ワインはアートである！

もしも人生において感動することがなけ
れば私たちは無味乾燥な日々を過ごすこ
とになるだろう。

（目次 輸入元別）
P5

株式会社エスプリデュヴァン（ワイン専門平野弥自社輸入）

P35

株式会社フィネス

P60

è Vino（エヴィーノ）

P75

野村ユニソン株式会社

P81 ラシーヌ

店頭販売ワインリスト

2016 年 7 月

ワイン専門平野弥

i

ワインの美学を求めて
世の中に味覚的に満足できる美味しいワインは多く存在している。しかし、この味覚的な
世界の奥に≪もうひとつの精神的な感動の世界≫が存在することは、あまり知られていな
い。前者は、美食の世界であり、また、人それぞれの味覚の違いにより十人十色の世界であ
る。レストランがいくらミシュランで星を取ったとしても、その料理は人々の嗜好の多様性
に勝ることはできない。後者は、人々の嗜好性を超えた精神的感動の世界であり絶対的世界
である。
では、この≪もうひとつの精神的な感動の世界≫へは、どのようにしたらたどり着くこと
が出来るだろうか？
第一の条件は、生産者のセラーで保管されているワインとほぼ同等の完璧な状態のワイン
を得ることである。ワイン専門平野弥が輸入ワインのコンディションにこだわるのは、この
ワインが表現する精神的世界に価値を見出しているからだ。
そして第二の条件は、飲み手が≪ワインをひとつの作品として観ること≫である。

ワインをひとつの作品として観ること
ワインをひとつの作品として観るということにたいして、それほど簡単なことでは無い
と考える人がいるかもしれない。また、ワインスクールなどで勉強した方々とワインの話を
するときに、葡萄品種や新樽率などの知識から質問されることが多い。
このような方々に提案したいことは、ワインの知識を捨てて心を無にしてワインと向き
合うことである。そして、ワインをテイスティングして≪一言でこのワインを表現すること
≫を試みてほしい。心を無にして目の前のグラスに注がれたワインの本質から全てを表現
する言葉を捜してみることだ。そうすれば、自ら道は開かれるであろう。
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精神的な感動の世界の入り口へ
ワインの香りをかいだ瞬間にぱっと目の前に世界が広がることがある。そこには、視覚的
なイメージの世界が広がっている。夏の晴れた日の草原であったり、山間を流れ落ちる清水
の瑞々しさであったり、冬のしんしんと凍てついた空気がほほを切るような流れであった
りする。この香りから想起される視覚的な世界に自らの魂を解き放つこと。この視覚的な世
界に自分自身の精神が入っていくことを意識してほしい。
香りがひとつの空気の流れのように色彩のグラデーションのように感じた瞬間にあなた
はワインが描く精神的な感動の世界の入り口にはいったことを意味する。あとは、ワインが
描く世界に浸り精神的な感動と味覚的な感動が織り成す世界を堪能すればよいのである。

ワインとお料理の超マリアージュの世界
ワインをひとつの作品とらえてお料理のマリアージュと考えるときに、お料理も同様に
ひとつの作品として観ることができる。そして、そこには新たに超マリアージュの世界が広
がっている。
ワインが表現する世界と料理人独自な芸術的世界との調和こそ、素晴らしい感動を私た
ちに与えてくれるだろう。この二つの世界が織り成し、重なり合ったり、合一したりする様
相は、超マリアージュの世界と呼ぶことにふさわしい感動的な世界といえるのです。
【一般的にワインとお料理のマリアージュと言う場合に、ワインの品種と料理の素材か
らアプローチする場合が多いです。
】

ワイン専門平野弥のワインリスト
この度、編集しましたワインリストは、上記のようなコンセプトでワインをお選びしまし
ました。世界に数多あるワインの中からセレクトしたワインを是非、お楽しみください。
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ワインの保管とサーヴィスの仕方
【以下の項目は一般に流通しているワインには適応できませんのでご注意を願います】
ワインのもつ精神的な感動の世界を表現するためには、いくつか気をつける点がござい
ます。
とくに輸送過程で一度も 20 度以上の環境におかれていないこれらのワインは、一般のワ
イン市場にあるワインとはさまざまな点で異なります。

ワインの保管について
①

セラーでの保管について、コンプレッサー式のワインセラー（一部を除く）で
は、庫内を流れる冷気が強いためワインの風味が壊れてしまいます（低温劣化）
。
防御策として、断熱性を高めるためにボトルを新聞紙で包んで保管することをお
薦めします。

②

冷蔵庫で保管する場合には、野菜室がお薦めです。普通の冷蔵ですと温度が低
すぎて低温劣化を惹き起こします。

ワインのサーヴィスについて
ワインの飲用温度について
リスト中の飲用温度の表記は、一般的な基準を記載しております。しかし、よ
り厳密には、それぞれのワインによって微妙に適温がことなります。例えば、ド
メーヌ・ジャン・フルニエのブルゴーニュ赤ですと 15℃くらいから徐々に温度を
上げていくのが最適ですし、ドメーヌ・クロード・デュガのワインは、18℃くら
いから 21℃くらいまで徐々に温度を上げていくのが良いです。
急激に冷やすと風味のバランスを崩します！
白ワインやシャンパーニュを冷やす場合に氷水に入れて急激にボトルの温度
を下げると風味のバランスを崩します。氷水で冷やす場合には、氷を少なめにゆ
っくりと下げてください。あるいは冷蔵庫に 5 分程度の短時間で冷やしてくださ
い。また、抜栓後にお飲みになっている過程で温度が上がった場合にも、ゆっく
りとボトルの温度を下げてください。赤ワインに関しても同様です。
ワイン専門平野弥
平野 光昭
店頭販売ワインリスト
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L'Alsace (アルザス)
ショフィット

生産者: Schoffit

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

アルザス地方コルマールの街をはずれ、車で5分も走れば、ドメーヌ・ショフィットに到着します。周囲は住宅街
で、ドメーヌから葡萄畑までは、車で30分以上かかります。ドメーヌの設立は、1972年ですが、今日、高い評価と
名声を得ているます。現当主のベルナールは、ブルゴーニュ大学で醸造学を修めています。そのため、彼の造
るアルザスワインは、どこかブルゴーニュの一流の生産者に共通する品格を感じることがあります。
ドメーヌが所有する最上の畑は、アルザスの最南端タン（Thann）の街に存在するランゲンの畑で、この畑から、
リースリング種とピノ・グリ種、ゲヴュルツトラミネール種の三種類の葡萄から極上の甘口ワインが造られます。

商品番号 収穫年

ワイン名
アルザス ピノ・ブラン オーセロワ ヴィエイユ・ヴィーニュ

2014年 Alsace Pinot Blanc “Auxerrois” Vieilles Vignes

希望小売価格（税別）
¥3,200
白

店頭価格（税別）

\2,550
辛口

750 ml

白い花、梨の香り、口に含むと甘栗の甘味や銀杏のニュアンスも広がっていきます。酸は非常に豊か
でストラクチャーはしっかりとしています。鱧や蟹しゃぶといった優しい味わいの料理との相性が良い
です。
葡萄品種：ピノ・ブラン100％
飲用温度：8～10℃
アルザス シャスラ ヴィエイユ・ヴィーニュ
¥3,300
\2,600

2014年 Alsace Chasselas Vieilles Vignes

白

辛口

750 ml

ラムネのようなどこか懐かしい香りと味わいがあります。マスカット、花の香り、酸はおだやかでクリア
なワインですが、旨みの重心は下の方にあります。チーズフォンデュのように乳製品との相性は良い
でしょう。
葡萄品種：シャスラ100％
飲用温度：8～10℃
アルザス リースリング リューディー・アルト トラディション
¥3,600
\2,800

2012年 Alsace Riesling Lieu-dit Harth Tradition

白

辛口

750 ml

白ワインですが、このリースリングにはヴァイオレットの香りがあります。これが、ワイン全体に気品を
与えています。マスカット、キウイ、メロンといった黄緑色のフルーツのニュアンスがあり、ドライでクリ
アな味わい。塩の焼き鳥やふきのとうなどの春菜の天麩羅、シャルキトリーなど幅広い合わせ方が可
能です。
葡萄品種：リースリング100％
飲用温度：8～10℃
アルザス ピノ・グリ トラディション
¥3,900
\3,100

2013年 Alsace Pinot Gris Tradition

白

やや甘口 750 ml

桜餅に使われる道明寺粉の香りとニュアンス、和三盆の甘味もあります。そこにクミン、白胡椒といっ
たオリエンタル風のスパイスの要素も入ってきます。甘さはしっかりとありますが、酸は豊富なので味
わいがだれることはありません。
葡萄品種：ピノ・グリ100％
飲用温度：8～10℃
アルザス ゲヴュルツトラミネール キュヴェ・カロリン
¥3,900
\3,100

2013年 Alsace Gewurztraminer Lieu-dit Harth Cuvee Caroline

白

甘口

750 ml

グラスに注いだ瞬間にローズの香りが飛び込んできます。ライチ、白桃、オレンジなど様々なフルーツ
が浮かんきでます。糖度、アルコール、ミネラルともに強く余韻も長いので男性的な要素を持っている
ワインです。フォンダンショコラといった強めのチョコレートデザートが欲しくなります。
葡萄品種：ゲヴェルツトラミネール100％
飲用温度：8～10℃
アルザス・リースリング グラン・クリュ クロ・サン・テオバール
¥8,700
\6,900

2012年 Alsace Riesling Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald

白

甘口

750 ml

吟醸香、グリーン系のハーブの香り、マスカットの甘味があり渓流のミネラルも感じます。余韻が長く
続くのでフローラルなワインと言えます。糖度がしっかりとあるカボチャ料理と抜群の相性。
葡萄品種：リースリング100％
飲用温度：8～10℃

2016年07月
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L'Alsace (アルザス)
アルザス・ピノ・グリ グラン・クリュ クロ・サン・テオバール

2010年 Alsace Pinot Gris Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald

¥8,700
白

\6,900
甘口

750 ml

百合、ヴィオレット、金木犀などあらゆる花を合わせた様な芳醇でフローラルな香り、フルーツタルトの
ような甘味と豊富な酸とミネラル、口に含むと味わいは延々と広がっていきます。煌びやかでありなが
らどこか懐かしい味わいのあるワインです。
葡萄品種：ピノ・グリ100％
飲用温度：8～10℃
アルザス・ゲヴュルツトラミネール グラン・クリュ ランゲン“クロ・サン・テオバール”
¥9,000
\7,100

2013年 Alsace Gewurzttraminer Grand Cru Rangen Clos SaintTheobald

白

甘口

750 ml

ジャスミン、ライチ、薔薇、花梨等様々な香りの要素が複雑に混ざり合っている。酒質は非常に強くボ
リューム感があり、ミネラルも強い。糖度も高いのでショコラなどのデザートと合わせたい。
葡萄品種：ゲヴェルツトラミネール100％
飲用温度：8～10℃
¥12,000

アルザス・ゲヴュルツトラミネール グラン・クリュ ランゲン“クロ・サン・テオバール” ヴァンダンジュ・タ
ルティヴ
2011年 Alsace
Gewurzttraminer Grand Cru Rangen Clos SaintTheobald Vendanges Tardives

アルザス・ピノ・グリ グラン・クリュ クロ・サン・テオバール ヴァンダンジュ・タルティヴ

2008年 Alsace Pinot Gris Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald
Vendanges Tardives

アルザス・ゲヴュルツトラミネール グラン・クリュ ランゲン“クロ・サン・テオバール” SNG 【500ml】

2006年 Alsace Gewurzttraminer Grand Cru Rangen Clos SaintTheobald Selection de Grains Nobles【500ml】

アルザス・リースリング グラン・クリュ ランゲン“クロ・サン・テオバール” SNG 【500ml】

1998年 Alsace Riesling Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald
Selection de Grains Nobles 【500ml】

アルザス・ピノ・グリ グラン・クリュ クロ・サン・テオバール SNG キュベ・ラルム・ド・ラヴ 【375ml】

2005年 Alsace Pinot Gris Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald
Selection de Grains Nobles Cuvee Larme de Lave 【375ml】

2016年07月

白

¥12,000
白

¥15,000
白

¥15,000
白
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白
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\7,900
甘口

750 ml

\7,900
甘口

750 ml

\10,100
極甘口

750 ml

\9,900
極甘口

500 ml

\12,600
極甘口

375 ml

L'Alsace (アルザス)
アルザス・ピノ・グリ グラン・クリュ クロ・サン・テオバール SNG 【500ml】

2002年 Alsace Pinot Gris Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald
Selection de Grains Nobles【500ml】

2016年07月

¥18,000
白
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\11,800
極甘口

500 ml

Les Vins De Pays (ヴァン・ド・ペイ)
コント・ド・ロルジュリル

生産者: Comtes de Lorgeril

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ラングドックの地で１６２０年から続く歴史あるシャトー・ド・ペノエィエに住む彼らは、現在１０代目。ロルジュリル
の名を冠したのは１９２１年。ペノティエでのワイン造りが始まったのは１９８０年代で、１９８７年に現在の当主ニコ
ラスが就任した。
１９９２年にニコラスの妻であるミレンがディレクターとして加わり、この山の麓から偉大な南フランスのワインが生
まれるだろうと感じ、夫と共にこの地に留まっている。
南フランスに５つの不動産を所有し、流行に左右されることなく、それぞれの土地のテロワールの良さをできる
だけ自然に表現することに努め、ワイン造りをしている。

商品番号 収穫年

ワイン名
レ・テラス・シャルドネ ヴァン・ド・ペイドック

140402

2012年 Les Terrasses Chardonnay Vin de Pays D'Oc

希望小売価格（税別）
¥1,570
白

店頭価格（税別）

\1,300
辛口

750 ml

香りはレモン、ライム、洋梨、甘い蜜のような華やかな香りが広がります。フレッシュ＆フルーティーな
シャルドネです。
飲用温度8℃~12℃
食材を選ばずさまざまなお料理に合わせることができます。
ソーヴィニヨン・ブラン コント・ド・ロルジュリル

ヴァン・ド・ペイドック

2014年 Sauvignon Blanc Comtes de Lorgeril Vin de Pays D'Oc

¥1,700
白

\1,380
辛口

750 ml

レモン、ライム、洋梨、ハーブ、爽やかな日差しの中を歩いているような香りを感じ取れます。口に含
みますと果実味の甘さが広がりますがべったりしてなく爽快感があります。

シャルドネ コント・ド・ロルジュリル ヴァン・ド・ペイドック

2014年 Chardonnay Comtes de Lorgeril Vin de Pays D'Oc

¥1,800
白

\1,380
辛口

750 ml

香りはレモン、ライム、洋梨、甘い蜜のような華やかな香りが広がります。フレッシュ＆フルーティー
なシャルドネです。
飲用温度8℃~12℃
食材を選ばずさまざまなお料理に合わせることができます。

2016年07月
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La Champagne (シャンパーニュ)
アンドレ・ロベール

生産者: Andre Robert

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

アンドレ・ロベールの現当主ベルトラン・ロベール氏は、1977年から、この家族経営のワイナリーで働き始め、独
立シャンパーニュ生産者の会の会長を務めるなど、彼の造るシャンパーニュ同様、地元でも一目置かれる存在
として活躍しています。ベルトランの祖父アンリ・ロベール氏は1930年代に、この土地に多くのブドウ生産者を集
めて、高性能のプレス機を購入するなど、醸造テクニックを向上させようという、現在の協同組合の元となるもの
を造った人物としても有名です。
所有する畑はコート・デ・ブランでも最良のシャルドネを生産するとされる、本拠地ル・メニルの畑で、小高い丘
の中腹に位置しています。

商品番号 収穫年

ワイン名
アンドレ・ロベール ポリーヌ 【375ｍｌ】

5149

5144

NV Andre Robert Ｐａｕｌｉｎｅ 【375ｍｌ】

希望小売価格（税別）
¥3,800
白

店頭価格（税別）

\3,000
辛口

375 ml

黄色い花の香り、干し柿、栗、スイートポテト、ナッツのニュアンスがあります。酸がしっかりとしていて
ミネラルも豊富。クラシックな造りと構成ですが、味わい的にはカジュアルで飲みやすくなっています。
ドサージュは8ｇ/ℓ
葡萄品種：ピノ・ムニエ70％、シャルドネ30％
飲用温度：8～10℃
アンドレ・ロベール ブリュット・レゼルヴ グラン・クリュ 【375ml】
¥4,500
\3,600

NV Andre Robert Brut Reserve Grand Cru 【375ml】

白

辛口

750 ml

非常に柔らかくクリーミーな泡立ち、初夏の牧場の草原を思わせるグリーンの香り、洋梨や白桃、シャ
ルドネの優しい甘味が口に広がります。クラシックな味わいです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8～10℃
¥6,500

アンドレ・ロベール ポリーヌ

5148

NV Andre Robert Ｐａｕｌｉｎｅ

白

\5,000
辛口

750 ml

黄色い花の香り、干し柿、栗、スイートポテト、ナッツのニュアンスがあります。酸がしっかりとしていて
ミネラルも豊富。クラシックな造りと構成ですが、味わい的にはカジュアルで飲みやすくなっています。
葡萄品種：ピノ・ムニエ70％、シャルドネ30％
飲用温度：8～10℃
¥6,500

アンドレ・ロベール ヴォリュプテ

5150

NV Andre Robert Volupte

白

\5,000
辛口

750 ml

泡立ちが強くキレがあります。和三盆の優しい甘い香りがあり、酸味はレモンのように強い柑橘系の
様。まるでレモンをしっかり利かせたベイクドチーズケーキようなシャンパーニュです。
葡萄品種：ピノ・ムニエ、シャルドネ
飲用温度：8℃～10℃
¥7,800

アンドレ・ロベール エスプリ

5147

5143

NV Andre Robert Esprit

白

\6,200
辛口

750 ml

キレが強く刃物で切ったような鋭さがあります。そのキレとミネラルから石灰石をイメージが浮かび、そ
の後に控えめな甘味が続きます。酸味とのバランスは良くオールマイティーに使えるシャンパーニュで
す。
葡萄品種：シャルドネ、ピノ・ムニエ、ピノ・ノワール
飲用温度：8～10℃
アンドレ・ロベール ブリュット・レゼルヴ グラン・クリュ
¥8,000
\6,300

NV Andre Robert Brut Reserve Grand Cru

白

辛口

750 ml

非常に柔らかくクリーミーな泡立ち、初夏の牧場の草原を思わせるグリーンの香り、洋梨や白桃、シャ
ルドネの優しい甘味が口に広がります。クラシックな味わいです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8～10℃
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La Champagne (シャンパーニュ)
¥8,500

アンドレ・ロベール・ロゼ

5146

5145

NV Andre Robert Ｒｏｓｅ

ロゼ

\6,700
辛口

750 ml

フランボワーズやイチゴの香り、渋味は少なく酸味はやや強めです。ピノ・ムニエを使ったロゼのた
め、魚介、甲殻類やジビエなど食事との相性が非常に良いシャンパーニュです。泡立ちは強めで余韻
も長く続きます。
葡萄品種：ピノ・ムニエ、シャルドネ
飲用温度：8～10℃
アンドレ・ロベール セデュクション
¥9,600
\7,600

2007年 Andre Robert Seduction

白

辛口

750 ml

甘味が強く、アマレットのような香りがグラスに広がります。酸とミネラルは中庸、アルコール感がしっ
かりとあります。Seductionとは「官能的な」と言った意味合いがあります。
葡萄品種：シャルドネ55％、ピノ･ノワール45％
飲用温度：8℃～10℃
アンドレ・ロベール エクストラ・ブリュット グラン・クリュ

5151

5141

5140

5142

5139

2007年 Andre Robert Extra Brut Grand Cru

¥12,000
白

\9,500
辛口

750 ml

酸味、甘味、ミネラル等様々な要素のバランスが完璧で「統一美」言える芸術品。日本酒の吟醸香、
グリーンハーブの爽やかな香りもあり、ミレジムですがフレッシュさがあります。中世の街並みをイメー
ジさせるクラシック・シャンパーニュの真骨頂。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8℃～10℃
アンドレ・ロベール ル・メニル グラン・クリュ ミレジム
¥15,000
\12,000

2008年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime

白

辛口

750 ml

2007年のミレジム同様、「統一美」という言葉がふさわしいクリアで素晴らしいシャンパーニュです。ミ
ネラルからくるストラクチャーと、上質なシャルドネからのふくよかさ、メニルの複雑味、どの部分を切り
取ってみても一級品です。特別な時と場所にふさわしいシャンパーニュです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8℃～10℃
¥20,000
\16,000

2006年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime

白

辛口

750 ml

泡はキメ細かく穏やか、グラスに注がれた瞬間に込み上げてくる南国の果実のアロマ、口に含めばメ
ニルの綺麗なミネラルを感じます。複雑性、立体感、酸味・甘味・香りの構成、全ての要素が綺麗に整
い、まるでヴェルサイユ宮殿の庭園の様に美しくも荘厳な統一美の世界が此処にはあります。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃
アンドレ・ロベール ル・メニル グラン・クリュ ミレジム 【1.5L】
¥30,000
\24,000

2008年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime 【1.5L】

白

辛口

750 ml

2007年のミレジム同様、「統一美」という言葉がふさわしいクリアで素晴らしいシャンパーニュです。ミ
ネラルからくるストラクチャーと、上質なシャルドネからのふくよかさ、メニルの複雑味、どの部分を切り
取ってみても一級品です。特別な時と場所にふさわしいシャンパーニュです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8℃～10℃
アンドレ・ロベール ル・メニル グラン・クリュ ミレジム
¥35,000
\28,000

1996年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime

白

辛口

750 ml

シャンパーニュ地方のグラン・クリュであるメニルの畑からつくられます。1996年産は複雑でアロ
ティックで繊細なシャンパーニュです。
グラスに注がれた瞬間に豊かな香りが立ち上ります。熟した柑橘やユリの花、落花生油、海の潮風
やココアやクリーム、藻類、焼きリンゴ、ナツメグなどのスパイスなど、さまざまな香りが湧き出てきま
す。口に含むと柑橘類や熟したリンゴ、まるでブルゴーニュのムルソーを思わせるような風味ナッツや
複雑なミネラルが中心にあります。非常に繊細でフィネスあふれるワインです。
飲用温度8℃～10℃
葡萄品種：シャルドネ100％
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La Champagne (シャンパーニュ)
メゾン・プネ（アレクサンドル・プネ）

生産者: Maison Penet(Alexandre Penet)

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

メゾン・プネはシャンパーニュ地方モンターニュ・ド・ランス、ヴェルジィ村に位置し当主のアレクサンドル・プネ
氏は、5世代目にあたります。
アレクサンドル・プネ氏の造るシャンパーニュは、モンダンなスタイルで、ひとつひとつのキュベが丁寧に仕上げ
られています。
ひとくち口に含むそれぞれのボトルの個性にあわせてお料理がイメージできるほどの品質を持ち、食卓を飾る
のにふさわしいシャンパーニュといえるでしょう。

商品番号 収穫年

ワイン名
アレクサンドル・プネ エクストラ・ブリュット 【375ml】

5120

5122

5126

5124

5125

5127

NV Alexandre Penet Extra Brut 【375ml】

希望小売価格（税別）
¥3,800
白

店頭価格（税別）

\3,300
辛口

375 ml

渓流の川辺に自生する様々なハーブの爽やかな香り、グリーン系のスパイスが広がります。グレープ
フルーツ、洋ナシといったフルーツのエキスが感じられ、それらを豊富なミネラルと綺麗な酸がそれを
支えます。ドサージュの甘味とのバランスも良くモダンでカジュアルな造りですが、奥行きのある深み
のある味わいです。香草を利かせたグリーンサラダと楽しみたい。
葡萄品種：シャルドネ40％、ピノ･ノワール30％、ピノ･ムニエ30％
飲用温度：8℃～10℃
アレクサンドル・プネ エクストラ・ブリュット
¥7,000
\5,000

NV Alexandre Penet Extra Brut

白

辛口

750 ml

渓流の川辺に自生する様々なハーブの爽やかな香り、グリーン系のスパイスが広がります。グレープ
フルーツ、洋ナシといったフルーツのエキスが感じられ、それらを豊富なミネラルと綺麗な酸がそれを
支えます。ドサージュの甘味とのバランスも良くモダンでカジュアルな造りですが、奥行きのある深み
のある味わいです。香草を利かせたグリーンサラダと楽しみたい。
葡萄品種：シャルドネ40％、ピノ･ノワール30％、ピノ･ムニエ30％
飲用温度：8℃～10℃
アレクサンドル・プネ ロゼ・エクストラ・ブリュット
¥7,800
\6,000

NV Alexandre Penet Rose Extra Brut

ロゼ

辛口

750 ml

ジャム、フランボワーズ、シナモンのニュアンス。スタンダートキュヴェ同様ミネラルがしっかりとしてい
て果実のエキスがだれることはない。後味がスムースで余韻も長く広がる。タンニンが豊富で力強さも
兼ね備えたロゼ。そのようなジャンルのワインでも合わせられます。
葡萄品種：シャルドネ40％、ピノ･ノワール35％、ピノ･ムニエ25％
飲用温度：8℃～10℃
アレクサンドル・プネ ミレジム・エクストラ・ブリュット
¥8,500
\6,600

2006年 Alexandre Penet Millesime Extra Brut

白

辛口

750 ml

レモン、パイン、林檎、洋ナシ等あらゆる果実の蜜を集めて凝縮したような豊満なエキス。泡もきめ細
かく穏やかでスムース。香りはまさにシャンパンゴールドの香りと言えるほど華やかでエレガンス。石
灰質のミネラルと酸も豊富なので味わいは膨張することなく余韻までしっかり楽しむことができます。メ
インの肉料理とも合わせられる個性があります。
飲用温度：8～10℃
葡萄品種：シャルドネ50％、ピノ･ムニエ30％、ピノ･ノワール20％
アレクサンドル・プネ グラン・クリュ・ブリュット・ナチュール
¥8,500
\6,600

NV Alexandre Penet Grand Cru Brut Nature

白

辛口

750 ml

ドサージュ無しなだけあり、まるで刀のような鋭さと凛とした鋼のイメージがあります。透明感も強く石
灰質と塩を感じます。もちろん洋ナシやパインのエキスもありますが、このシャンパーニュはソリッドな
部分を楽しむほうが面白いかと…香りはピノの香りが注ぎたてから広がります。
葡萄品種：シャルドネ30％、ピノ･ノワール70％
飲用温度：8℃～10℃
プネ・シャルドネ グラン・クリュ・テロワール・エソンス
¥11,000
\8,500

NV Penet Chardonnet Grand Cru Terroir Escence

白

辛口

750 ml

きめ細かくエレガントな酸が心地良い。アルプスの地下水のようなミネラルがあり、洋梨、レモンといっ
た新鮮な果実のエキスと綺麗に融合しています。銀細工のような芸術性があり造り手の仕事に対する
真摯さが感じられます。
葡萄品種：シャルドネ30％、ピノ･ノワール70％
飲用温度：8℃～10℃
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La Champagne (シャンパーニュ)
¥13,000

プネ・シャルドネ グラン・クリュ・テロワール・エソンス・ロゼ

NV Penet Chardonnet Grand Cru Terroir Escence Rose

5128

ロゼ

\10,000
辛口

750 ml

フランボワーズ、牡丹、百合、シナモン、様々な要素が複雑に絡み合い一つの華やかな世界を展開し
ています。しっかりとしたタンニンがワイン全体に落ち着きを与え、エレガントな酸が全体を引き締めて
います。前菜からメインまで通せる懐の深さもあります。
葡萄品種：シャルドネ30％、ピノ･ノワール70％
飲用温度：8℃～10℃
アレクサンドル・プネ エクストラ・ブリュット 【1500ml】
¥14,000
\12,000

NV Alexandre Penet Extra Brut 【Magnum】

5123

白

辛口

1500 ml

渓流の川辺に自生する様々なハーブの爽やかな香り、グリーン系のスパイスが広がります。グレープ
フルーツ、洋ナシといったフルーツのエキスが感じられ、それらを豊富なミネラルと綺麗な酸がそれを
支えます。ドサージュの甘味とのバランスも良くモダンでカジュアルな造りですが、奥行きのある深み
のある味わいです。香草を利かせたグリーンサラダと楽しみたい。
葡萄品種：シャルドネ40％、ピノ･ノワール30％、ピノ･ムニエ30％
飲用温度：8℃～10℃
ヴァリス・ユベール

生産者: Waris Hubert

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ヴァリス・ユベールはコート・デ・ブランのアヴィズ村の真ん中に蔵を構える生産者です。アヴィズの畑は奥様の
家系から、ご主人の家系からはアイ村やセザンヌ村の畑を引き継いだ、類まれに見る贅沢な条件を追い風にし
て、白ブドウ主体のキレのあるシャンパーニュをリリースしています。

商品番号 収穫年

ワイン名
ヴァリス・ユベール グラン・クリュ・シャルドネ・ブリュット

58815

NV Waris Hubert Grand Cru Chardonnay Brut

希望小売価格（税別）
¥6,500
白

店頭価格（税別）

\5,000
辛口

750 ml

香りは白い花に洋梨やレモンが感じられます。泡はきめ細かく爽やかで、酸とミネラルも豊富なので飲
み疲れしない。新鮮な野菜を使ったサラダやカルパッチョと楽しみたい。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8℃～10℃
ヴァリス・ユベール グラン・クリュ・シャルドネ ドサージュ・ゼロ

58814

NV Waris Hubert Grand Cru Chardonnay Dosage Zero

¥6,800
白

\5,300
辛口

750 ml

酸が強くストラクチャーがしっかりとしている。岩塩のような硬質なミネラルがキレを作り出している。口
に含むとパインや洋ナシの果実味が広がりドライすぎない造りに仕上がっている。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8℃～10℃
ヴァリス・ユベール ミレジム グラン・クリュ ブラン・ド・ブラン

58813

58812

2009年 Waris Hubert Millesime Grand cru Blanc de Blancs

¥10,500
白

\8,000
辛口

750 ml

パイン、マンゴー、桃、パッションフルーツなど南国のフルーツの世界があるシャンパーニュ。さらにモ
ンブランのようなニュアンスもあります。酸はきめ細かくエレガンスで甘さが横に膨張することはありま
せん。複雑性はありますがカジュアルな顔も持っています。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8℃～10℃
ヴァリス・ユベール キュベ・エキノックス ミレジム グラン・クリュ ブラン・ド・ブラン
¥13,000
\10,000

2009年 Waris Hubert Cuvee Equinoxe Millesime Grand Cru Blanc de
Blancs

白

辛口

750 ml

開けたてから華やかで甘い香りが広がります。パインのような南国系のフルーツがあり外交的なシャ
ンパーニュ。しかし、奥底の旨みの層、複雑性は非常に高く余韻も長く続きます。クラシックな絵画で
はなくポップアートの世界が広がる新境地のシャンパーニュ。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8℃～10℃
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
アラン・ユドロ・ノエラ

生産者: Alain Hudelot Noellat

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

1962年にアラン・ユドロによって設立されました。
リシュブールは0.3ヘクタール、加えて0.5ヘクタール弱のロマネ=サン=ヴィヴァン、それにクロ・ド・ヴージョも0.7
ヘクタール――クロの中央部、中部から下部にかけての区画――あり、これらグラン・クリュ以外にもシャルル・ノ
エラ由来のクオリティの高いヴォーヌ=ロマネのプルミエ・クリュが併せて1ヘクタールある。
樹齢は平均で40年以上、なかでもヴォーヌ=ロマネのマルコンソールには60年を超えるぶどうが植えられていま
す。
ワインのスタイルは、クラシックですが、中心のやや凝縮感のある果実の風味があり、他のクラシックなつくりのブ
ルゴーニュよりも早い時期に楽しむことが出来ます。

商品番号 収穫年

ワイン名
ヴジョ・プルミエ・クリュ レ・プティ・ヴジョ

2013年 Vougeot 1er Cru Les Petits Vougeot

希望小売価格（税別）
¥15,600
赤

店頭価格（税別）

\12,500
辛口

750 ml

柔らかくしなやかな甘味と酸、赤い果実の芳醇なエキスが広がります。タンニンもキメ細かく、複雑性
もあります。香りは樽の甘い香りとフランボワーズの凝縮したニュアンスを持っています。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ レ ミュルジェ

2013年 Nuits St Georges 1er Cru Les Murgers

¥17,000
赤

\13,500
辛口

750 ml

ニュイ・サン・ジョルジュらしいタンニンが豊富で男性的なワイン。ノエラらしい華やかさがしっかりと感
じられ、和三盆のような甘味も広がります。野イチゴ、ブラックチェリー、干草のニュアンス。今でも十分
美味しいですが、まだ少し落ち着かせたいワイン。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
アミオ・セルベル

生産者: Amiot Servelle

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

当主のクリスチャンは、モレ サン ドニの名門ピエールアミオ家の三男。彼自身は測量技師として働いていまし
たが、結婚後セルヴェル・ダショー家に入りワイン造りを始めました。80年代は義父とともにワイン造りを行い、90
年以降は夫婦でワインを造っています。ドメーヌ名も、クレマン・ダショーからセルヴェル・ダショーに、そして
1990年に現在のアミオ・セルヴェルに変わっています。今では、シャンボール・ミュジニー村の栽培者組合理事
長も務め、この村のワインを語る上で欠かせない存在となっています。

商品番号 収穫年

ワイン名
シャンボール・ミュジニー・レ・シャルム

2012年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Charmes

希望小売価格（税別）
¥18,800
赤

店頭価格（税別）

\15,100
辛口

750 ml

凜と張り詰めたハイトーンなアロマ、フローラルな香り、シナモン、丁子、牛革等が折り重なった複雑性
があり、豊富なタンニンは力強さをもたらし、村名クラス同様に妖艶で気品が備わっています。夜の静
かな森にひっそりと佇む．．．そんなイメージが想像できるワインです。
葡萄品種：ピノ･ノワール100％
飲用温度：16～18℃
アルロー

生産者: Arlaud

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ドメーヌ・アルローはモレ・サン・ドニ村を本拠地とする家族経営の生産者です。エルヴェとベアトリックの長男
シプリアンを中心に今日、あらたなドメーヌの歴史を切り開きつつあります。ワインのスタイルは、モダンなスタイ
ルですが、決して抽出は強くなくピノ・ノワールのエレガンスな本質を見事に表現してくれます。まるで果実風味
がいきいきしている葡萄そのものの様なドメーヌ・アルローのワインは、いかに良質な葡萄が栽培されているかを
物語っています。

商品番号 収穫年

2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）
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店頭価格（税別）

La Bourgogne (ブルゴーニュ)
¥31,200

シャルム・シャンベルタン

2012年 Charmes Chambertin

赤

\24,700
辛口

750 ml

開けたてからシャルム・シャンベルタンの特徴でもあるスミレのようなフローラルな香りがあがってきま
す。ワインの液体の要素の粒が非常にきめ細かく丸味を帯びている事によるしなやかさと、凝縮感か
ら来る力強さが上手くバランスを整えながら共存しています。旨みの中心は奥底にあり、飲むと大樹
に寄りかかっているような安心感に包まれます。
葡萄品種：ピノ･ノワール100％
飲用温度：16～18℃
クロード・デュガ

生産者: Claude Dugat

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ジュブレ・シャンベルタンのトップ・ドメーヌであるクロード・デュガのワインは、風味の中心に常に生き生きとした
果実の風味が息づいています。ブドウ栽培の努力の結晶がこのワインの風味に表現されています。
クロード・デュガのワイン造るのコンセプトは、「ジュヴレ・シャンベルタンの個性は、力強さであり、ピノ・ノワール
種の個性は、エレガントにあり、この対立する両者をいかな高いレベルで統一するのか」にあります。（2001年訪
問時のクロードの話）

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥15,100

ジュヴレ・シャンベルタン

2012年 Gevrey Chambertin

赤

店頭価格（税別）

\11,700
辛口

750 ml

オリエンタル系のスパイスとジュヴレ・シャンベルタンの力強さを持ち合わせた非常に素晴らしいワ
インです。
熟成による豊かなブケ(香り)と複雑さがました風味はエレガンスさを兼ね備えひとつの調和のとれた
世界を表現してくれます。
葉巻やアールグレイを思わせる品のある香りの中に、ウッディーで茸の香りが入り混じったような複雑
な風味を感じることができます。それはあたかもブルゴーニュの秋の森を散策しながら木立のわきを
通り過ぎ落ち葉に埋もれたトリュフを見つけた時のようなイメージです。まさにクロード・デュガならでは
のワインと言えるでしょう。
飲用温度16℃～18℃
¥16,000

2011年 Gevrey Chambertin

赤

\12,000
辛口

750 ml

オリエンタル系のスパイスとジュヴレ・シャンベルタンの力強さを持ち合わせた非常に素晴らしいワイ
ンです。
熟成による豊かなブケ(香り)と複雑さがました風味はエレガンスさを兼ね備えひとつの調和のとれた
世界を表現してくれます。
葉巻やアールグレイを思わせる品のある香りの中に、ウッディーで茸の香りが入り混じったような複雑
な風味を感じることができます。それはあたかもブルゴーニュの秋の森を散策しながら木立のわきを
通り過ぎ落ち葉に埋もれたトリュフを見つけた時のようなイメージです。まさにクロード・デュガならでは
のワインと言えるでしょう。
飲用温度16℃～18℃
シャルム・シャンベルタン
¥80,400
\61,900

2012年 Charmes Chambertin

赤

辛口

750 ml

2012年のこちらのワインは、まるで旨みの塊のようなワインです。やや黒系のはいった赤いベリーの
風味が中心にあり、スミレやさくらんぼうの香りに、クロード・デュガ特有のグリーン系の香り（ハーブや
針葉樹、草など）や煮詰めた野菜、野うさぎなどの動物的な香りなどは、香りをかいだ瞬間にさまざま
な食材が見に浮かんでくるようです。
2012年のクロード・デュガのワインは、典型的なデュガのスタイルで、骨格があり風味の輪郭がはっ
きしていて、優雅で、奥行きがあり、かつ、神秘的です。
葡萄品種：ピノ･ノワール100％
飲用温度：16～18℃

2016年07月
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
コルディエ・ペール・エ・フィス

生産者: Cordier Pere et Fils

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ドメーヌ・コルディエの当主クリストフは、ブルゴーニュの若手生産者の中で白ワイン造りにおいてトップクラスの
生産者として定評があります。
コルディエの実力は、ブルゴーニュのトップクラスにあることは、彼のワインを一口でも口にするとどなたでも容易
に理解することができるでしょう。豊かな果実味と力強いミネラルと旨みの要素が爆発しそうなその風味は、他の
生産者ではみることができません。

商品番号 収穫年

ワイン名
ボジョレー・ヴィラージュ "ジョセフィーヌ・ロゼ "

2011年 Beaujolais Villages Rose "Josephine Rose"

希望小売価格（税別）
¥2,800
ロゼ

店頭価格（税別）

\2,200
辛口

750 ml

2008年よりリリースされたドメーヌ・コルディエのボジョレー・ロゼ。白ワイン造りの名手によるこのロ
ゼは、イチゴなどの小さな果実実が優しく香り、柑橘のピールなども感じます。食事に合わせやすく、
瑞々しく綺麗なワインです。ワイン名のジョセフィーヌは、クリストフ・コルディエの愛娘の名です。
飲用温度8℃。豚肉や魚を使ったお料理、ポトフなどに最適です。
¥3,600

マコン・オーボワ・ダリエ

2014年 Macon Aux Bois d'Allier

白

\2,800
辛口

750 ml

フレッシュで透明感の香り、パッションフルーツやグレープフルーツのアロマが豊かで、口に含むと、深
く、瑞々しく、洋ナシのような風味が中心にあり、花の蜜やグレープフルーツの酸が解けありながら心
地よく流れていきます。
飲用温度6℃～8℃
ホタテなっど魚介類に良くあいます。グリーンのノートやサフランなどのニュアンスがわずかにありま
す。春の野菜、花ズッキニーなどともに。
葡萄品種：シャルドネ100％
ブルゴーンニュ･ブラン・ジャン・ド・ラ・ヴィーニュ
¥3,900
\3,100

2014年 Bourgogne Blanc Jean De La Vigne

白

辛口

750 ml

レモン、ライム、蜜などの豊富な果実の香りを感じ取れます。口に含みますと果実味と透き通った綺麗
な酸が広がり上品な味わいです。熟成すると上級ワインにあるような溶かしバターのようなニュアンス
と旨味を感じ、ワインランク上の品質です。
飲用温度6℃～8℃。
白身魚のムニエル、ホタテなどのお料理に相性が良いです。
サン・ヴェラン・アン・フォー
¥4,700
\3,700

2014年 Saint Veran En Faux

白

辛口

750 ml

サン・ヴェランは、ブルゴーニュ・マコネ地区から造られる秀逸な白ワインです。コルディエのこのワイ
ンは、柑橘類や白桃、花の蜜などの香りにミネラルを感じ、味わいは、フルーティで清涼感のある風味
です。魚介類や白身魚を使ったお料理に最適です。
飲用温度：8℃~12℃
葡萄品種：シャルドネ100％
¥5,500

ジュリエット・ルイーズ

2012年 Juliette Louise

赤

\4,300
辛口

750 ml

牡丹、七草の山菜の香り。ベリーを少し煮詰めたような甘い香りも上がってきます。口に含むと酸味と
甘味が優しく広がっていきその後に上質なタンニンが追いかけてきます。牛肉のユッケの様に少し甘
い味付けの料理との相性がいいでしょう。
葡萄品種：ガメイ100％
飲用温度：16～18℃
プイィ・フュイッセ・レ・ヴィーニュ・ブランシュ
¥7,300
\5,700

2013年 Pouilly Fuisse Les Vignes Blanches

白

辛口

750 ml

グラスに注ぎ鼻を近づけると、冷涼で透明感のある香りに出会います。繊細で品のある香りで洋ナシ
や白薔薇など香りがまるでほほを揺らすそよ風のように流れ出てきます。
口に含むとやわらかく中心にしっかりとした風味が旨みとともに流れていきます。
飲用温度6℃～8℃
お料理は、ホタテなどの魚介類、鶏肉などに相性がよいです。
葡萄品種：シャルドネ100％
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
¥7,500

プイィ・フュイッセ・ヴェール・クラ

2014年 Pouilly Fuisse Ver Cras

白

\5,800
辛口

750 ml

プイィ・フュイッセ・ヴェール・クラは、青りんご、パイン、ライムなどの香りにわずかに花の蜜（オレンジ
フラワーなど）が感じとれます。口に含むと柑橘系の味わいとミネラルの爽やかな風味が広がります。
優しさと品格を感じさせられるワインです。魚介類によく合います。
飲用温度：8℃～12℃
葡萄品種：シャルドネ100％
プイィ・フュイッセ・フィーヌ・ジョセフィーヌ
¥9,000
\7,000

2013年 Pouilly Fuisse Fine Josephine

白

辛口

750 ml

香りはマンゴー、洋梨、リンゴの蜜などの華やかな果実の香りにローズ・ド・メなどの薔薇のニュアンス
を感じます。口に含むとフレッシュな果実が広がり酸も綺麗で瑞々しく後半に栗のような後味が残りま
す。ジョセフィーヌは、愛娘の名です。ジャン・ギュスタフ（息子の名を冠したワイン）に比べ、優しく女性
的な個性を持っています。透明感があり且つ上品なワインです。
飲用温度は8℃～12℃です。
ホタテなどの魚介に相性がよいです。
プイィ・フュイッセ・ジュリエット・ラ・グランデ
¥12,500
\9,700

2013年 Pouilly Fuisse Juliette La Grande

白

甘口

750 ml

シャルドネから造られる甘口ワインは、非常に貴重です。
ドメーヌ・コルディエの白ワインのなかで、フィーヌ・ジョセフィーヌ（辛口）と並ぶトップ・キュベが、プ
イィ・フュイッセ・ジュリエット・ラ・グランデ です。収穫は、他のキュベよりも一ヶ月ほど遅く、年によって
は、一部貴腐化した葡萄も使用されています。
オレンジや杏、アカシアなどの蜜の風味があり、アルコールの強さも感じさせます。後半、グレープフ
ルーツ皮や栗の薄皮のようなビターな苦味があり、マロングラッセやビターチョコ、ビターオレンジの風
味が余韻に残ります。
飲用温度6℃～8℃
¥15,000
\11,600

2001年 Pouilly Fuisse Juliette La Grande

白

甘口

750 ml

シャルドネから造られる甘口ワインは、非常に貴重です。
ドメーヌ・コルディエの白ワインのなかで、フィーヌ・ジョセフィーヌ（辛口）と並ぶトップ・キュベが、プ
イィ・フュイッセ・ジュリエット・ラ・グランデ です。収穫は、他のキュベよりも一ヶ月ほど遅く、年によって
は、一部貴腐化した葡萄も使用されています。品質は、ボルドーのシャトー・ディケムに匹敵するでしょ
う。
葡萄品種：シャルドネ100％
ドーヴネ

生産者: D'Auvenay

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

フランス、ブルゴーニュ地方の最高の造り手は誰か？という問いに、多くの人がマダム・ビーズ・ルロワをあげる
でしょう。伝説的な天才的テスターである彼女のプライベート・ブランドといえるドメーヌ・ドーヴネは、それゆえ、
世界で最高峰のワインであるといえます。低収量による葡萄果汁の濃縮、高い品格と力強さは、誰もが魅惑され
るに違いありません。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥125,000

ムルソー・ナルヴォー

2002年 Meursault Narvaux

白

店頭価格（税別）

\99,700
辛口

750 ml

よどみのない透明な酸味を包むようなミネラルと余韻の長さは、近年の当たり年といわれている2005
年のドーヴネ、ムルソー・ナルヴォーの水準を一歩超えているかもしれません。

¥130,000

2008年 Meursault Narvaux

2016年07月

白
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\100,100
辛口

750 ml

La Bourgogne (ブルゴーニュ)
ムルソー・グット・ドール プルミエ・クリュ

2006年 Meursault Goutte-d'Or 1er Cru

¥155,000
白

¥296,200

シュヴァリエ・モンラッシェ

2003年 Chevalier Montrachet

白

\119,300
辛口

750 ml

\255,000
辛口

750 ml

圧倒されるほどの強いミネラルは、凝縮した葡萄を収穫した証拠です。ドメーヌ・ルフレーヴのシュバリ
エよりも2～3倍力強く、かつエレガント。

¥420,000

マジ・シャンベルタン

2006年 Mazis Chambertin

赤

¥480,000

シュヴァリエ・モンラッシェ

2006年 Chevalier Montrachet

白

¥480,000

ボンヌ・マール

2006年 Bonnes Mares

赤

\323,100
辛口

750 ml

\369,300
辛口

750 ml

\369,300
辛口

750 ml

ドメーヌ・ルロワ

生産者: Domaine Leroy

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

マダム・ビーズ・ルロワは、天才的なテスティング能力の持ち主であり、また、古くからの「テロワール」の提唱者
でした。かのロマネ・コンティ社から袂を分かった後、ビオ・ディナミに転換。今日では、ロマネ・コンティ社が造り
出すワインと別のタイプのしかも、品質においてロマネ・コンティ社を凌駕するワインを世に送り出しています。
さて、ドメーヌ・ルロワのワインのスタイルは、その凝縮感のある果実味にありますが、これは、技術的に醸造過程
で果汁を濃縮したものではなく、栽培過程における努力の産物であるといえます。春の時期の剪定において、
葡萄の枝をかなり極端に短く切り落としてしまう。これは、結果的に収穫時期に葡萄の実をつけない樹が出てし
まう危険性があります。しかし、この危険性を顧みず、あくまでも収量を落とし品質を高めること目指しているがゆ
えに、このような剪定方法をとるのだといえるでしょう。
【夏場に葡萄の実が結実しないドメーヌ・ルロワの畑の樹を見て、「ドメーヌ・ルロワが畑の管理を怠り、葡萄に生
命力がなくなった」と錯覚してしまい、批判的な言葉を口にする人々もいる。しかし、これは誤りです。実際に、
畑の手入れは完璧に近く、また、栽培のための労働者の数は、他の生産者に比べ単位ヘクタール当たり約2倍
の数です。】

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥7,000

ブルゴーニュ・アリゴテ

2009年 Bourgogne Aligote

白

店頭価格（税別）

\4,800
辛口

750 ml

ドーヴネにあるようなベーコンをいぶしたような香りとパーマ液のよう香りが前面にあるため、自然派
ワインを好む方にはおすすめですが、一般的には好みが分かれるところです。
葡萄品種：アリゴテ100％
飲用温度：12～14℃

2016年07月
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
ドミニク・ラフォン

生産者: Dominique Lafon

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ地方ムルソーにおいてドメーヌ・デ・コント・ラフォンの当主であるドミンクが2008年より開始したド
メーヌです。ドメーヌ・コントラフォンとはことなる畑から洗練されたワインを造り出しています。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥7,200

ブルゴーニュ・ブラン

2012年 Bourgogne Blanc

白

店頭価格（税別）

\5,700
辛口

750 ml

ACブルゴーニュとは思えない品格と美しい香り。白い花、白華、白梅香、若草の香り。シャルドネの旨
味は非常に強いが、豊富で洗練されたミネラルがそれを横に広がり過ぎないように支える。ムルソー
のトップ生産者の手によるこのワインは、既に風格すら感じられます。
飲用温度6℃～8℃
魚介類、鶏肉などを使ったお料理に、また、クリーム系のお料理に相性が良いです。
アンリ・ド・バエーズ

生産者: Henri de Bahezre

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

アンリ・ド・バエーズは、ニュイ・サン・ジョルジュを本拠地にするネゴシアン、モワラール（Moillard）のワインです。
アンリ・ド・バエーズは、所有する一族の一人の名で輸入元の㈱エスプリデュヴァン独自に使用が許可されてい
ます。
モワラールの歴史は古く、1789年のフランス革命の前からすでにブルゴーニュのニュイサンジョルジュの畑を所
有していました。今日では、完璧な状態で、ヴィンテージワインを保管している生産者としても知られ、ワインのス
タイルはクラシックです。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥14,000

ムルソー・ペリエール

1984年 Meursault Perrieres

白

店頭価格（税別）

\10,200
辛口

750 ml

数あるムルソーのプルミエ・クリュの中で最も上質な畑と言われているペリエール。10年以上熟成させ
ないとその本領は発揮されないといわれています。色調は、つやのある琥珀色で、グラスに注いでし
ばらくすると、甘い蜜の香りやコーヒーや炒ったナッツの香りが出てきます。まさに、時を経て私たちの
目の前に姿を現すその様は、ワインの神秘的な一面を垣間見せてくれます。
¥76,000

モンラッシェ

1984年 Montrachet

白

\58,500
辛口

750 ml

黄金色に煌く液体、甘い蜜の香り、白バラのニュアンス、ナッツ等の芳ばしい香りもあります。ミネラル
はまだまだ健在であり余韻も長く感じられます。
飲用温度12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
ユベール・リニエ

生産者: Hubert Lignier

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ地方、モレ・サン・ドニ村のトップ生産者の一人、ユベール・リニエは、2004年に遺産相続問題から
ルーシー・エ・オーギュスト・リニエと袂を分かちました。それまで使用していた醸造設備は、ルーシー・エ・オー
ギュスト・リニエが使用したため、ユベールは、別の醸造所に移ることが余儀なくされました。
ルーシー・エ・オーギュスト・リニエが、モダンなスタイル（果実味が豊富で渋味が強い）であるのにたいして、ユ
ベール・リニエは、伝統的なブルゴーニュワインのスタイルを見事に復活させています。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）

店頭価格（税別）

モレ・サン・ドニ・トレ・ジラール

2011年 Morey Saint Denis Tres Girard

2016年07月

赤

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net

-18-

辛口

750 ml

La Bourgogne (ブルゴーニュ)
¥10,400

ジュヴレ・シャンベルタン

2011年 Gevrey Chambertin

赤

\8,500
辛口

750 ml

非常にクラシカルなワイン。鉄分を強く感じ、ブラックベリー、カシス、土の香り。そこに透き通るような
クリアなイメージが付随する。恐ろしく余韻が長く、葡萄の成熟度の高さがうかがえる。藺草のような
ニュアンスがありブルゴーニュ好きにはたまらない。あと３ヵ月落ち着かせれば素晴らしいまとまりを
見せてくれる。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
シャンボール・ミュジニー V.V.
¥12,600
\10,000

2011年 Chambolle Musigny Vieilles Vignes

赤

辛口

750 ml

山で収穫したフランボワーズをそのまま口に頬張ったような優しい甘酸っぱさがあり、酸味とアロマ、ミ
ネラルのバランスが良くストラクチャーがはっきりとしたワイン。どこか懐かしい田園風景を想い起こさ
せます…
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・クロ・ボーレ
¥17,600
\13,900

2011年 Morey Saint Denis １er cru Clos Baulet

赤

辛口

750 ml

ふくよかさの中に男性的な力強さがあり、ブラックベリー、フランボワーズをコンフィチュールにしたよう
な濃厚な凝縮感があります。酸も非常にクリアで伸びやか、クラシカルなワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
ジャノッツ・ボス

生産者: Janots Bos

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ネゴシアン・エルヴェール(Negociant-Eleveur) 本拠地Meursaul 醸造責任者のティエリーは、ルイ・ラツール、
ジョセフ・ドルーアンで醸造経験があり、現在Comtes Lafonのカーヴ総責任者を務めています。2005 年に設立
された新生ドメーヌです。ワインのスタイルは、樽で厚化粧したワインとは、まったく正反対の洗練されたスタイ
ル。その品格とクオリティーの高さは、21世紀初頭のブルゴーニュの白ワインのトレンドの最先端といきます。現
在のフランスのヌーベル・キュイジーヌばかりでなく、高い品質の白身魚をつかった日本料理にもあわせることで
きます。まさにこの白ワインのスオエシャリストである彼らは、ブルゴーニュの新しい星として輝くでしょう。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥7,000

ヴォルネ

2005年 Volnay

赤

店頭価格（税別）

\4,300
辛口

750 ml

イチジクやベリーなどの果実の香りがあり、その下にわずかですが土の香りも感じとができます。口に
含むと優しい果実味が口の中に広がります。風味は軽く、旨味もあり、とても華やかな気持ちにさせて
くれます。
入荷後、4年目にしてようやくワインの風味が開きつつあります。まだ、果実の固さを感じますが、ピノ・
ノワールらしい酸味が表現されるようになり、飲み頃になりつつあるといえます。（2011年1月試飲）
ジャイエ・ジル

生産者: Jayer-Gilles

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ジャイエ・ジルのワインは、新樽の比率が高いことで知られています。新樽率が高いということは、樽の風味に負
けない葡萄の強さが必要で、それだけクオリティーの高い葡萄を栽培している証と言う事ができるでしょう。1980
年代のブルゴーニュワインは、まさに、新樽100％使用のワインが多く、これは、新興国アメリカのカリフォルニア
のワインに対抗するためでもありました。ワインのなかに新樽の香りがすると「リッチなワイン」というテスティングコ
メントをしていた人もいたくらいです。しかし、気候的にカリフォルニアの方が、圧倒的な果実の凝縮度をもって
いることから、このような新樽100％のワインでフランスワインがカリフォルニアに対抗しても、限界があります。そ
こで、1990年を前後して、「テロワール」を重視する方向へとワイン造りの方向は変化していきました。テロワール
の微妙なニュアンスを表現するためには、新樽の強い香りや風味は、邪魔になるからです。こうして、ジュブレ・
シャンベルタンなどの村の一部のワインを除いて、新樽率100％のワインは、今日、市場から姿を消しました。こ
うした歴史的な状況を見ると、ジャイエ・ジルのワインは、古典的な（1980代型の）ブルゴーニュワインのひとつで
あり、貴重なワインであるといえるでしょう。

商品番号 収穫年

2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）

ワイン専門平野弥
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店頭価格（税別）

La Bourgogne (ブルゴーニュ)
ブルゴーニュ・パストゥグラン

2011年 Bourgogne Passetoutgrain

¥3,600
赤

\2,800
辛口

750 ml

ブルゴーニュ・バストゥグランは、ピノ・ノワール種50%、ガメイ種50%のブレンドです。フレッシュで若々
しい果実風味がとても魅力的。二つの品種の特徴、繊細さと品格（ピノ・ノワール種）、果実味の豊かさ
（ガメイ種）が調和した風味をお楽しみいただけます。
飲用温度は16℃～18℃
鶏や豚肉を使ったお料理との相性が良いです。
葡萄品種：ピノ・ノワール種50%、ガメイ種50%
ブルゴーニュ・アリゴテ
¥3,800
\2,800

2012年 Bourgogne Aligote

白

辛口

750 ml

開けたては西洋梨の甘いエキスと樽の甘さが支配している。しかし、時間と共にアリゴテ本来の瑞々
しさが出てくる。酸も豊かだがボリューミーなアリゴテと言える。蜂蜜マスタードソースとの相性は抜
群。
葡萄品種：アリゴテ100％
提供温度：12～14℃
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ルージュ
¥7,900
\6,300

2011年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Rouge

赤

辛口

750 ml

新樽１００％を使用する生産者としてジャイエ・ジルは有名ですが、かつてのようなパワフルなスタイ
ルではなく、今日のフランス料理のトレンドに合わせるようにスタイリッシュで都会的なイメージの造り
になっています。
香りは、ややクロ系のベリーにスパイス、ローズマリーのようなグリーンのノートがあります。品格を
感じるのはトップ生産者である証です。ジュヴレ・シャンベルタンに通じる気品としなやかで力強い風
味が特徴的です。
品種：ピノ・ノワール１００％
飲用温度16℃～18℃
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ
¥9,800
\7,300

2011年 Cote de Nuits Villages

赤

辛口

750 ml

新樽１００％を使用する生産者としてジャイエ・ジルは有名ですが、かつてのようなパワフルなスタイ
ルではなく、今日のフランス料理のトレンドに合わせるようにスタイリッシュで都会的なイメージの造り
になっています。
グラスに注がれたワインは、しばらくすると豊かな芳香を放ちます。新樽からくるバニラ香に、月桂
樹、そして、ジャスミンのような品のある花の香り。味わいは、やや濃いめの果実と質のよいタンニン
が融合し、ビターチョコのような甘さを伴い旨味が増してきます。
飲用温度16℃～18℃
牛肉の赤ワイン煮などのお料理に相性が良いです。
エシェゾー・デュ・ドゥスー グラン・クリュ
¥37,000
\28,000

2011年 Echezeaux du Dessus Grand Cru

1027list

赤

辛口

750 ml

現在、複雑さと風味のバランスが取れてきており十分楽しむことができます。
ワインの色を表現する言葉で「ルビー色」という言葉がありますが、こちらのワインの香りは、ルビー
のような輝きを放ちます。ベリーの香りになめし皮、丁子といったスパイス。オールド・ローズ（ブルガリ
アンローズ）を想わせるフローラルで品格を感じさせる香り。そして熟したオレンジのニュアンス。味わ
いは、けっして重厚ではなく繊細でまるで山間の清水のような清らかで透明感のあるミネラルがベー
スに流れていて、品格と存在感を感じさせるワインです。
新樽１００％を使用する生産者としてジャイエ・ジルは有名ですが、リーリスしたては、かつてのような
パワフルなスタイルではなく、今日のフランス料理のトレンドに合わせるようにスタイリッシュで都会的
なイメージ。しかし、熟成し飲み頃に近づくにつれて繊細で詩的なワインに変化していくことが明瞭に
表現されています。
飲用温度16℃～18℃
鴨やほろほど鳥、鶉などのお料理に。
ジャン・バチスト・ポンソ

生産者: Jean Baptiste Ponsot

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ドメーヌは、リュシアン・ポンソにより1954年に設立、リュシアンの息子ジャン･パチストが2000年、20歳という若
さで引き継ぎました。現在は8.5ヘクタールまで拡大し、その3分の2はリュリー･プルミエ･クリュ、3分の2は赤ワイ
ンで3分の１は白ワインです。2005年には、来客用のレセプションをカーヴに作り、ますます、活躍が期待されま
す。

商品番号 収穫年

2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）

ワイン専門平野弥
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店頭価格（税別）

La Bourgogne (ブルゴーニュ)
¥6,000

リュリー・プルミエ・クリュ ルージュ モレム

2013年 Rully 1er cru Rouge Molesme

赤

\4,700
辛口

750 ml

妖艶でスパイシーな香り、八角やナツメグのニュアンスがありそこに気品が加わっている。味わいの
中心に向かって凝縮していて、酸と果実味ともに豊富。フランボワーズとカシスのコンフィチュールの
ような味わいもあり、料理は中華系との相性も良い。
葡萄品種：ピノ･ノワール100％
飲用温度：16～18℃
ジャン・フルニエ

生産者: Jean Fournier

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

フルニエ家が、葡萄栽培者としてマルサネに存在したという文献的な証は、ルイ13 世の時代までさかのぼるこ
とができます。今日、ドメーヌを引き継いだ若き情熱ある栽培＝醸造家ローランは、歴史的伝統に踏まえつつ、
高い品質のワイン造りをめざして日々研鑽を重ねています。2007年に、 ローランはブルゴーニュの約1000名の
若手栽培家=醸造家たちが参加する『ジュンヌ・タラン』という組織の会長に就任しました。人望も厚く人柄の良さ
と、まじめさは、彼のワイン造りにも反映してます。

商品番号 収穫年

ワイン名
フィクサン・レ・プティ・クレ 【375ｍｌ】

2013年 Fixin Les Petits Crais 【375ｍｌ】

希望小売価格（税別）
¥3,700
赤

店頭価格（税別）

\2,900
辛口

375 ml

ブルゴーニュ地方のフィッサン村産のワインは、一般的には、固く閉じる傾向にありますが、こちらの
ワインは、優しく果実味あふれる風味のワインです。ベリーやバラなどの花の香りに少し土のニュアン
スが加わります。タンニンは、きめ細かく、スムースに流れていきます。
飲用温度16℃～18℃
¥4,100

ブルゴーニュ・ルージュ

2013年 Bourgogne Rouge

赤

\3,200
辛口

750 ml

香りをかいだ瞬間に森の中を散策しているかのようなイメージがわいてきます。フレッシュなベリー
に、クローブなどのスパイス、ローズマリーなどのグリーン系のハーブ、そして、しめった土や茸、子ウ
サギなどの動物的な香りなどなど。まるで食卓に上がる食材を集めたようです。味わいは、どこまでも
伸びるような透明感のある風味、綺麗な酸味と豊かな果実味に魅了されます。
飲用温度16℃～18℃
鶏肉を使ったお料理に。
ブルゴーニュ・ブラン・ピノ・ブラン

2012年 Bourgogne Blanc "Les Avoines Pinot Blanc"

¥4,200
白

\3,300
辛口

750 ml

ワイングラスに鼻を近づけた瞬間に、アルザス地方のピノ・ブランを思い出します。フローラル（花の
よう）な香りに甘い果実の香り、味わいは、豊で透明感があり、厚みを感じさせます。
シャルドネ種とはことなる別の世界が広がります。
飲用温度6℃～8℃
お料理との相性は、ホタテのソテーなどの魚介のお料理。とくに、お刺身などの生の魚介類にあわ
せることが出来る希少なブルゴーニュの白ワインです。
葡萄品種：ピノ・ブラン
ブルゴーニュ・ブラン "Ｓ クエスチョン"
¥4,300
\3,400

2013年 Bourgogne Blanc "・・？"

白

辛口

750 ml

レモン、ライム、マスカットなど甘い香りが感じ取れます。口に含みますと果実味の甘さと酸のバラン
スが非常に良く清涼感のあるワインです。葡萄品種はソービニヨン・ブラン
飲用温度：８℃～１２℃
有機やさいを使ったお料理。オリーブオイルとの相性も良いです。
ブルゴーニュ・ブラン レ・ザヴォワンヌ

2013年 Bourgogne Blanｃ "Les Avoines"

¥4,500
白

\3,500
辛口

750 ml

ワイングラスに鼻を近づけた瞬間に、アルザス地方のピノ・ブランを思い出します。フローラル（花のよ
う）な香りに甘い果実の香り、味わいは、豊で透明感があり、厚みを感じさせます。
シャルドネ種とはことなる別の世界が広がります。
飲用温度6℃～8℃
お料理との相性は、ホタテのソテーなどの魚介のお料理。とくに、お刺身などの生の魚介類にあわ
せることが出来る希少なブルゴーニュの白ワインです。
葡萄品種：ピノ・ブラン
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
ブルゴーニュ・ルージュ レ・シャピトル ヴィエイユ・ヴィーニュ

2013年 Bourgonge Rouge Les Chapitre VV

¥5,000
赤

\3,900
辛口

750 ml

ジャン・フルニエには、ふたつのブルゴーニュ・ルージュがあります。こちらは、上質のスペシャル・
キュベ。洗練されたワインで、内面的な（内向的な）奥行きを感じさせ、ひとつの美学があるように思え
るワインです。 香りは、ベリーの甘さに深い影のある香りで深い森の中を歩いているようなイメージで
す。味わいの複雑で力強く構成のはっきりしたワインです。
飲用温度18℃。鹿などのジビエや鴨のオレンジ・ソースなどのお料理に相性がよいです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
★レ・シャピトルの畑は、ディジョンに近いシュノーヴの町の住宅地に隣接しています。かつては、非常
に評価が高く、1855年に、ドクター・ラバル（Docteur Lavalle)によってプルミエ・テット・ド・キュヴェ(今日
のグラン・クリュクラスと同じ）に格付けされました。
そのテロワールは、極めて稀少で、石灰性粘土質、茶色い土の層が深く主用には砂岩層によって構
成されるます。
この特異なテロワールによって、レ・シャピトルのワインは、熟成させるに従い、枯れた花やトリュフ、ミ
ネラルと気品あふれる風味が表現されてきます。
マルサネ ルージュ クロ・デュ・ロワ
¥6,100
\4,700

2013年 Marsannay Rouge Clos du Roy

赤

辛口

750 ml

マルサネ村のクロ・デュ・ロワ（ロワは王でクロは囲まれた土地を意味し転じて畑の意）は、かつてブル
ゴーニュ公国の領主の畑で、歴史的に高い評価を得ています。王の畑という名のように濃密さと気品
に溢れています。ブラックベリー、タイム、フランボワーズ、樹木、酸も豊富ですがタンニンもしっかりと
感じられます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
マルサネ ルージュ レ・ゼシェゾ
¥6,100
\4,700

2013年 Marsannay Rouge Les Echezots

赤

辛口

750 ml

ブルゴーニュ地方マルサネ村にあるレ・シェゾーの畑は、非常に特徴のある個性を持っています。
小さな谷間に位置するこの畑の葡萄は、熟すのが遅く、収穫時期も他の畑に比べ遅く収穫されま
す。一般的には、収穫を遅くすると腐敗果や病気などの発生の危険性が高くなるのですが、幸いにし
てこの小さな区画の畑には、谷間を吹き抜ける風が常に吹いているため、健康で良質の葡萄を得るこ
とが出来ます。そのため、このレ・エシェゾーのワインは、エキゾチックなスパイスの香り（ナツメグやク
ローヴなど）があり、エレガンスでやさしく、ブルゴーニュファンにとって、隠された珠玉のようなワイン
です。
抜栓後、しばらくするとさまざまな香りが表現され、さらがら香りのパレットと広げたかのようです。中
心にはイチゴやベリーなどの香りがあり、熟した柑橘、ローズマリーのようなグリーンなハーヴ、鹿肉
のような動物的な香り、大地と森、などなど。口に含みますとベリーのゆたかな果実味が広がります。
タンニン（渋味）は控えめで余韻が長く続きます。
飲用温度：16℃～18℃
マルサネ ブラン クロ・デュ・ロワ
¥6,100
\4,700

2013年 Marsannay Blanc Clos du Roy

白

辛口

750 ml

マルサネ村のクロ・デュ・ロワ（ロワは王でクロは囲まれた土地を意味し転じて畑の意）は、かつてブル
ゴーニュ公国の領主の畑で、歴史的に高い評価を得ています。丸みを帯びたボディーは、完璧なバラ
ンスを表現しています。香りはレモン、ライム、蜜などの華やかな香りがあります。味わいはミネラルも
感じ厚みがあり上品な味わいです。
飲用温度は16℃～18℃
有機野菜の天ぷらなどのお料理との相性が良いです。
フィクサン・ルージュ レ・プティ・クレ
¥6,100
\4,700

2013年 Fixin rouge Les Petits Crais

赤

辛口

750 ml

ブルゴーニュ地方のフィッサン村産のワインは、一般的には、固く閉じる傾向にありますが、こちら
のワインは、優しく果実味あふれる風味のワインです。ベリーやバラなどの花の香りに少し土のニュア
ンスが加わります。タンニンは、きめ細かく、スムースに流れていきます。
飲用温度16℃～18℃
マルサネ ブラン レ・ロンジェロワ

2013年 Marsannay Blanc Les Longeroies

¥6,100
白

\4,700
辛口

750 ml

香りは瑞々しく透明感があり、ゆず、洋ナシ、金柑、コーン、若い栗、などの豊かな香りがあり、魚介
にあいそうなミネラル感、味わいは香りほど甘くなく、ゆずの白い皮の部分のようなかすかな苦味を感
じ、ドライに感じますが、飲み進んでいくうちに、味が変化して口の中にまとわり付くような心地よい果
実味が出て旨みが増し、口の中を包み込む厚みを感じます。料理：赤貝、巻貝、うに、湯引きした鯛な
ど
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
マルサネ ルージュ レ・ロンジェロワ

2013年 Marsannay Rouge Les Longeroies

¥6,100
赤

\4,700
辛口

750 ml

マルサネ・ロンジェロワは、マルサネ（村）でもっとも評価が高い畑のひとつです。マルサネ・クロ・
デュ・ロワ、マルサネ・エシェゾーと並びドメーヌ・ジャンフルニエのなかでマルサネの豊かな個性を伝
えるワインで、将来のマルサネの一級畑の候補です。
ワインのスタイルは力強く凝縮していて豊かであり赤いフルーツの香りそして時が経つにつれて動
物的な香りのニュアンスも出てきます。味わいは、少し甘さを感じさせる果実味と中盤から下支えする
タンニン（渋味）が風味全体の構成を作り出しています。
飲用温度：16℃～18℃ 牛肉のグリルなどに合います。
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ"レ・クロワ・ヴィオレット ヴィエイユ・ヴィーニュ"
¥8,300
\7,000

2012年 Cote de Nuits Villages "Les Croix Violettes Vieilles Vignes"

赤

辛口

750 ml

Cote de Nuits Villagesの上質のスペシャル・キュベ。洗練されたワインで、内面的な（内向的な）奥行
きを感じさせ、ひとつの美学があるように思えるワインです。 香りは、ベリーの甘さに深い影のある香
りで深い森の中を歩いているようなイメージです。味わいの複雑で力強く構成のはっきりしたワインで
す。
飲用温度18℃。鹿などのジビエや鴨のオレンジ・ソースなどのお料理に相性がよいです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
マルサネ・トロワ・テール ヴィエイユ・ヴィーニュ
¥8,700
\6,700

2013年 Marsannay Trois Terres VV

赤

辛口

750 ml

ドメーヌ・ジャン・フルニエのスペシャル・キュベのひとつ。
一般的にマルサネ村のワインの風味は、軽く平板な風味がほとんどです。しかし、このジャン・フル
ニエのワインは、深いアロマと濃厚な果実味が豊かで、世間一般にあるマルサネ村のワインのイメー
ジを一新するようなインパクトと迫力があります。
このマルサネ・トワ・テールは、三つの区画（トワ・テール）から厳選された葡萄を使用したワインで、
ジャン・フルニエのワインの中で最上級品です。
【トワテールとは、三つの異なる畑の意】
Grands Vignes 0.3 ヘクタール 樹齢65 年、La Charme aux Pretres 0.3 ヘクタール樹齢65 年、
Grasses Tetes 0.2 ヘクタール樹齢60 年。
飲用温度16℃~18℃
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ"レ・クロワ・ヴィオレット ヴィエイユ・ヴィーニュ"
¥8,700
\6,700

2013年 Cote de Nuits Villages "Les Croix Violettes Vieilles Vignes"

赤

辛口

750 ml

Cote de Nuits Villagesの上質のスペシャル・キュベ。洗練されたワインで、内面的な（内向的な）奥行
きを感じさせ、ひとつの美学があるように思えるワインです。 香りは、ベリーの甘さに深い影のある香
りで深い森の中を歩いているようなイメージです。味わいの複雑で力強く構成のはっきりしたワインで
す。
飲用温度18℃。鹿などのジビエや鴨のオレンジ・ソースなどのお料理に相性がよいです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
マルサネ・ルージュ クロ・デュ・ロワ "ピュア・ポ"
¥10,000
\7,700

2012年 Marsannay Rouge Clos du Roy "Pur Pot"

赤

辛口

750 ml

深いアロマと濃厚な果実味が豊かで、世間一般にあるマルサネ村のワインのイメージを一新するよ
うなインパクトと迫力があります。
こちらは、マルサネ村のクロ・デュ・ロワの畑のスペシャル・キュベです。 甘い果実の香りと丸みの
あるボディーは、マルサネ・クロデュロワの典型的なスタイルです。樽のニュアンスにバラや牡丹など
の花の香り、ベリーの甘い香り、ベースには森の中の土や根菜の香りがあり、豊かな香りに魅了され
ます。味わいは、丸みのある果実味とスパイス、少し鉄っぽいニュアンス、まだ、すこし硬さが残ります
が、凛としたそのスタイルは高貴さの表れでもあります。
飲用温度16℃～18℃
鴨やシカ肉などに相性が良いです。
マルサネ・ルージュ キュベ・サン・チュルバン "プティ・グルモット"
¥10,500
\8,100

2013年 Marsannay Rouge Cuvee Saint Urbain "Ptite Grumotte"

赤

辛口

750 ml

香りをかいだ瞬間に森の中を散策しているかのようなイメージがわいてきます。フレッシュなベリー
に、クローブなどのスパイス、ローズマリーなどのグリーン系のハーブ、そして、しめった土や茸、子ウ
サギなどの動物的な香りなどなど。まるで食卓に上がる食材を集めたようです。味わいは、どこまでも
伸びるような透明感のある風味、綺麗な酸味と豊かな果実味に魅了されます。
飲用温度16℃～18℃
鶏肉を使ったお料理に。
【
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
マルサネ・ルージュ クロ・デュ・ロワ "ピュア・ポ"

2013年 Marsannay Rouge Clos du Roy "Pur Pot"

¥10,500
赤

\8,100
辛口

750 ml

深いアロマと濃厚な果実味が豊かで、世間一般にあるマルサネ村のワインのイメージを一新するよう
なインパクトと迫力があります。
こちらは、マルサネ村のクロ・デュ・ロワの畑のスペシャル・キュベです。 甘い果実の香りと丸みの
あるボディーは、マルサネ・クロデュロワの典型的なスタイルです。樽のニュアンスにバラや牡丹など
の花の香り、ベリーの甘い香り、ベースには森の中の土や根菜の香りがあり、豊かな香りに魅了され
ます。味わいは、丸みのある果実味とスパイス、少し鉄っぽいニュアンス、まだ、すこし硬さが残ります
が、凛としたそのスタイルは高貴さの表れでもあります。
飲用温度16℃～18℃
鴨やシカ肉などに相性が良いです。
レシュノー

生産者: Lecheneaut

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

兄フィリップ（栽培責任者）と、弟ヴァンサン（醸造責任者）によって造られます。ワインのスタイルは、モダン（果
実味が濃厚）なスタイルで、比較的早い時期に飲むことができます。一般的な評価も高く、風味のバランスが取
れた時のワインは、秀逸です。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥9,500

モレ・サン・ドニ

2012年 Morey Saint Denis

赤

店頭価格（税別）

\7,400
辛口

750 ml

夜の針葉樹の森のイメージが浮かぶ知的なワイン。フランボワーズの甘い香りとエキスは中心にあ
り、奥底までその味わいが広がっていきます。タンニンが骨格をあたえしっかりしたスタイリッシュなワ
インです。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
シャンボール・ミュジニー
¥10,200
\7,900

2012年 Chambolle Musigny

赤

辛口

750 ml

ブラックベリーに、アニス、月桂樹のニュアンスがあり、オリエンタルな要素を持っている。タンニンは
豊富でシャンボールらしいミネラルもある。知的で落ち着いたブルゴーニュであり時間をかけてゆっくり
と飲んでいきたい。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
ヴォーヌ・ロマネ
¥10,200
\7,900

2012年 Vosne Romanee

赤

辛口

750 ml

ヴォーヌ・ロマネは、ブルゴーニュワインのなかで自然の大地がもつ豊かさと深さを持ったワインで
す。レシュノーのこちらのワインは、果実味が豊かでわずかにスパイシーでイチゴやキイチゴなどのベ
リーの香りに土や動物的な香りも加わります。
味わいのバランスが良く瑞々しく生命力を感じるワインです。
飲用温度16℃～18℃
鴨のロティー、ブッフ・ブルギニヨンなどのお料理がお薦めです。
ニュイ・サン・ジョルジュ・1er・レ・ダモード
¥16,200
\12,500

2012年 Nuits St Gontges 1er Cru Les Damodes

赤

辛口

750 ml

ワインの重心は低く冷涼感を感じる。八角、クローブ、北欧の針葉樹、湿った土、黒胡椒の香り、甘さ
と凝縮感があるが重心は低く落ち着いた印象。レシュノーらしい知的なワインで、プリュリエと比べると
内向的なワイン。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・プリュリエ
¥16,200
\12,500

2012年 Nuits St Georges 1er Cru les Pruliers

赤

辛口

750 ml

オレンジの皮、白胡椒、根セロリの香り、口に含むと甘く華やかに野イチゴやブルーベリーのエキスが
広がります。森林の中の湖のような落ち着いた風景を思い起こさせるが、レ・ダモードに比べて華やか
で外交的。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
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¥55,500

クロ・ド・ラ・ロッシュ

2012年 Clos de la Roche

赤

\42,700
辛口

750 ml

ルフレーヴ

生産者: Leflaive

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュにおける至宝ともいえる白ワインを産出してきたドメーヌ・ルフレーヴ。
2008年を境にしてワインのスタイルに変化が見られます。2007年までは、テロワールによるミネラルが前面に表
現されていたのにたいして2008年は、厚みのある果実味に、樽のニュアンスが加わります。繊細なスタイルから
より肉厚なスタイルと変化しているといえるでしょう。どちらかというとルイ・カリヨンのスタイルに近くなったと思えま
す。
その根拠は、醸造責任者が、ピエール・モレからエリック・レミー交代したことあると思えます。
ドメーヌ・ルフレーヴの歴史は古く1580年までさかのぼることが出来ます。その名声は、現当主アンヌ・クロード
の父であるヴァンサン（1993年に死去）の時代に築かれました。
1980年代のドメーヌ・ルフレーヴのワインは、精緻きわまるクリスタル細工のような繊細さと輝きを放っていまし
た。1990年の中盤以降、ビロディナミが本格化（全面化）して以降のワインは、以前よりも丸みを帯び、鋭角的で
きらりと光るような輝きは、後景化し、 畑特有のミネラルとともに繊細さを包み込むような丸みのある優しいスタイ
ルのワインに変化しました。そして、2008年を区切りとして、また新たなスタイルのワインへと変貌しつつありま

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）

店頭価格（税別）

ムルソー・プルミエ・クリュ・スー・ル・ド・ダーヌ

2011年 Meursault 1er Cru Sous le Dos d'Ane

白

辛口

750 ml

ピュリニー・モンラシェをを代表するドメーヌ・ルフレーヴが造るこちらのムルソーは、他の生産者よりも
洗練され、品格も感じられます。
風味の中心には、ルフレーヴが造るピュリニー・モンラシェと同様にシャルドネ特有の洋ナシ系のフ
ルーツのアロマがありますが、大きく異なるのは、そのミネラル感です。ピュリニー・モンラシェとムル
ソーのミネラル感の違いは、貝の旨みに例えて言うならば、ピュリニー・モンラシェには貝の旨みから
抽出されたエキスのようなミネラルがありますが、他方でムルソーには生牡蠣の旨みに近いミネラル
感があります。いいかえますと、ムルソーは、そのミネラル感においてピュリニーの純粋性・透明性に
比べると良い意味で濁りがあり、複雑でであり、生きもののように息づいている、といえます。
まさに、ルフレーヴの手にかかるとムルソーは、洗練された品格のある滋味あふれるワインとして表
現されます。
バタール・モンラッシェ
¥91,000
\74,300

2011年 Batard Montrachet

白

辛口

750 ml

ブルゴーニュ白ワインの最高峰のひとつであるバタール・モンラッシェ、最高の生産者ドメーヌ・ルフ
レーヴによるこちらのワインは、高い品格と存在感のあるひとつの芸術品です。
ボディーの丸みと力強さ、重厚な風味、フローラルでオイリー、白檀のようなスパイシーでウッディーな
ニュアンスの香りがあり、口に含むといつまでもそこにとどまるような存在感のある風味です。
飲用温度6℃～8℃
フィリップ・パカレ

生産者: Philippe Pacalet

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

「マルセル・ラピエールの甥であり、プリューレ・ロックの醸造長を務めた人物」フィリップ・パカレを紹介する際の
常套句です。しかし今やフィリップ・パカレの名前は、自然派ワインを代表する造り手の1人と同義になったので
はないでしょうか。とはいえ彼のワインに対するアプローチは不変です。自然派ワインの祖ともいえるジュール・
ショヴェに師事し、ショヴェの哲学やエスプリを引き継いでワイン造りに向かう1人です。
ジュール・ショヴェと聞いてもあまりピンとこないのが正直なところでしょうが、彼の残した哲学を受け継いでいる
生産者の系譜を見ると、その影響の大きさを感じざるを得ません。酸化防止剤や農薬に頼らないでワインを造
り、しかも熟成によってえもいわれぬガメイを生み出したマルセル・ラピエール、ジュール・シュヴェの弟子ジャッ
ク・ネオポールからワイン造りを学んだヤン・ロエル、その他にもフレドリック・コサール、イヴォン・メトラ、ジャン・
フォイヤールなどジュール・ショヴェの残した書物から学んだ生産者は多くいます。そのジュール・ショヴェ最後
の愛弟子がフィリップ・パカレです。彼はジュール・ショヴェと6年間寝食を共に過ごし、その哲学を学びました。」
(野村ユ二ソン株式会社文章引用)

商品番号 収穫年

2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net

-25-

店頭価格（税別）

La Bourgogne (ブルゴーニュ)
¥5,800

コトー・ブルギニョン

2013年 Coteaux Bourguignons

赤

\4,300
辛口

750 ml

梅やイチゴキャンディー、和三盆、酸はシャープな印象があります。色調も明るく渋みは少なめ。トーン
は高くカジュアルに楽しむワイン。トマトソースとチーズ、ピザのような料理と楽しんでください。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
¥11,500

ポマール

2013年 Pommard

赤

\8,500
辛口

750 ml

桜、和三盆の香り、グリーン系のハーブのニュアンス。少し冷たい風の印象がある。香りは華やかで
多いですが果実味のエキスはおとなしめ。タンニンも豊富で少し硬い印象もある。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
¥12,000

ジュヴレ・シャンベルタン

2013年 Gevrey Chambertin

赤

\8,700
辛口

750 ml

香りが甘くイチゴの香り、縦に伸びる透明感と横に広がる味わいが共存したワイン。ユーカリや鉄の
ニュアンスがあります。秋をイメージさせるワインで鹿肉などのジビエ系の食材と合わせたい。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
¥12,800

ニュイ・サン・ジョルジュ

2013年 Nuits St Georges

赤

\9,500
辛口

750 ml

梅干し、杉、アカシア、牡丹の花の香り、口の横に広がるタンニン、味に立体感があり三日目から綺麗
にまとまってくる。フィニッシュにかけてエネルギッシュなミネラルが感じられます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
¥15,000

ピュリニー・モンラッシェ

2013年 Puligny Montrachet

白

\11,000
辛口

750 ml

ミネラル、メンソール、香りの要素が上方へとどんどん立ち昇り、4cmぐらい太い柱として中実に立つ。
ミネラルと酸が立ち昇り、周囲にはグレープフルーツや少しのオレンジが周囲にふんわりと香る。舌に
は丸くのったかと思うと、味わいが舌にグーンと沈み込む。その後、そよ風のように数本の線を描くよ
うに軽やかに味わいは上方へと風になびいて流れていく。味わいは硬水に澄まし汁のように味わいが
乗ってくる。舌で転がすと粘度があがり、グレープフルーツの風味と旨味が出くる
飲用温度：8℃～12℃
葡萄品種：シャルドネ100％
シャンボール・ミュジニー
¥15,000
\11,000

2013年 Chambolle Musigny

赤

辛口

750 ml

エレガントで繊細、そして明るい印象を与える香り、フランボワーズの甘く華やかなニュアンスがありま
す。まるで初夏の昼の団欒を家族で楽しんでいるような風景が浮かんできます。口当たりも滑らかで
複雑です。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・アルジラ
¥19,500
\14,000

2013年 Nuits St Georges 1er Cru Argillas

赤

辛口

750 ml

若干硬めのタンニンが強く感じられますが、旨味が凝縮した果実味と良いバランスでクラシックなＮＳ
Ｇらしい仕上がりです。 飲み頃を迎えるには最低5年かかると言われておりますが、2013年は比較的
早く開きます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ジュヴレ・シャンベルタン・1er・ペリエール
¥21,000
\16,000

2013年 Gevrey Chambertin 1er Cru Perriere

赤

辛口

750 ml

深い真紅のバラの香り、プラムやべりーの豊でボリュームある香りに引き込まれます。味わいは、ベ
リーの甘い果実、深く豊な果実風味がとても魅力的です。ジュヴレの特徴である鉄っぽいニュアンスも
あり余韻も長く続きます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
¥22,000

シャンボール・ミュジニー・プルミエクリュ

2013年 Chambolle Musigny 1er Cru

赤

\16,000
辛口

750 ml

パカレの中でもひときわ人気の高いシャンボール・ミュジニー プルミエクリュ。官能的なエレガントさと
ミネラル。薔薇、スミレ、などデリケートな花の香り。ブラックチェリーのニュアンスがあり、抽象的絵画
を思い起こさせます。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
ジュヴレ・シャンベルタン・1er・ラヴォー・サン・ジャック
¥23,500
\17,000

2013年 Gevrey Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques

赤

辛口

750 ml

紫や赤などさまざまな薔薇の香り、八角などのスパイスのニュアンスもありどこか官能的な印象を受
けます。口に含むと最上級のコンフィチュールを想わせる濃密で甘く華やかな味わいが広がってい
き、いつまでも余韻として楽しませてくれます。優雅で完璧なフィネスを備えた一級畑です。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
シャルム・シャンベルタン・グラン・クリュ
¥52,000
\38,000

2013年 Charmes Chambertin Grand Cru

赤

辛口

750 ml

色調は輝きを持った赤紫、シャルム・シャンベルタンの特徴であるスミレやバラの花の香りがあり、完
熟したベリー系の甘く華やかなニュアンスも出てきます。気品がありながら力強く、目の詰まった果実
味は特有のうま味を伴い心地よく流れていきます。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
エシェゾー
¥53,000
\38,000

2013年 Echezeaux

赤

辛口

750 ml

エシェゾーは、砂と鉄分の多い粘土石灰質の土壌。平均樹齢45年の古樹から造られており、熟したラ
ズベリーやイチゴなどの赤系果実の濃厚なアロマ。口に含むと、華やかな香りの中に、タイムやリコリ
ス、茎のようなニュアンスを感じます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ルショット・シャンベルタン
¥60,000
\43,000

2013年 Ruchottes Chambertin

赤

辛口

750 ml

ブルゴーニュのグラン・クリュの畑の中で、リュショット・シャンベルタンは、地元の人から「昔隕石が
落ちた跡（科学的に定かではないが）」と言われほどに表土が極めて薄い(約30CM)畑です。表土の下
は石灰岩の岩盤ですので、きわめて石灰的なミネラル質が豊富なワインが産出されます。ワインの色
調は輝きがあり、優美で繊細で完璧なフィネスを持ちながら、奥底から湧き出るような力強さも兼ね備
えています。石灰系のミネラルが豊富な点ではシャンボール・ミュジニーのプルミエ・クリュ・レ・ザム
ルーズと双璧をなします。
飲用温度16℃～18℃
以下、『フランスワイン テロワール・アトラス』より引用)
「ジュブレ・シャンベルタン村のグランクリュ(特級畑)畑は谷の出口に位置し葡萄樹は谷からの風を受
けております。そのためルショットの葡萄果は衛生的に完璧な状態であるものの、他のグラン・クリュ
に比べると成熟が遅くなります。また、同じ理由から素晴らしい酸が備わり、ワインはバランスに優れ
たものが出来あがります。ルショットは、薄い表土のために収穫量は自ずと制限されます。しかし出来
上がるワインは完璧で鮮やかに輝く澄んだルビー色が際立っていて優雅な香りと素晴らしいフィネス
を備え、アフターにスパイシーさが残るワインである。」
ラモネ

生産者: Ramonet

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

1920年代前半、ピエール・ラモネ氏によって設立されたドメーヌ。ピエール氏が最初に購入したのは1.5haの
シャサーニュ１級レ・リュショット。現在では誰もが認めるトップ・ドメーヌも草創期の原点はここから始まった。ド
メーヌ設立当時の1920年代から元詰を開始、その直後にアメリカ市場に紹介されたことが、世界最高の白ワイン
生産者の１人として今日の名声を獲得するきっかけとなった。
醸造自体は意外にもシンプル。このドメーヌの名声を支えてきたのは、紛れもなく畑での細やかな作業によっ
て産み出される葡萄の質の高さに尽きる。葡萄樹の生体バランスを失い、樹の寿命を早めるとして夏の摘房を
避け、春先の摘芽、摘穂を5～8芽だけ残すように厳しく行なう。雹や霜の被害にあって収量が激減しても「その
時は仕方ない」と考える。収量よりも、品質を最優先としている証である。

商品番号 収穫年

2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）
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店頭価格（税別）

La Bourgogne (ブルゴーニュ)
ブルゴーニュ・パストゥグラン

2013年 Bourgogne Passetoutgrain

¥4,400
赤

\3,500
辛口

750 ml

梅、イチゴ、そして少しの懐かしい土っぽさを感じます。土っぽさと言っても決して野暮ったいワインで
はなく、あくまでも高貴な気品をまとったワイン。ガメイの表に出やすい酸はありますが、綺麗に練れて
いるのでバランスは非常に良い。秋のイメージがあるので茸を使った料理と合わせたい。
葡萄品種：ピノ・ノワール、ガメイ
飲用温度：16～18℃
ブルゴーニュ・ルージュ
¥5,300
\4,300

2013年 Bourgogne Rouge

赤

辛口

750 ml

香りをかいだでひとくち口に含むと、ラモネのシャサーニュ・モンランシェの赤を想い出します。
イチゴやベリーの可愛らしい果実を感じます。その中に凛とした酸がありクラシックで伝統的なスタイ
ルのピノ・ノワール。綺麗で気品あるワインです。
飲用温度16℃。
ブルゴーニュ・アリゴテ・ド・ブーズロン

2013年 Bourgogne Aligote de Bouzeron

¥5,800
白

\4,500
辛口

750 ml

作りたてのカスタードのようなほのかに甘く優しい香り、レモン系の柑橘のニュアンスがあり、酸は非
常に豊富。まるでシャサーニュ・モンラッシェ・アリゴテと言えるほど気品があり複雑性のあるワイン。
葡萄品種：アリゴテ100％
飲用温度：12～14℃
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Le Bordelais (ボルドー)
ボルドー

原産地： AC.Bordeaux

商品番号 収穫年

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ワイン名

希望小売価格（税別） 店頭価格（税別）
¥2,100,000 \1,500,010

ボルドー・コレクション ６本木箱入

2005年 Caisse Collection De 6 Bouteilles Caisse Collection De 6
Bouteilles(A.C.Bordeaux)

赤

辛口

750 ml

ボルドー・スペリュール

原産地： AC.Bordeaux Superieur

商品番号 収穫年

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ワイン名
シャトー・ド・レニャック

2012年 Chateau de Reignac(A.C.Bordeaux Superieur)

希望小売価格（税別）
¥3,600
赤

店頭価格（税別）

\2,800
辛口

750 ml

赤い花や三温糖甘さの核を持つ香り。スワリングするとミルキーさ、果実のコク、黒蜜、若草、御香な
どが香る。口に含むと果実の濃さを感じる。果実の苦味が少し多めで黒い味が果実味の奥にツーっと
後半から余韻に続く。
葡萄品種：メルロー70％、カベルネ・ソーヴィニヨン25％、カベルネ・フラン5％
飲用温度：16～18℃
レニャック
¥6,000
\4,700

2009年 Reignac(A.C.Bordeaux Superieur)

赤

辛口

750 ml

杉と少しの檜が入った澄んだ香り。スワリングで奥から深みのある赤果実に胡椒など少しのスパイス
が添う。御香も少しある。口に含むと舌にやさしく旨味があり、杉のきれいな膜を持ち、口奥には丸い
果実の核がある。舌には圧力がかかりつつ、肌理が細かく、水のように流れていく。透明感があり、後
半から余韻では舌にすっきりして旨味が残る。
葡萄品種：メルロー75％、カベルネ・ソーヴィニヨン15％
飲用温度：16～18℃
レニャック 【1.5L】
¥12,000
\10,000

2009年 Reignac 【Magnum】(A.C.Bordeaux Superieur)

赤

辛口

1500 ml

杉と少しの檜が入った澄んだ香り。スワリングで奥から深みのある赤果実に胡椒など少しのスパイス
が添う。御香も少しある。口に含むと舌にやさしく旨味があり、杉のきれいな膜を持ち、口奥には丸い
果実の核がある。舌には圧力がかかりつつ、肌理が細かく、水のように流れていく。透明感があり、後
半から余韻では舌にすっきりして旨味が残る。
葡萄品種：メルロー75％、カベルネ・ソーヴィニヨン15％
飲用温度：16～18℃
バルテュス
¥14,000
\11,500

2008年 Baltｈus(A.C.Bordeaux Superieur)

赤

辛口

750 ml

非常に濃厚でリッチなワイン。赤黒系のベリーの果実を強く連想し、そこからショコラ、ナツメグ、ローリ
エの緑とどんどん続いていきます。半年後の変化も楽しみです。
葡萄品種：メルロー100％
飲用温度：16～18℃
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Le Bordelais (ボルドー)
オー・メドック

原産地： AC.Haut-Medoc

商品番号 収穫年

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ワイン名
シャトー・ソシアンド・マレ

2007年 Chateau Sociando Mallet(A.C.Haut-Medoc)

希望小売価格（税別）
¥8,300
赤

店頭価格（税別）

\7,000
辛口

750 ml

クリュ・ブルジョワ級のシャトーの中では、もっとも評価が高くかつ人気のあるシャトーです。サンテステ
ス村のジロンド川沿いに65ヘクタールの畑を所有していて「格付け3級並」と評価する人もいるほどで
す。ワインのスタイルは正当派メッドクスタイル。
香りはビターチョコにオレンジの柑橘系が少し、さらにはグリーン系のアロマも感じられます。口に含む
とブルゴーニュワインに通じるほど柔らかく華やか。熟した果実の旨味が口一杯に広がります。
葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニョン55％、メルロー40％、カベルネ・フランとプティ・ヴェルド5％
飲用温度16～18℃
マルゴー

原産地： AC.Margaux

商品番号 収穫年

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ワイン名
シャトー・マルゴー

2005年 Chateau Margaux(A.C.Margaux)

希望小売価格（税別）
¥160,000
赤

店頭価格（税別）

\160,000
辛口

750 ml

ワインの女王として名高いシャトー・マルゴー。気品と複雑さ、凝縮感がありしなやか、グラスに注いで
香ってくるアロマ、全てが最高の域にある至高の芸術品です。
葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド
飲用温度：16～18℃
ポイヤック

原産地： AC.Pauillac

商品番号 収穫年

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ワイン名
シャトー・ムートン・ロートシルト

2005年 Chateau Mouton Rothschild(A.C.Pauillac)

希望小売価格（税別）
¥135,000
赤

店頭価格（税別）

\135,000
辛口

750 ml

シャトー・ムートン・ロスチャイルドは1855年の格付け後に昇格が認められたただ一つのシャトーです。
格付け当時は第二級にランクされたものの、1973年の格付け見直しの際に第一級に昇格が認められ
ました。シャトーの地位を押し上げた功労者フィリップ・ド・ロスチャイルド男爵の言葉「余は一級であ
り、かつては二級であった、ムートンは不変なり」はあまりにも有名。またムートン・ロスチャイルドの特
徴といえば1945年以降に採用されたアートラベル。毎年異なった芸術家が描くエチケットは愛好家の
コレクターズアイテムになっています。
葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド
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Le Bordelais (ボルドー)
¥170,000

シャトー・ラトゥール

2005年 Chateau Latour(A.C.Pauillac)

赤

\150,000
辛口

750 ml

ボルドー格付け一級シャトーの中で、シャトー・ラツールは、そのしなやかで優美なスタイルにより多く
のファンが存在します。
【ヴィンテージの評価】
2005年は、ボルドー地方にとって世紀に残る当たり年です。一般的に、3月～9月の収穫時期までの
気候的要因と収穫時の葡萄の糖度、酸の質、タンニンの熟度と量によってその年の評価がなされま
すが、2005年は、それらの要因に加え、醸造過程においても完璧に近い状態でワイン造りが行えたと
いう生産者がいるほど、すべての要因でパーフェクトな年だといえます。
【他では味わえない優美な風味】
そして、さらに加えて、完璧な状態で輸入されています。そのため、これまで味わったボルドーワイン
からはことの無い風味をお楽しみいただけます。
抜栓してデカンダージュに入れて約1時間ほどおいてから、口に含むとまるで上質のブルゴーニュワイ
ンのような、フレッシュで綺麗な果実と酸味が感じられます。黒から少し赤みの入ったベリー
の風味には女性的なしなやかさを持ちます。この第一印象は鮮烈ででこれまで観たことのないボル
ドーのスタイルです。よどみなく流れる液体は豊かな生命力をともなって口いっぱいに広がってい
きます。黒胡椒などのスパイスはエキゾチックな風味と奥行きを与えます。
シャトー・ラフィット・ロートシルト
¥250,000
\250,000

2005年 Chateau Lafite Rothsｃｈuild(A.C.Pauillac)

赤

辛口

750 ml

五大シャトーの中で最も優美であり繊細、常にトップであり続ける王者のワイン。ブラックカラントや、
コーヒー、樽由来のローストしたニュアンスが心地よく混ざりあい、時とともに、濃く深いタンニンは滑ら
かで甘美なものへと変化していきます。
葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド
飲用温度：16～18℃
ポムロール

原産地： AC.Pomerol

商品番号 収穫年

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ワイン名
シャトー・トゥール・マイエ

2000年 Chateau Tour Maillet(A.C.Pomerol)

希望小売価格（税別）
¥8,500
赤

店頭価格（税別）

\7,000
辛口

750 ml

オレンジピールを加えたショコラ、秋の収穫時期のベリーとシャンピニオンなど香りの質・量共に素晴
らしく、ミネラルも豊富。余韻も非常に長く、2・3クラス上のシャトーとも感じられる、コストパフォーマン
スに優れたワイン。
葡萄品種：メルロー100％
飲用温度：16～18℃
シャトー・ラ・グラーヴ・ア・ポムロル
¥10,500
\8,700

2008年 Chateau La Ggrave A Pomerol(A.C.Pomerol)

赤

辛口

750 ml

明るいベリーのニュアンスにグリーンのハーブの香り、酸と果実のエキスとタンニン、それら全てに生
産者の手が行き届いているように感じ、数あるボルドーワインの中でもひと際、しなやかで優しいワイ
ンです。
葡萄品種：メルロー85％、カベルネ・フラン15％
飲用温度：16～18℃
シャトー・ラトゥール・ア・ポムロール
¥18,000
\15,000

2008年 Chateau Latour a Pomerol(A.C.Pomerol)

赤

辛口

750 ml

気品と位が高く、どこか貴族を想わせるほど上品でリッチなワイン。最高級のカカオ、完璧に熟した赤
黒系ベリーのエキス、オリエンタル系のスパイスに深緑の葉のニュアンス。複雑さがあり流石と言えま
す。
葡萄品種：メルロー90％、カベルネ・フラン10％
飲用温度：16～18℃
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Le Bordelais (ボルドー)
パンセ・ド・ラフルール

2005年 Pensees de Lafleur(A.C.Pomerol)

2009年 Pensees de Lafleur(A.C.Pomerol)

シャトー・ペトリュス

2005年 Chateau Petrus(A.C.Pomerol)

¥36,000
赤

¥41,000
赤

¥583,400
赤

\33,300
辛口

750 ml

\37,900
辛口

750 ml

\538,500
辛口

750 ml

メルローの王者であり、最も高値で取引されるワインの一つであるペトリュス。熟成させるほどにトリュ
フなどを思わせる官能的、魅惑的なアロマを増加させていきます。
葡萄品種：メルロー100％
飲用温度：16～18℃
サン・テミリオン

原産地： AC.St-Emilion

商品番号 収穫年

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ワイン名
シャトー・マトラス

2007年 Chateau Matras(A.C.St-Emilion)

希望小売価格（税別）
¥5,800
赤

店頭価格（税別）

\4,700
辛口

750 ml

涼しげな森の中をイメージするワイン。香りはグリーン系のアロマが多く感じられ、熟成からか少しシャ
ンピニオン、黒トリュフの香りもあります。果実はベリー系で熟れたというより酸とエキスのバランスの
良さが特徴的。
葡萄品種：カベルネ・フラン60％、メルロー40％
飲用温度：16～18℃
¥7,000
\5,500

1997年 Chateau Matras(A.C.St-Emilion)

赤

辛口

750 ml

完全に熟成が完了して、ブルゴーニュの古酒を想わせる上品なアロマがグラスから立ち込めます。上
質な黒トリュフに干し葡萄、温かみのある樹の香りもあります。しなやかで華やか、良きボルドーの古
酒です。
葡萄品種：カベルネ・フラン60％、メルロー40％
飲用温度：16～18℃
¥9,000
\8,000

2000年 Chateau Matras(A.C.St-Emilion)

赤

辛口

750 ml

シャンピニオンと黒トリュフの香りがしっかりと表れています。口に含むと少し温かみを覚え、フレッシュ
な果実の部分と熟成した部分、それらを上質なミネラルが奥で支えています。飲み頃として完璧に
整っている素晴らしいワインです。
葡萄品種：カベルネ・フラン60％、メルロー40％
飲用温度：16～18℃
¥9,500
\8,000

2009年 Chateau Matras(A.C.St-Emilion)

赤

辛口

750 ml

ブラックベリーにカシス、それらを煮詰めたような濃密さがあります。同時に瑞々しさとしなやかさも併
せ持っている上品なボルドー。香りにはグリーンのハーブに、黒糖も採ることができます。
葡萄品種：カベルネ・フラン60％、メルロー40％
飲用温度：16～18℃

2016年07月
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Le Bordelais (ボルドー)
シャトー・ロル・ヴァランタン

2006年 Chateau Rol Valentin(A.C.St-Emilion)

¥9,500
赤

\7,400
辛口

750 ml

ビターチョコに黒糖、カシスリキュールのような甘酸っぱさ。全体的な印象は非常に肉付きが良く力強
いワインと。熟成により角がとれワインの構成が球体に近づいて行っている段階を楽しむことができま
す。
葡萄品種：メルロー85％、カベルネ・ソーヴィニヨン8％、カベルネ・フラン7％
飲用温度：16～18℃
¥10,500
\8,100

2002年 Chateau Rol Valentin(A.C.St-Emilion)

赤

辛口

750 ml

カシスリキュールがしっかりと感じられ、まだまだ厚みもあり力強さがあります。スパイスの要素が出て
おりナツメグやクローブの香りが感じ取れます。タンドリーチキンなどのスパイスを効かせた料理との
相性が良いです。
葡萄品種：メルロー85％、カベルネ・ソーヴィニヨン8％、カベルネ・フラン7％
飲用温度：16～18℃
シャトー・シュバル・ブラン
¥133,400
\123,100

2005年 Chateau Cheval Blanc(A.C.St-Emilion)

赤

辛口

750 ml

サン・テミリオンの格付けでトップに君臨する、第一特別級A。2012年に、シャトー・パヴィとシャトー・ア
ンジェリュスが特別級Aに加わりますが、それまではシュヴァル・ブランとオーゾンヌの2つのシャトーだ
けが認められていました。非常に強いポテンシャルがあるため、50年を超える熟成も可能でしょう。
葡萄品種：カベルネ・フラン54％、メルロー46％
飲用温度：16～18℃

2016年07月
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Le Languedoc et Le Roussillon (ラングドック・ルーシオン)
アンテック

生産者: Antech

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

5世紀前に、フランス、ラングドック地方リムーの壮麗な修道院で、世界初のスパークリングワインは、偶然に生
まれたのです。1531年ベネディクト派の修道院のセラーにおいて瓶詰めされたワインが少し発泡していることを
発見しましました。それは、再び発酵を開始するために準備しているかの様に液体は輝き始めていました。
アンテックは、6世代続く家族経営の生産者で代々女性がその当主を引き継いでいます。伝統を生かし、近代
的な設備で高い品質のクレマンを生産しいます。年間生産量100万本。

商品番号 収穫年

ワイン名
ブランケット・ド・リムー キュヴェ・ランデヴー・アン・フランス

希望小売価格（税別）
¥3,000

NV Blanquette de Limoux Cuvee Rendez Vous En France Brut

白

店頭価格（税別）

\2,500
辛口

750 ml

伝統的なモーザックの最高品種をつかったキュベから造られるこちらのスパークリングワインは、や
さしく調和のとれた丸みのある風味で、青リンゴや熟した洋梨などや花の香りがあります。
飲用温度7℃～8℃ アペリテティフに、また、鶏肉を使ったお料理に最適です。
葡萄品種は、モーザンク（Mauzac）90％,シュナン·ブラン5％,シャルドネ5％。 熟成15ヶ月。
クレマン・ド・リムー キュヴェ・ランデヴー・アン・フランス ロゼ

NV Cremant de Limoux Cuvee Rendez Vous En France Rose

¥3,300
ロゼ

\2,600
辛口

750 ml

華やかで繊細で綺麗なピンクのロゼ・スパークリングワインです。 ベリーやバラの香り、フレッシュ
果実風味で優雅で品があります。
飲用温度7℃～8℃ サーモンや、フォアグラ、中華料理などにも合います。
葡萄品種：70％シャルドネ,20％シュナン·ブラン,4％ピノ·ノワール,6％モーザック（Mauzac） 18ヶ月
熟成

2016年07月
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L'Alsace (アルザス)
ドメーヌ・トラペ・ペール・エ・フィス

生産者: Domaine Trapet Pere et Fils

輸入元: 株式会社フィネス

1868年から6世代にわたってジュヴレ シャンベルタンでワイン造りを続けているこのドメーヌは、代々少しずつ
畑を増やしていき、現在では13haの畑を所有しています。現当主のジャン ルイ氏は物腰柔らかく穏やかな人物
で、1996年からビオディナミを導入して自然を最大限に尊重したワイン造りを行っています。 畑の手入れはビ
オディナミで化学肥料や除草剤は一切使用していません。ジャン ルイ氏の「ビオディナミにおいて、人間の役
割は葡萄が安定して育つように支えてあげることが大事で、畑仕事と選別をしっかりやれば、あとは葡萄が勝手
に良いワインになるように働いてくれる。」という言葉の通り、クォーツ（水晶）の粉末を定期的に畑に撒くことで土
壌の活性化を促し、植物のエネルギーを引き出して病気に負けない木を育てることを目指しています。葡萄の
木の仕立ては片翼式ギュイヨ、コルドン ロワイヤルで春に厳しい摘芽を行い、凝縮した葡萄のみ収穫していま
す。樹齢も高いものが多く、植え付けも1ha当たり約12000株以下にし、収量を抑えることによって品質のレベル
を高める努力をしています。 【輸入元の資料より】

商品番号 収穫年

ワイン名
アルザス・ゲヴュルツトラミネール・ベブレンハイム

2012年 Alsace Gewurztraminer Beblenheim

希望小売価格（税別）
¥3,500
白

店頭価格（税別）

\3,600
辛口

750 ml

葡萄の木は「リースリング ベブレンハイム」と共に1956年に植樹され、樹齢約60年になります。畑は特
級のゾンネングランツのすぐ下に位置し、広さは約1.2haです。深い粘土質土壌でスパイシーなワイン
になりやすい特徴があります。キンモクセイやライチの香りで果実味と酸のバランスが良く、ミネラル
が豊富でオイリーでありながらもスッキリした味わいです。フォワグラなどの濃厚な味の料理やリンゴ
を使ったデザートに良く合います。
飲用温度：8℃～10℃
葡萄品種：ゲヴェルツトラミネール100％
アルザス・リースリング グラン・クリュ・ショーネンブール
¥6,000
\6,000

2010年 Alsace Riesling Grand Cru Schoenenbourg

白

甘口

750 ml

畑は南向きの深い粘土質土壌。急勾配でトラクターが入れないので、耕作は馬または手作業で行っ
ています。下記のシュロスべルグより気候が寒いので成熟が遅く、収穫も遅摘み。畑の石がほとんど
無いのでとてもリッチな葡萄が出来ます。甘味、オイリーさがシュロスべルグよりも多く、糖度が高いで
すが、酸もしっかり残っていて上品な甘味が豊かに広がります。また、ブルゴーニュに例えるとシャン
ベルタンのように熟成に向いたワインでもあります。
飲用温度：8℃～10℃
葡萄品種：リースリング100％
アルザス ピノ・グリ ゾンネングンランツ
¥6,500
\6,500

2011年 Alsace Pinot Gris Sonnenglanz

白

甘口

750 ml

ストラスブルグの南のコルマールの町の近くにゾンネングランツの区画があります。この区画の標高
は約250メートルで粘土石灰質が主でムール貝の化石が多くみられる畑です。果実味たっぷりで厚み
があり、とてもオイリーでリッチな味わいです。甘いワインになりやすい葡萄品種なので、葡萄をあまり
成熟させずにフレッシュな味わいになるように心掛けています。品種特有のほろ苦さと固さも若いうち
は見られます。
飲用温度：8℃～10℃
葡萄品種：トカイ・ピノ・グリ100％

2016年07月
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Les Vins Doux Naturels (ヴァン・ド・ナチュレ)
ムーラン・ド・ガサック

生産者: Moulin De Gassac

輸入元: 株式会社フィネス

1970年代に「ラングドックのラフィット」と評され、一世を風靡したマス・ド・ドーマス・ガッサックメのオーナーエメ
氏が伝統のワイン造りを信念に日常的に飲めるワインとして醸造しているのがテラス・ド・ギレム シリーズのワイ
ンです。
7000以上の小さな区画に殆どがオリジナルの古木が植えられていて、ラングドックの太陽の恵みや地中海から
来る沃土などが葡萄に様々な要素を与えています。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,500

ミュスカ・ド・ミルヴァル

NV Muscat de Mireval

白

店頭価格（税別）

\2,500
甘口

750 ml

クリアで光沢のある明るい黄色、フレッシュでフローラルな香り、蜂蜜やあんずの砂糖漬けのような食
欲をそそる甘い香り、フレッシュさと完熟した果物のような旨味で余韻は蜂蜜のような甘旨味。
飲用温度：6℃～8℃
葡萄品種：ミュスカ ア プティ グラン100％

2016年07月
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Les Vins De Pays (ヴァン・ド・ペイ)
ドメーヌ・ド・ロルチェ

生産者: Domaine De L'Hortus

輸入元: 株式会社フィネス

農業技師であったジャン・オルリヤック氏が第二次世界大戦後、放置されていたモンペリエ近くのロルチュとピク
サンルーという2つの丘の間にある土地を見て、良いラングドックのワインが造れるであろうと感じ、畑、醸造設備
を造り上げ葡萄栽培に挑みました。南向きの日当たりの良い区画にはムールヴェードル、北向きの斜面の区画
にはシラー、その間の平地の区画にはグルナッシュや白葡萄が植えられています。

商品番号 収穫年

ワイン名
クラシック・ロゼ ベルジュリー・ド・ロルチュ

2014年 Classique Rose Bergerie De L'Hortus

希望小売価格（税別）
¥2,500
ロゼ

店頭価格（税別）

\2,500
辛口

750 ml

香りは、イチゴキャンディー、熟したもも、しそ、バナナ、紙粘土や石灰的な香り、花と草とハーブ、
緑、などの香りがします。味わいは、イチゴを葉付きのまま口に入れたような優しい甘さが口の中に広
がります。キリット冷やして今の時期にお薦めです。
飲用温度8℃~12℃
料理：つぼ焼、アクアパッツァなど
品種： グルナッシュ、ムールヴェードル、シラー
クラシック・ルージュ ピク・サン・ルー
¥2,700
\2,700

2014年 Classique Rouge Pic Saint Loup

赤

辛口

750 ml

プルーンとカシス、そしてブラックチェリーの甘酸っぱさが綺麗に喉を通ります。酸は豊かで南フランス
のワインですが荒々しさは無く、むしろ非常に洗練された味わい。
葡萄品種：シラー60％、グルナッシュ20％、ムールヴェードル20％
飲用温度：16～18℃
クラシック・ブラン ベルジュリー・ド・ロルチュ

2014年 Classique Blanc Bergerie De L'Hortus

¥2,700
白

\2,700
辛口

750 ml

香りは、桃、マスカット、ライチ、青林檎、洋梨、バナナ、パイナップル、マンゴー、そして強い強いいく
つもの花の香り、金木犀やく ちなしや名前も分からない小さな花等、そして、その茎や草、ハーブは
ディル、レモングラス、カスタードのような甘い香りが見え隠 れする、柑橘はレモンと若い柚子とかぼ
す等、和のものも、華やかなの香りの裏にはしっかりとしたミネラル感、小川の石や粘土、どこかアサ
リを連想させ る磯のニュアンスがあります。味わいは、力強い果実味と硬水のように口の中にまとわ
り付く力強さを持ち合わせて味わい深いワインです。
飲用温度8℃~12℃
料理：アサリ、サーモン、白身魚、クリーム系の料理
品種：ソーヴィニヨン ブラン29%、ヴィオニエ28%、ルーサンヌ29%、シャルドネ14%
グランド・キュベ・ブラン
¥4,700

2013年 Grande Cuvee Blanc

白

\4,400
辛口

750 ml

葡萄品種は毎年変わりますが、およそシャルドネ種60～70%、ヴィオニエ種20～25%、ルーサンヌ種10
～15%となっています。沖積土や泥石灰質土壌で標高120～150mの比較的緩やかな傾斜の畑です。
醗酵前浸漬はせず、すぐにプレスして、デブルバージュした後にアリエの大樽（新樽）で4週間アル
コール醗酵を行い、週1回バトナージュを行いながら新樽100%で8ヵ月熟成されます。香りは杏子やア
カシアの花を連想させ、口当たりは柔らかくて果実味がしっかりしており、余韻がとても長く残ります。
大樽を使うことによって、ワインをよく空気に触れさせ、コクがあり余韻の長いこの地方のワインとして
は長熟のものに仕上がります。
飲用温度：10℃～12℃
葡萄品種：シャルドネ60～70%、ヴィオニエ20～25%、ルーサンヌ10～15%
ドメーヌ・ド・ザムリエ

生産者: Domaine des Amouriers

輸入元: 株式会社フィネス

フランス、コート・デュ・ローヌ地方、ヴォークリューズ県のサリアン村とヴァケラス村の境界線に位置するこのド
メーヌは、1928年に最初の葡萄の木が植えられたところから始まりました。
所有畑は約22ha、ヴァケラスとコート・デュ・ローヌの畑は粘土石灰質の土壌に小石が散らばり、レ・オート・テ
ラスの畑はこれらよりも標高が低く、川が近いことから粘土と砂の混合土壌で、小砂利が散らばっています。
『清潔だがワインがくつろげないステンレスタンクより、僅かながら外気に触れることでワインが穏やかになるコ
ンクリートタンクを使う』という、ワインに対する優しさはパトリック氏の人柄そのもので、灼熱の太陽とミストラルが
吹く大地でできたワインとは思えないほど、エレガントで深みがあります。

商品番号 収穫年

2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）
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店頭価格（税別）

Les Vins De Pays (ヴァン・ド・ペイ)
¥1,800

ヴァン・ド・ペイ・ド・ヴォークリューズ スザンヌ

2013年 Vin de pays de Vaucluse Suzanne

赤

\1,800
辛口

750 ml

果実味野凝縮した香り、干し葡萄、木苺、カシス、複雑なハーブ、なめし革、湿った木や土、八角、山
椒などの中華系スパイスの香りがあり、味わいは酸、渋味、果実味が調和していて滑らかな飲み口で
す。
料理：魚料理、刺身、うなぎ、野菜やハーブを使った料理、ラムなど
葡萄品種：グルナッシュ、シラー、カリニャン、メルロー
飲用温度：16～18℃
ヴァン・ド・ペイ・ド・ヴォークリューズ スザンヌ・ブラン
¥2,000
\2,000

2014年 Vin de pays de Vaucluse Suzanne Blanc

白

辛口

750 ml

以前ヴェルマンティーノ種100％のワインを飲んで美味しかったので、自分の畑にもヴェルマンティーノ
種を植えてみたという遊び心から造られたワイン。柑橘系の爽やかな香りが豊かでフレッシュな酸味
と果実味、アルコール感もあまり感じさせないステンレスタンク醸造らしい軽やかな味わい。喉が渇い
たときにゴクゴク飲んでいただきたいワインです。
飲用温度：10℃～12℃
葡萄品種：ルーサンヌ40％、ヴェルマンティーノ40％、ヴィオニエ20％。
レ・オート・テラス ヴァン・ド・ペイ・ド・メディテラネ
¥4,700
\4,700

2013年 Les Hautes Terrasses Vin de Pays de Mediterranee

赤

辛口

750 ml

インクのように底が見えない濃い色調、白胡椒の香りから入りローズマリーやセージなどのハーブ、そ
してプルーンとプラムのコンフィチュールが顔を出してきます。タンニンもアルコール感が非常に豊富
でパワーが強いワインですが、角は無く抵抗は少ないワイン。食感がしっかりとある肉料理と合わせ
たい。
葡萄品種：シラー100％
飲用温度：16～18℃
ムーラン・ド・ガサック

生産者: Moulin De Gassac

輸入元: 株式会社フィネス

1970年代に「ラングドックのラフィット」と評され、一世を風靡したマス・ド・ドーマス・ガッサックメのオーナーエメ
氏が伝統のワイン造りを信念に日常的に飲めるワインとして醸造しているのがテラス・ド・ギレム シリーズのワイ
ンです。
7000以上の小さな区画に殆どがオリジナルの古木が植えられていて、ラングドックの太陽の恵みや地中海から
来る沃土などが葡萄に様々な要素を与えています。

商品番号 収穫年

ワイン名
テラス・ドギレム カベルネ・ソーヴィニヨン

2014年 Terrasses de Guilhem Cabernet Sauvignon

希望小売価格（税別）
¥1,350
赤

店頭価格（税別）

\1,380
辛口

750 ml

紫の果実、カシスやアメリカンチェリー、そしてグリーンを強く感じるのがカベルネの特徴、そしてブラッ
クペッパー、緑の強いハーブ、生薬、ほんのりとヴァニラは樽から。
カベルネらしいワイン。ボルドーのような深い森はないが、湿った土や木を感じることは出来る。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100％
テラス・ドギレム メルロー
¥1,350
\1,380

2014年 Terrasses de Guilhem Merlot

赤

辛口

750 ml

優しく、滑らかでしなやか、カシスやコンフィチュールのニュアンスがあり、まるで秋の森を想わせる。
香りには八角やクミンのようなスパイスの要素があり、中華系のお料理との相性は良い。
葡萄品種：メルロー100％
飲用温度：16～18℃
テラス・ドギレム ルージュ

2013年 Terrasses de Guilhem Rouge

¥1,350
赤

\1,380
辛口

750 ml

ジュラ紀の石灰質の丘に畑があり、樹齢は約25年で除梗100%、マセラシオンは26～32℃で10～12日
間行ないます。少しスパイシーながらも優しいタンニンがワインの味わいを引き立てています。2010年
ヴィンテージが「MONDE SELECTION」のインターナショナルワインコンテストでフランスワイン唯一の
特別金賞を受賞しました。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：シラー40%、グルナッシュ25%、ムールヴェードル20%、カリニャン15%

2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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Les Vins De Pays (ヴァン・ド・ペイ)
テラス・ドギレム ソーヴィニヨン・ブラン

2015年 Terrasses de Guilhem Sauvignon Blanc

テラス・ドギレム ブラン

2014年 Terrasses de Guilhem Blanc

¥1,400
白

¥1,400
白

\1,300
辛口

750 ml

\1,380
辛口

750 ml

土壌は粘土石灰質と粘土珪素質、樹齢は約20年で除梗100%、マセラシオン ペリキュール（醗酵前浸
漬）を冷却タンクで2～3時間行ない、果皮の香気成分を抽出します。辛口できれいな酸味があり、果
実味もしっかりしていてバランス良く飲みやすいワインです。
飲用温度：8℃～10℃
葡萄品種：グルナッシュ ブラン40%、クレーレット40%、ソーヴィニヨン ブラン20%

2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net

-39-

Eaux de Vie (オー・ド・ヴィ)
シャトー･ド･ラ・ヴェレ （ベルトラン・ヴィオ）

生産者: Chateau de la Velle (Bertrand Darviot)

輸入元: 株式会社フィネス

県の重要文化財に指定されているシャトー ド ラ ヴェルを所有するダルヴィオ家は1789年に起こったフランス
革命以前から葡萄栽培を行っており、現在で9世代目になる生産者です。現当主のベルトラン ダルヴィオ氏の
温厚な性格と畑への情熱がワインにも表現されていて、1998年にはフランス大統領晩餐会公式ワインに選ばれ
ました。
畑はほとんどが粘土石灰質土壌で環境保護を考えて15年以上も前からリュット レゾネ（減農薬農法）を採用し
ていて、1株の房数も白は6房、赤は5房に制限し、収穫も全て手摘みで行なわれます。畑に雑草を生やし、地
中の生物の活動を促進して畑の活性化させること（畑に雑草がある状態で畑を耕すと根に酸素がしっかり行き
わたり、葡萄の木に散布した農薬も地中に染み込まずに雑草がクッションになる）も今でこそよく見かける光景で
すが、このドメーヌでは10年以上前から、当時は馬鹿げた行為と言われていた頃から行なっています。
除梗100%で醗酵は赤はコンクリートタンク、白は樫樽、アリゴテのみステンレスタンクを使い、熟成は赤白ともに
樫樽を使用します。赤はアルコール醗酵を最高温度32℃で10～14日間行い、1日3回櫂入れをしてピノ ノワー
ルの色調とアロマを引き出します。その後、プレスして澱引きをしてから樽に移されます。白はプレスした後、醗
酵前澱引きをしてから樽に入れて20℃を超えない温度でアルコール醗酵を行います。定期的にバトナージュ
（攪拌）を行って澱や酵母の旨味を引き出し、ワインに厚みを与えます。また、葡萄の風味を損なわないように新
樽率は常時20%以下に抑えています。樽から樽へワインを移すときもポンプは使わず、重力を利用してワインに
負担を掛けないようにしています。樽熟成は白は10ヵ月間、赤は12～14ヵ月間行っています。【輸入元資料よ
り】

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥10,000

フィーヌ・ド・ブルゴーニュ

1984年 Fine de Bourgogne

白

店頭価格（税別）

\10,100
辛口

750 ml

1983年収穫のワインを醸造する段階で出た澱を1984年1月に蒸留し、22年間樽熟させて2005年に瓶
詰しました。いい年しか造らず、さらに澱は少量しか発生しないので貴重です。

¥10,000

マール・ド・ブルゴーニュ

NV Marc de Bourgogne

\10,100
辛口

750 ml

赤ワインを造る段階で出る、ピノ ノワール種の圧搾滓から造られています。1980年収穫の圧搾滓を蒸
留し、25年間樽熟させてから2005年に瓶詰めしました。マールを造る年はマールの質を高める為に圧
搾を非常に軽めにするので、圧搾滓にもかなりのアロマとワインが残っています。
クロード・デュガ

生産者: Claude Dugat

輸入元: 株式会社フィネス

ジュブレ・シャンベルタンのトップ・ドメーヌであるクロード・デュガのワインは、風味の中心に常に生き生きとした
果実の風味が息づいています。ブドウ栽培の努力の結晶がこのワインの風味に表現されています。
クロード・デュガのワイン造るのコンセプトは、「ジュヴレ・シャンベルタンの個性は、力強さであり、ピノ・ノワール
種の個性は、エレガントにあり、この対立する両者をいかな高いレベルで統一するのか」にあります。（2001年訪
問時のクロードの話）

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥28,000

マール・ド・ブルゴーニュ

NV Marc de Bourgogne

2016年07月

店頭価格（税別）

\26,000
辛口

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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750 ml

La Champagne (シャンパーニュ)
ミッシェル・ジュネ

生産者: Michel Genet

輸入元: 株式会社フィネス

1800年代から葡萄栽培家であったジュネ家は、長年ネゴシアンに葡萄を売っていましたが、1965年にミッシェ
ル・ジュネ氏が本格的に自社瓶詰を開始しシャンパンーニュのメゾンとして歩をはじめました。いわゆるブラン・
ド・ブランの銘醸地コート・デ・ブラン地区には6つのグラン・クリュが存在しますが、当メゾンはその6つのうちの1
つにあたるChouilly（シュイィ）村に所在します。約500haある葡萄畑を所有、そのうち99％がシャルドネになりま
す。
現在はその子供たちであるヴァンサン＆アントワンヌ兄弟が醸造と畑を分担してメゾンを運営しています。
所有畑はChouilly（シュイィ）を中心に石灰質土壌の畑を約9ha所有し、葡萄の樹齢は平均35年になりま
す。畑は約40ほどの小さな区画に分散しており、そのほとんどがシャルドネになりますが僅かに黒葡萄品種も植
えられています。
栽培には自然環境を尊重したリュット レゾネを採用。良い葡萄からしか良いワインは出来ないという信念に基
づいて収穫は手摘みで行ない、自重で下部の葡萄が潰れてしまう"hotte à vendange（収穫した葡萄を回収する
背負いカゴ）"は使わずに底の浅いプラスチックケースを使用して葡萄果汁と空気との接触を最小限にとどめ、
可能な限り状態の良い葡萄を圧搾できるように心掛けています。
醸造はテロワールの同じ区画ごとに約30ものキュヴェに分けて行い、ブラン ド ブランの繊細さと軽やかさを表
現できるように"クオリティ" "リスペクト" "伝統"を常に念頭に置いて誠実なシャンパン造りを行っています

商品番号 収穫年

ワイン名
ブリュット・エスプリ・ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ

NV Brut Esprit Blanc de Blancs Grand Cru

希望小売価格（税別）
¥6,000
白

店頭価格（税別）

\5,100
辛口

750 ml

ふわっと優しく立ち上る香りで、瓜やハーブなどのグリーン系の香りに熟した柑橘の香り、わずかに
花の蜜やアーモンンドを感じます。
味わいは、バランスよく熟したフルーツの風味が中心にあり、余韻は切れが良く、爽やかな印象。飲
み心地が良い。
ブラン・ド・ブランは、白葡萄（シャルドネ）から造られた白ワインという意味です。
葡萄品種はシャルドネ100%
エクストラ・ブリュット・ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ
¥6,500
\5,600

NV Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru

白

辛口

750 ml

やや大きめの泡が立ち昇る。香りは、瓜やハーブなどのグリーン系の香りに熟した柑橘の香り、わ
ずかに花の蜜やアーモンンドを感じます。 味わいは、バランスよく熟したフルーツの風味が中心にあ
り、落ち着いた風味でスムースでエネルギーを感じます。
ブラン・ド・ブランは、白葡萄（シャルドネ）から造られた白ワインという意味です。
葡萄品種はシャルドネ100%
ブリュット・プレスティージュ・ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ

2007年 Brut Prestige Blanc de Blancs Grand Cru

¥9,000
白

\9,000
辛口

750 ml

色調は薄い黄金色で泡は勢いよく立ち昇る。香りは、品のある柑橘類の香りのトーンがあり、熟した
リンゴの蜜の香りやわずかに瓜のような香りもある。味わいはリッチで豊かな果実とミネラル、落ち着
きがありゆったりとした風味で存在感がある。
飲用温度：6℃～8℃
トリシェ・ディディエ

生産者: Trichet Didier

輸入元: 株式会社フィネス

ランスの町から車で南下すること約15分、数多のシャンパンメゾンが点在する標高300mほどのMontagne de
Reims（モンターニュ ド ランス）と呼ばれる小高い丘。北～東向きの斜面で栽培されている葡萄からはエレガント
なシャンパンが、南向きの斜面で栽培される葡萄からはパワフルなシャンパンが造られています。トリシェ ディ
ディエは、その北側の麓にある、プルミエ クリュに格付けされているTrois Puits（トロワ ピュイ）村に居を構える生
産者で家族経営の葡萄栽培農家として4世代に渡って運営をしてきましたが、1970年からは自社瓶詰でシャン
パンを造るようになりました。
プルミエ クリュを中心に約4haの畑を所有。白亜紀の石灰質土壌にピノ ムニエ、ピノ ノワール、シャルドネが
植えられています。除草剤や除虫剤は一切使わず農薬も必要最小限に抑えて、農業廃水や資材などにおいて
も自然環境を尊重した方式を取り入れています。メゾンの地下8mにはフランス革命期に造られた石灰質土壌の
保湿性の高いトンネルカーヴがあり、年間通して気温12～13℃に保たれている自然のセラーでシャンパンを熟
成させています。【輸入元資料より】

商品番号 収穫年

2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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店頭価格（税別）

La Champagne (シャンパーニュ)
ブリュット・ブラン・レゼルヴ プルミエ・クリュ

NV Brut Blanc Reserve 1er Cru

¥5,500
白

\4,350
辛口

750 ml

泡がすごく細かく、ゆっくりとポツリポツリと立ち昇る。ムワっとした香りの後からオレンジリキュールが
香る。やや枯れたような樹木の香りもある。舌に泡がのるが刺激せず、舌と口内にはすっきりしてい
る。上顎の奥に突き刺さるように味わいは集中し、舌には味は出ずに口内全体にほんわりと柑橘風味
が膨らむ。圧力を感じるがすっきりした口当たりで熟成したチーズの風味や香りも余韻として出てくる。
飲用温度6℃～8℃
ブリュット・ブラン・ド・ノワール グラン・クリュ
¥6,500
\5,600

NV Brut Blanc de Noirs Grand Cru

白

辛口

750 ml

やや濃い色合い。
熟したリンゴや桃のアロマがあり、ゆったりとした落ち着きのある香り。口にふくむときめの細かい気泡
が優しくふわっと広がりスムースに流れていく。優しく包み込むような風味のシャンパンです。
飲用温度6℃～8℃
葡萄品種：ピノ・ノワール

2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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Le Jura (ジュラ)
ドメーヌ・デュ・ペリカン

生産者: Domaine du Pélican

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュのヴォルネイ村のマルキ・ダンジェルヴィルが2011年に新たに設立したドメーヌ。畑はジュラの伝
説的生産者ジャック・ピュフネイの畑を引き継いでおり、現在は赤1種、白2種を生産している。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥5,500

アルボワ・シャルドネ

2014年 Arbois Chardonnay

白

店頭価格（税別）

\5,600
辛口

750 ml

鋭角で綺麗な酸が非常にインパクトが強い。マリーゴールドのような花の香りに、しっかりとしたミネラ
ル、エキスは洋梨と少し花梨が混ざったよう。ブルゴーニュのシャルドネとは全く違う新しい感覚のシャ
ルドネ。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8～12℃
アルボワ・サヴァニャン
¥5,500
\5,600

2014年 Arbois Savagnin

白

辛口

750 ml

アルプスの雪解け水をイメージできるほど綺麗なミネラル、ジュラのサヴァニャン特有の酸化した香り
は無く、代わりにレモン等の柑橘の香りが出てきます。
葡萄品種：サヴァニャン100％
飲用温度：8～10℃

2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
ブリューノ・デゾネ・ビセイ

生産者: Bruno Desaunay Bissey

輸入元: 株式会社フィネス

現当主であるブリューノ デゾネイ氏は、1975年に彼の妻の祖母が所有していたフラジェ エシェゾーの2haの畑
で分益小作による開墾から始めました。1994年の義祖父母の引退時に引き継いだ畑と個人で購入した畑を合
わせて5つの村に約6haを所有し、実直で真面目な性格のブリューノ氏は伝統的な手法でクラシックなワインを
造っています。

商品番号 収穫年

ワイン名
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール ヴィエーユ・ヴィーニュ

2012年 Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes

希望小売価格（税別）
¥3,500
赤

店頭価格（税別）

\4,300
辛口

750 ml

葡萄の木の樹齢は古いもので約70年で、面積は約1.5haになります。「Les Combes（レ コンブ）」、
「Rouge Champ（ルージュ シャン）」、「Les hauts（レ オー）」の3区画に畑があります。イチゴのような甘
い香り、果実味と酸のバランスが良く調和しているワインです。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ジュヴレ・シャンベルタン
¥6,950
\8,600

2012年 Gevrey Chambertin

赤

辛口

750 ml

植樹は1985～1986年で、面積は約0.32haになります。「Sylvie（シルヴィ）」、「Les Plattières（レ プラ
ティエール）」、「Les Murots（レ ムロ）」の3区画に畑が点在しています。イチゴや甘草のような香りが
あり、酸味が弾けるように強く、程よいタンニンと果実味のバランスがとても良く、力強いストラクチャー
をしています。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
シャンボール・ミュジニー ラ・コンブ・ドルヴォー
¥7,400
\9,100

2012年 Chambolle Musigny la Combe d'Orveaux

赤

辛口

750 ml

葡萄の木の樹齢は古いもので約65年で、面積は約0.58haになります。野イチゴやラズベリーのような
香りがあり、タンニンがとても柔らかく、味わいも繊細で舌触りが絹のようになめらかなワインです。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
グラン・エシェゾー ヴィエイユ・ヴィーニュ

2012年 Grands Echezeaux Vieille Vigne

¥20,350
赤

\25,100
辛口

750 ml

グラン エシェゾーの区画のクロ ド ヴジョ城に一番近い三角形の部分がこのドメーヌの畑です。葡萄
の木が植えられたのは1929年で面積は約0.34haです。カシスやブラックベリー、コーヒーのような香り
があり、繊細で女性的ながらも凝縮していてバランスが取れているワインです。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
シャトー･ド･ラ・ヴェレ （ベルトラン・ヴィオ）

生産者: Chateau de la Velle (Bertrand Darviot)

輸入元: 株式会社フィネス

県の重要文化財に指定されているシャトー ド ラ ヴェルを所有するダルヴィオ家は1789年に起こったフランス
革命以前から葡萄栽培を行っており、現在で9世代目になる生産者です。現当主のベルトラン ダルヴィオ氏の
温厚な性格と畑への情熱がワインにも表現されていて、1998年にはフランス大統領晩餐会公式ワインに選ばれ
ました。
畑はほとんどが粘土石灰質土壌で環境保護を考えて15年以上も前からリュット レゾネ（減農薬農法）を採用し
ていて、1株の房数も白は6房、赤は5房に制限し、収穫も全て手摘みで行なわれます。畑に雑草を生やし、地
中の生物の活動を促進して畑の活性化させること（畑に雑草がある状態で畑を耕すと根に酸素がしっかり行き
わたり、葡萄の木に散布した農薬も地中に染み込まずに雑草がクッションになる）も今でこそよく見かける光景で
すが、このドメーヌでは10年以上前から、当時は馬鹿げた行為と言われていた頃から行なっています。
除梗100%で醗酵は赤はコンクリートタンク、白は樫樽、アリゴテのみステンレスタンクを使い、熟成は赤白ともに
樫樽を使用します。赤はアルコール醗酵を最高温度32℃で10～14日間行い、1日3回櫂入れをしてピノ ノワー
ルの色調とアロマを引き出します。その後、プレスして澱引きをしてから樽に移されます。白はプレスした後、醗
酵前澱引きをしてから樽に入れて20℃を超えない温度でアルコール醗酵を行います。定期的にバトナージュ
（攪拌）を行って澱や酵母の旨味を引き出し、ワインに厚みを与えます。また、葡萄の風味を損なわないように新
樽率は常時20%以下に抑えています。樽から樽へワインを移すときもポンプは使わず、重力を利用してワインに
負担を掛けないようにしています。樽熟成は白は10ヵ月間、赤は12～14ヵ月間行っています。【輸入元資料よ
り】

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥3,000

ブルゴーニュ・ピノ・ノアール

2014年 Bourgogne Pinot Noir

赤

店頭価格（税別）

\3,000
辛口

750 ml

畑はサヴィニー レ ボーヌ村の「Les Prevaux（レ プレヴォー）」とポマール村の「Les Chazeaux（レ シャ
ゾー）」と「Les Lormes（レ ローム）」に位置し、広さは約1.3ｈａです。ピノ ノワールのアロマを引き出す
為にマセラシオン カルボニック（炭酸ガス浸漬）を行っており、繊細な酸味と果実味がありながらタン
ニンもしっかりしていて飲み応えがあります。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
ブルゴーニュ・ブラン
¥3,000
\3,000

2013年 Bourgogne Blanc

白

辛口

750 ml

ムルソーの畑の葡萄を多く使用。フレッシュな洋ナシと白桃のアロマと果実味、レモンの柑橘の香り、
ふくよかさの中にミネラルがしっかりと感じられる。
葡萄品種：シャルドネ 100％
飲用温度12℃～14℃
ブルゴーニュ･ブラン キュベ・ド・ラ・シャトレヌ

2013年 Bourgogne Blanc Cuvee de la Chatelaine

¥3,500
白

\3,350
辛口

750 ml

広さ役1.5ｈａの畑はBeauneの丘の上にある「La Grande Châtelaine」という区画にあります。青りんご
のようなアロマ、上品で涼しげな果実味とミネラルがあり、繊細でキレのある酸味が冷製の肉料理や
甲殻類と良く合います。
葡萄品種：シャルドネ 100％
飲用温度12℃～14℃
クレマン・ド・ブルゴーニュ・ロゼ
¥3,500
\3,500

NV Cremant de Bourgogne Brut Rose

ロゼ

辛口

750 ml

プレス機に葡萄を一晩入れておいて軽く色だしをし、ステンレスタンクで炭酸ガス浸漬法で醗酵させ、
「méthode traditionelle方式」で仕上げられます。最低でも9ヵ月間寝かせられます。また、マセラシオ
ン カルボニックで品種のアロマをしっかり引き出します。軽やかな泡と赤い果実の甘味と酸味が口の
中に広がり食欲を増進させてくれるので、アペリティフとして最適です。ブルゴーニュ ルージュの畑の
一部の葡萄がクレマン用として使われます。
飲用温度：8℃～10℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ブリュット

NV Cremant de Bourgogne Blanc Brut

¥3,500
白

\3,500
辛口

750 ml

圧搾機でプレスし澱引きした後、すべてステンレスタンクで醗酵させ、同じように「méthode
traditionelle方式」で仕上げられます。最低でも9ヵ月間寝かせられます。アペリティフとして飲むとフ
レッシュで繊細な泡と酸味が食欲をそそり、食前の会話を弾ませてくれます。
飲用温度：8℃～10℃
葡萄品種：ピノノワール、シャルドネ、アリゴテ
ボーヌ・ブラン クロ・デ・モンスニール
¥5,000
\5,000

2013年 Beaune Blanc Clos des Monsnieres

白

辛口

750 ml

畑は真南向きの丘の上にあり、広さは約1.3haで平均樹齢は30年、古木は60年にもなります。雨によ
る土砂滑り対策と地中生物による土の活性化を促す為に雑草が植えられていて、その昔フィロキセラ
の被害に遭った畑でもあります。生のアーモンドやアカシアの花を連想させるような繊細なアロマが香
り、ミネラルの爽やかさとグリセリンのオイリーさがバランス良く口の中に広がります。
葡萄品種：シャルドネ 100％
飲用温度12℃～14℃
¥5,000
\5,000

2012年 Beaune Blanc Clos des Monsnieres

白

辛口

750 ml

畑は真南向きの丘の上にあり、広さは約1.3haで平均樹齢は30年、古木は60年にもなります。雨によ
る土砂滑り対策と地中生物による土の活性化を促す為に雑草が植えられていて、その昔フィロキセラ
の被害に遭った畑でもあります。生のアーモンドやアカシアの花を連想させるような繊細なアロマが香
り、ミネラルの爽やかさとグリセリンのオイリーさがバランス良く口の中に広がります。
葡萄品種：シャルドネ 100％
飲用温度6℃～8℃
サヴィニー・レ・ボーヌ
¥5,000
\5,000

2010年 Savigny Les Beaune

赤

辛口

750 ml

17世紀前より9世代にわたって続くムルソーの名門ダルヴィオ家。ムルソーを初め、ポマール、ボー
ヌ、サヴィニー・レ・ボーヌに畑を所有しており、15年以上前から化学肥料は使わず、リュット・レゾネ
（減農薬農法）を実践。フレッシュな果実感を保つために新樽は10～0％。1995年にフランス大統領官
邸のエリゼ宮の晩餐会の公式ワインに選ばれ、一躍ベルトランダルヴィオの作るワインはフランス中
に知れ渡り、今では30件以上の星付きレストランでオンリストされるにいたっています。
葡萄品種：ピノ・ノワール 100％
飲用温度16℃～18℃
ボーヌ・ヴィエイユ・ヴィーニュ・ド・サン・デジレ
¥6,000
\6,000

2009年 Beaune V.V. De Saint Desire

赤

辛口

750 ml

畑はボーヌの南にあるサン デジレの丘に位置し、樹齢は40～50年になります。区画の名前の由来
は、中世にサン デゼールという修道士が住んでいたこと、畑の中から十字架が見つかったことから
「Saint Désiré（聖なる願い）」という名前が付けられたなど諸説あります。1級畑に囲まれているために
ポテンシャルは素晴らしく、濃厚な果実味としなやかなタンニンが赤身の肉やキジなどの家禽類の料
理と良いマリアージュをします。
葡萄品種：ピノ・ノワール 100％
飲用温度16℃～18℃
ボーヌ・ブラン クロ・デ・モンスニール
¥6,000
\6,000

2009年 Beaune Blanc Clos des Monsnieres

白

辛口

750 ml

畑は真南向きの丘の上にあり、広さは約1.3haで平均樹齢は30年、古木は60年にもなります。雨によ
る土砂滑り対策と地中生物による土の活性化を促す為に雑草が植えられていて、その昔フィロキセラ
の被害に遭った畑でもあります。生のアーモンドやアカシアの花を連想させるような繊細なアロマが香
り、ミネラルの爽やかさとグリセリンのオイリーさがバランス良く口の中に広がります。
葡萄品種：シャルドネ 100％
飲用温度6℃～8℃
ムルソー・クロ・ド・ラヴェル
¥6,500
\6,600

2013年 Meursault Clos De La Velle

白

辛口

750 ml

ヴォルネイとの境に位置する粘土質土壌の畑にはたくさんの石灰岩が散らばっています。畑の広さは
約0.082haで葡萄の木は1984～1985年に植えられました。土壌由来の鉱物的なミネラルと凝縮した酸
味を豊富に含み、果実味がしっかりしているリッチなワインです。
飲用温度12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ 100％
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
ムルソー・1er・レ・カイユレ

2011年 Meursault 1er Cru Les Caillerets

¥8,500
白

\8,500
辛口

750 ml

ヴォルネイとの境に位置する粘土質土壌の畑にはたくさんの石灰岩が散らばっています。畑の広さは
約0.082haで葡萄の木は1984～1985年に植えられました。土壌由来の鉱物的なミネラルと凝縮した酸
味を豊富に含み、果実味がしっかりしているリッチなワインです。
飲用温度6℃～8℃
葡萄品種：シャルドネ 100％
¥9,700
\9,800

2013年 Meursault 1er Cru Les Caillerets

白

辛口

750 ml

ヴォルネイとの境に位置する粘土質土壌の畑にはたくさんの石灰岩が散らばっています。畑の広さは
約0.082haで葡萄の木は1984～1985年に植えられました。土壌由来の鉱物的なミネラルと凝縮した酸
味を豊富に含み、果実味がしっかりしているリッチなワインです。
葡萄品種：シャルドネ 100％
飲用温度12℃～14℃
ドメーヌ・アラン・マティアス

生産者: Domaine Alain Mathias

輸入元: 株式会社フィネス

ヨンヌ県の南部、シャブリ に非常に近いトネロワ地区のエピヌイユ村で1982年からワイン造りをしている生産者。
畑はピノ ノワールを中心に約11haを所有しており、葡萄栽培は化学肥料や農薬を使用しないEcocert（フランス
オーガニック認証機関）が承認するビオロジック農法。醸造においても葡萄になるべく負担を掛けないようにポ
ンプは使用せず、ジュースは重力によってタンクへ移し、24時間掛けて澱引きを行います。ピジャージュ（櫂入
れ）なども非常に柔らかく行いながらステンレスタンクで約7日間、20℃でアルコール醗酵を行い、バラエティ豊
かなアロマを出させます。熟成には木の香りが付きすぎる新樽は使用せず、旧樽のみを使用。3分の1が樫樽、
3分の2はコンクリートタンク熟成になっています。コラージュの有無はヴィンテージによって異なりますが、実施
する際はベントナイトにて行い、瓶詰前に1度だけフィルターに掛けます。

商品番号 収穫年

ワイン名
ブルゴーニュ・エピヌイユ・ルージュ

2012年 Bourgogne Epineuil Rouge

希望小売価格（税別）
¥3,000
赤

店頭価格（税別）

\3,100
辛口

750 ml

葡萄の樹齢は約30年、土壌の性質はシャブリに似ていてジュラ紀初期の泥灰土と石灰質のキンメリ
ジャンが交じり合う土壌は葡萄が根を深くまで張ることが出来、様々な要素を表現できます。起伏に富
む地形の斜面に畑があり、南東向きの「Dannots（ダノ）」と「Valnoirs（ヴァルノワール）」という果実旨味
を与える2区画、「Froberts（フロベール）」という北西向きで北風が良く吹き、フレッシュさを与える区画
をアサンブラージュして醸造しています。フレッシュなイチゴジャムのようなアロマ、果実をかじったよう
なフルーティさと酸味、土壌由来のミネラル感と繊細なタンニンで飲みやすい仕上がりになっていま
す。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール
シャブリ
¥3,500
\3,500

2014年 Chablis

白

辛口

750 ml

強いオイリーな粘土の香りはミネラル感、そしてグリーンの強い柑橘はライム、レモン、少しだけオレン
ジ、駄菓子のラムネも少し、ボールに溜まる甘い香りはスイートポテト、グラスを回すとそれはすぐに
飛んでいく、残るのは植物的なグリーンと柑橘とミネラル感。少し粘性のある液体が口中にまとわりつ
くように染み込みながら流れていく、舌を刺激する酸味と柔らかく暖かいイメージの甘さを感じる。
葡萄：シャルドネ100％
料理：牡蠣、その他の貝類、春野菜や山菜
ドーメーヌ・メオ・カミュゼ

生産者: Domaine Meo Camuzet

輸入元: 株式会社フィネス

かのアンリ・ジャイエから教えられてことは、「グルマン（Gourmand=美味)なワイン」だというメオのワインは、常に
濃厚な果実の風味がワインの味わいの中心に据えられている。当たり年は、極度に濃厚な、そして、他の年で
は、、通年に比べ、より軽く、繊細に仕上げられます。

商品番号 収穫年

2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）
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店頭価格（税別）

La Bourgogne (ブルゴーニュ)
コルトン・グラン・クリュ・クロ・ロニェ

2013年 Corton Grand Cru Clos Rognet

¥33,000
赤

\33,000
辛口

750 ml

ピノ ノワール種100%。畑は東向きの平地で広さは約0.45aで1920年代に植えられた古木から凝縮した
少し楕円形の葡萄が収穫されます。甘く熟した黒い果実の香りでがっちりとしていてボリュームがあり
ますが、若いうちは固さがあって10年後に真価を発揮するワインです。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ドメーヌ・トラペ・ペール・エ・フィス

生産者: Domaine Trapet Pere et Fils

輸入元: 株式会社フィネス

1868年から6世代にわたってジュヴレ シャンベルタンでワイン造りを続けているこのドメーヌは、代々少しずつ
畑を増やしていき、現在では13haの畑を所有しています。現当主のジャン ルイ氏は物腰柔らかく穏やかな人物
で、1996年からビオディナミを導入して自然を最大限に尊重したワイン造りを行っています。 畑の手入れはビ
オディナミで化学肥料や除草剤は一切使用していません。ジャン ルイ氏の「ビオディナミにおいて、人間の役
割は葡萄が安定して育つように支えてあげることが大事で、畑仕事と選別をしっかりやれば、あとは葡萄が勝手
に良いワインになるように働いてくれる。」という言葉の通り、クォーツ（水晶）の粉末を定期的に畑に撒くことで土
壌の活性化を促し、植物のエネルギーを引き出して病気に負けない木を育てることを目指しています。葡萄の
木の仕立ては片翼式ギュイヨ、コルドン ロワイヤルで春に厳しい摘芽を行い、凝縮した葡萄のみ収穫していま
す。樹齢も高いものが多く、植え付けも1ha当たり約12000株以下にし、収量を抑えることによって品質のレベル
を高める努力をしています。 【輸入元の資料より】

商品番号 収穫年

ワイン名
ブルゴーニュ・パストゥグラン "ア・ミニマ"

2013年 Bourgogne Passetoutgrain "A Minima"

希望小売価格（税別）
¥3,500
赤

店頭価格（税別）

\3,600
辛口

750 ml

ブルゴーニュ・バストゥグランは、ピノ・ノワール種50%、ガメイ種50%のブレンドです。フレッシュで若々し
い果実風味がとても魅力的。二つの品種の特徴、繊細さと品格（ピノ・ノワール種）、果実味の豊かさ
（ガメイ種）が調和した風味をお楽しみいただけます。
飲用温度は16℃～18℃
鶏や豚肉を使ったお料理との相性が良いです。
ブルゴーニュ・ブラン
¥4,000
\4,100

2013年 Bourgogne Blanc

白

辛口

750 ml

レモンやライムの爽やかな香り、蜂蜜のような甘いアロマが広がります。味わいは丸味があり濃厚な
蜜というよりは、洋ナシの爽やかな蜜といった印象。バランス良くまとまっているので様々な料理に合
わせやすいワインです。2013年が初リリース。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
フォンテーヌ・ガニャール

生産者: Fontaine Gagnard

輸入元: 株式会社フィネス

このドメーヌは1985年に設立され、当主のリシャール フォンテーヌ氏はシャサーニュ モンラッシェ村の名家であ
るガニャール ドラグランジュ、ブラン ガニャールを一族に持ちます。所有する畑はシャサーニュ、ポマール、
ヴォルネイ村に約10haで、コクがあり力強くてトロみのある白と、色調が濃く肉厚な赤を造っています。
畑の土壌は基本的には粘土石灰質ですが、区画によって様々な特徴があり、それがワインのキャラクターに個
性を与えています。葡萄の木の仕立てはギュイヨ式で、1株につき6～8房に制限します。収穫は毎年ガニャー
ル ドラグランジュ、ブラン ガニャール両家と合同で行い、すべて手摘みで選別は畑と醸造所の計2回行いま
す。

商品番号 収穫年

ワイン名
シャサーニュ・モンラッシェ・ルージュ

2011年 Chassagne Montrachet Rouge

希望小売価格（税別）
¥5,500
赤

店頭価格（税別）

\5,500
辛口

750 ml

樹齢は古いもので約70年で、畑の面積は1.2617ヘクタールで、5区画の畑の葡萄を使っています。色
合いは鮮やかなルビー色で香りも高く、なめらかなタンニンでバランスのとれた味わいです。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％

2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
¥9,300

シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン

2013年 Chassagne Montrachet Blanc

白

\8,600
辛口

750 ml

最も古い木の樹齢は約50年、畑の面積は1.6809ヘクタールで、7区画の葡萄を使っています。蜂蜜や
甘い桃のアロマ、酸味と果実味が程よくバランスが取れていて、飲みやすいワインです。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
¥11,000

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ･クリュ・ラ・マルトロワ

2013年 Chassagne Montrachet 1er cru La Maltroie

白

\11,000
辛口

750 ml

葡萄の木の植樹は1950～60年で、畑の面積は76.06アール、傾斜のほとんどない粘土石灰質で土壌
が非常に深く、様々な要素を葡萄に与えます。果実味がとても豊かでミネラルも多く、丸みがありリッ
チでたっぷりとした味わいです。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ･クリュ･ラ・ブードリオット
¥11,000
\11,000

2013年 Chassagne Montrachet 1er cru La Boudriotte blanc

白

辛口

750 ml

ピーチやアプリコットに白い花のアロマ。かすかに甘いスパイスのニュアンス。厚みがあってしっかりし
た構成にきれいな酸を伴う。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
¥12,000

ヴォルネ・プルミエ・クリュ・クロ・デ・シェーヌ

2008年 Volnay 1er Cru Clos des Chenes

赤

\11,100
辛口

750 ml

2008年らしい日本刀の様なキレがある酸が特長的。フランボワーズのアロマとジャスミン、スミレのよ
うな紫の花の香り、タンニンも豊富だがしなやかさがある。余韻も長く続きます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ラ・ロマネ

2013年 Chassagne montrachet 1er cru La Romanee

¥15,000
白

\15,000
辛口

750 ml

樹齢は約50年で、畑の面積は35.85アールで南東向きです。畑は急勾配の斜面で化石が多いのが特
徴です。果実味、酸、ミネラルがバランスよく混在していてまろやかな味わいのワインです。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
¥36,000

バタール・モンラッシェ

2013年 Batard Montrachet

白

\36,100
辛口

750 ml

葡萄の木の樹齢は古いもので約80年になり、畑の面積は32.81アール、白亜質、粘土質、砂泥が混ざ
りあった土壌で南東向きです。芳醇で肉厚ながらも酸のキレもあり、余韻が素晴らしく、また長いのが
特徴です。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
クリオ・バタール・モンラッシェ
¥36,000
\36,100

2013年 Criots Batard Montrachet

白

辛口

750 ml

肉厚で優雅な果実味とギュっと詰まったエキス、酸とのバランスが見事。厚みのある最高のグラン・ク
リュの一つ。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
フランク・ジュイヤール

生産者: Franck Juillard

輸入元: 株式会社フィネス

フランク ジュイヤール氏は1970年、ボージョレの優れた造り手であるミッシェル ジュイヤール氏の長男として生
まれ、醸造学や農業学を勉強しながら父親のワイン造りを手伝い、1992年に独立。最初は3.5ｈａの畑から始め、
現在は引退した父親の畑も譲り受けて約9ｈａです。 シャルドネ種はギュイヨ整枝で粘土石灰質土壌、ガメ種
はゴブレ整枝で砂地、粘土質の腐植土、白土、砂利質、花崗岩質の畑で育てられ、葡萄に様々な要素を与え
ています。またパリサージュ（葡萄の枝を支柱、金網などに固定する作業）により畑の風通しを良くしたり、日差
しが強すぎる時は敢えて除葉せずに葡萄が焼けるのを防ぐなど、質の良い葡萄を収穫するために努力してい
ます。

商品番号 収穫年
2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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店頭価格（税別）

La Bourgogne (ブルゴーニュ)
¥2,500

ブルゴーニュ・ブラン

2014年 Bourgogne Blanc

白

\2,500
辛口

750 ml

レモンにグレープフルーツ、爽やかな要素が強い香り、樽の風味、味わいは丸く蜜っぽさが支配して
いる。酸とミネラルのバランスもよく、蒸し鶏に岩塩といったさっぱりとしたお料理との相性は抜群。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
ガニャール・ドラグランジュ

生産者: Gagnard Delagrange

輸入元: 株式会社フィネス

ドメーヌ フォンテーヌ ガニャールの当主リシャール フォンテーヌ氏の義父である故ジャック ガニャール氏が当
主として運営していましたが、惜しくも2009年7月に享年80歳で他界され、現在はリシャール氏と、ドメーヌ ブラ
ン ガニャールの当主で同じく義理の息子にあたるジャン マルク ブラン氏の助力の下、ジャック氏の奥様がド
メーヌを引き継ぎました。2009年ヴィンテージの醸造においては、特にジャン マルク氏の息子であるマルク ア
ントネー氏が中心となって行っています。1960年からワイン造りをしていた故ジャック氏の畑は約2haと非常に小
さいですが、その多くは樹齢50年以上の古木です。しかし、畑は年々フォンテーヌ ガニャール、ブラン ガ
ニャールの2つのドメーヌに譲渡されていっており、近い将来、すべて譲渡する予定のようです。

商品番号 収穫年

ワイン名
シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン

2013年 Chassagne Montrachet Blanc

希望小売価格（税別）
¥8,500
白

店頭価格（税別）

\9,100
辛口

750 ml

蜂蜜や甘い桃のアロマ、酸味と果実味が程よくバランスが取れていて、飲みやすいワインです。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ･クリュ･ラ・ブードリオット

2013年 Chassagne Montrachet 1er cru La Boudriotte blanc

¥11,500
白

\11,500
辛口

750 ml

軽い砂利質の土壌から採れる葡萄を使い、クラシックな造りのこのワインは取ってつけた甘味はなく、
洋梨のような果実味、辛口で酸味のキレも良く、ミネラルが豊富で余韻に樽の風味を心地良く感じま
す。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
アンリ・グージュ

生産者: Henri Gouges

輸入元: 株式会社フィネス

第一次世界大戦後、父親より9haの畑を譲り受けたアンリ グージュ氏は1925年にドメーヌを設立し、マルキ ダン
ジェルヴィル氏やアルマン ルソー氏らと共にその時代に蔓延していた粗悪なブルゴーニュワインを無くす為に
INAOを設立し、区画やクラスを決める際、自分たちの畑があるニュイ サン ジョルジュとヴォルネーには自己贔
屓をしないようにグラン クリュを設定しませんでした。アンリ氏の孫のピエール氏、クリスチャン氏がそれぞれ畑と
醸造を担当してドメーヌを運営していましたが、ピエール氏が定年を迎えたため、現在はその息子のグレゴリー
氏が中心となって、ニュイ サン ジョルジュのみ15haの畑でワイン造りを行っています。

商品番号 収穫年

ワイン名
ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・シェヌ・カルトー

希望小売価格（税別）
¥10,000

2013年 Nuits Saint Georges 1er Cru Les Chenes Carteaux

赤

店頭価格（税別）

\10,100
辛口

750 ml

ピノ ノワール種100%。畑の広さは約1ha、ニュイ サン ジョルジュの最南端にあり、約半世紀前に葡萄
が植えられました。丘の上の森に隣接した畑の表面には小砂利が散らばっています。繊細ながらス
パイシーで骨格のしっかりした男性的な特徴のあるワインになります。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ニュイ･サン･ジョルジュ・レ・シェニョ
¥10,500
\10,600

2013年 Nuits St Georges Les Chaignots

赤

辛口

750 ml

ピノ ノワール種100%。葡萄の木の樹齢は約30年で畑の広さは約0.5ha、このドメーヌで唯一、ニュイ サ
ン ジョルジュの町の北側にある畑でヴォーヌ ロマネに近いこともあって繊細で口当たりも柔らかく、エ
レガントで女性的なイメージのワインです。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％

2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
ルシアン・ボワイヨ

生産者: Lucien Boillot

輸入元: 株式会社フィネス

1850年代にフランソワ ボワイヨ氏がヴォルネー村でワイン造りを始めたことからボワイヨ家の歴史は始まります。
彼の息子であるヴィクトール ボワイヨ氏はワイン造りと並行してヴォルネー村の村長を務めたばかりでなく、当時
フランスの生化学、細菌学の権威で酵母がアルコール醗酵を引き起こすことを発見したルイ パスツール氏とも
親交があり、主にワインの健康状態の保持についてのアドバイスを受けていました。また、ヴィクトール氏の甥っ
子にあたるポール マッソン氏はサンフランシスコに移住してワインビジネスを始め、今日でも彼の名前がラベル
になっているサンノゼやカリフォルニアワインが販売されています。現在はフランソワ氏の子孫たちがボワイヨ家
の名前を冠してブルゴーニュ各地でワイン造りを行っています。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥3,700

ブルゴーニュ・ルージュ

2011年 Bourgogne Rouge

赤

店頭価格（税別）

\3,800
辛口

750 ml

畑はジュヴレ シャンベルタン村の「Les Cornuets（レ コルニュエ）」とヴォルネー村の「Les Grandes
Terres（レ グランド テール）」にあり、小砂利の散らばる粘土石灰質土壌になります。広さは合計で約
0.9ｈａ、樹齢は約50年になります。一般的にブルゴーニュ ルージュに使われる畑は国道74号線の東
側に位置しますが、このブルゴーニュ ルージュに使われているジュヴレ シャンベルタン側の「Les
Cornuets」は国道の西側、つまりコート ドールの丘側に位置し、 非常に質の高い葡萄が収穫できま
す。近年は雹の影響でヴォルネー側の葡萄の収穫量が減っているのでジュヴレ シャンベルタン側の
要素が強く出る傾向にあります。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
マルキ・ダンジュルヴィル

生産者: Marquis D'Angerville

輸入元: 株式会社フィネス

マルキ・ダンジェルヴィルは、「偉大なワインは葡萄の収量を制限した収穫から生まれる」という理念に基づき、
1株につき6房に抑えて凝縮した質の高い葡萄を作っています。
現在は約15haの畑を所有し、丁寧に耕作されている排水の良い石灰泥灰土壌にたくさんの古木が地中深く
にまで根を下ろして、様々な要素を葡萄に与えています。
2006年ヴィンテージから毎年25%の割合でビオディナミに移行しており、2009年ヴィンテージからすべてビオ
ディナミによる造りになりました。
収穫は全て手摘みで除梗も100%行われます。醗酵前に低温で果皮浸漬を行い、温度管理がしやすく、外気
との遮断が容易という理由から、アルコール醗酵は木製の開放桶で約14日間行います。熟成は228ℓの樫樽で
15～18ヵ月間行われ、年にもよりますが新樽比率は約25%になります。【輸入元資料より引用】

商品番号 収穫年

ワイン名
ブルゴーニュ・パストゥグラン

2013年 Bourgogne Passetoutgrain

希望小売価格（税別）
¥4,000
赤

店頭価格（税別）

\4,100
辛口

750 ml

ピノ・ノワール50％、ガメイ50％、ドメーヌ近くの葡萄を使用。梅とイチゴキャンディのような甘酸っぱさ
があり、香りも華やか。酸とミネラルもしっかりとしておりキャラクターがしっかりとしたワイン。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール50％、ガメイ50％
¥5,300

ブルゴーニュ・シャルドネ

2013年 Bourgogne Chardonnay

白

\5,400
辛口

750 ml

シャルドネ種100%。畑はヴォルネーの「Les Petits Près（レ プティ プレ）」の区画にあり、広さは約0.3ha
になります。樹齢約30年の葡萄をアルコール醗酵から樫樽で行っていて、フレッシュで果実味豊か、
酸とミネラルもバランスよく、飲みやすく仕上げられています。
飲用温度12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％
メオ・カミュゼ・フレール・エ・スール

生産者: Meo Camuzet Frere et Soeur

輸入元: 株式会社フィネス

メオ・カミュゼのネゴシアン（買い葡萄）のワインです。それでも、メオのスタイルが表現されているのは、さすが
であるといわざるを得ません。
かのアンリ・ジャイエから教えられてことは、「グルマン（Gourmand=美味)なワイン」だというメオのワインは、常に
濃厚な果実の風味がワインの味わいの中心に据えられている。当たり年は、極度に濃厚な、そして、他の年で
は、、通年に比べ、より軽く、繊細に仕上げられます。

商品番号 収穫年
2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net

-51-

店頭価格（税別）

La Bourgogne (ブルゴーニュ)
¥9,500

フィクサン・クロ・デュ・シャピトル

2012年 Fixin 1er Cru Clos du Chapitre

赤

\9,600
辛口

750 ml

ピノ ノワール種100%。フィクサンの村の中心に近い所に畑があり、傾斜が急で畑作業が難しい区画で
す。葡萄の樹齢は平均50年以上で成熟はゆっくり進むので収穫は遅めに行われます。色調が深く、
ストレートな味わいで綺麗なミネラルがあり、黒い果実のアロマがありますが決して強すぎず、余韻に
酸味が感じられます。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ニュイ・サン・ジョルジュ
¥10,500
\10,500

2013年 Nuits St Georges

赤

辛口

750 ml

ピノ ノワール種100%。ヴォーヌ ロマネのアペラシオンに隣接する「Au Bas de Combe（オ バ ド コン
ブ）」の区画に約0.6aの畑を所有し、葡萄の木の樹齢は約50年です。丸みがあって飲み心地がよく、撫
でるような口当たりで飲み手を引きつけます。ニュイ サン ジョルジュよりもヴォーヌ ロマネに近い印象
です。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
シャンボール・ミュジニー・レ・フスロット
¥20,000
\20,000

2012年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Feusselottes

赤

辛口

750 ml

ピノ ノワール種100%。小さな穴という意味の区画名の通り、シャンボールにある2つの丘の間の窪地
に畑はあります。土壌はやや深い粘土石灰質で葡萄の木はまだ若く早熟ですが、ミネラル豊富で繊
細かつ複雑味のある、甘めで飲みやすいワインが造られています。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ニコラ・ルジェ

生産者: Nicolas Rouget

輸入元: 株式会社フィネス

エマニュエル・ルジェ氏の長男で醸造学校で醸造を学び、2005年からアリゴテを造り始めています。まだ20代前
半ですが、父親のエマニュエル氏からアンリ・ジャイエ氏のワイン造りを受け継ぐ者として、ニコラ氏が将来どのよ
うなワインを造っていくのか、非常に期待ができます。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,800

ブルゴーニュ・アリゴテ

2013年 Bourgogne Aligote

白

店頭価格（税別）

\2,800
辛口

750 ml

レモン、オレンジ等の柑橘類の果実の皮の香り、ミネラルもあるが印象が強いのは酸の透明度と豊富
さ。色合いはほんの少しグリーンが入った薄黄色、少しの洋ナシとグレープフルーツのエキスを感じる
アリゴテらしいアリゴテ。
葡萄品種：アリゴテ100％
飲用温度：12～14℃

2016年07月
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Le Bordelais (ボルドー)
ボルドー

原産地： AC.Bordeaux

輸入元: 株式会社フィネス

商品番号 収穫年

ワイン名
シャトー・レストリーユ キュプマルタン

2013年 Chateau Lestrille Capmartin(A.C.Bordeaux)

希望小売価格（税別）
¥2,700
白

店頭価格（税別）

\2,800
辛口

750 ml

白品種は主に泥砂質の多い土壌に植えられていて、セミヨン以外の品種は新鮮さを求めるためと病
害を避けるために 25～30年で植え替えられるので平均樹齢約20年ほどです。コンクリートタンクで醗
酵、樫樽で熟成されており、フレッシュでありながらも葡萄品種と樽熟 からくるリッチさとオイリーさを
兼ね備え、コクのあるワインになっています。
飲用温度は8℃～12℃です。
品種： ソーヴィニヨン グリ種43%、ムスカデル種21%、ソーヴィニヨン ブラン種18%、セミヨン種18%。
★このシャトーの現当主であるジャン ルイ ルマージュ氏のルマージュ家は、19世紀の終わり頃から
伝統的な葡萄栽培者としてサンジェルマン デュ ピュシュ村で代々続いています。彼らは情熱を持って
葡萄栽培に取り組み、環境を尊重してテロワールを表現することを常に考え、最高の葡萄を収穫する
為に努 力しています。その結果、各アペラシオンで素晴らしいワインが出来上がっています。栽培・醸
造等の作業は、娘のエステル女史が担当しています。
ボルドー・スペリュール

原産地： AC.Bordeaux Superieur

商品番号 収穫年

輸入元: 株式会社フィネス

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,700

シャトー・レストリーユ キュプマルタン

2010年 Chateau Lestrille Capmartin(A.C.Bordeaux Superieur)

赤

店頭価格（税別）

\2,700
辛口

750 ml

凝縮した香りで深い森をイメージします。グラスを回すとクリーミーで少し甘い香りが上がってくる。果
実はプラムやアメリカンチェリー、青いハーブやユーカリ、八角などのスパイス。口に含むとフレッシュ
でジュシーな液体が心地よく広がります。品格があり綺麗なワインです。
品種：メルロー57%、カベルネ ソーヴィニヨン43%
飲用温度16℃～18℃
中華料理、牛のステーキなど。
ル・スクレ・ド・レストリーユ
¥4,500
\4,500

2010年 Le Secret de Lestrille(A.C.Bordeaux Superieur)

赤

辛口

750 ml

チョコレートやラムレーズン、ヴァニラ等の甘い香りが最初に上がってくる。香りが凝縮した濃い液体。
夜の森を歩いているような気分になる。フレッシュなベリーやチェリーやプラム、湿った土や木、下草、
なめし革、生薬、オレンジピール。目の細かいタンニンで舌触りはベルベットのように滑らか。しっかり
とした酸が背筋を伸ばし、ワインに気品を与えている。フルボディながら、どこか丸く柔らかい印象の
ワイン。
品種：メルロー主体
飲用温度16℃～18℃
中華料理、牛のステーキなど。
アントル・ドゥ・メール

原産地： AC.Entre Deux Mers

商品番号 収穫年

2016年07月

輸入元: 株式会社フィネス

ワイン名

希望小売価格（税別）

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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店頭価格（税別）

Le Bordelais (ボルドー)
シャトー・レストリーユ

2014年 Chateau Lestrille(A.C.Entre Deux Mers)

\2,200

¥2,200
白

辛口

750 ml

ソーヴィニヨン ブランのフレッシュさと果実味、アロマがとても良く感じられるワインです。
葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン種84.5％、ムスカデル種15.5％。
平均樹齢は約20年、コンクリートタンクで醗酵、熟成。
飲用温度6℃～8℃
メドック

原産地： AC.Medoc

商品番号 収穫年

輸入元: 株式会社フィネス

ワイン名
シャトー・タンプル

2010年 Chateau Le Temｐle(A.C.Medoc)

希望小売価格（税別）
¥2,800
赤

店頭価格（税別）

\2,800
辛口

750 ml

黒胡椒、カシス、枯れ葉、秋の森を歩いているような少し湿った冷涼なイメージの香り。ユーカリやタ
イムのようなグリーンスパイスと針葉樹のようなウッディー・グリーン調の香りは、教科書的なボルドー
地方のカベルネ種主体のワインです。渋味は溶け込み、口に含むとスムースに流れていきます。透明
感のある諧調の高い酸味は、カベルネ種主体のワインの風味の特徴でもあります。
飲用温度は16℃～18℃
牛肉を使ったお料理との相性が良いです。
葡萄品種はカベルネ ソーヴィニヨン60%、メルロー35%、プティ ヴェルド5%。
¥2,800
\2,800

2009年 Chateau Le Temｐle(A.C.Medoc)

赤

辛口

750 ml

香りの第一印象は力強くとても凝縮した印象です。茂った森、湿った木、フレッシュな果実を煮詰め
たような甘い香り、ミルクチョコレートのようなまろやかな香り、黒胡椒、丁子などのスパイスを感じま
す。口に含むと濃厚な果実味が広がり渋味もあります。酸もあるのでボリュームがあるのですが綺麗
です。まとめますと果実味、渋味、酸のバランスが絶妙に整っていてバランスが良いです。
葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン60%、メルロー35%、プティ ヴェルド5%
¥2,800
\2,800

2002年 Chateau Le Temｐle(A.C.Medoc)

赤

辛口

750 ml

黒胡椒、カシス、枯れ葉、秋の森を歩いているような少し湿った冷涼なイメージの香り。ユーカリやタ
イムのようなグリーンスパイスと針葉樹のようなウッディー・グリーン調の香りは、教科書的なボルドー
地方のカベルネ種主体のワインです。渋味は溶け込み、口に含むとスムースに流れていきます。透明
感のある諧調の高い酸味は、カベルネ種主体のワインの風味の特徴でもあります。
飲用温度は16℃～18℃
牛肉を使ったお料理との相性が良いです。
葡萄品種はカベルネ ソーヴィニヨン60%、メルロー35%、プティ ヴェルド5%。
【注意】こちらのワインには、澱がございます。澱は、タンニン分や色素が重合して沈殿したもので、
健康上の害はございませんが、味覚的に苦味を感じ、くすんだ風味になります。そのため、お飲みに
なられる1日前（できれば3日前）からボトルを立てて、澱を沈めてからお飲みください。
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Le Languedoc et Le Roussillon (ラングドック・ルーシオン)
ムーラン・ド・ガサック

生産者: Moulin De Gassac

輸入元: 株式会社フィネス

1970年代に「ラングドックのラフィット」と評され、一世を風靡したマス・ド・ドーマス・ガッサックメのオーナーエメ
氏が伝統のワイン造りを信念に日常的に飲めるワインとして醸造しているのがテラス・ド・ギレム シリーズのワイ
ンです。
7000以上の小さな区画に殆どがオリジナルの古木が植えられていて、ラングドックの太陽の恵みや地中海から
来る沃土などが葡萄に様々な要素を与えています。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥1,800

ピクプール・ド・ピネ

2014年 Picpoul de Pinet

白

店頭価格（税別）

\1,800
辛口

750 ml

香りは、リンゴ、若い桃、梅、貝のミネラル感などを感じます。全体の香りはとてエレガントで香水の
ような綺麗な香りもあります。
味わいは、優しい果実味と綺麗な酸、少しのミネラル、全てが一体となり爽やかで心地よい味わいの
ワインです。するする飲めてしまい、春から夏にかけて楽しんでいただけるワインです。
品種：ピク・プール100%
料理：サザエ、しいたけ、たけのこ、いわし。鶏肉のシソ巻きなど。
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La Vallee Du Rhone (ローヌ)
シャトー・デ・トゥール

生産者: Chateau des Tours

輸入元: 株式会社フィネス

シャトー・デ・トゥールはシャトーヌフ・デュ・パプの東にあるサリアン村に位置し、こちらはシャトー・ライヤの醸
造所とは対照的に照明が明るく、近代的な設備が完備されています。約40haの葡萄畑では赤ワイン用にグル
ナッシュ種、サンソー種、シラー種、メルロー種、クノワーズ種、白ワイン用にグルナッシュ ブラン種、カリニャン
種が栽培されています。
醸造家のエマニュエル・レイノ氏は父ベルナール・レイノ氏と叔父のジャック・レイノ氏からワイン造りを学びまし
た。1997年、叔父から引継いだのが シャトー・ライヤ （AOC シャトーヌフ デュ パプ）とシャトー・ ド・フォンサレッ
ト （AOC コート デュ ローヌ）、そして父から引継いだのがこのシャトー・デ・トゥール（AOC ヴァケラス）です。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥4,500

コート・デュ・ローヌ ブラン

2011年 Cotes du Rhone Blanc

白

店頭価格（税別）

\4,400
辛口

750 ml

強い花の香りや花の蜜、わずかにシェリー香、味わいは力強く、豊かで、スケールが大きいです。太
陽の恵みの下で造られたワイン。
飲用温度6℃～8℃
鶏肉や豚肉を使ったお料理に
葡萄品種：グルナッシュ・ブラン100％
¥4,800
\4,800

2010年 Cotes du Rhone Blanc

白

辛口

750 ml

強い花の香りや花の蜜、わずかにシェリー香、味わいは力強く、豊かで、スケールが大きいです。太
陽の恵みの下で造られたワイン。
飲用温度6℃～8℃
鶏肉や豚肉を使ったお料理に
グルナッシュ100％
ヴァケラス
¥8,000
\8,100

2008年 Vacqueyras

赤

辛口

750 ml

香りは熟成したベリー、干しいちじく、ドライフラワー、スパイス、土の香りの奥にマール酒（醗酵後の
葡萄の果皮や澱を蒸留したもの）、複雑で太陽をいっぱい受けて育った葡萄をイメージさせる香りで
す。
味わいは、南ローヌらしい果実味の豊かさと力強さが表現されタ秀逸なワインデス。
飲用温度は16℃～18℃
品種：グルナッシュ80％にシラー20％
牛肉を使ったお料理との相性が良いです。
¥8,500
\8,500

2007年 Vacqueyras

赤

辛口

750 ml

香りは熟成したベリー、干しいちじく、ドライフラワー、スパイス、土の香りの奥にマール酒（醗酵後の
葡萄の果皮や澱を蒸留したもの）、複雑で太陽をいっぱい受けて育った葡萄をイメージさせる香りで
す。
味わいは、南ローヌらしい果実味の豊かさと力強さが表現されタ秀逸なワインデス。
飲用温度は16℃～18℃
品種：グルナッシュ80％にシラー20％
牛肉を使ったお料理との相性が良いです。
ドメーヌ・ド・ザムリエ

生産者: Domaine des Amouriers

輸入元: 株式会社フィネス

フランス、コート・デュ・ローヌ地方、ヴォークリューズ県のサリアン村とヴァケラス村の境界線に位置するこのド
メーヌは、1928年に最初の葡萄の木が植えられたところから始まりました。
所有畑は約22ha、ヴァケラスとコート・デュ・ローヌの畑は粘土石灰質の土壌に小石が散らばり、レ・オート・テ
ラスの畑はこれらよりも標高が低く、川が近いことから粘土と砂の混合土壌で、小砂利が散らばっています。
『清潔だがワインがくつろげないステンレスタンクより、僅かながら外気に触れることでワインが穏やかになるコ
ンクリートタンクを使う』という、ワインに対する優しさはパトリック氏の人柄そのもので、灼熱の太陽とミストラルが
吹く大地でできたワインとは思えないほど、エレガントで深みがあります。

商品番号 収穫年

2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）
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店頭価格（税別）

La Vallee Du Rhone (ローヌ)
¥3,200

ヴァケラス

2013年 Vacqueyras

赤

\3,200
辛口

750 ml

ブラックベリーにアメリカンチェリー、ベリー系の果実を太陽の下、完熟させきったような濃厚さとエネ
ルギーがあります。香りはウイスキーのように甘く華やかに広がり体内に留まり続けます。アルコール
感は強めですが、酸と果実とのバランスは良いので飲み飽きることはありません。
葡萄品種：グルナッシュ54％、シラー38％、ムールヴェードル6％他
飲用温度：16～18℃
ヴァケラス・レ・ジュネスト
¥3,700
\3,700

2013年 Vacqueyras Les Genestes

赤

辛口

750 ml

色調は濃厚な色合い。香りは、プラムやカシスの濃縮したベリー、黒オリーヴ、ブラックペパーなど。大
柄でがしっとした力強いワイン。まだ、硬さは残りますが、凝縮された果実の風味と強いミネラルが口
いっぱいに広がります。
飲用温度16℃～18℃
スペアリブやステーキに良く合います。
葡萄品種は、グルナッシュ65%、シラー35%
ヴァケラス・ブラン
¥5,800
\5,400

2013年 Vacqueyras Blanc

白

辛口

750 ml

ヴァケラス全体で2％しか生産されない。南国フルーツやドライフルーツのような凝縮した旨み、酸味も
しっかりとしています。
飲用温度：10℃～12℃
葡萄品種：グルナッシュ・ブラン50％、ルーサンヌ50％
ジャン・ルイ・シャーヴ・セレクション

生産者: J. L. Chave Selection

輸入元: 株式会社フィネス

コート・デュ・ローヌ地方のトップ生産者のネゴシアンのブランドです。
6世紀にわたってエルミタージュのワインを造り続けているこのドメーヌはモーヴの町に居を構えています。現当
主であるジャン・ルイ・シャヴ氏は温厚で真面目な性格で、畑での仕事を第一に考えています。
ジャン・ルイ・シャヴ氏の「ドメーヌでは偉大なワインを、ネゴシアンではおいしいワインを」という想いに基づき
ながら、ドメーヌワインと同じように造られています。葡萄 を買ったり、ドメーヌで使わなかったワインを使ったり
と、テロワールを活かしながらもリーズナブルで飲みやすいワインを目指しています。【輸入元資料より】

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥3,700

クロ－ズ・エルミタージュ シレーヌ

2012年 Crozes Hermitage Silene

赤

店頭価格（税別）

\3,800
辛口

750 ml

香りは華やかでスパイシー、黒胡椒やハーブの香り、風味のバランスがよく繊細で酸味が豊か、華や
かで飲みやすい仕上がりになっています。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：シラー
エルミタージュ・ルージュ ”ファルコネ”

2006年 Hermitage Rouge, Farconnet

¥6,500
赤

\6,500
辛口

750 ml

クロ胡椒、シナモン、クローヴなどのスパイスとプラムや黒オリーヴの香り、味わいは、ボリューム豊
で果実の旨味があり、典型的なエルミタージュの風味を持つ。
エルミタージュはもともとは人の名で、かつて十字軍に従事したエルミタージュが隠匿生活を送った
この土地の名に彼の名が付けられた。
飲用温度は16℃～18℃
牛肉などのお料理との相性が良いです。
葡萄品種はシラー種100%
エルミタージュ・ブラン ブランシュ
¥8,000
\8,000

2011年 Hermitage Blanc Blanche

白

辛口

750 ml

樹齢50～60年で鉄分豊富な粘土と細かいルース土壌の「Maison Blanche（メゾン ブランシュ）」の区画
の畑主体です。蜂蜜やメープルシロップ、アカシアの花の華やかなアロマ、エレガントなオイリーさで
早いうちから楽しむことが出来ます。
飲用温度10℃～12℃
葡萄品種：マルサンヌ100％
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La Vallee Du Rhone (ローヌ)
エルミタージュ・ルージュ ”ファルコネ”

2011年 Hermitage Rouge, Farconnet

¥8,000
赤

\8,100
辛口

750 ml

クロ胡椒、シナモン、クローヴなどのスパイスとプラムや黒オリーヴの香り、味わいは、ボリューム豊で
果実の旨味があり、典型的なエルミタージュの風味を持つ。
エルミタージュはもともとは人の名で、かつて十字軍に従事したエルミタージュが隠匿生活を送った
この土地の名に彼の名が付けられた。
飲用温度は16℃～18℃
牛肉などのお料理との相性が良いです。
葡萄品種はシラー種100%
¥8,500
\8,500

2010年 Hermitage Rouge, Farconnet

赤

辛口

750 ml

クロ胡椒、シナモン、クローヴなどのスパイスとプラムや黒オリーヴの香り、味わいは、ボリューム豊で
果実の旨味があり、典型的なエルミタージュの風味を持つ。
エルミタージュはもともとは人の名で、かつて十字軍に従事したエルミタージュが隠匿生活を送った
この土地の名に彼の名が付けられた。
飲用温度は16℃～18℃
牛肉などのお料理との相性が良いです。
葡萄品種はシラー種100%
エルミタージュ・ブラン ブランシュ
¥8,500
\8,500

2010年 Hermitage Blanc Blanche

白

辛口

750 ml

樹齢50～60年で鉄分豊富な粘土と細かいルース土壌の「Maison Blanche（メゾン ブランシュ）」の区画
の畑主体です。蜂蜜やメープルシロップ、アカシアの花の華やかなアロマ、エレガントなオイリーさで
早いうちから楽しむことが出来ます。
飲用温度10℃～12℃
葡萄品種：マルサンヌ100％
ジャン＝ルイ・シャーブ

生産者: Jean-Louis Chave

輸入元: 株式会社フィネス

1481年に立ち上げられ、6世紀にわたってエルミタージュのワインを造り続けているこのドメーヌはモーヴの町に
居を構えています。16代目現当主であるジャン ルイ シャヴ氏は温厚で真面目な性格で、畑での仕事を第一に
考えています。所々に設置してある電灯の下に行かないとテイスティングコメントも書けないほどの漆黒と静寂
に包まれた地下蔵から屈指のワインが生まれます。
エルミタージュに使われる葡萄の畑は合計28haで赤白共にいくつかの区画に分かれています。それぞれ土壌
に違いがあり、ワインに与える要素も様々なので別々に醸造されます。畑はローヌ特有の急勾配な斜面にあり、
様々な土壌の畑にマルサンヌ種、ルーサンヌ種、シラー種、グルナッシュ種が植えられています。収穫する時期
は周辺の生産者と比べて遅く、葡萄が充分に熟すまで待ち、収量もかなり抑えて凝縮した葡萄のみ収穫しま
す。白は8割は樽で残りはステンレスタンク、赤は樽のみで醸造され、18～24ヵ月間熟成されます。「エルミター
ジュはアサンブラージュのワインである」というジャン ルイ氏の信念に基づき、区画ごとに醸造されたワインは試
飲が繰り返し行われ、最後に神業の如きアサンブラージュによって仕上げられます。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥8,500

サン・ジョセフ

2012年 Saint Joseph

赤

店頭価格（税別）

\8,600
辛口

750 ml

複数の畑の葡萄が使われていて樹齢は5～80年、特に日当たりの良い区画でできた、凝縮した葡萄
が使われます。シラー特有のがっちりとしたタンニンがあり、果実味もたっぷりしていて飲み応えがあ
ります。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：シラー100％
エルミタージュ
¥26,000
\26,100

2012年 Hermitage

赤

辛口

750 ml

樹齢は古いもので80年にもなります。砂質と粘土質土壌で輪郭を与える「Péléat（ペレア）」、プダング
という礫岩土壌で酸と繊細さを与える「Beaume（ボーム）」、小砂利、赤土、白土土壌でタンニンとスパ
イシーさを与える「Hermite（エルミット）」、小石土壌で凝縮感を与える「Méal（メアル）」、木目の細かい
花崗岩土壌でパワーを与える「Bessards（ベサール）」、ミネラルを与える別区画の「Bessards（ベサー
ル）」など、6～7区画の葡萄をアサンブラージュし、それぞれのテロワールの特徴を損なわずに仕上げ
ています。とても綺麗な酸があり、果実味とタンニンのバランスも取れていてスパイシーながら複雑味
も感じられます。10年以上熟成させると真価を発揮します。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：シラー100％
2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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La Vallee Du Rhone (ローヌ)
¥26,000

エルミタージュ ブラン

2012年 Hermitage Blanc

白

\26,100
辛口

750 ml

古いものでは樹齢100年を超え、砂質と粘土質土壌で繊細さを与える「Péléat（ペレア）」、石灰質の多
い土壌で酸味やアルコールを与える、このワインの基本である「Rocoule（ロクール）」、小砂利や赤
土、白土土壌で肉厚さとオイリーさを与える「Hermite（エルミット）」、ルースという埃のように細かい土
と鉄分の多い粘土土壌でハツラツとした酸を与える「Maison Blanche（メゾン ブランシュ）」、小石だら
けの土壌でパワーとミネラルを与える「Méal（メアル）」の5区画の葡萄をアサンブラージュします。アカ
シアの花のような華やかな香り、酸味がしっかりしていますが口当たりはとても柔らかく、オイリーで味
わいがとても奥深いワインです。
飲用温度：10℃～12℃
葡萄品種：マルサンヌ種80%、ルーサンヌ種20%
エルミタージュ
¥28,500
\28,600

2011年 Hermitage

赤

辛口

750 ml

樹齢は古いもので80年にもなります。砂質と粘土質土壌で輪郭を与える「Péléat（ペレア）」、プダング
という礫岩土壌で酸と繊細さを与える「Beaume（ボーム）」、小砂利、赤土、白土土壌でタンニンとスパ
イシーさを与える「Hermite（エルミット）」、小石土壌で凝縮感を与える「Méal（メアル）」、木目の細かい
花崗岩土壌でパワーを与える「Bessards（ベサール）」、ミネラルを与える別区画の「Bessards（ベサー
ル）」など、6～7区画の葡萄をアサンブラージュし、それぞれのテロワールの特徴を損なわずに仕上げ
ています。とても綺麗な酸があり、果実味とタンニンのバランスも取れていてスパイシーながら複雑味
も感じられます。10年以上熟成させると真価を発揮します。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：シラー100％
ル・ヴュー・ドンジョン

生産者: Le Vieux Donjon

商品番号 収穫年

輸入元: 株式会社フィネス

ワイン名

希望小売価格（税別）

店頭価格（税別）

シャトーヌフ=デュ=パプ

NV Chateauｎｅｕｆ-ｄｕ-Pape

赤

辛口

750 ml

白

辛口

750 ml

シャトーヌフ=デュ=パプ ブラン

NV Chateauｎｅｕｆ-ｄｕ-Pape blanc

ルネ・ロスタン

生産者: Rene Rostaing

輸入元: 株式会社フィネス

フランス革命以前からアンピュイ村でワインを造ってきた親族と夫人の祖母の畑をまとめる形でドメーヌを設立
し、定年を迎えた親族の畑を次々に相続することでドメーヌを拡大してきました。
特に叔父のマリウス・ジャンタズからテュルク等古木を持つ畑を相続したことは大きく、現在所有する複数の区
画から「コート・ブロンド」「ヴィエレール」「ランドンヌ」の３種類のコート・ロティとスタンダードなコート・ロティなど
のキュヴェを造っています。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥16,000

コート・ロティー ラ・ランドンヌ

2004年 Cote Rotie La Landonne

2016年07月

赤

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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店頭価格（税別）

\16,100
辛口

750 ml

La Vallee Du Rhone (ローヌ)

2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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La Vallee De La Loire Et Le Centre (ロワール)
ディディエ・ダグノー

生産者: Didier Dagueneau

輸入元: 株式会社フィネス

2008年に飛行機事故で早世した故ディディエ氏の跡を継いだ息子のベンジャマン氏は、葡萄の成熟を重視し
ながらヴィンテージごとの個性やテロワールをしっかり表現するワイン造りを行っています。畑の広さは約11haで
土壌と環境を尊重し、ビオディナミを取り入れてます。畑の区画によっては馬で耕作を行い、出来る限り機械は
使わないような栽培方法が採られています。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥10,000

ブラン・フュメ・ド・プイィ

2013年 Balnc Feme de Pouilly

白

店頭価格（税別）

\10,100
辛口

750 ml

泥灰土、シレックス土壌で4つの区画のアサンブラージュ。4～8ヵ月ステンレスタンクでアルコール醗
酵後、12ヶ月間樽熟成されます。グレープフルーツやすだち、はっさくなどの柑橘系風味が豊かでほ
んのり苦味も感じられます。以前に造られていた「EN CHAILLOUX（アン シャイユー）」に代わるもので
す。
葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン100％
飲用温度：8～10℃
ブラン・フュメ・ド・プイィ ピュア・サン
¥12,000
\12,100

2013年 Balnc Feme de Pouilly Pur Sang

白

辛口

750 ml

粘土シレックス土壌で畑は醸造所から5km離れた所にある1区画の葡萄のみ使われます。シレックス
（火打石）の大きさが小さく、雨が浸透しやすいので平均樹齢20年の木には繊細な葡萄ができます。
パイナップルを連想させる果実味、辛口で酸が豊富、ミネラルもあり繊細な味わいです。その昔、この
地方のソーヴィニヨン ブランで造られていたワインは「PUR SANG」と呼ばれており、ディディエ氏は歴
史を重んじる意味でこのワインにその名を付けました。
葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン100％
飲用温度：8～10℃
ブラン・フュメ・ド・プイィ シレックス
¥17,000
\17,100

2013年 Balnc Feme de Pouilly Silex

白

辛口

750 ml

醸造所の裏を中心に数区画あり、約4haほどの広さで粘りの強い粘土質の土壌に大きなシレックスが
たくさん転がっています。ほとんどが樹齢80年の古木で、シレックス土壌からくる鉱物的なミネラルを
存分に味わうことが出来るワインです。1985年から造っている、当ドメーヌで1番古いアイテムです。
葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン100％
飲用温度：8～10℃
レ・ジャルダン・ド・バビロン・モワルー
¥18,000
\18,100

2011年 Les Jardins de Babylone Moelleux

白

甘口

750 ml

土壌は礫岩（プディング土壌）で広さは3ha、葡萄の樹齢は約18年、南西、南東、南向きの畑で醸造に
は新樽が使用されます。2004年から造り始めたアイテムで、500mlボトルが使われています。味わい
はかなり甘口で濃厚ですが、酸もしっかりあってバランスがとれており、複雑さも感じられます。貴腐葡
萄を使っているわけではなく、葡萄の房を干し葡萄状にし、糖分を凝縮させてから醸造しています。
葡萄品種：プティ・マンサン100％
飲用温度：6～8℃
ドメーヌ・アンドレ・ヴァタン

生産者: Domaine Andre Vatan

輸入元: 株式会社フィネス

4代に渡って葡萄栽培を続けているこのドメーヌは、現在14haの畑を所有しています。真面目で温厚な性格の
現当主アンドレ ヴァタン氏は丁寧な畑の手入れを心掛け、区画によるテロワールの違いを見事なアサンブラー
ジュによってまとめ上げた、秀逸なサンセールを造っています。
14haの畑は約40の区画に分けられ、白土と石灰土壌の畑、小石と石灰土壌の畑、シレックス（火打石）土壌の
畑の3つのタイプがあります。斜面の畑には畝ごとに草を残して土壌が流れてしまうのを防ぎ、微生物の作用に
よって畑を活性化させるようにしています。
アルコール醗酵は温度調節のできるグラスファイバー製のタンクで行われ、熟成はステンレスタンクや新樽が使
われます。週1回の割合でバトナージュが行われ、澱の旨味を引き出してワインに厚みを与えています。アサン
ブラージュの割合はスーチラージュの時の試飲によって決められます。【インポーターの資料より引用】

商品番号 収穫年

2016年07月

ワイン名

希望小売価格（税別）

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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店頭価格（税別）

La Vallee De La Loire Et Le Centre (ロワール)
サンセール サン・フランソワ

2012年 Sancerre "Saint Fraancois"

¥4,700
白

\4,400
辛口

750 ml

フルーティさを出す小石と石灰質土壌の区画、コクとオイリーさを出す白亜石灰質土壌の区画、力強
さを出すシレックス土壌の区画を土壌ごとに別々に醸造して、最後にアサンブラージュして仕上げてい
ます。グレープフルーツを連想させるような柑橘類の香りが芳しく、爽やかなフルーティさとミネラル、
キレの良い酸で飲み口が非常に心地良いです。
飲用温度：8℃～10℃
葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン100％
ドメーヌ・デ・オー・ペミオン（クリストフ・ドルーア）

生産者: Domaine Des Hauts Pemions (Christophe Drouard

輸入元: 株式会社フィネス

前当主ジョゼフ ドルーア氏から約22haの畑を引き継いだ息子のクリストフ ドルーア氏は、アサンブラージュを第
一に考えたワイン造りを行っています。醸造タンクはガラスのタイルで出来たもので地中に造られており、温度が
安定していて熟成するのに適した環境になっています

商品番号 収穫年

ワイン名
ミュスカデ・セーヴル・エ・メ-ヌ・シュール・リー

2014年 Muscadet Sevre et Maine Sur Lie

希望小売価格（税別）
¥2,200
白

店頭価格（税別）

\2,000
辛口

750 ml

溌溂としたミネラルと青リンゴのような果実味、グリーン系のハーブのアロマ、心地良い酸が楽しめ、
甲殻類や白身の魚、天麩羅との相性が良い。
葡萄品種：ミュスカデ100％
飲用温度：8～10℃
レジ・ミネ

生産者: Regis Minet

輸入元: 株式会社フィネス

レジ・ミネの歴史は樽職人そして農業の経営を行っていた先々代ロベール・ミネが1937年に1.5haの畑からブド
ウ栽培を開始した事に始まります。仕事は非常に厳しいものでしたがロベールが諦める事はありませんでした。
2代目のレジ・ミネは父の急逝したことから17歳で学業をやめ、父の後を継ぎます。レジは父親と同じ理想と価値
観を継承。彼はすぐにワインの品質を高める為に最高の醸造技術を取り入れしました。また先代ロベールが所
有していた3haから11haまでブドウ畑を拡大しています。
現在は非常に若い頃から経験を積んでいる3代目アントワーヌに代替わりしました。アントワーヌはボルドーで
MBAを取得後、ブルゴーニュ、ローヌ、ラングドックのドメーヌで知識と経験を身につけ、また南アフリカやカリ
フォルニア、アルゼンチンなど世界中を回る事で新たなノウハウを手に入れた新世代の生産者です。

商品番号 収穫年

ワイン名
プイィ・フュメ ヴィエイユ・ヴィーニュ

2014年 Pouilly Feme Vielles Vignes

希望小売価格（税別）
¥3,500
白

店頭価格（税別）

\3,500
辛口

750 ml

香りはフュメという名の通り少し煙のような香りはあります。さらにグリーン系のハーブの香りが層をな
して飛び込んできて、まるで目の前にボウル一杯に盛られたクレソンのサラダを置かれたような錯覚
を覚えます。そして石灰の香りが全体を包んでいく…口に含むとグレープフルーツやレモンといった黄
色い果実のエキスの他に、オレンジのエキスも入ってきます。そこにかなり熟れたパッションフルーツ
のような濃いエキスが後から飛び込んでくる。酸は豊富で酒質も強固、しかし決して厚みのある重た
いワインでは無い。
葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン100％
飲用温度：8～10℃

2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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Emilia-Romagne (エミリア・ロマーニャ)
イル・ファルネート

生産者: Il Farneto

輸入元: エヴィーノ

レッジョ エミリアとモデナの中間、南側に位置するカステッララーノ。2000年、当主であるマルコ ベルトーニは、
8ha放棄地を手に入れ、ブドウ栽培を開始した。標高250mの緩やかな斜面、元来ブドウ畑として使われていた
土地は、昼夜の寒暖差、そして強い粘土質、乾燥した風、恵まれた環境が整っていた。元来ブドウ農家ではな
かったマルコ、しかしながらサッスオーロの町で幼い頃から見てきたワイン造りに強い憧れを持ってきた。地域伝
統のランブルスコ造りや、そして彼が最も魅力を感じていたレッジョの地酒ともいえるベスメイン（マルツェミーノ
の古い呼び名）、そしてスペルゴラであった。効率を考えた近代的な農業を嫌うマルコ、あくまでも手作業を中
心とし、ビオディナミ式の農業を取り入れつつ、自然環境を尊重した循環型の栽培を追求。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,200

フリザンテ・ビアンコ

2014年 Frisant Bianco

白

店頭価格（税別）

\2,100
辛口

750 ml

ライム、キウイ、レモン、駄菓子屋にあったラムネを彷彿させる。時間を置くとバターの風味が広がる。
酸が非常に豊かでまるでレモネードを飲んでいるよう。微発砲なので喉に心地よく流れていき、果実
味のフレッシュさが際立つ。気兼ねなくフランクに飲めます。
葡萄品種：スペルゴラ70％、ソーヴィニョンブラン30％
飲用温度：6～8℃
スペルグレ
¥2,500
\2,350

2014年 Spergle

白

辛口

750 ml

収穫後、除梗し果皮とともに約2日のマセレーション(果皮浸漬)を行う。野生酵母による醗酵を促し、ス
テンレスタンクにて6か月熟成。オリ引きののちのボトル詰め。
葡萄：スペルゴラ（樹齢５年）100％

2016年07月
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Sicilia (シチリア)
ボナビータ

生産者: Bonavita

輸入元: エヴィーノ

2005年、ジョバンニ スカルフォーネは母の受け継いできた1haほどの土地「Bonavita」にて、本格的なブドウ栽
培とワインの自家醸造を開始する。コントラーダと呼ばれるこの小さな土地は、代々家庭用として野菜やオリー
ブ、ブドウを栽培。今まで一切の薬剤や肥料を使わずに守ってきた土地。
栽培されるブドウはネレッロ マスカレーゼ、ネレッロ カプッチョ、ノチェッラと呼ばれる地域特有の品種、このノ
チェッラの強い個性（酸が強く果皮の色素が薄い）こそがファーロの個性といっても過言ではない。彼はこのボ
ナヴィータ：（１ha 標高280ｍ。古いものは樹齢55年にもなる。石灰質、粘土、部分的に砂の多いトゥーフォ土
壌）と、2006年より自ら切り開いたMangiavaccheマンジャヴァッケ：（１ha 標高320ｍ。粘土、石灰が強いのが特
徴。2011年より収穫、醸造）の2つの畑。計6000本の生産。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥3,000

ロザート

2013年 Rosato

ロゼ

店頭価格（税別）

\3,000
辛口

750 ml

果実の一部を除梗せずに醸造することにより、しっかりとした味わいのロゼワインに仕上がっている。
その濃さがワインを安定させ、ＳＯ２の添加も極力抑えることが出来る。優しい甘い香りと程よいタンニ
ンが心地良く、単体でも飲み飽きしない仕上がりながら、ストレスなく身体に染みこんでいく。
葡萄：ネレロマスカレーゼ、ネレッロ・カプッチョ、ノチェッラ
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Toscana (トスカーナ)
カパルサ

生産者: Caparsa

輸入元: エヴィーノ

キァンティ クラッシコの地域でも、特に標高が高く、山岳的な特徴の色濃いいラッダ イン キァンティ。この土地
で誰にも負けない個性と、輝きを放つパオロ チァンフェローニ。様々な地質がモザイク画のように入り混じるカ
パルサの畑から、他のどんなキァンティ クラッシコにも感じ得ない味わいが生まれる。
長い時間を費やしたワイン造り、パオロはこの土地の持つ複雑さを表現するための努力を惜しまない、徹底した
こだわりと奔放な探究。ブドウ樹、地質、栽培、想像がつかないほどの複雑さ、ラッダ イン キァンティの独自性、
そしてパオロの強烈な個性と感性は、キァンティ クラッシコに収まりきらないほどの存在感を持った、素晴らしい
ワインを生み出している。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,900

ロッソ・ディ・カパルサ

2011年 Rsso di Caparsa

赤

店頭価格（税別）

\2,900
辛口

750 ml

都会的な雰囲気で、果実味が豊富でタンニンも多いが上品な味わい。ボリュームありながらすっきりし
ている。味わいは果実の凝縮感とすっきり感が2層構造になっている。
葡萄品種：サンジョヴェーゼ、カナイオーロ、トレッビアーノ
飲用温度：16～18℃
¥4,300

カパルジーノ・キャンティ・クラシッコ・リゼルヴァ

2009年 Caparsino Chianti Classico Riserva

赤

\4,300
辛口

750 ml

非常にシルキーな口当たり。少し甘味が勝るが酸とのバランスが良い。ミントのような青みがこの生産
者には共通している。
葡萄：サンジョヴェーゼ主体
ファネッティ

生産者: Fanetti

輸入元: エヴィーノ

1700年代よりモンテプルチアーノに存在し、ワイン造りを含む農園運営に携わってきたファネッティ家。1921年、
当主アダモ ファネッティによってこの地でできるワインを「Vino Nobile di Montepulcianoヴィーノノービレ ディ
モンテプルチアーノ」、この土地で栽培してきたサンジョヴェーゼを「Prugnolo Gentileプルニョーロ・ジェンティー
レ」と名付けた人物。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,000

ビアンコ・サンタニェーゼ

2012年 Bianco S.Agnese

白

店頭価格（税別）

\2,000
辛口

750 ml

VdTなのでヴィンテージ表記のない、地元で量り売りされているワイン。ライトながら華やかな香りと
しっかりとした飲み口のビアンコ。色も濃く、蒸留酒のように香る個性的なワイン。
葡萄品種：トレッビアーノ・トスカーノ、マルヴァージア・ビアンカ
飲用温度6℃～8℃
料理：比較的何にでも合います
ロッソ・ファネッティ
¥2,090
\2,100

2011年 Rsso Fanetti

赤

辛口

750 ml

地元モンテプルチアーノの町で昔から愛されているスフーゾ(量り売り)されているワイン。野生酵母
のみで発酵を終えた、ロッソはノービレに含まれない区画の果実を用いる。なんとも味わい深くどこか
懐かしさを感じるワイン。きちんとした渋みや程よい甘さ、そして奥行きのある味わい。トスカーナのサ
ンジョベーゼらしいよい意味での土臭く田舎くさいワイン。
飲用温度：16℃～18℃
料理：牛タンの赤ワイン煮こみ、牛肉のステーキ
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Toscana (トスカーナ)
¥2,900

ロッソ・ディ・モンテプルチアーノ

2005年 Rosso di Montepulciano

赤

\2,900
辛口

750 ml

バラとアールグレイ、明るいベリーとザクロ、グラスを回すと日に焼けた畳や古い日本家屋を連想させ
る香りが出てくる、古い乾いた木や湿った木、ドライなフルーツ、杏やレーズン、腐葉土や湿った枯れ
草、秋の香り、きのこ、海苔の佃煮、どこか遠くに磯の香を感じる。冷たい酸とジューシーや果汁、そし
て少し乾いたタンニンが舌を撫でる。フレッシュ感と熟成感を感じるが、ややフレッシュ寄り、といったと
ころ。
葡萄品種：プルニョーロ・ジェンティーレ（主体）、カナイオーロ
飲用温度：16℃～18℃
秋の食材や鹿、和食全般
鶏肉やトマトソースを使ったお料理と
ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ・リゼルヴァ
¥3,800
\3,800

2009年 Vino Nobile di Montepulciano Riserva

赤

辛口

750 ml

1921 年、当主アダモ ファネッティによってこの地でできるワインを「Vino Nobile di Montepulciano」、
昔から栽培してきたサンジョヴェーゼを「Prugnolo Gentile プルニョーロ・ジェンティーレ」（のちに亜種
として認識される。）として正式に名づけられた。1700 年代よりモンテプルチアーノに存しかし、彼らの
存在は、ノービレの始祖（エリザベッタ曰く、当時ブルネッロと名前を付けた サンティと親睦の深かっ
た祖父が、張り合って付けたのが始まりだという。品種はプルニョーロ、ジェンティーレ主体、カナイ
オーロ、マンモーロ、大樽にて48ヶ月熟成させます。なんとも味わい深く、どこか懐かしささえ感じる味
わい。日々のテーブルを彩る存在ともいえる気取らない旨みと染み出す味わい。（インポーターエ
ヴィーノ資料引用)
味わいは、濃く甘く力強い香りは少しドライな果実とチョコレート。熟成しているというにはまだ若く力強
いワインだが、舌触りは滑らかで酸もしっかりとある。グリーンのトーンが高く、森を感じさせる深みが
ある。
¥4,900
\4,900

2005年 Vino Nobile di Montepulciano Riserva

赤

辛口

750 ml

1921 年、当主アダモ ファネッティによってこの地でできるワインを「Vino Nobile di Montepulciano」、
昔から栽培してきたサンジョヴェーゼを「Prugnolo Gentile プルニョーロ・ジェンティーレ」（のちに亜種
として認識される。）として正式に名づけられた。1700 年代よりモンテプルチアーノに存しかし、彼らの
存在は、ノービレの始祖（エリザベッタ曰く、当時ブルネッロと名前を付けた サンティと親睦の深かっ
た祖父が、張り合って付けたのが始まりだという。品種はプルニョーロ、ジェンティーレ主体、カナイ
オーロ、マンモーロ、大樽にて48ヶ月熟成させます。なんとも味わい深く、どこか懐かしささえ感じる味
わい。日々のテーブルを彩る存在ともいえる気取らない旨みと染み出す味わい。（インポーターエ
ヴィーノ資料引用)
味わいは、濃く甘く力強い香りは少しドライな果実とチョコレート。舌触りは滑らかで酸もしっかりとあ
る。グリーンのトーンが高く、森を感じさせる深みがある。熟成感もしっかりある上質なワイン。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：プルニョーロ、ジェンティーレ主体、カナイオーロ、マンモーロ
ポデーレ・ルイーザ

生産者: Pdere Luisa

輸入元: エヴィーノ

周囲の常識や固定観念に縛られず、謙虚に伝統を守る良心を持った造り手です。 トスカーナの中部、シエ
ンより内陸に50Kｍほど、アレッツオ近郊の丘陵の町モンテヴァルキ。クラシコとはまったく異なる親しみやすさが
ありながら、深い伝統を持つ地域です。サウロ ブルサッリは1999年、家族で代々営んできた2.5haのブドウ栽培
と醸造を引き継いだ。彼の父は昔から変わることなくワイン造りを行ってきた農民であり、畑では最低限の銅と硫
黄物以外一度も使ったことがありません。サウロは父の守ってきたワイン造りに敬意を表し、自分の生まれたモン
テヴァルキのワインつくりを残していくことを決意、2002年2004年と段階的に植樹を行い、2008年よりボトル詰め
を開始しました。(インポーターエヴィーノ資料引用)。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,100

ロッソ・イル・チオトッロ

2013年 Rosso il Ciottlo

赤

店頭価格（税別）

\2,100
辛口

750 ml

キャンディーのような少し甘みのあるベリー系の果実味、鉄分を豊富に感じ濃い印象を与えるが、液
体は非常に軽やかで飲みやすい。アマトリチャーナのようなフレッシュなトマトソースのパスタと合わせ
たい。
葡萄品種：サンジョヴェーゼ主体
飲用温度：16～18℃
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Toscana (トスカーナ)
¥2,500

キャンティ

2012年 Chianti

赤

\2,500
辛口

750 ml

適度にベリー系の甘さがあり、それは洗練されている訳ではないが、どこか馴染みやすく心地よい。
雑味も少なく価格もリーズナブル。
葡萄品種：サンジョヴェーゼ主体
引用温度：16～18℃

2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net

-67-

Treｎtino-Alto-Adige (トレンティーノ・アルト・アディジェ)
エッゲル・フランツ

生産者: Egger Franz

商品番号 収穫年

輸入元: エヴィーノ

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,500

スィドロ・アッラ・メーラ

2015年 Sidro alla Mela

白

¥2,600

スィドロ・アッラ・サンブーコ

2015年 Sidro alla Sambuco

白

¥2,600

スィドロ・アッラ・コトーニャ

2015年 Sidro alla Cotogna

白

店頭価格（税別）

\2,500
やや辛口 750 ml

\2,600
やや辛口 750 ml

\2,600
やや辛口 750 ml

ローズィ・エウジェニオ

生産者: Rosi Eugenio

輸入元: エヴィーノ

トレントの南、ロヴェレート近郊の町ヴォラーノにあり、マルツェミーノ(葡萄の品種)をはじめ、古くから盛んに栽
培・醸造が行われてきた土地です。とわいうものの、基本的には量り売りの文化であり、多産に適したペルゴラ
仕立ての葡萄の棚が良く似合う土地であり、父の葡萄作りが彼にとってのスタート、そして醸造家としての道を
選びました。畑は大小１０箇所に点在し、マルツェミーノ(葡萄の品種)をはじめ、カベルネやメルロー、ノズィオー
ラ、ピノ・ビアンコ、シャルドネを栽培、完全無肥料にて栽培しております。(インポーターエヴィーノ資料引用)

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,800

リフレッソ・ローズィ

2013年 Riflesso Rosi

ロゼ

店頭価格（税別）

\2,700
辛口

750 ml

収穫後、除梗せずに圧搾、セメントタンク内にて野生酵母による醗酵を促す。途中、Anisosのマセレー
ションが終わり、圧搾したタイミングにて白ブドウのヴィナッチャを加え、約１か月のマセレーションを行
う。圧搾後適宜オリ引きを行うのみ、ノンフィルターにてボトル詰め。ＳＯ２の使用はボトル詰め時にご
く少量加えるのみ。
葡萄：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー
ポイエーマ
¥4,200
\4,200

2011年 Poiema

赤

辛口

750 ml

生産者: ローズィ・エウジェニオはワインそれぞれに違ったアプローチをします。品種の特徴をとらえ
極限まで高めることで表現されたきめ細やかさと繊細さを圧倒的な個性まで高めたポイエーマです。
(インポーターエヴィーノ資料引用））。
完熟した果実を煮詰めたような甘い香り、味わいは、口当たりが滑らかでチョコレートのような濃さも
あります。
品種：マルツェミーノ・ジェンティーレ
飲用温度：飲用温度：16℃～18℃
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Treｎtino-Alto-Adige (トレンティーノ・アルト・アディジェ)
¥6,800

ノーヴェ・ディエチ・ウンディチ

NV 9-dieci-undici

赤

\6,800
辛口

750 ml

カベルネフランの洗練されたタイプ。フルーティーなフランで全体的にリッチな味わい。３つのヴィン
テージをソレラシステムにより造っているのでワイン名が9-10-11。
葡萄：カベルネ・フラン100％
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Piemonte (ピエモンテ)
フェッレーロ・ブルーノ

生産者: Ferrero Bruno

輸入元: エヴィーノ

畑はバローロ村の東、ノヴェッロとの境目に広がる合計１４ha。１９２２年より栽培を開始、耕作機など多少の変化
はあるものの、ほとんど当時と変わらない栽培を行う。素晴らしい石灰質と粘土質、ブドウ栽培に適した環境は
人為的な介入を最小限に抑える結果を生み、不耕起、無施肥、農薬は使用せず、最低限の銅を使用するの
み。現在でも造るワインの大半をスフーゾ（量り売り）として近隣の家やレストランに販売。ボトリングしているのは
合計でわずか１３０００本。そのほとんどがワイナリーでの直売と一部の愛好家に限られ、地元のエノテカでさえ
見つけることができなかった。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,800

ドルチェット・ダルバ

2010年 Dolcetto d’Alba

赤

店頭価格（税別）

\2,800
辛口

750 ml

スモーキーないい香り。塩や少しの海老、甲殻類が要素としてある。味わいはボールを投げたような
上昇の放物線を描きながら酸味が伸びていく。エレガントですが、一般的なブルゴーニュと比べると重
量感ある味わい。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ドルチェット100％
バルベーラ ダルバ
¥3,400
\3,400

2007年 Barbera d'Alba

赤

辛口

750 ml

パーマ液、スダチ、塩、甲殻類などが要素がはっきりとあり、ドーヴネを想像させる。ガツンと地面から
柱が力強く飛び出してくるかのようで、スモーキーさ、カカオなども香る。味わいのバランスはよく、軽
やかな水彩画のような旨味がある。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：バルベーラ100％
¥3,400
\3,400

2005年 Barbera d'Alba

赤

辛口

750 ml

パーマ液、スダチ、塩、甲殻類などが要素がはっきりとあり、ドーヴネを想像させる。ガツンと地面から
柱が力強く飛び出してくるかのようで、スモーキーさ、カカオなども香る。味わいのバランスはよく、軽
やかな水彩画のような旨味がある。2005年と熟成感もあり、どこか郷愁を誘う味わい。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：バルベーラ100％
サコレット・ダニエーレ

生産者: Saccoletto Daniele

輸入元: エヴィーノ

畑はサンジョルジョの町に点在する合計１０ha、標高２００m～２５０ｍの丘陵地帯、モンフェッラートらしい豊富な
粘土質に加えて、表土は砂質に覆われた土地。また、畑のポジションによってブドウのキャラクターに大きく変
化があるというダニエーレ。（今回は時間が足りなくて、畑ごとの違いまでは話せませんでしたが、次回は！）
豊富な粘土質を持ちながら、砂が多く雨が多くても湿度やカビの問題が起きにくい彼の畑、さも当然のように農
薬や化学肥料は使わないし、使う必要がないという

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,900

フレイザ・フィオルダリーゾ

2010年 Freisa Fiordaliso

赤

¥2,900

グリニョーロ・イル・コルナラスカ

2010年 Grignolio Il Cornalasca

2016年07月
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店頭価格（税別）

\2,900
辛口

750 ml

\2,900
辛口

750 ml

Piemonte (ピエモンテ)
サン・フェレオーロ

生産者: San Fereolo

輸入元: エヴィーノ

ピエモンテ、ドリアーニの北側に位置するサンフェレオーロの土地。1992年、彼女がこの土地で念願のブドウ 作
りを開始。畑は大きく分けて標高の高いサンフェレオーロ（500m）、少し低い位置にあるアウストリ(400420m)、ど
ちらも400ｍを越える高地であり、砂質やシルト質の多いドリアーニらしさを持っている。これが 「ネッビオーロで
はなく、ドルチェット」といわれる所以でもあります。また彼女の畑は、モンフォルテ ダルバに も近く、部分的にモ
ンフォルテのような強い石灰質も併せ持つ。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,800

ヴァルディバ

2013年 Valdiba

赤

店頭価格（税別）

\2,600
辛口

750 ml

パセリの様なグリーンのハーブの香りに、豚肉やグルヌイユのニュアンス、酸が最初からしっかりと感
じ取ることができ後からベリー系の果実味が追いかけてきます。非常にバランスが良くコスパに優れ
たワイン。
葡萄品種：ドルチェット100％
引用温度：16～18℃
コステ・ディ・リアーヴァロ
¥3,500
\3,300

2011年 Coste di Riavolo

白

¥3,900

サン・フェレオーロ

2008年 San Fereolo

赤

辛口

750 ml

\3,600
辛口

750 ml

ドルチェットの限界まで追求したワイン。標高500mを越える高樹齢の畑のみ。大樽、瓶詰め後を含
め、トータル6年以上の熟成期間を取ってリリースされます。しっかりとしたボディがあり野生そのまま
の葡萄の味わいがあります。酸とブルーベリー系の果実味、タンニンのバランスが非常に良い。
葡萄品種：ドルチェット100％
飲用温度：16～18℃

2016年07月
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Friuｌｉ-Venezia-Giulia (フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア)
ダミアン・ポドベルシッチ

生産者: Damijan Podversic

輸入元: エヴィーノ

畑では年により必要最小限の銅と硫黄物を使うのみで、一切の肥料、薬品類を使用しない。さらには土壌の耕
転さえも行わない。春から夏にかけての徹底した除葉と摘房、果実の収量制限を行う。また、収穫に至っては樹
上に極限まで残し熟成を促す。結果、収穫は10月中旬以降、雨が少なく条件が整った場合は11月に至ることも
少なくない。コッリオ周辺特有の湿度の高さは、一定の条件を満たすことで、ボトリティス ノービレ（貴腐）の恩恵
を受けることができる。そうしてボトリティスをまとった白ブドウを収穫。畑での徹底的なこだわりと作業量の多さ
（過酷さ）は、他のどんな造り手にも引けを取らないだろう。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥5,500

リボッラ・ジャッラ

2011年 Ribolla gialla

白

店頭価格（税別）

\5,500
辛口

750 ml

貴腐菌による独特のうっとりとするような甘い香り。ブランデーのように立ち上がる芳香とバナナケー
キのような香り。味わいは辛口でがっしりとしたボディのワイン。
品種はリボッラ・ジャッラ 100%。
飲用温度6℃～8℃
¥5,500

ネカイ

2010年 Nekaj

白

\5,500
辛口

750 ml

トロピカルフルーツのような香り。丸みがある果実味としっかりとしたミネラル感がアクセントになって全
体の旨みが引き立ちます。熟成された旨味の中にフルーティな香りが堪らない。リボッラ・ジャッラより
は甘口なワイン。
飲用温度：8℃～10℃
葡萄品種：フリウラーノ100％
スケルリ

生産者: Skerlj

輸入元: エヴィーノ

畑は代々引き継いできた樹齢の高い畑（40～60年）が0.6ha、他には2006年、2008年と自ら切り開いた畑が各
0.5ha。どちらも放棄地をゼロから開墾（地中にある分厚い石灰岩層を削岩機で砕き、表土は近隣に点在する
Dulineと呼ばれる場所より赤土を運ぶ、という途方もない作業、、。）、高密植、アルベレッロ仕立てにてヴィトフス
カ、マルヴァージアを植樹。テッラーノは樹的な特徴からグイヨーに仕立てる。開墾当初のみ、微量ながら堆肥
を使用したものの、高樹齢の土地、2年目以降の畑では一切の肥料、堆肥を使わない。もちろん薬品類も一切
使用せず、最低限の銅と硫黄物のみ。基本的には畑の自然環境を整えることで土地自体のバランス感、しいて
はブドウ樹の自己管理能力を高めることを尊重。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥5,100

マルヴァージア

2013年 Malvasia

白

店頭価格（税別）

\5,100
辛口

750 ml

オレンジや鉢蜜に漬けた金柑のような甘い柑橘と柑橘の皮。品の良い蜜の香りが心地良く、しっかり
としたミネラル感に支えられ、ドライな味わいがさらにそのボディ感を強める。それでいて飲み疲れさ
せない優しさは状態の良さによるもの。
葡萄品種：マルヴァジア 100％
飲用温度6℃～8℃
ヴィトフスカ
¥5,100
\5,100

2013年 Vitovska

白

辛口

750 ml

オレンジマーマレードにグリーンのハーブの香り、味わいは非常にドライで力強い。ミネラルも豊富な
ので男性的なワインと言えます。豚肉をこってりと煮詰めた料理等と相性が良さそうです。
葡萄品種：ヴィトフスカ100％
飲用温度：8～12℃

2016年07月
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Lombardia (ロンバルディア)
ヴェルディエーリ コルテ・パッリアーレ

生産者: Verdierri Corte Pagliare

輸入元: エヴィーノ

1994年、叔父の死去によってミンマ ヴィニョーリは夫のルイージとともにこの土地、コルテ パッリアーレヴェル
ディエーリを引き継いだ。20haに及ぶ広い農地では、牧草、小麦、トウモロコシをはじめ、自分たちの食べる野
菜を栽培。この中でブドウ畑は3ha、土地由来のランブルスコ ヴィアダネーゼを中心に、ソルバーラ、サラミーノ、
アンチェロッタを栽培。ポー川を挟んでエミリアロマーニャに近いマントヴァだからこそといえるランブルスコ。農
業にかかわる以前から、環境や動物に深い関心を持っていたミンマは、運営する農場すべてで完全無農薬、
無肥料栽培を徹底。「自らが作る、そして口にするものに、どうしてそんな毒（薬剤）を使う必要があるのか。」あく
までも植物の環境を保つために、必要最低限の耕起のみ、植物の種を蒔く「緑肥」さえ、元来のバランスを壊
す、と考える。枝の剪定や除葉、選果についても極力行わない。枝を落とすことは、それだけで樹を傷つけてい
る、、、などなど、貫徹した価値観のもと栽培を手掛けている。畑で使用するのは銅と硫黄物、年によって差はあ
るものの毎年最低限しか使用しない。年間生産は約20000本。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,200

ランブルスコ・マントヴァーノ

2012年 Lambrusco Mantovano

赤

店頭価格（税別）

\2,200
辛口

750 ml

マントヴァ近郊の小さな町コンメッサッジョ、豊かな食文化の残るこの地で、地域伝統のワイン造りを
続けている肝っ玉母ちゃんこと、ミンマ ヴィニョーリ。運営する農園全体で、農薬や化学肥料を使わな
い循環型農業を営む傍ら、醗酵途中でボトリングし、瓶内で醗酵を終わらせるという古典的ランブルス
コを造りだす。畑では極力ブドウ樹への介入を控え、自然環境を重視した栽培。醸造においても冬の
寒さとともに醗酵が止まるタイミングでノンフィルターにてボトル詰め。瓶内醗酵時にドサージュや酵母
など一切添加しないスタイルを貫く。率直なる旨み、懐かしささえ感じる味わいをもったワイン。 (イン
ポーターエヴィーノ資料引用)
アンチェロッタ（フリッツァンテ）
¥2,400
\2,400

2013年 Ancellotta（frizzante）

赤

辛口

750 ml

糖分が高くアルコールも高く感じる。正に山葡萄を口に頬張ったような味わい。かなり濃い目の微発
泡。
葡萄：アンチェロッタ 100％
料理：バーベキューやチーズやバルサミコを使ったソース
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Vin de France (ヴァン・ド・フランス)
ドメーヌ・リヴァトン

生産者: DOMAINE RIVATON

輸入元: 野村ユニソン（㈱

ワイン造りとは関係の無い家庭に生まれましたが、家族のワイン好きが高じて興味を持ち、ワイン造りを志すよう
になります。ブルゴーニュ地方マコン地区のドメーヌ ヴァレットやボジョレー地方のジャン ファワヤール、シャ
トー ヌフ デュ パプのドメーヌ ド ラ ヴィエイユ ジュリアン、コート デュ ローヌ地方のロッシュ ビュイシェールなど
で10年間働きワイン造りを学びました。現在、10.5haほどのブドウ畑に加えて3-4haほどの土地で養蜂や羊の飼
育も行っています。栽培に関しては2010年よりビオディナミを取り入れ、除草剤や化学肥料などを用いずに活
力溢れるブドウを収穫するために工夫を重ねています。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,800

パラノミック

NV Panoramix

ロゼ

店頭価格（税別）

\2,600
辛口

750 ml

所有している畑が赤ワイン用の品種が主体のため、アペリティフに最適なワインをとシラーを主に用い
て造られたロゼペティアン（微発泡ワイン）。二次発酵の為の酵母添加をせず、ブドウ由来の糖分と酵
母のみで発酵・発泡させるペティアン ナチュレルのスタイルのため素朴で旨み溢れるスパークリング
ワインとなります。潔さすら感じるしっかりとドライな口当たりに、力強いハーブや野の花、ワイルドベ
リーのあざやかなフレーバーがあり、アペリティフにとどまらず食事と一緒にグイグイと飲みたいスタイ
ルです。もちろん泡立ちやほのかに感じる甘みなどは、瓶内での酵母の活動が一様でないためにヴィ
ンテージによって異なります。
飲用温度6℃～10℃
葡萄品種：シラー主体
トンペデュシエル
¥3,000
\2,700

2014年 Tombe du Ciel

赤

辛口

750 ml

15年から20年の比較的若い樹齢のシラー及びカリニャンで造られるキュヴェ。トンベ デュ シエルは
「空から落ちた」という意味で、「大した事をしなくても美味しいワインができるよ」という棚からぼた餅と
いったニュアンスの意味が込められています。このワインに関してはマセラシオン カルボニックで仕込
まれ、いきいきとした果実の風味が感じられワインに仕上がっています。収量も低く30hl/haほど。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：シラー、カリニャン
マルセル・ラピエール

生産者: Marcel Lapierre

輸入元: 野村ユニソン（㈱

「2010年10月、突然の訃報。自然派ワインの父とよばれたマルセル ラピエールのあまりにも早すぎる死でした。
その大きな悲しみを胸に、ラピエール ファミリーは前を向きます。
長男のマチューは、ドメーヌに戻って数年間、栽培に醸造にと父と共にワイン造りの中核を担っていました。この
数年の内には、最悪の天候の年もあれば、最高の条件が整った年もあり、その両方を父と共に経験することで、
凝縮した経験を得ました。
この貴重な経験を経て、マルセルのワイン造りの魂は確実にマチューに受け継がれています。
その決意の表れとも言えるのが、生産者名に記載されたラピエールファミリーの"M"の文字。これは、長男マ
チューの"M"、マリー夫人の"M"に加えて、もう一人の"M"であるマルセルが、家族と共にあるという想いを込め
たラピエールファミリーの"M"なのです。
そんなラピエール家に新たな命が誕生しました。ラピエール家がモルゴンの地でワイン造りをはじめて5代目に
あたる新しい命。マチューは父となり、今まで以上に未来をしっかりと見つめ、ワイン造りにあたります(野村ユニ
ソン株式会社文章引用）

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥2,600

レザン・ゴーロワ

2014年 Raisins Gaulois

赤

店頭価格（税別）

\2,300
辛口

750 ml

主にACモルゴンの区画のガメイを用いて造られるこのワインは、いわば「プチ モルゴン」とも言うべき
キュヴェです。樹齢の若い樹から収穫されたブドウをステンレスタンクで発酵・熟成。より軽快でスムー
ズな飲み口に仕上げました。印象的なラベルのデザインは、ブラックユーモア溢れるイラストで有名な
モーリス シネ氏。シネ氏のイラストそのままのブドウそのもののをギュッとしぼって造ったフレッシュな
風味のワインです。
飲用温度：14℃～18℃ お料理は、柑橘とフレッシュなベリーの風味は、シャルトキュリーや有機野
菜。フレッシュな魚介にも相性がよいです。
葡萄品種：ガメイ100％
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
フィリップ・パカレ

生産者: Philippe Pacalet

輸入元: 野村ユニソン（㈱

「マルセル・ラピエールの甥であり、プリューレ・ロックの醸造長を務めた人物」フィリップ・パカレを紹介する際の
常套句です。しかし今やフィリップ・パカレの名前は、自然派ワインを代表する造り手の1人と同義になったので
はないでしょうか。とはいえ彼のワインに対するアプローチは不変です。自然派ワインの祖ともいえるジュール・
ショヴェに師事し、ショヴェの哲学やエスプリを引き継いでワイン造りに向かう1人です。
ジュール・ショヴェと聞いてもあまりピンとこないのが正直なところでしょうが、彼の残した哲学を受け継いでいる
生産者の系譜を見ると、その影響の大きさを感じざるを得ません。酸化防止剤や農薬に頼らないでワインを造
り、しかも熟成によってえもいわれぬガメイを生み出したマルセル・ラピエール、ジュール・シュヴェの弟子ジャッ
ク・ネオポールからワイン造りを学んだヤン・ロエル、その他にもフレドリック・コサール、イヴォン・メトラ、ジャン・
フォイヤールなどジュール・ショヴェの残した書物から学んだ生産者は多くいます。そのジュール・ショヴェ最後
の愛弟子がフィリップ・パカレです。彼はジュール・ショヴェと6年間寝食を共に過ごし、その哲学を学びました。」
(野村ユ二ソン株式会社文章引用)

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥5,600

リュリー･ブラン

2013年 Rully Blanc

白

店頭価格（税別）

\4,500
辛口

750 ml

リンゴ、梨、アカシア、カシューナッツ、鉱物的なミネラルの香り。ワインはフレッシュで勢いがあり、キ
レの良いまっすぐ伸びる酸とエッジの効いたミネラルが味わいを引き締める
飲用温度：8℃～12℃
葡萄品種：シャルドネ100％
¥6,000

ブルゴーニュ・ルージュ

2013年 Bourgogne Rouge

赤

\5,000
辛口

750 ml

肉付きが良くフレッシュでミネラルが感じられるワイン。また瑞々しい赤系果実のエレガントなアロマ。
口中は丸く、軽やかなタンニン を持つ。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
¥7,200

ペルナン・ヴェルジュレス

2013年 Pernand Vergelesses

赤

\6,000
辛口

750 ml

チャーミングな果実味と上質でシルキーなタンニンが感じられる繊細な味わいに仕上がっています。
上質なミネラルがワンランク上の高級感をも引き出しています
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ポマール・プルミエ・クリュ・レ・ザルヴレ

2013年 Pommard １er Cru Les Arvelets

¥7,500
赤

\10,500
辛口

750 ml

チェリーと上品なスミレの花の香りが強く感じられます。 良く熟した果実味は豊かで、ビロードのような
という表現がピッタリの高い質感を持つタンニンとのバランスが絶妙、パワーとフィネスを兼ね備えた
素晴らしい仕上がりです。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ブルゴーニュ・ルージュ V.V.
¥7,800
\6,500

2013年 Bourgogne Rouge Vieilles

赤

辛口

750 ml

肉付きが良くフレッシュでミネラルが感じられるワイン。また瑞々しい赤系果実のエレガントなアロマ。
口中は丸く、軽やかなタンニンを持つ。古樹を使用しているため、凝縮感はＡＣブルゴーニュよりしっか
りしており、ジュヴレ・シャンベルタンを思わせる。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ニュイ・サン・ジョルジュ
¥9,600
\8,000

2013年 Nuits St Georges

赤

辛口

750 ml

フルーティな赤系の果実香を主体に、ＮＳＧらしい大地の香りを持っており、しっとりとした印象の良い
香りです。 果実味は実に適切で豊満さは感じられず、熟した滑らかなタンニン、キレのある酸とのバラ
ンスに優れ、そしてフィニッシュにかけてエネルギッシュなミネラルが感じられます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
モンテリープルミエ・クリュ・クロ・ゴティ

2013年 Monthelie 1er Cru Les Clos Gauthey

¥9,700
白

\7,500
辛口

750 ml

ミネラルの張る香り。尖った鋭さはないが、かなり高い柑橘要素のトーンにシャープさがある。舌にも
美しく、果実の旨味が豊富。ベタツキのない上澄み部分のトロピカルフルーツにライム、レモンがあり、
花の蜜と少しの蜂蜜も加わり、コッテリしているが爽やかが同居する。グレープフルーツの酸味の階
調がかなり高く、飲んでいると香水のような香りも混じる。
飲用温度：8℃～12℃
葡萄品種：シャルドネ100％
サン・トーバン・プルミエ・クリュ・ムルジェ・ドン・ドゥ・シアン
¥10,200
\9,500

2013年 Saint Aubin 1er Cru Murgers Dents de Chiens

白

辛口

750 ml

かなり高い柑橘要素のトーンにシャープさがある。
舌にも美しく、果実の旨味が豊富。ベタツキのない上澄み部分のトロピカルフルーツにライム、レモン
があり、花の蜜と少しの蜂蜜も加わり、コッテリしているが爽やかが同居する。
グレープフルーツの酸味の階調がかなり高く、飲んでいると香水のような香りも混じる。少し経つとバ
レンシアオレンジや酸度の高いオレンジの味わいが出てくる。味わいの広がり方はパーっと平面状に
広がった後、力強さがその平面の中央上方へぽわんと出てくる。最初は果実の凝縮感が強いが、ど
んどん澄んできて爽やかな印象になる。強いエネルギーは感じないが清々しく透明感もありおいしい。
飲用温度は8℃～12℃
ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・ペリエール

2013年 Beaune 1er cru les Perrieres

¥11,700
赤

\9,800
辛口

750 ml

品のよい果実香と複雑な大地の香りが比較的華やかに香ります。キレイな果実味が拡がり、酸、ミネ
ラル、タンニンのバランスも抜群です。濃密ではないものの、旨味がギュッと凝縮していて、やはりボー
ヌらしさがしっかりと感じられる仕上りです。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ニュイ・サン・ジョルジュ・ブラン
¥12,000
\10,000

2013年 Nuits St Georges Blanc

白

辛口

750 ml

珍しいニュイ・サン・ジョルジュの白。フルーティでフローラルな香り。口中は丸くミネラルと塩味を感じ
ます。
飲用温度：8℃～12℃
葡萄品種：シャルドネ100％
¥12,000

ピュリニー・モンラッシェ

2013年 Puligny Montrachet

白

\9,500
辛口

750 ml

ミネラル、メンソール、香りの要素が上方へとどんどん立ち昇り、4cmぐらい太い柱として中実に立つ。
ミネラルと酸が立ち昇り、周囲にはグレープフルーツや少しのオレンジが周囲にふんわりと香る。舌に
は丸くのったかと思うと、味わいが舌にグーンと沈み込む。その後、そよ風のように数本の線を描くよ
うに軽やかに味わいは上方へと風になびいて流れていく。味わいは硬水に澄まし汁のように味わいが
乗ってくる。舌で転がすと粘度があがり、グレープフルーツの風味と旨味が出くる
飲用温度：8℃～12℃
葡萄品種：シャルドネ100％
シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン
¥12,000
\9,500

2013年 Chassagne Montrachet Blanc

白

辛口

750 ml

白い花、ライムなどのエキゾチックフルーツ香。口中はふくらみのあるミネラルが感じられます。後味に
は石灰分からくる味わい深さが印象的。果実味はふくよかで、熟れた洋ナシのニュアンスをしっかりと
感じ取れる。
飲用温度：8℃～12℃
葡萄品種：シャルドネ100％
ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・アルジラ
¥13,700
\11,500

2013年 Nuits St Georges 1er Cru Argillas

赤

辛口

750 ml

若干硬めのタンニンが強く感じられますが、旨味が凝縮した果実味と良いバランスでクラシックなＮＳ
Ｇらしい仕上がりです。 飲み頃を迎えるには最低5年かかると言われておりますが、2013年は比較的
早く開きます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
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La Bourgogne (ブルゴーニュ)
ジュヴレ・シャンベルタン・1er・ペリエール

2013年 Gevrey Chambertin 1er Cru Perriere

¥14,200
赤

\12,000
辛口

750 ml

深い真紅のバラの香り、プラムやべりーの豊でボリュームある香りに引き込まれます。味わいは、ベ
リーの甘い果実、深く豊な果実風味がとても魅力的です。ジュヴレの特徴である鉄っぽいニュアンスも
あり余韻も長く続きます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
シャンボール・ミュジニー・プルミエクリュ
¥15,000
\12,500

2013年 Chambolle Musigny 1er Cru

赤

辛口

750 ml

パカレの中でもひときわ人気の高いシャンボール・ミュジニー プルミエクリュ。官能的なエレガントさと
ミネラル。薔薇、スミレ、などデリケートな花の香り。複雑かつ滑らかに、味わいが広がります。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
¥15,000

ヴォーヌ・ロマネ

2013年 Vosne Romanee

赤

\12,500
辛口

750 ml

口に含むと、古樹由来のギュっと詰まったブドウの旨味がゆっくりと広がります。時間が経つにつれ
て、オレンジの皮やスパイスのニュアンスを感じ、より複雑な味わいへ。シルクのように滑らかなタンニ
ンが心地よく、長い余韻へと導いてくれます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・ベレール
¥15,000
\12,500

2013年 Gevrey Chambertin 1er Cru Bel Air

赤

辛口

750 ml

ナチュラルで美しい香りに、ジュヴレの快活で鉄っぽい香りが加わり、とても表情豊か。また、口中で
はベリー系の果実味に混じってきのこの風味が広がります。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ムルソー・プルミエ・クリュ・シャルム

2013年 Meursault 1er Cru Charmes

¥15,700
白

\13,000
辛口

750 ml

一級畑のシャルムは生産本数６００本の希少なワイン。ロースト香、フローラル、甘草の香り。口中は
ふくらみがありミネラルが感じられ、豊かでフレッシュな味わいです。
飲用温度：8℃～12℃
葡萄品種：シャルドネ100％
ジュヴレ・シャンベルタン・1er・ラヴォー・サン・ジャック

2013年 Gevrey Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques

¥15,900
赤

\13,500
辛口

750 ml

2013年ながら非常に濃密で深い色合い、香りはローズやプラム、硬質な味わいの奥からベリーや無
花果、チェリーの味わいが広がっていきます。気品溢れる最上の1本
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・ショーム

2013年 Vosne Romanee 1er Cru les Chaumes

¥19,000
赤

\16,000
辛口

750 ml

1級畑ヴォーヌ・ロマネ レ･ショームは、ニュイ・サン・ジョルジュに隣接するマルコンソールとクロ・デ・レ
アの間に位置する区画。東向きの粘土石灰質土壌が特徴で、樹齢７８年もの古樹から造られていま
す。フランボワーズやチェリーの甘いアロマが印象的。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
コルトン・シャルルマーニュ
¥29,200
\24,500

2013年 Corton Charlemagne

白

辛口

750 ml

石灰系のミネラル香と複雑なフルーツ、そこから新樽のクリーミーさが少し加わって、若い内から完成
しているような香り。 口に含むと、やはりコルトン・シャルルマーニュは温かいキレがある。 それはミ
ネラルから来るものであり、液体ニュアンスからも来る。 適度なコクと適度なキレ、そして複雑な味わ
い。シャルドネらしい洋ナシの風味に樽の華やかな香りも出てきます。
飲用温度：8℃～12℃
葡萄品種：シャルドネ100％
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Le Bordelais (ボルドー)
ムーリー・メドック

原産地： AC.Moulis-en-Medoc

商品番号 収穫年

輸入元: 野村ユニソン（㈱

ワイン名
シャトー・シャス・スプリーン

2005年 Chataeu Chasse Spleen(A.C.Moulis-en-Medoc)

希望小売価格（税別）
¥6,700
赤

店頭価格（税別）

\6,200
辛口

750 ml

カシスやいくつもの小さなベリー、チョコレート。湿った暗い森の奥、腐葉土や倒木、なめし革、昆虫や
小動物も感じる。柔らかなスパイスと清涼感のあるハーブ。まだしっかりと酸もタンニンも残っていて、
フレッシュささえ感じる。
葡萄：カベルネ・ソーヴィニヨン 55％、メルロ 40％、プティ・ヴェルド 5%
料理：ジビエやヒレステーキと

2016年07月

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net

-78-

La Vallee Du Rhone (ローヌ)
ダール・エ・リボ

生産者: Dard & Ribo

輸入元: 野村ユニソン（㈱

北ローヌの地で、自然派ワインを代表する生産者として知られるダー エ リボ。当主のルネ ジャン ダールと数十
年来の友人でありパートナーであるフランソワ リボの二人によって運営されるドメーヌです。ワインの評価も非常
に高く、多くの自然派ワインファンを魅了しています。その一方で、権威的なワインジャナーリズムを嫌い、メディ
アへの露出が極端に少ないために、知る人ぞ知る存在であるともいえます

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥5,000

サン・ジョセフ・ブラン

2006年 Saint Joseph Blanc

白

店頭価格（税別）

\4,500
辛口

750 ml

コート デュ ローヌの白ワインというとボリューム感が強いばかりのもったりとした味わいのものをイ
メージされる事が多くありますが、このワインには驚くほどの美しい酸とミネラルがあり、その味わいに
は清涼感すら感じられます。これがサン ジョセフというアペラシオンの持つ真の個性なのかと胸をすく
ような味わいです。
葡萄品種：ルーサンヌ100％
飲用温度11℃～13℃
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La Vallee De La Loire Et Le Centre (ロワール)
アレクサンドル バン

生産者: ALEXANDRE BAIN

輸入元: 野村ユニソン（㈱

農業とは関係のない仕事をしていた父が自然派ワインのファンであった事から、ワイン造りに興味を持ち、卒業
後にブルゴーニュや南仏を始め、カリフォルニアのワイナリーでも研修を積み、ムヌトー サロンの「ドメーヌ アンリ
プレ」で醸造長を務めた後、2007年に畑を購入して独立しました。5haほどの広さから始めたワイン造りも現在
は11haほどの広さになり、中生代ジュラ紀後期の地層であるキンメリジャンやポルトランディアン土壌を備えた畑
から印象的な味わいのワインを生み出しています。

商品番号 収穫年

ワイン名
プイィ・フュメ・テール・ドーブ

2013年 Pouilly Fume Terre d'Obus

希望小売価格（税別）
¥4,400
白

店頭価格（税別）

\4,100
辛口

750 ml

ソーヴィニヨン ブラン 100%
テール ドーブというキュヴェ名は、この区画の特別な土壌を表しているとの事。この畑は近年新しく植
樹された区画で、その苗木はこの地方のビオディナミ栽培のメンター的存在であるミシェル オジェの
所有していたソーヴィニヨン ブランをセレクション マサル（とある範囲の区画から優良な形質を持って
いるブドウ樹をいくつか選び、そこから接ぎ木に使う穂木を採取する方法）と呼ばれる手法で選抜され
たものを用いています。香りにはアレクサンドル バンらしい蜜のような濃密なフレーバーがあり、華や
かさ、香ばしさなどがバランス良く共存しています。口に含むとシャープさ、クールさ、しっかりとした密
度を感じるソリッドな味わいがあり、今までの彼のワインにはないキャラクタに少し驚かされます。豊か
な果実味はもちろんあるのですが、そこに重層的に硬質なミネラル感と品の良い酸があり、それが全
体の味わいを引き締めています。アレクサンドル バンのワイン史上もっともクールなワインと言えるか
もしれません。
ムヌトー サロンの「ドメーヌ アンリ プレ」で醸造長を務めた後、2007年に畑を購入して独立しました。
5haほどの広さから始めたワイン造りも現在は11haほどの広さになり、中生代ジュラ紀後期の地層で
あるキンメリジャンやポルトランディアン土壌を備えた畑から印象的な味わいのワインを生み出してい
ます。
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La Champagne (シャンパーニュ)
ｴﾙｳﾞｪ･ｼﾞｪｽﾀﾝ

生産者: Herve Jestin

輸入元: 株式会社ラシーヌ

1957年ブルターニュ生まれ。実家はネゴシアン業を営む傍ら発泡性ワインを生産。ランス、ボルドー、ディジョン
の大学で、醸造学とワイン法を修めたのち1982年から2006年までデュヴァル・ルロワに勤め、10大シャンパー
ニュのメゾン中で最も若い醸造長（シェフ・ド・カーヴ）となる。
退任後、シャンパーニュで醸造コンサルタントを始め、国際的に活躍。 2012年クロ・ド・キュミエールを購入して
Champagne Jestinを興し数年後にリリースを開始する予定。

商品番号 収穫年

ワイン名

希望小売価格（税別）
¥36,000

ｴｷｽﾄﾗ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾌﾟﾙﾐｴ･ｸﾘｭ

2007年 Extra Brut Premier Cru

白

店頭価格（税別）

\29,000
辛口

750 ml

シャンパンーニュの中で一級の芸術品と方を並べられるものをジェスタンのシャンパーニュをおいて
は語れない。
香りをかいだ瞬間に飲み手に精神の奥にしみいるような感動を与えます。ハイトーンの香りは、すみ
きった夜明けのあわい月明かりのようで、「東山魁夷の作品のような品格と繊細さ」や「現代音楽の巨
匠 John Cage の作品 In a
landscape (1948)の旋律のように美しく心に響きます。」
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