの複

雑な香りに､驚くほど滑らかな舌触

り｡しっかりとしながらも極めて優し

いミネラル感が､非常に長い余韻に幾

重にも広がりエレガンスの極み｡

手摘み後、プレスにかけ20HLと

300Lのオーク樽で発酵、12カ月熟成

させる。ステンレスタンクに移し更

に６カ月熟成。新樽やフィルターの

使用を極力抑えた。

こちらは７つの村名区画（最高樹齢

約70年を含む）のブレンドキュ

ヴェ。芳醇な果実味と輝くミネラル

感。ブノワ・アントならではのエレ

ガンスが最もバランスよく表現され

た1本です。

手摘みされ、ステンレスタンクにて

発酵をしプレス。オーク樽での熟成

は１８ヶ月。その後、ステンレスタ

ンクにて更に６カ月熟成。新樽や

フィルターの使用を極力抑えた。

環境保全に留意した栽培方法を用いる、３haの畑

のピノ・ノワールで、1975年と1998年に植樹さ

れた。元々、この畑のブドウは、ルイ・ラトゥー

ルに売られていた。ピュアでエレガントなチェ

リーの香りに、ほのかなスパイスのニュアンスが

ある。酸のしっかりとしたバックボーンがあり、

酸にはピュリニィの生産者らしさが出ている。繊

細な旨味を持ち、アントの血統が感じられるピ

ノ・ノワール。

Chassagne Montrachet

«Les Houillères»

シャサーニュ・モンラッシェ

レ・ズィイェール

2017 シャルドネ

手摘み後、プレスにかけ20HLと

300Lのオーク樽で発酵、12カ月熟成

させる。ステンレスタンクに移し更

に６カ月熟成。新樽やフィルターの

使用を極力抑えた。

このキュヴェは57％のヴィラージュ

と43％の1級トリュフィエールをブレ

ンドした他に類を見ない非常に珍し

い物。芳醇な果実味と豊かな酸とミ

ネラル感が高次元で融合した味わ

い。時間の経過とともに変化する表

情が魅力的です。

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・ボーヌにある人口わずか380人の小さな村、AOCピュリニー・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

ニー・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。ピュリニー・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。

手摘み後、プレスにかけ20HLと

300Lのオーク樽で発酵、12カ月熟成

させる。ステンレスタンクに移し更

に６カ月熟成。新樽やフィルターの

使用を極力抑えた。

香り・味わい

村の最上部にある銘醸1級畑｡2016年

は白い花やヘーゼルナッツなどの複

雑な香りに､驚くほど滑らかな舌触

り｡しっかりとしながらも極めて優し

いミネラル感が､非常に長い余韻に幾

重にも広がりエレガンスの極み｡

NO IMAGE
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色

白

赤

ロゼ

白

赤

商品画像

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AＯC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、手摘みのブドウは野生酵母で発酵させます。又、彼はステンレスタンクとオーク樽を所有。樽は彼の祖父の所有する森から職人と相談して木を

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 Chênes（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。

Les Chênes Blanc

レ・シェーヌ・ブラン
2017

ソーヴィニョン

ブラン

商品名 ヴィンテージ 品種 醸造・発酵 香り・味わい

ー

Les Chatillons

レ・シャティヨン
2018 ピノ・グリ 100％

温度設定17度で野生酵母でアルコール

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。SO2: 83mg/L

淡い色調、サーモンピンク、ピノグリ特有の

色合い。アプリコット、白桃やライチ。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

ー

Les Pierres Plates Blanc

レ・ピエール・プラート・ブラン
2018

ソーヴィニョン

ブラン

空気圧（プニュマティック）プレス後、温度

設定17度で野生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7ヶ月熟成させる。

SO2: 77mg/L

淡い金色。豊かな花や果実の香り、アカシア

やグレープフルーツ、タンジェリン。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、複雑かつ濃厚な味わい、アル

コールと酸味のバランスも丁度よい

ー

野生酵母で、オーク樽にてアルコール発

酵後、400ℓの新樽、1年樽、2年樽、3

年樽にて熟成し、アッサンブラージュ。

SO2: 45mg/L

花梨とバニラの素晴らしい香り、複雑な

香り。バランスの良い味わい、綺麗に長

く持続する余韻。

参考上代

Les Pierres Plates Rouge

レ・ピエール・プラート・ルー

ジュ

2018 ピノノワール

低温マセラシオン、温度設定20度で野

生酵母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ヶ月瓶内熟成させる。SO2: 23mg/L

輝きのある鮮やかな赤。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。

ー

Les Chênes Rouge

レ・シェーヌ・ルージュ
2017 ピノ・ノワール

低温マセラシオン、温度設定23度で野

生酵母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、

12ヶ月樽熟成、その後、更に1年瓶内熟

成させる。SO2: 43mg/L

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。

ー
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色

白

白

白

白

白

赤

赤

¥5,200

ゲヴュルツトラミ

ネール100％

フランス製のトノーと呼ばれるカスク

で、自然に発酵が始まります。まず荒い

澱を澱引きし、細かい澱と共に乳酸発酵

を経ます。その後、短期間の瓶内熟成が

なされます。SO2: 106mg/L

麦わらの様な黄色で、クリアー。グラスに残る

レッグスでアルコールの高さがわかります。フ

ルーティーなノーズはエキゾチックな含みを持つ

多層のアロマを示し、口に含むと酸味を伴った複

雑さを示し、余韻は長いです。辛口に仕上げるこ

とで、このワインには華奢で女性的な特徴が出て

います。

¥5,800

¥4,500

ラグレイン100％

発酵、熟成は木樽で行い、2／3をフレ

ンチオークの小樽で、残りを500Lの古

樽を使用します。熟成は澱と共に20ヶ

月間かけて行い、その後瓶内熟成がなさ

れます。SO2: 75mg/L

非常に辛口のワインで、乳酸発酵の後も花の

様な含みを持つアロマが保持され、ヴェル

ヴェットの様なスムーズさがあります。深い

色調で、プラムやブラックベリーのアロマに

微かに捉えられるダークチョコレートと樽か

らの繊細なヴァニラの香り。

SCHUTTERSTEIN Pinot Blanc

シュッタ―シュタイン

ピノ・ブラン

2018 ピノ・ブラン 100％

発酵と醸造は、２０度で、ステンレスス

ティールタンクの粗い澱の上で６ヶ月間

かけて行われます。SO2: 87mg/L

ピノ・ブランは、南チロルのウンターランド

で最も重要な品種の一つです。豊かな風味の

ために知られています。全ての方角に向いて

いる海抜２５０メートルの高さにある畑の土

壌は、班岩を覆っている、粘土質の砂を含む

石灰岩の破片です。

¥3,800

Baron Longo バロン・ロンゴ　イタリア/アルト・アディジェ（南チロル）　　

１７世紀より、ワインを造ってきたバロン・ロンゴ家。その歴史は、一時途絶えましたが、弱冠３３歳のアントン・ロンゴ男爵によって再開されました。彼は、2017年より有機栽培を

取り入れ、ロンゴ男爵家のワイン造りの伝統に新しい息吹を吹き込んでいます。

古い畑は、海抜240m～1,040mの高さにあり、南チロルの南部にある、絵画のようなヴィラ・カステレッロ周辺にある自然公園に広がっています。ここは、芸術的、歴史的な価値を持

つロンゴ家の館の敷地内で、ワイナリーも併設されています。ロンゴ男爵家の哲学は、忠誠、勇気、先見の明という家訓に示されており、この家訓は、高貴でエレガント、滑らかでナ

チュラルなワインの中に表現されています。穏やかでありながら、力強いパッションと正確さが同居する、まるでアントン氏の人柄を表しているようなワインです。

商品画像 商品名 ヴィンテージ 品種 醸造・発酵 香り・味わい

このピノ・グリは、トノーと呼ばれる

500Lの樽で熟成され、若いうちに飲む

こともできますが、素晴らしい熟成のポ

テンシャルも持ちます。最適なサーブ温

度10℃です。SO2: 137mg/L

ピノ・グリは南チロルでは１９世紀の終わりから栽培さ

れています。とりわけ、ウンターラント地方では非常に

人気の高いワインです。最近のブドウの仕立てでは、グ

イヨーシステムが使われており、除葉などは丁寧に手作

業で行われています。ピノ・グリは、バロン・ロンゴの

砂利質の畑のような石灰質土壌で最も良く育ちます。バ

ロン・ロンゴの畑は海抜230mにあり、土壌は最氷河時

代末期に遡ります。

¥5,800
MEANBERG Pinot Gris

メアンベルク ピノ・グリ
2017 ピノ・グリ 100％

2016

参考上代

HOHENSTEIN Gewürztraminer

ホーヘンシュタイン

ゲヴュルツトラミネール

2017

FREIDBERG Lagrein

フライドベルク ラグレイン

LIEBENSTEIN Cuvée Blanc

リーベンシュタイン

キュヴェ・ブラン

2017
シャルドネ

ピノ・ブラン

海抜250メートルの高さにある畑の土壌は、

斑岩とこれを覆っている粘土質の砂の堆積物

からなります。フランス製のトノーとバリッ

クで発酵を行い、まず荒い澱を澱引きし、細

かい澱と共にマロラクティック発酵を経ま

す。その後、短期間の瓶内熟成がなされま

す。SO2: 105mg/L

繊細でクリアーな黄金色。グラスに残るレッグス

でアルコールの高さがわかります。フルーティー

な香りにエキゾチックなフレーバーで複雑のある

味わいで余韻は長いです。非常に辛口。揚げた

魚、きのこ料理とグリルしたラムやキジ、ハード

チーズなどと好相性。ブルゴーニュを彷彿とさせ

る味わい。

¥5,800

WELLENBURG Cabernet

Sauvignon & Merlot Cuvée

ヴェレンブルク カベルネS

＆メルロー・キュヴェ

2017
カベルネＳ８０％

メルロー２０％

樹齢60年のブドウを南チロルではクラ

シックなぺルゴラで仕立てています。プ

レスは慎重に行われ発酵は自然に行われ

ます。熟成はフレンチオークの小樽で澱

と共に20ヶ月間行い、その後瓶内熟成

がなされます。SO2: 72mg/L

カシスやベリー系果実の香りとともに微かに

香る樽由来のヴァニラ香、コーヒーやペッ

パーのトーン。メルローからもたらされる柔

らかさは、ボディーを重すぎないエレガント

なものにしている。

¥5,800

SICHlBURG Solaris

ズィッヒルブルク

ソラリス

2018 ソラリス 100％

海抜1,040ｍ、火成岩（斑岩）土壌で自然公

園の中に位置します。収量は１ヘクタールあ

たり2,500kgととても少ない。糖度を低く保

つ為、4回に分けて収穫を行う。6か月間荒い

澱の上で自然発酵させた後、短期間の瓶内熟

成がなされます。最適なサーブ温度は10℃。

SO2: 63mg/L

ソラリスはフィロキセラに耐性のある絶滅品

種で2001年より保護品種認定。1975年に開

発されたMerzling（Seyve-Villard5276と

リースリング×ピノ・グリ）とGM6493

（Zarya Severaとミュスカ）の交配品種で

早熟なのが特徴。酸と果実味のバランスが良

くとてもフレッシュな飲み心地。

NEW
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色

赤

赤

赤

赤

赤

赤

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ブドウ畑から、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、中容量のスラヴォニアンオーク樽のみ

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。ブドウの木は高く、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。

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　　

2008
Barolo Riserva

バローロ・リゼルヴァ

Barbaresco Riserva

バルバレスコ・リゼルヴァ
2007

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。

¥2,800

ドルチェット

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

た後、30～50hlのスラヴォニアンオーク樽で

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。SO2: 131mg/L

Piemonte Rosso

ピエモンテ・ロッソ

Langhe Nebbiolo

ランゲネッビオーロ
2009

Barbera d'Alba Superiore

バルベーラ・ダルバ

スーペリオーレ

2017

品種 醸造・発酵 香り・味わい 参考上代

ネッビオーロ90％

バルベーラ5％

ドルチェット5％

室温で約20～25日間、野生酵母で発酵

させる。セメントタンク内で清澄させそ

の後、約12ヶ月、中～大容量のスラ

ヴォニアンオーク樽で熟成させる。

SO2: 86mg/L

商品画像 商品名 ヴィンテージ

2011

薄紫がかったルビー色の外観。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。

¥2,800

ネッビオーロ

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のスラヴォニアンオー

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。

SO2: 91mg/L

とても澄んだガーネット、エッジは

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

Dolcetto d'Alba Superiore

ドルチェット・ダルバ

スーペリオーレ

2017

バルベーラ

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

のスラヴォニアンオーク樽で熟成。その後、

ノンフィルターで瓶詰めし６カ月瓶内熟成。

清澄、濾過作業はしない。

SO2: 142mg/L

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。

¥3,200

ネッビオーロ

100％

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。

SO2: 85mg/L

ネッビオーロの繊細さ調和した余韻の長

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。

¥4,000

ネッビオーロ

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のスラヴォニアンオー

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。

SO2: 54mg/L

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
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色

白

赤

赤

¥3,500

Azienda Agricola EUCALIPTUS di Dario di Vaira アジエンダ・アグリコラ・エウカリプトゥス・ディ・ダリオ・ディ・ヴァイラ　イタリア/トスカーナ

エウカリプトゥスは、2008年にダリオ・ディ・ヴァイラ氏によって設立。彼の父パスクァリオは、1960年よりブドウ栽培を行っており、自社畑で生産されたブドウは、一部アンティ

ノリ家に販売されたり、生産したワインはバルクで販売されていました。1982年生まれのダリオが率いるエウカリプトゥスは、２０ヘクタールを所有し、うち４ヘクタールはブドウ畑

でした。５ヘクタールはオリーブ畑、残りは、木が生い茂り、また果樹園もあります。同時に、近代的な計画も始まり、新しく、小さくはありますが、近代的で機能的なセラーができ

ています。これによって、全ての道具を購入し、畑でのプルーニングから醸造、清澄、ボトリング、パッケージまで、自社で行い、各々のプロセスにおける品質コントロールが可能に

なっています。各々のステップにおけるタイムリーな対応、安全性を確約し、そのヴィンテージで到達できる最高の品質にフォーカスできるという恩恵があるのです。ワイナリーは、

ボルゲリの採掘場の北、ボルゲリ通りに沿ってあり、マガツィーノエリアです。所有する畑の土壌の特徴は、ボルゲリ通りの西にある、プントーネエリアのゴロゴロとした大きな石混

じりの砂質ローム粘土、ボルゲリ通りの東にあるクラリーチェ農場の粘土に富む石灰質土壌など、驚くべき多様性があります。ブドウ栽培の管理では、オーガニック栽培で使用される

防御システムを利用します。リュット・レゾネを実践し、最も困難なヴィンテージでも硫酸銅の使用は避けます。

商品画像 商品名 ヴィンテージ 品種 醸造・発酵 参考上代

Le Pinete Bolgheri Vermentino

DOC

レ・ピネーテ ボルゲリ

ヴェルメンティーノ

2018

Clarice Bolgheri Rosso DOC

クラリーチェ・ボルゲリ・ロッソ
2016

メルロー50％、カベル

ネS40％、シラー10％

醸造は温度・湿度管理の下、熟成はフレ

ンチオークで9ヶ月、ボトリング後の瓶

内熟成を4～6ヶ月行う。

SO2: 64mg/L

しっかり熟した果実味と力強いタンニ

ン。カカオやロースト香に黒系果実の甘

やかな香り。グリルした肉、ジビエ、ペ

コリーノチーズやトスカーナのプロ

シュートやサラミ

ヴェルメンティーノ

90％、ヴィオニエ

10％

風味とアロマの抽出のため６時間以内で

スキンコンタクトを行う。醸造はステン

レスタンクで４ヶ月。バトナージュを１

０日毎に行う。全作業を温度管理のもと

で行う。ボトリング後、最低３ヶ月熟

成。SO2: 150mg/L

柑橘系のすっきりとした果実味に少し苦

みを感じるアフター。ヴィオニエの華や

かさがアクセント。シーフードアペタイ

ザー、野菜＆魚のパスタ、トスカーナの

リボリータのようなスープ、魚介類ベー

スのお料理と合う。

¥2,900

香り・味わい

Ville Rustiche Bolgheri

Superiore DOC

ヴィッレ・ルスティケ

ボルゲリ・スーぺリオーレ

2016

カベルネS60％、メル

ロー30％、プティ・

ヴェルド10％

醸造は温度・湿度管理の下、フレンチ

オークで15ヶ月（新樽率80％）、

ボトリング後の瓶内熟成を12ヶ月行

う。　　　　　　SO2: 79mg/L

よく煮込まれたソースのパスタ、赤身の

肉、ジビエ、イノシシ、ペロリーノチー

ズのような熟成の利いたチーズ、熟成さ

れたサラミやプロシュート

¥6,800
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色

赤

赤

赤

赤

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

2015

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

で発酵。地下セラーで一定の温度下で中

小サイズのフレンチオーク樽にて34ヶ

月間熟成、更に瓶内熟成2年間。

SO2: 85mg/L

伝統的なトスカーナ料理、赤身の肉、鹿

肉、チーズと合う。
¥5,500

商品画像 商品名 ヴィンテージ 品種 醸造・発酵 香り・味わい 参考上代

Chianti Colli Senesi

キャンティ・コッリ・セネージ
2017

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、ステンレスタンクで発

酵。マロラクティック発酵後、3,000

リットルのフレンチオーク樽で1年間熟

成、更に瓶内熟成1年間。

SO2: 108mg/L

伝統的なトスカーナ料理、グリルした肉

や白身、赤身のロティサリー料理、チー

ズに合う

¥2,500

Rosso di Montepulciano

ロッソ・ディ・モンテプルチアー

ノ

2016 ¥2,800

Vino Nobile di Montepulciano

ヴィーノ・ノビレ・ディ

モンテプルチアーノ

2015

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発

酵。地下セラーで一定の温度下で中小サ

イズのフレンチオーク樽にて2年間熟

成、更に瓶内熟成1年間。

SO2: 118mg/L

伝統的なトスカーナ料理、赤身の肉、鹿

肉、チーズと合う。
¥3,800

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、ブドウ畑の中にあります。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。

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、ステンレスタンクで

発酵。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。

SO2: 98mg/L

トスカーナ料理の前菜やメインに合う。
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色

白

白

ロゼ

赤

赤
Capinera dell’Etna

カピネラ・デル・エトナ
2011

ネレッロ・

マスカレーゼ80％

ネレッロ・

カップッチオ20%

醸造はステンレスタンク内で20～22度

に温度管理された15～20日間行い、そ

の後ステンレスタンク内で12ヶ月熟成

させ、さらに12カ月瓶内熟成を行う。

SO2: 56mg/L

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

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

レスタンクでスキンコンタクトをし

たのち、13～14℃でソフトプレスし

発酵させる。瓶内でも少なくとも3ヶ

月熟成させる。

SO2: 80mg/L

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

Etna Bianco

エトナ・ビアンコ
2016

カリカンテ60％

カタラット40%

10月1週目～２週目のうちに収穫、

20～22℃に温度管理されたタンクで

発酵。その後、8ヶ月～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。

SO2: 80mg/L

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。

Nerello Mascarese

Etna Rosso

ネレッロ・マスカレーゼ

エトナ・ロッソ

2015
ネレッロ・マスカ

レーゼ100％

醸造はステンレスタンク内で20～22度

に温度管理された15～20日間行い、そ

の後ステンレスタンク内で12ヶ月熟成

させ、さらに12カ月瓶内熟成を行う。

SO2: 85mg/L

深い赤。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。ハードチー

ズ、ローストプライムミート、黒

豚。大きなゴブレットグラスでも相

性が良い。

¥3,200

商品名 ヴィンテージ 品種 醸造・発酵 香り・味わい 参考上代

Mamma Etna Rosato

マンマ・エトナ・ロザート
2017

ネレッロ・マスカ

レーゼ100％

10月1週目～２週目のうちに収穫、

20～22℃に温度管理されたタンクで

発酵。瓶内で4ヶ月熟成させる。

SO2: 103mg/L

サンザシとオレンジの花の香り。ド

ライで酸味のバランスが心地よい。

若くフレッシュでいきいきとした味

わい。ハーブのニュアンスで爽やか

な余韻。

生の魚料理、カニ・エビなどの甲殻

類やたこやいかなどと相性が良い

¥3,600

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にあります。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３

２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。地場のブドウ品種とエトナ山の熟練のワイン生産者の粘り強さが、最も魅力的で険しい地域で造られるエトナのワインです。ブドウ畑では、エ

トナのワインを作るのに不可欠な土着品種、カリカンテ、カタラット、ネレッロ・マスカレーゼ、ネレッロ・カプッチョを栽培しています。現時点で平均樹齢を基に2種類のブドウを

区別することができます、多くのブドウの平均樹齢は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植樹しています。

商品画像

¥3,200

Asia

アジア
2014

カタラット80％

カリカンテ20％
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色

白

白

白

白

赤

赤

赤

赤

白

赤

赤

赤

赤

Yasmin  White

ヤスミン ホワイト
2018

シャルドネ、

ソーヴィニョン・ブラン

収穫されたブドウは夜ワイナリーへ運び込まれ、

圧搾後 ステンレスタンクで12日間、低温発酵を

行う。これはこの品種のフルーティーな香りを保

つ。これにより、アロマの優しさが保たれ、バラ

ンスの取れた酸味のある軽いワインを作ることが

できます。

アロマティックでフルーティなワイン。リッチで

爽やかな白いフルーツ、メロン、トロピカルフ

ルーツのフレーバー。

¥2,000

香り・味わい 参考上代

Yasmin Red

ヤスミン・レッド
2018

カベルネ・ソー

ヴィニョン、

メルロー

タンニンの柔らかさとフルーティーなアロマを穏

やかなオークの香りとともに引き出します。 温

度を制御して6～10日間の比較的短い発酵を行う

ことで、このフレーバーとアロマのバランスを実

現します。

豊かな果実味と、ブラックプラム、スパイス、

オークのフレーバー。 洗練されたボディとバラ

ンスの取れた酸味を持ち、若いうちから楽しむこ

とができます。

¥2,000

ふくよかな果実味と複雑さを感じさせるフルボ

ディタイプ。バランスの良い酸味と長い果実味の

余韻が素晴らしい。すでに飲み頃だが、あと数年

熟成させても楽しめるワイン。

ワインメイカーが最良の土地、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、ゆっ

りと発酵させた後、フレンチオーク樽で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。

ルーサンヌ60％

マルサンヌ40％

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、ガリラ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

ドウ樹を揃え、ナパ・ヴァレーから熟練したワインメイカー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 ヴィンテージ 品種 醸造・発酵

¥3,800

柔らかく円熟した優しいタンニン、ふくよかな果

実味とバランスの取れた酸味にスパイシーで長い

余韻のあるフルボディタイプ。カシス、ブラック

プラム、ナッツや地中海系ハーブの香り。すでに

飲み頃ではあるが、熟成した後が楽しみなワイ

ン。

収穫は手摘みで行い、ブドウは除梗される。

発酵は約10日間で行い、フレンチオーク樽で

18ヶ月熟成（新樽50％）。清澄はせずに瓶

詰前に粗い濾過をする。

カベルネ

ソーヴィニョン
2016

2017 メルロー

収穫は手摘みで行い、ブドウは除梗される。

発酵は約10日間で行い、フレンチオーク樽で

18ヶ月熟成（新樽50％）。清澄はせずに瓶

詰前に粗い濾過をする。

優しく滑らかなタンニン、ふくよかな果実味

にバランスの取れた酸味。プラムやブラック

チェリー、炒ったコーヒー豆やスパイスの香

り。３～８年の熟成を経て、複雑身と個性的

な果実味に仕上がります。すでに飲み頃では

あるが、熟成した後が楽しみなワイン。

¥3,800

2015

Special Reserve White

スペシャル

リザーヴ・ホワイト

¥2,600

¥7,800

¥2,600

¥2,600

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、品種のフ

ルーティかつスパイシーな特徴を維持するために、低温

で醸し作業を行います。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。

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、品種の芳醇な果

実味を留めるため低温で醸し作業。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、8ヶ月間熟成後に瓶詰め。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。

Shiraz

シラーズ
2018 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、ただちに実を潰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く仕上げることに大きく貢

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

Sauvignon blanc Upper Galilee

ソーヴィニヨン・ブラン

アッパー・ガリラヤ

2018
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、直接圧搾され冷却されます。その後、

１１度という低温の中、ゆっくりと発酵が行われ

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します。

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。

¥2,600

Chardonnay Upper Galilee

シャルドネ

アッパー・ガラリヤ

2018 シャルドネ

早朝に収穫されたブドウをプレスした後、ステン

レスタンクで低温発酵。熟成は半分をフレンチ

オークで、半分をステンレスタンクで行う。

グレープフルーツなどの柑橘の清涼感とトロピカ

ルフルーツを思わせる熟したニュアンスを併せ持

つ。樽からもたらされるクリーミーなニュアンス

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。

¥2,600

Cabernet Sauvignon

カベルネ・ソーヴィニヨン
2018

カベルネ

ソーヴィニョン

Reserve Petit Syrah

リザーヴ・プティ・シラー
2017 プティ・シラー

Merlot

メルロー
2019 メルロー

Reserve Cabernet Sauvignon

“Lebanon Vineyard”

リザーヴ

カベルネ・ソーヴィニョン

Reserve Chardonnay

Manara Vineyard

リザーヴ・シャルドネ

2018 シャルドネ

Reserve Merlot

Manara Vineyard

リザーヴ・メルロー

¥3,800

Reserve Marselan

リザーヴ・マルセラン
2015

マルセラン100%

（カベルネとグル

ナッシュの交配品

種

マルセランはイスラエルでも比較的新しい品種

で、Recanatiでは、2012年にこの品種の最初の

収穫。樹勢の強いブドウの収穫量を減らすために

は選定を十分に行う。ワインはフレンチオーク樽

で12ヶ月間熟成（新樽50％）粗いろ過をし瓶詰

め。

特徴のある花の様な香り、丸みのあるタンニン、

ベリー系の果実味と地中海のハーブの香りが広が

る。パーカーポイント９０。

¥3,800

収穫は手摘みで行い、ブドウは除梗される。

発酵後、フレンチオーク樽で12ヶ月熟成（新

樽50％）。清澄はせずに瓶詰前に粗い濾過を

する。

濃い色調と力強いタンニンが特徴的なプチ・シ

ラーを使用した、果実味豊かで円熟した味わい。

紫や青がかった色調。様々なベリー、チョコレー

ト、スパイスにクルミなどの甘美な味わいが印象

的です。

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。フレンチ

オークで9カ月熟成。

9か月フレンチオークにて熟成。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。

¥3,800

NEW

NEW

12 ページ



色

ー

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 ヴィンテージ 品種 醸造・発酵 香り・味わい 参考上代

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

ー ー

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。

¥25,000

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　
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200ml

￥3,400

700ml

￥6,800

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。

ＡＭＡＲＯ　ＤＩ　ＥＲＢＥ

ＴＲＩＥＳＴＥ

アマーロ・ディ・エルヴェ

トリエステ

ー ー

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。

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。

参考上代商品画像 商品名 ヴィンテージ 品種 醸造・発酵 香り・味わい
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