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■平野弥の信念
（１） ワインとは、アート（＝生産者の美的価値観の表現）である。
（２） 純粋な美しさを持つワインは、口に含んだ瞬間に、
感動が心の奥にまで響き渡る。
（３） デイリーワイン、高級ワインに関わらず、
本来ワインが表現する味覚的・感覚的世界を 100%
お客さまにお届けする。

■平野弥ワインの特徴
（１） La fraîcheur（ラ・フレッシャー：新鮮な）
（２） La pureté（ラ・ピュルテ：純粋さ）
（３） Belle acidité（ベル・アシディテ：きれいな酸味）
生産者がワインティスティング時によく発する言葉です。
この言葉に生産者のワインの美学が表現され、
平野弥のワインは彼らの美学を完璧に体現しています。

■平野弥の使命
Puriste （ピュアリスト： 純粋性を追求する人で在る）
2018 年 10 月にドメーヌ・コルディエに訪問した際に、
クリストフ氏から
「平野は Puriste（:ピュアリスト 純粋性 を追求する人）だから、
仕事に厳しく、味覚的に信頼できる」
と言われました。
この言葉に、日本市場におけるワイン専門平野弥としての使命と役割を
再認識させられました。
あらゆる過程、あらゆる場面において、
一切妥協せずに、常に完璧を目指して参ります！
ここに皆様にワインリストをお届けすることを喜びとします。
ワイン専門平野弥
平野 光昭
2019 年 4 月吉日
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平野弥直輸入ワインについて
■ フランス現地での買い付け
情報・価格でワインを選ぶのではなくテイスティングを重ねてワインを選定
テイスティングにおいて重要な点は
（１） 生産者との真摯な対話により
（２） 収穫時における葡萄の品質を認識し、
（３） 生産者の技術的レベルとコンセプトを理解することです。

■ 徹底した温度管理のもとにワインを輸入
ポイントは
（１） 生産者から日本の保税倉庫（定温倉庫）までロガー（温度記録計）により管理を
行う。
【次ページ写真下】
（２） 通関は自社において行うことにより通関時の温度管理を徹底します。
（３） 保税倉庫（定温倉庫）から弊社セラーまで自社の定温トラックにて配送します。
私たち自身の手が直接届くところでは、すべて私たちが管理します。

■ 輸入通関後、試飲チェックによる品質保証
厳格に管理され輸入されたワインの品質が最終的に保たれているかを試飲チェック
します。これによりお客様にたいするワインの品質が保証されます。

■ 宅急便の配送は普通便にて！
原則的にクール便は、低温劣化の原因となるため使用しません。
（１）
（２）
（３）

夏場は保冷材、
冬場はホッカイロを使用し、
外気とボトルの温度変化を事前にシュミレーションしてから出荷します。
【次ページ写真上を参照】

■ 夏場の出荷作業【写真下】
緩衝材と新聞紙でボトルを包み、発泡スチロール箱に梱包する。
外気温とボトル内部の温度をシュミレーションし、保冷剤の数を決めます。
【次ページ】
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■ 夏場の配送、外気温とボトル内部の温度変化を出荷作業前に
シュミレーションし、保冷剤の数などを決める。

■ フランス現地から日本までの温度管理
＜ロガーによる温度＆湿度の管理記録グラフ＞
ドメーヌ・コルディエより 2015 年 3 月 9 日出荷、2015 年 5 月 11 日通関完了
弊社では、ご要望に応じて、輸入過程の温度記録を開示します。
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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いたしません】
ワインのもつ精神的な感動の世界を表現するためには、特に保管とサーヴィスについて
気を付ける点がございます。
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

ワインセラー
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
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
① 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。
② 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。
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目次

■ 輸入元：株式会社エスプリデュヴァン
ワイン専門平野弥直輸入

Comte Georges de VOGUE

コント ・ ジョルジュ ・ ド ・ヴォギュエ

・

P.25

Cordier Pere et Fils

ラングドック ・ ルーシオン

コルディエ ・ ペール ・ エ ・ フィス ・ ・ P.26
Francois Carillon

Antech

フランソワ ・ カリヨン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.30

アンテッシュ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.1

Francois Mikulski

フランソワ ・ ミクルスキー ・ ・ ・ ・ ・ P.32

Comtes de Lorgeril

コント ・ ド ・ ロルジュリル ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.2

Hubert Lignier

ユベール ・ リニエ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.34

シャンパーニュ

Jacques Carillon

ジャック ・ カリヨン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.37
Andre Robert

Jean Baptiste Ponsot

アンドレ ・ ロベール ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.4

ジャン ・ バチスト ・ ポンソ ・ ・ ・ ・ ・ P.38

Dehours et Fils

デウール ・ エ ・ フィス ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.7

Jean Claude Ramonet

ジャン ・ クロード ・ ラモネ ・ ・ ・ ・ ・ P.39/50

J.L.Vergnon

ジャン ・ ルイ ・ヴェルニョン ・ ・ ・ ・ P.8

Jean Fournier

ジャン ・ フルニエ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.40

Maison Penet

メゾン ・ プネ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.9

Lecheneaut

レシュノー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Waris Hubert

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.12

ヴァリス ・ ユベール

P.46

Philippe Pacalet

フィリップ ・ パカレ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.49

アルザス

Robert GROFFIER

ロベール ・ グロフィエ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.51
Schoffit

Tollot Beaut

ショフィット ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.13

トロ ・ ボー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ブルゴーニュ

P.52

ボルドー

Alain Hudelot Noellat

AC.Bordeaux Superieur
ボルドー ・ スペリュール ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.53

AC.Margaux
マルゴー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.54

AC.Pauillac
ポイヤック ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.55

AC.Pomerol
ポムロール

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.56

シャルル ・ヴァン ・ カネイ ・ ・ ・ ・ ・ P.20

AC.Sauternes
ソーテルヌ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.57

Claude Dugat

AC.St-Emilion
サンテミリオン

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.58

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.59

アラン ・ ユドロ ・ ノエラ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.16
Amiot Servelle

アミオ ・ セルベル ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.17
Arlaud

アルロー

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.18

Bachelet Monnot

バシュレ ・ モノ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.19

Charles Van Canneyt

クロード ・ デュガ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.22/59

Domaine du Clos Salomon

ドメーヌ ・ デュ ・ クロ ・ サルモン ・ ・ ・ P.24/29

ⅴ

オー ・ ド ・ヴィ

■ 輸入元：（株）フィネス
オレゴン ( アメリカ )

Domaine Alain Mathias

ドメーヌ ・ アラン ・ マティアス

・ ・ ・ ・

P.84

Domaine Meo Camuzet

Nicolas J(Meo Camuzet)

ニコラ ・ ジェイ （メオ ・ カミュゼ） ・ ・

ドーメーヌ ・ メオ ・ カミュゼ

P.60

・ ・ ・ ・ ・ ・ P.85

Domaine Trapet Pere et Fils

ラングドック

ドメーヌ ・ トラペ ・ ペール ・ エ ・ フィス

P.87

Domaine De L'Hortus

ドメーヌ ・ ド ・ ロルチェ

・ ・ ・ ・ ・ ・

Fontaine Gagnard

P.61

フォンテーヌ ・ ガニャール
Domaine des Amouriers

ドメーヌ ・ ド ・ ザムリエ

・ ・ ・ ・ ・ ・

Franck Juillard

P.63/72

フランク ・ ジュイヤール

Moulin De Gassac

ムーラン ・ ド ・ ガサック

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.92

Francois Jeanniard

・ ・ ・ ・ ・ ・ P.64/79

フランソワ ・ ジャニアール

シャンパーニュ

・ ・ ・ ・ ・ ・

P.93

・ ・ ・ ・ ・

P.94

Gagnard Delagrange

ガニャール ・ ドラグランジュ

Michel Genet

ミッシェル ・ ジュネ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.65

Guy Breton

ギィ ・ ブルトン

ロワール

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.95

Henri Gouges
アンリ ・ グージュ

Didier Dagueneau

ディディエ ・ ダグノー ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.66

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.96

Jean-Marie Bouzereau

ドメーヌ ・ ジャン ・ マリー ・ ブズロー

Domaine Andre Vatan

ドメーヌ ・ アンドレ ・ヴァタン ・ ・ ・ ・

P.68

ドメーヌ ・ ド ・ ラ ・ ノブレ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Domaine Des Hauts Pemions

ドメーヌ ・ デ ・ オー ・ ペミオン ・ ・ ・ ・ P.70

ローヌ
Chateau des Tours

P.103

Nicolas Rouget
ニコラ ・ ルジェ

P.105

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・

P.73

SERAFIN Pere et Fils
セラファン ・ ペール ・ エ ・ フィス

P.76

Le Vieux Donjon
ル ・ヴュー ・ ドンジョン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.78

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・

AC.Bordeaux Superieur
ボルドー ・ スペリュール 他 ・ ・ ・ ・ ・ ・

Domaine du Pélican
ドメーヌ ・ デュ ・ ペリカン

Bruno Desaunay Bissey

P.82

P.108

・ ・ ・ ・ ・

P.111

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.112

オー ・ ド ・ヴィ

P.81

Chateau de la Velle

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.107

ジュラ

P.80

ブルゴーニュ
・ ・ ・ ・

P.106

ボルドー

アルザス

ブリューノ ・ デゾネ ・ ビセイ

P.100

Meo Camuzet Frere et Soeur
メオ ・ カミュゼ ・ フレール ・ エ ・ スール

Royet
ロワイエ

Domaine Jean-Louis Chave
ドメーヌ ・ ジャン＝ルイ ・ シャーヴ

Domaine Trapet Pere et Fils
ドメーヌ ・ トラペ ・ ペール ・ エ ・ フィス

・ ・ ・ ・ ・ ・

P.71

J. L. Chave Selection

ジャン ・ ルイ ・ シャーヴ・ セレクション

P.99

Marquis D'Angerville

P.69

マルキ ・ ダンジュルヴィル

シャトー ・ デ ・ トゥール ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.98

Lucien Boillot

ルシアン ・ ボワイヨ

Domaine de la Noblaie

シャトー･ド･ラ ・ヴェル

・ ・ ・ ・ ・ ・ P.88
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■ Japan terroir 株式会社

■ èVino( エヴィーノ )

チェコ共和国

イタリア
Cascina Fornace

Dobra vinice
ドヴラ ・ヴィニーチェ

カッシーナ ・ フォルナーチェ ・ ・ ・ ・ P.114

・ ・ ・ ・ ・ ・

P.130

Saccoletto Daniele

サコレット ・ ダニエーレ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.115

■ ( 株 ) ラシーヌ

San Fereolo

サン ・ フェレオーロ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

シャンパーニュ

P.116

Verdierri Corte Pagliare

Herve Jestin
エルヴェ ・ ジェスタン

ヴェルディエーリ コルテ ・ パッリアーレ P.117
Rosi Eugenio

ローズィ ・ エウジェニオ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.118
Damijan Podversic

ダミアン ・ ポドベルシッチ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.119
Skerlj

スケルリ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.120
Il Farneto

イル ・ ファルネート ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.121
Vittorio Graziano

ヴィットリオ ・ グラツィアーノ ・ ・ ・ ・ ・ P.122
Walter de Batte

ヴァルテル デ バッテ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.123
Caparsa
カパルサ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.124
Fanetti
ファネッティ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.125
Pdere Luisa
ポデーレ ・ ルイーザ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.126
Corva Gialla

コルヴァ ジャッラ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.127

Le Coste

レ ・ コステ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.128
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・ ・ ・ ・ ・ ・ P.132
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Le Languedoc et Le Roussillon
生産者: Antech

France ( フランス )
輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ラングドック・ルーシオン

Le Languedoc et Le Roussillon
アンテッシュ

生産者: Antech
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生まれました。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されました。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。・・・。
アンテッシュは、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、近代的な設備で優
美で高い品質のクレマンを生産しいます。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ブランケット・ド・リムー ブリュット・ナチュル

¥2,600

NV Blanquette de Limoux Brut Nature
白
750 ml

辛口

在庫数:
ブランケット・リムーのドサージュが入っていないキュヴェ。非常にクリアでミネラルが豊富、香
120本以上
りには青リンゴや白い花、タイムのようなハーブのグリーンの要素が感じられます。
葡萄品種：シャルドネ、シュナンブラン、モーザック

商品ID-570125
ブランケット・ド・リムー レゼルヴ ブリュット

¥2,600

2015年 Blanquette de Limoux Reserve Brut
白
750 ml

辛口

商品ID-570133

在庫数:
香りはレモンのような柑橘系の香りと、パッションフルーツのようなほのかに甘い香りがまず飛
び込んできます。味わいもその香りに即した果実を感じられ、そこに綺麗なミネラルが心地よ 120本以上
く流れていきます。非常にフレッシュで南国の太陽と海と風を感じることができる活き活きとし
たスパークリングワイン。
葡萄品種：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。
飲用温度：8～10℃

クレマン・ド・リムー ”エリキシエール”

¥5,000

2012年 Cremant de Limoux "Elixir"
白
750 ml

辛口

商品ID-570126

この生産者のクレマンで最上級のキュベです。光り輝くような繊細さとエレガンスを表現し、
とても美しいクレマンです。花の蜜や白い花、洋ナシなどの香りに、ミネラルを感じ、繊細で
ありながら力強く、口に含むとナッツや無花果などの風味が広がります。
飲用温度：8℃
葡萄品種：シャルドネ、シュナン・ブラン、モーザック、ピノ・ノワール、樹齢20～40年。

クレマン・ド・リムー キュベ・ユージェニー ブリュット

2016年 Cremant de Limoux Cuvee Eugenie Brut
白
750 ml

辛口

商品ID-570619

クリアで繊細、爽やかなフローラル系の香りでジャスミンやマリーゴールド、グリーンスパイス
が少し、果実はオレンジピールやレモンピール、熟した洋梨も出てきます。バランスが良く飲
み心地が素晴らしいワインです。
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
飲用温度：8～10℃

クレマン・ド・リムー ”ピュア・エモーション・ロゼ”

NV Cremant de Limoux "Pure Emotion Rose"
ロゼ 辛口
750 ml

商品ID-570127

オレンジのような柑橘や百合の花の香り、フランボワーズの優しい果実味が広がります。ド
サージュが一切入っていないキュヴェなのでドライな味わい。前菜からメインまで幅広く合わ
せられます。
葡萄品種：シャルドネ、シュナン・ブラン、モーザック、ピノ・ノワール
飲用温度：8～10℃

アンテッシュ エスプリ ドゥ ブレ

750 ml

やや甘口

商品ID-570620

2019年04月

¥2,600
在庫数:
120本以上

¥2,600
在庫数:
120本以上

¥2,600

NV Antech Esprit de Bulles
白

在庫数:
僅少

在庫数:
la Blanquette Méthode Ancestrale(先祖伝来の方法）で造られていたこちらのスパークリング
120本以下
は、マスカット、キウイ、桃といった果実の香りがほのかに感じられます。口に含むと、香りに
あった果実の優しい甘味が広がり、余韻を残しながら爽やかに喉を潤していきます。微発砲
でアルコール度数は6.5％、食前酒やワインを初めて飲む方にもおススメです。
葡萄品種：モーザック100%
飲用温度：8～10℃

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

Le Languedoc et Le Roussillon
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・ルーシオン

Le Languedoc et Le Roussillon
コント・ド・ロルジュリル

生産者: Comtes de Lorgeril
フランス、ラングドックのかつての領主であり１６２０年から続く歴史あるシャトー・ド・ペノエィエを本拠地とする彼らがロルジュリル
の名を冠したのは１９２１年でした。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
任しました。１９９２年にニコラの妻であるミレンがディレクターとして加わり、夫と共に、この山の麓から偉大な南フランスのワイン
が生まれる可能性を信じ、今日では高い品質のワインを世に送り出しています。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャルドネ コント・ド・ロルジュリル ヴァン・ド・ペイドック

2017年 Chardonnay Comtes de Lorgeril Vin de Pays D'Oc
白
750 ml

辛口

商品ID-570569

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。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。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8℃～12℃

レ・サン・マルタン ブラン グランキュベ AOP コトー・ルーション

2017年 Le Saint Martin Blanc Grand cuvee AOP Cotes Roussillon
白
750 ml

辛口

商品ID-570573

パッションフルーツ、ライチ、桃、パイン等々、様々なフルーツの香りが飛び込んできます。
口に含むと、酸とミネラルが豊富で繊細なワインという印象を与えてくれます。サザエなどの
巻貝と合わせたい。
葡萄品種：グルナッシュ・ブラン、マカブー
飲用温度：10～12℃

レ・コトー・シャルドネ IGP オック

750 ml

辛口

商品ID-570142

熟れた洋ナシのアロマ、酸は丸くおだやか、樽由来の風味がしっかりとあり、パワフルなシャ
ルドネです。後味に爽やかなグリーンのニュアンスがあり、それがこのワインにフィネスを与
えています。グラタンやバターを使ったお料理が良さそうです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃

レ・モエット AOP ピクプール・ド・ピネ

750 ml

辛口

商品ID-570571

ヴァン・ド・ペイドック

2018年 Sauvignon Blanc Comtes de Lorgeril Vin de Pays D'Oc

750 ml

辛口

商品ID-570568

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、爽快感があります。白身魚、鶏肉、ハーブを
使ったお料理に相性が良いです。
葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン
飲用温度：8～10℃

ヴィオニエ コント・ド・ロルジュリル ヴァン・ド・ペイドック

2017年 Viognier Comtes de Lorgeril Vin de Pays D'Oc
白
750 ml

辛口

商品ID-570567

フレッシュで飲み心地の良いワイン。ライチやトロピカルフルーツや白薔薇などの花の香りを
感じます。口に含みますと色々な果実が口いっぱいに広がりボリューム感があります。
タイ料理やタンドリーチキンなどエスニック料理との相性が良い。
葡萄品種：ヴィオニエ100％
飲用温度：10℃～12℃

ロゼ コント・ド・ロルジュリル ヴァン・ド・ペイドック

2017年 Rose Comtes de Lorgeril Vin de Pays D'Oc
ロゼ 辛口
750 ml

商品ID-570570

2019年04月

在庫数:
120本以上

在庫数:
120本以上

在庫数:
清涼感のあるグリーン系ハーブの香りにわずかに感じられるピーチフレバー、とてもエレガン
120本以上
トで香水のように綺麗な香りが魅力的。味わいは、優しい果実味に柑橘の酸味が調和し、貝
類を想わせるミネラルのニュアンスが感じさせます。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。魚介系、特にイカとの相性が良いです。
葡萄品種：ピクプール100％
飲用温度：8～10℃

ソーヴィニヨン・ブラン コント・ド・ロルジュリル

白

¥2,300

¥1,700

2018年 Les Mouettes AOP Picpoul de Pinet
白

在庫数:
120本以上

¥2,500

2015年 Les Coteaux Chardonnay IGP Oc
白

¥1,450

イチゴやリンゴの蜜、フェンネルなどのハーブの香りが、まるで春のそよ風のように優しく流
れていきます。色合いも少し淡いロゼで、渋みはほとんど感じされず白ワインに近い味わい
です。どのよなジャンルのお料理にも合わせやすいです。
葡萄品種：グルナッシュ、シラー
飲用温度：8～10℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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¥1,300
在庫数:
120本以上

¥1,380
在庫数:
120本以上

¥1,300
在庫数:
120本以上

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Languedoc et Le Roussillon
生産者: Comtes de Lorgeril

カベルネ・ソーヴィニヨン コント・ド・ロルジュリル

ヴァン・ド・ペイドック

2017年 Cabernet Sauvignon Comtes de Lorgeril Vin de Pays D'Oc
赤
750 ml

辛口

商品ID-570564

ブラックベリーや森を散策しているような湿った土や針葉樹、キノコの香り、黒コショウなどの
スパイスの香り、味わいは、心地よいきめの細かいタンニンと上品な味わいを感じます。牛
肉、牛蒡、キノコなどと相性が良いです。
葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
飲用温度：16～18℃

シャトー・シフル テロワール・ダルティチュード フォージェール

2016年 Chateau de Ciffre Terroirs d'Altitude Faugeres
赤
750 ml

辛口

商品ID-570572

干し葡萄の様な香りに、針葉樹のグリーントーン、タンニンが細かく綺麗に流れていきます。
酸は繊細で伸びがあります。サンシニアンは濃厚な味わいですが、こちらのフォジェールは
クリアで繊細なタイプです。
葡萄品種：シラー60％、グルナッシュ30％、ムールヴェードル10％
飲用温度：16～18℃

シャトー・シフル テロワール・ダルティチュード サンシニアン

2014年 Chateau de Ciffre Terroirs d'Altitude Saint-Chinian
赤
750 ml

辛口

商品ID-570141

グラスに注ぐと紅茶や干し葡萄、ローズマリーといった複雑でエキゾチックな香りが広がりま
す。プルーンやカシス、プラムなどの果実のリキュールのような甘さがあり、タンニンも滑ら
か。ラングドック地方のレベルを遙かに超えた一級品です。羊肉のローストとの相性は抜群
でしょう。
葡萄品種：シラー60％、グルナッシュ40％
飲用温度：16～18℃

レ・カズカイユ AOP カバルデス

750 ml

辛口

商品ID-59457

黒胡椒やクミン、クローヴ、ナツメグなどのスパイス、ローズマリーやタイム、ユーカリといった
ハーブの香り、そして熟れたカシスの風味。それぞれの葡萄品種特有の香りが複雑にまじり
あい、スパイス系の香りの宝庫。味わいは、タンニンも非常に豊富で、典型的な南フランスの
ワインという印象ですが、良質なボルドーワインのように洗練された側面も持ち合わせていま
す。お料理は、牛肉を使ったお料理全般に非常に相性が良いです。
葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、グルナッシュ
飲用温度：16～18℃

レ・オー・テラス ピノ・ノワール IGPオック

2018年 Les Hautes Terrasses Pinot Noir IGP Oc
赤
750 ml

辛口

商品ID-570575

2017年 Les Hautes Terrasses Syrah-Viognier IGP Oc

750 ml

辛口

商品ID-570574

クローヴ、八角、黒コショウなど様々なスパイスの香りが飛び込んできます。そして、夏の生
い茂る緑のニュアンス、ブルーベリーやブラックチェリーのリキュールのような香りと味わい。
酸味は穏やか、まるで森の中に迷い込んだような錯覚を覚えます。中華系のお料理との相
性は良く、更には羊肉を使ったお料理との相性も良いでしょう。
葡萄品種：シラー、ヴィオニエ
飲用温度：16～18℃

メルロー コント・ド・ロルジュリル ヴァン・ド・ペイドック

2017年 Merlot Comtes de Lorgeril Vin de Pays D'Oc
赤
750 ml

辛口

商品ID-570565

プラムやブッラック・ベリー、タイムやユーカリ、上品な香りがします。ボリュームのある味わい
で、しっかりとしたタンニンとなめらかな口当たりです。中華料理に相性が良いです。
葡萄品種：メルロー
飲用温度：16～18℃

シラー コント・ド・ロルジュリル ヴァン・ド・ペイドック

2017年 Syrah Comtes de Lorgeril Vin de Pays D'Oc
赤
750 ml

辛口

商品ID-570566

2019年04月

¥2,500
在庫数:
120本以上

¥2,500
在庫数:
120本以上

在庫数:
120本以上

¥1,500

在庫数:
美しい光沢のあるレンガ色、エレガントな軽い赤、複雑で繊細、砂糖漬けのサクランボ、軽や
120本以上
かで美味。豊かな果実味。非常にフレッシュ、しなやかなタンニン。バランスの良いきめ細や
かなピノ ノワール。お刺身やさっぱりとした鶏肉料理、そして紫蘇を使った料理と相性抜
群！
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：15～18℃

レ・オー・テラス シラー・ヴィオニエ IGPオック

赤

在庫数:
120本以上

¥2,500

2013年 Les Cascailles AOP Cabardes
赤

¥1,300

シナモンや丁子とナツメグといったスパイス、ローリエ、ローズマリーといったハーブに、ブ
ルーベリーやラズベリー、プラムといったベリーの香りも出てきます。口に含みますと甘い果
実味とカカオのようなドライな感じもあります。
葡萄品種：シラー100％
飲用温度：16℃～18℃

ワイン専門平野弥
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¥1,500
在庫数:
120本以上

¥1,300
在庫数:
120本以上

¥1,300
在庫数:
120本以上

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Champagne
生産者: Andre Robert

France ( フランス )
輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

シャンパーニュ

La Champagne
アンドレ・ロベール

生産者: Andre Robert
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

価格(税別）

アンドレ・ロベール オーリ・トリア・コフレ 【シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、3セット】

NV Andre Robert Auri Tria Coffret
白
750 ml

辛口

シャルドネ、ピノ・ムニエ、ピノ・ノワールを品種ごとにボトリングしたアンドレ・ロベールの意欲
的なセット。それぞれのキュヴェのネック部分には順に金・銀・銅のメダルのようなアクセサ
リーが付いております。それぞれのボトルには品種の個性が明確に表現されております。

¥6,200

NV Andre Robert Brut Reserve Grand Cru
白

辛口

商品ID-58822

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℃

アンドレ・ロベール エクストラ・ブリュット グラン・クリュ

白

辛口

商品ID-59240

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

2009年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime
白
750 ml

辛口

商品ID-59239

メニルのシャンパーニュの特徴である、縦に伸びるミネラルがはっきりと表現されています。
2009年ヴィンテージは洋梨のアロマが他のヴィンテージより強く感じられ、口に含むと、その
果実の味わいが広がります。酸味も柔らかさがあり、全体のバランスは球体の様。非常に馴
染みやすく、様々なシーンで活躍できるでしょう。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8～10℃

2008年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime
白
750 ml

辛口

商品ID-58828

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℃

2006年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime
白
750 ml

辛口

商品ID-58829

2019年04月

在庫数:
36本以下

¥9,200

NV Andre Robert Extra Brut Grand Cru

750 ml

在庫数:
120本以下

商品ID-570253
アンドレ・ロベール ブリュット・レゼルヴ グラン・クリュ

750 ml

¥29,100

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℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
36本以下

¥14,900
在庫数:
36本以下

¥14,900
在庫数:
120本以下

¥20,000
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Champagne
生産者: Andre Robert

アンドレ・ロベール ル・メニル グラン・クリュ ミレジム 【1.5L】

2009年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime 【1.5L】
白
1500 ml

辛口

商品ID-59241

メニルのシャンパーニュの特徴である、縦に伸びるミネラルがはっきりと表現されています。
2009年ヴィンテージは洋梨のアロマが他のヴィンテージより強く感じられ、口に含むと、その
果実の味わいが広がります。酸味も柔らかさがあり、全体のバランスは球体の様。非常に馴
染みやすく、様々なシーンで活躍できるでしょう。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8～10℃

2008年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime 【1.5L】
白
1500 ml

辛口

商品ID-58830

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 レ・ジャルダン・デュ・メニル エクストラ・ブリュト グラン・クリュ

NV Andre Robert Les Jardins du Mesnil "Extra Brut" Grand Cru
白
750 ml

辛口

商品ID-570256

美しい金と淡いグリーンの色合い、香りの品格が格段に高く、爽やかなグリーンノート、メニ
ルの美しいミネラル、柔らかな果実の甘み、それらが層を成して縦に伸びていきます。口に
含むと、ほどよく凝縮した果実味が綺麗に喉を潤してくれます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度10～12℃

アンドレ・ロベール レ・ジャルダン・デュ・メニル グラン・クリュ

NV Andre Robert Les Jardins du Mesnil Grand Cru
白
750 ml

辛口

商品ID-570257

香りを嗅いだ瞬間に、風に乗った石灰の香りが流れる、美しいメニルの風景を思い起こして
くれます。味わいはきめ細かく繊細、メニルの個性を非常に良く表現しており、透き通るよう
な透明感があります。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：10～12℃

アンドレ・ロベール ポリーヌ

750 ml

辛口

商品ID-58819

甘く煮詰めた赤と黒のベリーの甘酸っぱい香りと、スイートポテトのような優しい甘さの香り
が、香りを嗅いだ瞬間に心を躍らせてくれます。味わいは伸びやかで透明感があり、酸とミ
ネラルがしっかり感じられます。クラシカルな造りではありますが、味わい的にはカジュアル
で飲みやすい造りになっています。
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 ポリーヌ 【375ｍｌ】

375 ml

辛口

商品ID-58820

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 テール・デュ・メニル グラン・クリュ

2011年 Andre Robert Terre du Mesnil Grand Cru
白
750 ml

辛口

商品ID-570259

750 ml

辛口

商品ID-570258

2019年04月

在庫数:
僅少

¥9,100
在庫数:
120本以上

¥6,000
在庫数:
120本以上

在庫数:
120本以上

在庫数:
120本以下

¥15,200

在庫数:
香りをかいだ瞬間に心を奪われてしまう。それほどまでの感動がこのシャンパーニュにはあ
ります。ハイトーンで洗練された香りは、雲の隙間から大地に差し込む陽光の様であり、味わ 120本以上
いはどこまでも、奥へ奥へと身体の中に染み渡っていきます。Mesnil（メニル）の畑特有のミ
ネラルは、芯の強い濃縮された旨味を感じさせますが、それらは包み込むような優しさの中
に存在しています。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

2009年 Andre Robert Terre du Mesnil Grand Cru
白

¥30,000

¥2,900

NV Andre Robert Pauline 【375ｍｌ】
白

在庫数:
120本以下

¥5,500

NV Andre Robert Pauline
白

¥30,000

あらゆる果実の香り、メニルの石灰質のミネラル、完熟した果実の旨味と酸味、全ての要素
が中心へと集約していき、まるで小さな太陽が目の前にあるかのよう。クラシカルな造りであ
り、非常に力強く、エネルギーに満ち溢れています。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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¥19,100
在庫数:
120本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Champagne
生産者: Andre Robert

アンドレ・ロベール ロゼ・ド・ヴィーニュ

¥6,800

NV Andre Robert Rose de Vignes
ロゼ 辛口
750 ml

商品ID-570255

2019年04月

薔薇の香水のような華やかな香りに、フランボワーズやイチゴ、その奥からオレンジグラッセ
の様な柑橘系の甘酸っぱいニュアンスも出てきます。酸味・果実味・ミネラルのバランスが素
晴らしく、力強さと高貴なイメージがあるロゼ・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℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
120本以上

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Champagne
生産者: Dehours et Fils

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

シャンパーニュ

La Champagne
デウール・エ・フィス

生産者: Dehours et Fils
シャンパーニュの都市エペルネから、ヴァレ・ド・ラ・マルヌの葡萄畑に抜ける国道沿いにメゾンはあります。
2014年頃から、ピノ・ムニエ（Pinot Meunier）主体のシャンパーニュが高評価を得ていますが、こちらのメゾンは、その筆頭といえ
るでしょいう。
このメゾンのシャンパーニュが秀逸なのは、その栽培方法にあります。特筆すべきは、畑のどの部分にどの品種が合うかは、実
際に数年以上栽培した結果から判断している点です。流行りだからといってピノ・ムニエを栽培しているわけではないのです。こ
の地道な栽培過程により、他ではみられない品質の高さを実現しています。
収穫された葡萄のほとんどのキュヴェはソレラシステムで醸造されており、マロラクティック醗酵も行っております。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

デウール・エ・フィス グラン・レゼルヴ・ブリュット

¥6,900

NV Dehours et Fils Grande Reserve Brut
白
750 ml

辛口

商品ID-570429

グラッセしたオレンジの皮、焼きリンゴや様々なハーブの香り、色合いは正にシャンパンゴー
ルドといった色合いです。口に含むと骨格のある酸に始まり、リンゴの蜜の甘さにタルト生地
のような香ばしさが口の中に一杯に広がります。泡立ちは輸送直後ということもあり、少し大
きくなっていますが、落ち着いてくると非常にきめ細かな泡立ちに変わります。繊細さと力強
さを合わせたシャンパーニュです。
葡萄品種：ピノ・ムニエ主体
飲用温度：8～10℃

デウール・エ・フィス レ ヴィーニュ ドゥ ラ バレ ブリュット

NV Dehours et Fils Les Vignes de la Vallee Brut
白
750 ml

辛口

商品ID-570430

柿やマンゴーといった果汁の香り、奥からママレードのニュアンス、そしてわずかに水仙の
品のある香りを感じられます。落ち着いた泡立ちでゆっくりと楽しめるシャンパーニュ。
葡萄品種：ピノ・ムニエ、ピノ・ノワール、シャルドネ
飲用温度：8～10℃

デウール・エ・フィス テール・ド・ムニエ

750 ml

辛口

商品ID-570432

2019年04月

¥8,400
在庫数:
36本以下

¥8,400

NV Dehours et Fils Terre de Meunier
白

在庫数:
120本以下

ピノ・ムニエ特有の旨味は、甲殻類や松茸などの茸に通じます。雑味のない、ピュアで純
粋な旨みが中心にあり抜けるような美味しさに魅了されます。
葡萄品種：ピノ・ムニエ
飲用温度：8～10℃

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

-7-

在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Champagne
生産者: J.L.Vergnon

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

シャンパーニュ

La Champagne
ジャン＝ルイ・ヴェルニョン

生産者: J.L.Vergnon
1950年創立のジャン＝ルイ・ヴェルニョンは、1985年からビン詰めを始めました。2002年にクリストフ・コンスタンが醸造責任者に
なって、栽培・醸造のすべてが根本的に改められ、年を追うごとに目覚しい向上をしてきています。クリストフ・コンスタンもまた、
アンセルム・セロスから大きな影響を受けた一人です。特に、メニル村はアンセルムが住むアヴィーズと同じコート・デ・ブラン地
域にありますから、収穫期が近づくと頻繁にアンセルムと情報交換をしているそうです。
「ル・メニルでは、マロラクティック発酵をしないで仕上げるには、10～11グラムのドザージュが大前提になっている。もし、ドザー
ジュしないで仕上げようとするなら、マロラクティック発酵をしなければバランスがとれない」と一般に言われています。けれども、
「ブドウを完熟させて収穫すれば、マロラクティック発酵は必要ない」というのが、アンセルムとクリストフの意見なのです。
ル・メニルの真髄を表現する正統派シャンパーニュの登場です。(以上、輸入元の資料より）
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ジャン・ルイ・ヴェルニョン エクスプレシオン エクストラ ブリュット グランクリュ

2009年 J.L.Vergnon Expression Extra Brut Grand Cru
白
750 ml

辛口

商品ID-570402

2019年04月

グラスに注ぐと、ホイップクリームのようなきめ細かい泡が立ち上がっていき、白薔薇や蘭と
いった花のような、ほのかに甘くも華やかな香りが心地よく顔を撫で、洋梨や白桃、その奥か
らは瓜のようなニュアンスを感じることができます。洋梨と白桃のエキスの他に、黄桃やメロン
と、色々な果汁の甘さがあります。綺麗な酸と凛とした石灰のミネラルは、メニル・シュール・
オジェの特徴が非常に良く表現されており、酸・ミネラル・甘さが球体の様なバランスで見事
に整っています。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度10～12℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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¥7,500
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Champagne
生産者: Maison Penet

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

シャンパーニュ

La Champagne
メゾン・プネ

生産者: Maison Penet
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。
ひとくち口に含むと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

価格(税別）

アレクサンドル・プネ エクストラ・ブリュット

¥5,000

NV Alexandre Penet Extra Brut
白
750 ml

辛口

商品ID-570607

在庫数:
ピノ・ムニエの比率が増えたことにより、グリーンハーブの香りから、赤いベリーやカシスの様
120本以上
な果実の香りが主体になっています。酸は綺麗に縦に伸び、このキュヴェの繊細さを表して
います。味わいも厚みが増しベリーの果実味が主体、奥からレモンやほのかに洋梨のニュア
ンスが出てきます。例年とは違う装いですが、バランスの良さは健在です。
葡萄品種：ピノ・ムニエ60％、ピノ・ノワール20％、シャルドネ20％
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】

¥11,500

NV Alexandre Penet Extra Brut 【Magnum】
白
1500 ml

辛口

商品ID-570608

ピノ・ムニエの比率が増えたことにより、グリーンハーブの香りから、赤いベリーやカシスの様
な果実の香りが主体になっています。酸は綺麗に縦に伸び、このキュヴェの繊細さを表して
います。味わいも厚みが増しベリーの果実味が主体、奥からレモンやほのかに洋梨のニュア
ンスが出てきます。例年とは違う装いですが、バランスの良さは健在です。
葡萄品種：ピノ・ムニエ60％、ピノ・ノワール20％、シャルドネ20％
飲用温度：8℃～10℃

プネ・シャルドネ "コリーヌ エ カンディス" ブラン・ド・ブラン ヴェルジ・グラン クリュ エクストラ・ブリュット

2009年 Penet Chardonnet "Coline et Candice" Verzy Grand Cru
白
750 ml

辛口

商品ID-570243

2009年 Penet Chardonnet Grand Cru "Les Epinettes" Verzy
白
750 ml

辛口

商品ID-58811

2009年 Penet Chardonnet Grand Cru "Les Fervins" Verzy

750 ml

辛口

商品ID-58810

若草の風に乗った爽やかな香り、洋梨、青リンゴといった果実のエキス、酸とミネラルのバラ
ンスがよく余韻も長い。複雑性にも富んでいますが、完璧なバランス性からくる透明感が最
大の特徴。まるで摩周湖のように底が透けしまうような湖を想像します。
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 キュベ・プレステージ ディアン・クレール

2009年 Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire
白
750 ml

辛口

商品ID-570241

2019年04月

2009年以降は、現当主アレキダンドル氏の手によるもの。色調は黄金そのもの。先代にく
らべ、より洗練されモダンなスタイルに。熟成による落ち着きと重厚感、複雑性と芸術性が高
く完成度はオートクチュールのスーツのように均整のとれた無駄の無い造り。まるで安土桃
山時代の金屏風のような荘厳な世界が広がります。
葡萄品種：シャルドネ30％、ピノ･ノワール70％
飲用温度：8℃～10℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
120本以下

¥13,800

ピノ・ノワール100％のブラン・ド・ノワール。黒葡萄のエキスが強く、ジューシーでしなやか。
香りはブラックチェリー、洋梨、レモン、グリーンスパイス、綺麗な酸と芳醇さがあるので妖艶
な性格を持ち合わせる。重心が低くしっかりとしたシャンパーニュなのでゆっくり楽しみたい。
葡萄品種：ピノ･ノワール100％
飲用温度：8℃～10℃

プネ・シャルドネ グラン・クリュ "レ・フェルヴァン" ヴェルジ

白

¥19,900

当主の愛娘ColineとCandiceの名前を冠した2009年が初リリースのスペシャル・キュヴェ。二
人への深い愛情が感じられ、シャンパーニュのスタイルは優美でエレガンス。香りはフローラ
ルでローズ・ド・メ（5月のバラ）のように華やかで優しく、オレンジから黄色の色調をイメージ
する香りがグラデーションのように連続する。優しく包み込むような甘さと上品で妖艶な香り
が同居する素晴らしい逸品。
葡萄品種：ピノ・ノワール50％、シャルドネ50％
飲用温度：8～10℃

プネ・シャルドネ グラン・クリュ "レ・ゼピネット" ヴェルジ

在庫数:
36本以下

在庫数:
36本以下

¥12,400
在庫数:
36本以下

¥20,000
在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Champagne
生産者: Maison Penet

プネ・シャルドネ グラン・クリュ キュベ・プレステージ ディアン・クレール No1 (base 2002)

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire No.1 (dos 0g Degorge
2/2015 base2002)
【未試飲】
白
750 ml

商品ID-570260

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire No.2 (dos 2g Degorge
11/2016 base2002)
白

辛口

商品ID-570261

2002年の原酒とは思えないほど、生命力に満ちており、非常にフレッシュ。複雑性と芸術性
が高く完成度はオートクチュールのスーツのように均整のとれた無駄の無い造り。上質な食
材と一緒に楽しめば、まるで極楽とも言えるほどの至福の時間を得られるでしょう。
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 キュベ・プレステージ ディアン・クレール No.3 (base 2002)

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire No.3 (dos 3g Degorge
2/2016 base2002)
【未試飲】
白
750 ml

【未試飲】
白

【未試飲】
白

在庫数:

¥20,000
在庫数:

¥20,000
在庫数:
120本以下

辛口

商品ID-570264
プネ・シャルドネ グラン・クリュ キュベ・プレステージ ディアン・クレール No.6 (base 2002)

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire No.6 (dos 5g Degorge
2/2016 base2002)
【未試飲】
白

¥20,000
在庫数:
36本以下

辛口

商品ID-570265
プネ・シャルドネ グラン・クリュ キュベ・プレステージ ディアン・クレール No.7 (base 2002)

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire No.7 (dos 4g
Degorge11/2016 base2005)
白

辛口

【未試飲】

¥20,000
在庫数:
120本以下

商品ID-570266
プネ・シャルドネ グラン・クリュ キュベ・プレステージ グラン・レセルヴ

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Grand Reserve
白
750 ml

¥20,000

商品ID-570263

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire No.5 (dos 4g
Degorge11/2016 base2002)

750 ml

120本以下

120本以下

辛口

プネ・シャルドネ グラン・クリュ キュベ・プレステージ ディアン・クレール No.5 (base 2002)

750 ml

在庫数:

商品ID-570262

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire No.4 (dos 4g Degorge
8/2015 base2002)

750 ml

¥20,000

36本以下

辛口

プネ・シャルドネ グラン・クリュ キュベ・プレステージ ディアン・クレール No.4 (base 2002)

750 ml

在庫数:
36本以下

辛口

プネ・シャルドネ グラン・クリュ キュベ・プレステージ ディアン・クレール No.2 (base 2002)

750 ml

¥20,000

辛口

商品ID-58807

2019年04月

¥13,800

在庫数:
2001年のリザーヴワインを使用しているため、非常に熟成感があり肉厚。焼きリンゴやシナモ
120本以下
ンのニュアンス、重心が低く飲み込むと体の奥底に荘厳なオーケストラの重低音が響き渡り
ます。前菜や魚料理ではなくメインの肉料理と是非。
葡萄品種：シャルドネ30％、ピノ･ノワール70％
飲用温度：8℃～10℃

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

La Champagne
生産者: Maison Penet

プネ・シャルドネ グラン・クリュ・テロワール・エソンス

¥8,400

NV Penet Chardonnet Grand Cru Terroir Escence
白
750 ml

辛口

商品ID-58808

在庫数:
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
120本以上
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℃

プネ・シャルドネ グラン・クリュ・テロワール・エソンス ブラン・ド・ブラン

NV Penet Chardonnet Grand Cru Terroir Escence Blanc de Blancs
白
750 ml

辛口

商品ID-570244

グラスに注いだ瞬間に、爽やかなグリーンハーブの香りが感じられ、渓流のほとりに立ってい
るような錯覚を覚えます。口に含むと、洋梨や金柑、ママレードなど様々な味わい、複雑性
があり、ハイトーンなミネラルと酸味、明るく開放されたようなイメージがある、かなり上質な
シャンパーニュです。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：8～10℃

プネ・シャルドネ リュー・ディー"ラ・クロワ・ラモニエ"ヴェルジ・グラン クリュ エクストラ・ブリュット

2010年 Penet Chardonnet Lieu-Dit "La Croix l'Aumonier" Verzy Grand Cru Extra
Brut
白
750 ml

辛口

商品ID-570240

赤いベリーの香りの後に、ピーチやマンゴー、さらに奥からタイムのようなグリーンハーブの
ニュアンスも出てきます。酸に丸みがあり、濃密な味わいは体にゆっくりと染み渡っていきま
す。プネ・シャルドネらしい透明感と繊細さがありながら、力強さもあり、心を優しく包み込ん
でくれるような感覚にさせてくれる包容力も兼ね備えています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：8～10℃

プネ・シャルドネ リュー・ディー"レ・ブランシュ・ヴォワ" ブラン・ド・ブラン ヴェルジ・グラン クリュ エクストラ・ブリュット

2010年 Penet Chardonnet Lieu-Dit "Les Blanches Voies" Blanc de Blancs Verzy
Grand Cru Extra Brut
白
750 ml

辛口

商品ID-59236

飲んだ瞬間、ギリシャのパルテノン神殿をイメージさせるほど荘厳で力強く、そして洗練さ
れています。上質なミネラルとシャルドネの完熟した旨味、その真価は発揮されつつあると
はいえ、その大きさは計り知れません。他のシリーズとは違ったスケールの大きさを感じさせ
ます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～13℃

アレクサンドル・プネ ロゼ・エクストラ・ブリュット

750 ml

商品ID-58805

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℃

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
ロゼ 辛口
750 ml

商品ID-58809

2019年04月

在庫数:
僅少

¥15,900
在庫数:
120本以下

¥13,800
在庫数:
36本以下

¥5,900

NV Alexandre Penet Rose Extra Brut
ロゼ 辛口

¥11,900

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℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
36本以下

¥9,900
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Champagne
生産者: Waris Hubert

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

シャンパーニュ

La Champagne
ヴァリス・ユベール

生産者: Waris Hubert
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

価格(税別）

ヴァリス・ユベール "アルベース" グラン・クリュ ブラン・ド・ブラン 【1.5L】

NV Waris Hubert "Albescent" Grand Cur Blanc de Blancs 【1.5L】
白
1500 ml

辛口

商品ID-570249

¥12,000
在庫数:
36本以下

香りはユリなどのフローラルな香りで輝きを感じます。泡立ちは空気を含みながらフワッと
広がっていき、口に含むとレモンやカリンのような果実のニュアンスも感じられます。フレッ
シュでカジュアルに楽しめる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℃

ヴァリス・ユベール "エミナンス" グラン・クリュ ブラン・ド・ブラン エクストラ・ブリュット

¥9,900

2011年 Waris Hubert "Eminence" Grand Cur Blanc de Blancs Extra Brut
白
750 ml

辛口

商品ID-570246

在庫数:
120本以上

泡立ちはきめ細かく非常に滑らか、グレープフルーツやレモンの柑橘系のニュアンス、そ
の後から南国系のフルーツの熟した果実のエキスが続いてきます。"Eminence（エミナンス）
"とは、 「卓越」「 高位」という意味です。 味わいはブルゴーニュの上質の白ワインを想わ
せ、繊細で品格と存在感のある個性は、まさに"Eminence（エミナンス）"という名に相応しい
風格を持っています。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8℃

ヴァリス・ユベール "リリアル" グラン・クリュ ブラン・ド・ブラン ゼロ・ドサージュ

¥5,000

NV Waris Hubert "Lilyale" Grand Cur Blanc de Blancs Zero Dosage
白
750 ml

辛口

商品ID-570248

ヴァリス・ユベール "リリアル" グラン・クリュ ブラン・ド・ブラン ゼロ・ドサージュ【1.5L】

NV Waris Hubert "Lilyale" Grand Cur Blanc de Blancs Zero Dosage 【1.5L】
白
1500 ml

辛口

商品ID-570247

2010年 Waris Hubert Cuvee Equinoxe Millesime Grand Cru Blanc de Blancs

750 ml

辛口

商品ID-59237

¥13,000
在庫数:
36本以下

レモンとオレンジの柑橘系の香りがあり、グリーンノートもかすかに感じられるので爽やかな
印象を受けます。味わいは鋼の様な引き締まったミネラルと果実味、酸もしっかりしているの
で、例年よりもドライな印象になっています。
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

白

在庫数:
120本以下

レモンとオレンジの柑橘系の香りがあり、グリーンノートもかすかに感じられるので爽やかな
印象を受けます。味わいは鋼の様な引き締まったミネラルと果実味、酸もしっかりしているの
で、例年よりもドライな印象になっています。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8～10℃

¥11,000

在庫数:
2009年同様、南国のフルーツを思わせる果実感とグリーンハーブ、ミネラルが複雑に溶け込
120本以上
みあっています。2010年は後から押し寄せる旨味があり、より力強い味わいに仕上がってい
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 "エルカンボルド" ロゼ・ド・セニエ

NV Waris Hubert "Ercanbald" Rose de Saigniee
ロゼ 辛口
750 ml

商品ID-570251

香りはフローラルで、ベリー、ジャム、ザクロなど赤い果実の香りが入り混じります。複雑で、
何かおとぎばなしの世界に入り込んだような不思議な感覚になります。それというのも、ワイ
ンの名に冠せられた "Ercanbald"は、童話『秘密の花園』の主人公メリーの叔父の名です。
味わいは、程よい酸味とわずかに渋味を感じ、肉厚で飲みごたえがあるシャンパーニュで
が、なぜが"文学的な香り"のするシャンパーニュです。
【補足】 ロゼ・シャンパーニュの製法には2通りございます。
ひとつは、白ワインと赤ワインをまず造り、ブレンドをして瓶内2次発酵を行うやり方、もうひ
とつは、赤ワインを造る途中（色素が抽出されロゼ色の段階）で果皮を取り除き、発酵を続け
るやり方で＜セニエ方式＞と呼ばれています。
こちらのシャンパーニュは、後者のやり方です。そのため、軽い渋みが感じられ複雑で奥
行きのある風味に仕上げられています。
葡萄品種：ピノ・ノワール主体
飲用温度：8～12℃

2019年04月

ワイン専門平野弥
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¥9,400
在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

L'Alsace
生産者: Schoffit

France ( フランス )
輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

アルザス

L'Alsace
ショフィット

生産者: Schoffit
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。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。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

価格(税別）

アルザス ピノ・ブラン オーセロワ ヴィエイユ・ヴィーニュ

2016年 Alsace Pinot Blanc “Auxerrois” Vieilles Vignes
白
750 ml

辛口

商品ID-570237

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 リースリング リューディー・アルト トラディション

2015年 Alsace Riesling Lieu-dit Harth Tradition
白
750 ml

辛口

商品ID-570239

洋梨やマスカット、キウイ、メロンといった様々な果実が香りから連想でき、さらに、このワイン
特有のヴァイオレットの香りがこのワイン品格を上げています。果実味に透明感があり、凛と
張った酸味があるので、力強い構成ですが飲み疲れしません。
葡萄品種：リースリング
飲用温度：10～12℃

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

2014年 Alsace Riesling Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald
白
750 ml

やや辛口

商品ID-570234

750 ml

やや辛口

商品ID-58837

グラスに注いだ瞬間に花の蜜や熟成した果実の香りが広がります。少しオイリーで円熟し
た風味がとても魅力的。グリーン系のハーブの香りやマスカットの風味、渓流のミネラルが渾
然一体となり、口に含むと余韻が長く続きます。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℃

アルザス ピノ・グリ トラディション

750 ml

やや甘口

商品ID-570236

アルザス地方の名門ショフィットが造るこちらのワインには、白い花、桜餅に使われる道明寺
粉の香りや和三盆のような甘味も感じられます。わずかに、クミンや白コショウのスパイスの
ニュアンスが感じられます。豊かな風味のなかに甘さと心地よいフレッシュな酸味が流れて
いきます。
葡萄品種：ピノ・グリ100％
飲用温度：8～10℃

750 ml

やや甘口

商品ID-58835

2019年04月

在庫数:
120本以下

¥6,100

¥6,800
在庫数:
僅少

在庫数:
120本以下

¥3,000

2013年 Alsace Pinot Gris Tradition
白

¥2,800

¥3,000

2016年 Alsace Pinot Gris Tradition
白

在庫数:
120本以上

在庫数:
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 120本以下
相性。
葡萄品種：リースリング100％
飲用温度：8～10℃

2012年 Alsace Riesling Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald
白

¥2,400

アルザス地方の名門ショフィットが造るこちらのワインには、白い花、桜餅に使われる道明寺
粉の香りや和三盆のような甘味も感じられます。わずかに、クミンや白コショウのスパイスの
ニュアンスが感じられます。豊かな風味のなかに甘さと心地よいフレッシュな酸味が流れて
いきます。
葡萄品種：ピノ・グリ100％
飲用温度：8～10℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
120本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

L'Alsace
生産者: Schoffit

アルザス ゲヴュルツトラミネール キュヴェ・カロリン

¥3,000

2015年 Alsace Gewurztraminer Lieu-dit Harth Cuvee Caroline
白
750 ml

甘口

商品ID-570238

在庫数:
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
120本以下
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℃

¥2,900

2013年 Alsace Gewurztraminer Lieu-dit Harth Cuvee Caroline
白
750 ml

甘口

商品ID-58836

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・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”

¥7,000

2013年 Alsace Gewurzttraminer Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald
白
750 ml

甘口

商品ID-58839

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℃

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 Saint-Theobald Vendanges
Tardives
白
750 ml

白

甘口

商品ID-570233

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・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
白

¥6,100
在庫数:
120本以下

¥9,200
在庫数:

商品ID-58841

2015年 Alsace Riesling Grand Cru Rangen "Clos Saint-Theobald" Vendanges
Tardives
白

甘口

商品ID-570235

いぶした様な香りに、フェンネルのようなハーブ、キウイや青リンゴといった香りが後から続き
ます。透明感のある酸味に品のある甘い果実味。香りも味わいも中心に集約していて非常
に凝縮感があります。明らかにグラン・クリュという品格を有しています。
葡萄品種：リースリング
飲用温度：10～12℃

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 Saint-Theobald Selection de
Grains Nobles【500ml】
白
500 ml

在庫数:

120本以下

甘口

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 ヴァンダンジュ・タルティヴ

750 ml

¥9,200

商品ID-58840

2015年 Alsace Pinot Gris Grand Cru Rangen Clos Saint-Theobald

750 ml

在庫数:
36本以下

120本以下

甘口

アルザス・ピノ・グリ グラン・クリュ クロ・サン・テオバール

750 ml

在庫数:
僅少

在庫数:
120本以下

¥10,000
在庫数:
36本以下

極甘口

商品ID-58843

2019年04月

¥9,100
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ワイン専門平野弥ワインリスト

L'Alsace
生産者: Schoffit

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】
【未試飲】
白
500 ml

在庫数:
僅少

極甘口

商品ID-58842
トカイ・ピノ・グリ グラン・クリュ・ランゲン クロ・サン・テオバール SNG 【500ml】

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

¥11,500

極甘口

商品ID-59244

2019年04月

最初に飛び込んできたショコラの香りにゾクッと身ぶるいしてしまいました。とても複雑でいな
がら落ち着きがあり、ストレスなど微塵も感じさせません。いつまでも口の中に入れていたく
なります。
葡萄品種：ピノ・グリ
飲用温度：8～10℃

ワイン専門平野弥
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¥11,500
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Alain

Hudelot

Noellat

France ( フランス )
輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
アラン・ユドロ・ノエラ

生産者: Alain

Hudelot

Noellat

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

価格(税別）

リシェブール

¥93,000

2016年 Richebourg
赤
750 ml

辛口

商品ID-570374

【未試飲】ブルゴーニュ最上の赤ワインであるロマネ・コンティ、それに寄り添う、リシュブール
（Richebourg）、ロマネ・サン・ヴィヴァン（Romanée-Saint-Vivant）、そしてラ・ターシュは、ロ
マネ・コンティを最高峰とする連山に等しいがそれぞれに際立った個性があり、ワイン愛好
家にとてはたいへん興味深い。
リシュブール （Richebourg）は、フランボワーズやスリーズ（さくらんぼう）のアロマが特徴的
で、究極の繊細さエレガンス、特有の柔らかさと優しさを表現する。他方、ロマネ・サンヴィ
ヴァンは、やや黒系の果実で、内向的な性格、ある種の宗教的精神性を表現する。
アラン・ユドロ・ノエラの個性は、やや煮詰めた果実の濃縮感の内側に黒バラやローズ・ド・メ
（5月のバラ）などのフローラルな香りとわずかにスパイスが加わり、エピキュリムズ
（Épicurisme）に通じる食の楽しみを演出する。
しからば、アラン・ユドロ・ノエラのリッシュブールは、大地のやさしさに根ざした食を表現する
にふさわしいワインといえるだろう。フランス料理の野兎のロワイヤル（Le lièvre à la royale）
に是非合わせてみたいワインである。

ロマネ・サン・ヴィヴァン

¥93,000

2016年 Romanee Saint Vivant
赤
750 ml

辛口

商品ID-570375

2019年04月

在庫数:
僅少

【未試飲】ブルゴーニュ最上の赤ワインであるロマネ・コンティ、それに寄り添う、リシュブール
（Richebourg）、ロマネ・サン・ヴィヴァン（Romanée-Saint-Vivant）、そしてラ・ターシュは、ロ
マネ・コンティを最高峰とする連山に等しいが、それぞれに際立った個性があり、ワイン愛好
家にとってはたいへん興味深い。
リシュブール （Richebourg）は、ブルゴーニュワインがもつ究極の繊細さと優しさを表現する
のにたいして、ロマネ・サンヴィヴァンは、やや黒系の果実とクローヴなどのスパイス、外交的
よりも内向的な性格、宇宙に深淵を垣間見せるような宗教的精神性を表現する。
アラン・ユドロ・ノエラの個性は、やや煮詰めた果実の濃縮感の内側に黒バラやローズ・ド・メ
（5月のバラ）などのフローラルな香りとわずかにスパイスが加わり、エピキュリムズ
（Épicurisme）に通じる食の楽しみを演出する。
しからば、アラン・ユドロ・ノエラのロマネ・サン・ヴィヴァンは、食と合わせるのであれば、ジビ
エでも野鳥の類に、ワインとして楽しむのであれば、壮麗なクラシック音楽を聴きながら親し
い人と楽しむのが良いだろう。

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Amiot Servelle

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
アミオ・セルベル

生産者: Amiot Servelle
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

価格(税別）

シャンボール・ミュジニー・レ・シャルム

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Charmes
赤
750 ml

辛口

商品ID-59583

750 ml

辛口

商品ID-59270

750 ml

凛とした骨格とミネラル、ナツメグ、和三盆のニュアンス、凝縮感があり余韻も長い。
葡萄品種：ピノ･ノワール100％
飲用温度：16～18℃

商品ID-59271

2019年04月

在庫数:
36本以下

¥30,000

2013年 Clos Saint Denis
辛口

¥14,700

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。
2013年ヴィンテージは柔らかく2012年に比べ飲みやすい味わいになっています。
葡萄品種：ピノ･ノワール100％
飲用温度：16～18℃

クロ・サン・ドニ

赤

在庫数:
36本以下

2014年は、とくに香りのトーンが高く、フローラルで、ナモン、丁子などのスパイスが加わりま
す。口に含むとミネラルと旨味が凝縮した状態で押し寄せてきて、一気に心を鷲掴みにされ
るような魅力的なワイン。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

2013年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Charmes
赤

¥16,200

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Arlaud

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
アルロー

生産者: Arlaud
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

ワイン名

価格(税別）

ブルゴーニュ”ロンスヴィ”

¥4,500

2014年 Bourgogne Roncevie
赤
750 ml

辛口

商品ID-570343

2019年04月

Roncevie（ロンスヴィ）の畑は、ジュヴレ・シャンベルタン村にありLes Seuvrees（スーヴレ）に
隣接する区画です。モレ・サン・ドニの生産者であるドメーヌ・アルローの手によるこのワイン
は、ジュヴレ・シャンベルタン特有の力強さがモレ・サン・ドニの生産者の柔らかいスタイルに
よって表現され、とても魅力的で興味深くいワインです。
オレンジのような柑橘の香りに、口に含むと中心から外に向かって力が広がっていき、柔ら
かいタンニンと赤や紫色のベリーのニュアンスが優しく流れていきます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
120本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Bachelet Monnot

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
バシュレ・モノ

生産者: Bachelet Monnot
ドメーヌ・バシュレ＝モノは、コート・ド・ボーヌの南、マランジュのデジーズ村にあります。このドメーヌは、2005年1月、当時20代
の若さであったマルクとアレクサンドル兄弟の2人が祖父や父のワイン造りを引き継ぐという形で設立されました。マルクとアレクサ
ンドルは醸造の学校を卒業した後、フランスや海外でもワイン造りの経験を積んできました。バシュレ兄弟が本拠を構えるマラン
ジュから、サントネ、ピュリニー・モンラッシェ、シャサーニュ・モンラッシェ、そしてグラン・クリュとなるバタール・モンラッシェを含む
畑は、現在では23ヘクタールの畑を手掛けています。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン

¥7,600

2015年 Chassagne Montrachet Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-59512

香りはマンゴー、パイン、グリーン系、オイリーで口に含むと少しねっとりとした触感がありま
す。酸味の質は丸く穏やかで、典型的なシャサーニュ・モンラッシェの白と言えます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

ピュリニー・モンラッシェ

¥8,900

2015年 Puligny Montrachet
白
750 ml

辛口

商品ID-59513

グラスに注いだ瞬間から、濃密な香りが出てきます。とても良く熟れた洋梨やパッションフ
ルーツ、レモン、その後には白蘭のような華やかな香りが広がっていきます。2015年は、ブ
ルゴーニュワインにとって当たり年で、アルコール、果実味ともにボリュームがあります。ピュ
リニーらしいピュアな酸味は心地よく、とても魅力的です。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

750 ml

辛口

商品ID-59516

グラスを近づけると、ジェニパー・ベリーや笹の葉、百合の花、様々なハーブといった爽やか
でありながら、エレガントな香りが一気に広がってきます。口に含むと、熟した果実の味わい
が縦に伸びていき、そのそばを上質なミネラルと酸が流れていきます。とても繊細で美しい
ピュリニー・モンラッシェです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

ブルゴーニュ・ルージュ

750 ml

辛口

商品ID-570576

イチゴキャンディとブルーベリーを合わせたようなチャーミングな風味、後味にオレンジの香
りがすっと抜けていきます。のど越しが良くさらりと飲めるので、飲み疲れしません。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

マランジュ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ブティエール

2014年 Maranges Premier Cru Clos de la Boutiere.
赤
750 ml

辛口

商品ID-59517

2019年04月

在庫数:
36本以下

¥3,400

2015年 Bourgogne Rouge
赤

在庫数:
36本以下

¥8,000

2014年 Puligny Montrachet
白

在庫数:
36本以下

マランジュ村はコート・ド・ボーヌの最南端にあたるAOCです。香りはスミレや紫陽花といった
フローラルな香りが一気に広がり、その後に甘草や胡椒のようなスパイス、そしてクランベ
リーのアロマが出てきます。非常に凝縮感があり、タンニンはありますが、きめ細かくストレス
に感じることはありません。雉のようなジビエ料理と合わせてみたい。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
120本以下

¥4,700
在庫数:
120本以上

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Charles Van Canneyt

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
シャルル・ヴァン・カネイ

生産者: Charles Van Canneyt
アラン・ユドロ・ノエラの創設者、アラン・ユドロ氏とオディル・ノエラ夫人の孫にあたるシャルル・ヴァン・カネイの個人の名を冠した
ネゴシアン。シャルル・ヴァン・カネイ氏は現在ドメーヌの栽培・醸造も担当しており、実質的なアラン・ユドロ・ノエラの当主となっ
ています。
ACブルゴーニュからグランクリュまで幅広く生産しており。そのワインは一貫してクラシックな古き良きブルゴーニュを体現してい
ます。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ボンヌ・マール

¥65,300

2014年 Bonnes Mares

在庫数:
僅少

【未試飲】
赤
750 ml

辛口

商品ID-59283
シャンベルタン

¥65,300

2014年 Chambertin
赤
750 ml

辛口

商品ID-59285

在庫数:
僅少

中心にあるバラの花の香りは、シャンベルタンを試飲するとき常に感じ取ることが出来ます。
シャンベルタン・クロ・ド・ベーズとは対照的にフローラルでミネラルに富んだ、明るく享楽的
な側面があります。
Clos de Bèze が640年に歴史に登場し、1219年までブルゴーニュ修道院の所有地であった
が、その後1789年までラングルの司教座聖堂参事会が所有者となる。Chambertin と Clos
de Bèze は宮廷ご用達となった。その名は13世紀から知られていて、区画の境界も以来変
わっていない。ナポレオンは他のワインは飲まなかったという。7つの隣接した Climats は(
Charmes と Mazoyères は同一の地域 )明らかに類似しているので Climats 名に続いて
Chambertin をつける。 Clos de Bèze だけは、Chambertin が先になる。1937年7月31日にグ
ラン・クリュに認定された。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ

¥65,300

2014年 Chambertin Clos ｄｅ Beze
赤
750 ml

辛口

商品ID-59286

◆Chambertin-Clos de Bèze シャンベルタン・クロ・ド・ベーズの畑について
ブルゴーニュ最古の畑のひとつで、キリスト教のベーズ修道会によって開墾されたため、こ
の名称となってる。他のシャンベルタンなどのグラン・クリュが明るく享楽的な表情を持つの
にたいして、内向的で高い精神性を表現している。2014年のシャンベルタン・クロ・ド・ベー
ズ・グラン・クリュは、骨格のしっかりとした味わいで、黒系の果実が凝縮した旨味、オークの
香りが見事に融和している。力強さと優美さが調和し、鮮烈で突き抜けるような新鮮味がフィ
ニッシュで感じられる。

在庫数:
僅少

Clos de Bèze が640年に歴史に登場し、1219年までブルゴーニュ修道院の所有地であった
が、その後1789年までラングルの司教座聖堂参事会が所有者となる。Chambertin と Clos
de Bèze は宮廷ご用達となった。その名は13世紀から知られていて、区画の境界も以来変
わっていない。ナポレオンは他のワインは飲まなかったという。7つの隣接した Climats は(
Charmes と Mazoyères は同一の地域 )明らかに類似しているので Climats 名に続いて
Chambertin をつける。 Clos de Bèze だけは、Chambertin が先になる。
1937年7月31日にグラン・クリュに認定された。栽培面積：15.4ha
シャルム・シャンベルタン

¥43,000

2014年 Charmes Chambertin
赤
750 ml

在庫数:
僅少

辛口

商品ID-59287
ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ・レ・カズティエ

2014年 Gevrey Chambertin 1er Cru Les Cazetiers
赤
750 ml

辛口

商品ID-59288

2019年04月

¥19,200

色彩は淡く、ベリーやバラのフローラルな香り。八角などのオリエンタルなスパイスにシャンピ
ニオンのニュアンスがあります。旨味が綺麗に整っており、クラシックな古き良きブルゴー
ニュと言えます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Charles Van Canneyt

マジ・シャンベルタン

¥47,600

2014年 Mazis Chambertin

在庫数:
僅少

【未試飲】
赤
750 ml

辛口

商品ID-59289
ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・プティ・モン

2014年 Vosne Romanee 1er Cru Les Petits Monts
赤
750 ml

辛口

商品ID-59290

2019年04月

¥28,000

ヴォーヌ・ロマネ村のプティ・モンの畑は、リッシュブール（Richebourgs）の上部に位置し、
クロ・パラントー（Cros・Parantoux）の畑に隣接しています。ヴォーヌ・ロマネ特有の優しくも内
なる秘めた力が大地の香りとともに広がります。エキゾチックなスパイスとドライフルーツのよ
うなベリー風味は、リエーヴル（野兎）やジビエとの相性が良いでしょう。
葡萄品種：ピノ・ノアール100％ 飲用温度18℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Claude Dugat

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
クロード・デュガ

生産者: Claude Dugat
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

価格(税別）

ブルゴーニュ・ルージュ

¥6,900

2015年 Bourgogne Rouge
赤
750 ml

辛口

商品ID-570587

赤いベリーの香りに、ローズマリーやミントなどのグリーンなトーンの香りや野菜、根菜、森の
木の実、丁子などのスパイス、肉の香りなどさまざまな香りが重なり合っています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

シャペル・シャンベルタン

¥123,000

2015年 Chapelle Chambertin
赤
750 ml

辛口

在庫数:
僅少

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

商品ID-570588
シャルム・シャンベルタン

¥65,400

2015年 Charmes Chambertin
赤
750 ml

辛口

在庫数:
僅少

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

商品ID-570589

¥57,600

2014年 Charmes Chambertin

在庫数:
僅少

【未試飲】
赤
750 ml

辛口

商品ID-59604

¥57,600

2013年 Charmes Chambertin
赤
750 ml

辛口

商品ID-59293

「ジュヴレ・シャンベルタンのテロワール（土地）は、力を表現し、ピノ・ノワール（品種）は、エ
レガンスを表現する。この両者をより高い次元での調和を求める」というクロード・デュガの追
及がひとつの完成形として表現されているようなワインです。
2013年のシャルム・シャンベルタンは非常にクリアで、かつ伸びやかでしなやか、美しい調
和が形成されています。グリーンノートは松の木のような針葉樹のイメージ、ピンク色のバラ
「ローズドメイ」のような甘く華やかな香りが心を踊らさせます。ミネラルは丸みを帯びて繊細
ですが、強さも兼ね備えています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ジュヴレ・シャンベルタン

赤

辛口

商品ID-570590

2019年04月

在庫数:
僅少

¥12,900

2015年 Gevrey Chambertin

750 ml

在庫数:
120本以下

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。現
当主のベルトラン氏の繊細な感性と、近年稀にないほどのグレートヴィンテージの2015年と
いう年の特徴が、今後どのような展開を見せていくのか、楽しみなワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
120本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Claude Dugat

ジュヴレ・シャンベルタン

¥12,500

2014年 Gevrey Chambertin
赤
750 ml

辛口

商品ID-59605

在庫数:
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
120本以下
しいワインです。
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。
2014年のこのワインは現在赤や紫のベリーの果実味が表に出ていて、その後から針葉樹の
香りが続いてきます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
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

2015年 Gevrey Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques
赤
750 ml

辛口

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

赤

辛口

【未試飲】

赤

辛口

在庫数:
僅少

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

商品ID-570592

¥122,900

2014年 Griottes Chambertin

在庫数:
僅少

【未試飲】
赤

辛口

商品ID-59607

¥130,800

2013年 Griottes Chambertin

在庫数:
僅少

未試飲
赤
750 ml

在庫数:
僅少

¥123,000

2015年 Griottes Chambertin

750 ml

¥38,400

商品ID-59606
グリオット・シャンベルタン

750 ml

在庫数:
僅少

商品ID-570591

2014年 Gevrey Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques

750 ml

¥42,400

辛口

商品ID-59296

2019年04月
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ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Clos Salomon du Gardin

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
クロ・サルモン・デュ・ガルダン

生産者: Clos Salomon du Gardin
ブルゴニュー地方の南の地域、コート・シャネーズにある、ドメーヌ・デュ・クロ・サロモンの歴史は古く、文献的な記録によれは、
14世紀にまでさかのぼることが出来ます。
今日、伝統を引き継ぎながら、秀逸なワインを世に送り出しています。
また、生産者名のドメーヌ・クロ・デュ・サロモンは、畑名をドメーヌの名として名乗れる数少ないブルゴーニュの生産者のひとり。
ちなみに、畑名を名乗れる他の生産者はドメーヌ・ランブレ、ドメーヌ・デ・ラ・ロマネ・コンティなど超有名生産者です。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

モンタニー ル・クルー

¥4,400

2016年 Montagny "le Clou"
白
750 ml

辛口

商品ID-570348

2019年04月

スイレン、ジャスミン、フェンネル、ミントといった涼しげな香りは、アルプス高原の丘に広がる
花畑のようなイメージを想像させます。味わいは透明感があり、清涼感溢れるミネラルと優し
い果実味、フレッシュな柑橘系の酸味が特徴です。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃
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在庫数:
120本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Comte Georges de VOGUE

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエ

生産者: Comte Georges de VOGUE
ヴォギュエはブルゴーニュのドメーヌのなかで最も重要なものの一つといっても過言ではありません。所有するブドウ畑は全て
シャンボール・ミュジニィ村にあり、計12.5ha。プルミエ・クリュのレ・ザムルーズ、グラン・クリュのボンヌ・マールとミュジニィなど。
ブドウ畑はほとんどが有機農法で行われており、ギュイヨ式とコルドン式を採用し、低収量のブドウを育てています。醸造ではグ
ラン・クリュの造り手としては珍しく強い樽香を嫌い、ACシャンボールで15％、特級はヴィンテージにもよりますが35％程。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ボンヌ・マール

¥100,000

2014年 Bonnes Mares
赤
750 ml

辛口

在庫数:
僅少

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

商品ID-570585
ミュジニー ヴィエイユ・ヴィーニュ

¥130,800

2014年 Musigny Vieilles Vignes
赤
750 ml

辛口

在庫数:
僅少

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

商品ID-570586

2019年04月
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ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Cordier Pere et Fils

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
コルディエ・ペール・エ・フィス

生産者: Cordier Pere et Fils
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

価格(税別）

ブルゴーンニュ･ブラン・ジャン・ド・ラ・ヴィーニュ

¥2,900

2016年 Bourgogne Blanc Jean De La Vigne
白
750 ml

辛口

商品ID-570449

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。こちらの畑のミネラル感が特別で、色で言うと
サファイア・ブルーをイメージさせます。
魚介の料理との相性も良く、懐石料理など格調の高い料理にも合わせる完璧に合わせるこ
とができます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

マコン・オーボワ・ダリエ

¥2,800

2016年 Macon Aux Bois d'Allier
白
750 ml

辛口

商品ID-570433

シトラスやグレープフルーツ、レモンといった黄色い柑橘系のアロマが、弾けるように広がっ
てきます。口に含むと洋ナシや桃の濃密なエキスが口いっぱいに溢れ、果実そのものを食
べた様な感覚を覚えます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃

マコン・ミリー・ラマルティーヌ "クロ・デュ・フォー

2016年 Macon Milly Lamartine "Clos du Four"
白
750 ml

辛口

商品ID-570434

コント・ラフォンと共同で借りていた区画で、2013年から一部を買い取りリリースしているキュ
ヴェ。百合のような華やかなフローラルな香りに、フレッシュなオレンジのニュアンス、香り全
体に透明感と輝きがあります。酸がとても綺麗で美しく、香りにもあった透明感と繊細さを口
の中でも演出してくれます。バランスが非常に良く素晴らしい品格を持ったワインです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃」

プイィ・フュイッセ・フィーヌ・ジョセフィーヌ

750 ml

辛口

商品ID-570441

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。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

プイィ・フュイッセ ジャン・ギュスターヴ

750 ml

辛口

商品ID-570446

クリーミーで上品な香り。すずらん、チューベロズ(月下香)など可憐な花々、白ばらの香りに
グレープフルーツの果皮やヴァニラのような甘さが加わり、まるで、調香師の作品のように高
い品格を感じます。貴公子のような凛としたたたずまいが美しい。口に含むとピュリニー・モ
ンラシェを思わせるシャープな酸味が心地よく、果実と新樽のニュアンス（ピュリニー・モンラ
シェのドメーヌ・ルフレーヴを想わせる樽のニュアンス）とともに広がります。高貴なブルゴー
ニュワインのひとつといえるでしょう。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

750 ml

辛口

商品ID-59399

2019年04月

在庫数:
120本以下

在庫数:
36本以下

在庫数:
36本以下

¥6,900

2013年 Pouilly Fuisse Jean Gustave
白

¥3,500

¥6,800

2015年 Pouilly Fuisse Jean Gustave
白

在庫数:
120本以上

¥6,800

2015年 Pouilly Fuisse Fine Josephine
白

在庫数:
120本以上

入荷直後は、フレッシュさよりも熟したワインの風味があり、既に飲み頃のワインのようでし
た。
渾然一体とした中に観られる、白いバラ、ハーブティー、根セロリ、熟したリンゴなどの要素
は、高いトーンで調和し、プイィ・フュイッセのレベルをはるかに超えたワインとなっていま
す。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Cordier Pere et Fils

プイィ・フュイッセ・ジュリエット・ラ・グランデ

¥9,900

2015年 Pouilly Fuisse Juliette La Grande
白
750 ml

辛口

商品ID-570447

在庫数:
120本以下

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。
2015年は、貴腐化した葡萄から造られた貴重なキュベもあります。こちらは、ノーマルのキュ
ベで他のワインに比べて3週間ほど遅く収穫されています。
アルコールの強さも感じさせますが、後半、グレープフルーツ皮やビターオレンジの風味
が余韻に残ります。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃

¥9,600

2013年 Pouilly Fuisse Juliette La Grande
白
750 ml

辛口

商品ID-59147

¥11,500

2001年 Pouilly Fuisse Juliette La Grande
白
750 ml

辛口

商品ID-59148

2015年 Pouilly Fuisse Juliette La Grande Botrytis

750 ml

辛口

商品ID-570448

在庫数:
僅少

2001年のプイィ・フュイッセ・ジュリエット・ラ・グランデ は、生産者のセラーの保管されてい
たものを、2018年9月に日本に輸入した貴重なワインです。
長い年月を経ているにも関わらず、酸化したニュアンスが少なく、健全に熟成されたことを
物語っています。
風味は複雑で奥行きがあり渾然一体として、存在感があります。根セロリやハーブを集め
てスープにしたコンソメのような旨味が蜜のような甘やかで優しい風味に包まれて広がって
いきます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：8～10℃

プイィ・フュイッセ ジュリエット・ラ・グランデ ボトリティス

白

在庫数:
120本以下

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。ジョセフィーヌとジュリエットは、ともに現当主
クリストフ氏の娘の名前で、両者とも父親の愛情が感じれれる優しさ溢れるワインです。
フィーヌ・ジョセフィーヌがバラなどの少しロゼから赤をイメージさせる風味であるのに対し
て、ジュリエット・ラ・グランデは、甘い花の蜜のような甘美な世界を表現しています。
収穫は、他のワインよりも一ヶ月ほど遅く、オレンジや杏、アカシアなどの蜜の風味があり、
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。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃

¥12,000

在庫数:
シャルドネの貴腐ワインは非常に貴重です。しかもこのワインは、甘口ではなく辛口に造ら
120本以下
れています。
入荷した直後の試飲では、貴腐ワイン特有のアカシアの花や蜜の香りがあり、アタックは甘
口ワインのような柔らかさがありますが、後半はドライで余韻がずーと長く続きます。まるで甘
口ワインと辛口ワインのハイブリッドのようなイメージです。あるいは、また、メビウスの帯のよう
にアタックは甘口のような風味ですが、時間が進むと辛口ワインの表情を見せてくれます。
今日では、前半（甘口ワインのイメージ）と後半（辛口ワインのイメージ）が融合し溶け合い
複雑で奥行きのあるワインに変化していました。
このような個性のワインは、他に見出すことはできません。まさに唯一無二の個性が、非常
の高い品質のレベルで表現されている稀有で貴重なワインのひとつです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃

プイィ・フュイッセ・レ・ヴィーニュ・ブランシュ

¥5,400

2015年 Pouilly Fuisse Les Vignes Blanches
白
750 ml

辛口

商品ID-570438

ホワイト・ローズのようなフローラルな香りにグレープフルーツなどの柑橘の香り、わずかにバ
ニラビーンズやスパイスも加わり、香りの質はとても柔らかく、ゆっくりゆっくりと広がっていくイ
メージがあります。酸がとても綺麗で、ミネラルと果実のエキスとの調和が楽しめます。美しい
ワインです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

プイィ・フュイッセ・ヴェール・クラ

¥5,600

2015年 Pouilly Fuisse Ver Cras
白
750 ml

辛口

商品ID-570439

2019年04月

在庫数:
僅少

2015年プイィ・フュイッセ・ヴェール・クラは、完熟したオレンジや柿などのフルーツのアロマ
が中心にあります。口に含むと力強く、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。
飲用温度8℃～12℃
魚介類などによく合います。
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在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Cordier Pere et Fils

プイィ・フュイッセ・ヴェール・クラ

¥5,100

2014年 Pouilly Fuisse Ver Cras
白
750 ml

辛口

商品ID-59150

プイィ・フュイッセ・ヴェール・クラは、熟したオレンジや花梨などの果実のアロマが中心にあ
ります。口に含むとり、ゆっくりと熟した果実の旨味が広がります。
飲用温度8℃～12℃
魚介類などによく合います。

プイィ・フュイッセ ヴェール・アニエール

¥5,400

2015年 Pouilly Fuisse Vers Asnières
白
750 ml

辛口

商品ID-570445

ドメーヌ・コルディエのワインはグレープフルーツのような柑橘と洋梨の蜜の香りが特徴として
よく表われるが、このワインは青リンゴやオレンジの果汁のアロマと味わいがあり、他のコル
ディエのワインとは一線を期したキュヴェです。ワイン全体に落ち着いた印象があり、香りを
楽しんでいると晴れた日の雪原のような風景をイメージさせます。そして、余韻はアルザスの
遅摘みワインのような豊かな甘みが綺麗に流れていきます
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

プイィ・フュイッセ・ヴェール・ピュイィ

750 ml

辛口

商品ID-570440

オレンジ色の花の香り、マリーゴールドの様な香りが心地よく流れていきます。その後にメロ
ンのような瓜系の香りが続き、清涼感を伴った良い意味での青さがあり、後味にすっきりとし
た印象を与えてくれます。鮎や岩魚との相性がいいでしょう。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

プイィ・フュイッセ ヴィエイユ・ヴィーニュ

750 ml

辛口

商品ID-570437

コルディエ特有のミネラル感と熟した果実に、わずかに樽のニュアンスが加わります。
小樽による醗酵から瓶詰め直前まで同じ樽が使用されます。これにより樽のニュアンスと果
実風味の絶妙なバランスつくりだされ、コルディエ独自なモダンスタイルのワインに仕上げら
れます。
ワイン単体では、樽の風味が少しのった旨味のあるワインですが、食事と合わせると爆発
的に風味が変化し広がっていきます。白身魚の天ぷらに相性がよいです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

サン・ヴェラン・アン・フォー

750 ml

辛口

商品ID-570436

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％

ジュリエット・ルイーズ

750 ml

辛口

商品ID-59153

2019年04月

在庫数:
120本以下

¥3,000

2012年 Juliette Louise
赤

在庫数:
120本以上

¥3,700

2016年 Saint Veran En Faux
白

在庫数:
120本以下

¥4,700

2015年 Pouilly Fuisse Vieilles Vingne
白

在庫数:
僅少

¥5,600

2015年 Pouilly Fuisse Vers Pouilly
白

在庫数:
36本以下

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℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Domaine du Clos Salomon

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドメーヌ・デュ・クロ・サルモン

生産者: Domaine du Clos Salomon
ブルゴニュー地方の南の地域、コート・シャネーズにある、ドメーヌ・デュ・クロ・サロモンの歴史は古く、文献的な記録によれは、
14世紀にまでさかのぼることが出来ます。
今日、伝統を引き継ぎながら、秀逸なワインを世に送り出しています。
また、生産者名のドメーヌ・クロ・デュ・サロモンは、畑名をドメーヌの名として名乗れる数少ないブルゴーニュの生産者のひとり。
ちなみに、畑名を名乗れる他の生産者はドメーヌ・ランブレ、ドメーヌ・デ・ラ・ロマネ・コンティなど超有名生産者です。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ジヴリー・プルミエ・クリュ・クロ・サルモン

¥5,700

2016年 Givry 1er Cru Clos Salomon
赤
750 ml

辛口

商品ID-570347

在庫数:
採れたてのフランボワーズの様な赤いベリーの風味、少しスモモが加わり、ナツメグやアニス
120本以上
といった、オリエンタル系のスパイスがアクセントとなっています。2016年は非常にフレッシュ
な酸が特徴的で、例年通り、秋刀魚との相性は抜群です。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：12～14℃

¥5,800

2015年 Givry 1er Cru Clos Salomon
赤
750 ml

辛口

商品ID-59508

2015年特有に果実の濃厚さと力強さが表現されています。
やや黒系の果実にスパイスのニュアンスが加わり、果実味がどこまでも伸びていくようなワ
インです。古くから評価の高いこのワインは、地質的にはヴォルネに近いことが今日あきらか
になっています。タンニンの出方などワインの風味を形つくる器はジヴリーと言えますが、明
らかに器の中身は上質なワイン風味が溢れ出てきます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

¥5,700

2014年 Givry 1er Cru Clos Salomon
赤
750 ml

辛口

商品ID-570346

2019年04月

在庫数:
120本以下

完璧な飲み頃のワイン抜栓した直後から風味は開いていきます。
香りは非常に華やかで、イチゴやベリー、スモモなどの果実味に加え、スパイスなどの香りを
感じることが出来ます。口に含みますと透き通った綺麗な酸味、果実味がハーモニーを奏で
るかのような心地よい気持ちになります。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Francois Carillon

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
フランソワ・カリヨン

生産者: Francois Carillon
フランス、ブルゴーニュ地方の白ワイン名産地ピュリニー・モンラッシェにおいてトップクラスの生産者であるルイ・カリヨンは、ル
イの引退により2010年にドメーヌは兄弟ふたりの間で分割されました。次男のフランソワが起こしたドメーヌがフランソワ・カリヨン
です。
ブドウ栽培農家としての歴史は1632年まで遡るという、由緒正しき家柄。フランソワは、職人としての魂を持って伝統を引き継ぎ
ながら父親のルイよりも透明度の高いワインを世に送り出しています。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ブルゴーニュ・シャルドネ

¥4,400

2016年 Bourgogne Chardonnay
白
750 ml

辛口

商品ID-570367

シャサーニュ・モンラッシェ・クロ・サン・ジャン

2015年 Chassagne Montrachet Clos St Jean
白
750 ml

辛口

商品ID-570636

1500 ml

商品ID-570577

パイナップル、洋ナシなどの黄色いフルーツの果汁の風味が前面に感じられ、2015年ヴィン
テージの特徴を表しています。抜栓から数時間ほどするとクリーミーで美味なワインに変化
し、他のピュリニー・モンラッシェには無い唯一無二の個性が現れてきます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ピュリニー・モンラッシェ・1er・シャン・ガン

2016年 Puligny Montracheｔ 1er Cru Champs Gain
白
750 ml

辛口

商品ID-570369

750 ml

辛口

商品ID-570578

2016年 Puligny Montrachet 1er Cru Les Folatieres
白
750 ml

辛口

商品ID-570370

2019年04月

在庫数:
僅少

¥16,900

香りはまるで香水の様にうっとりとする香りで、グラスに鼻を近づけた瞬間に、あらゆる要素が
飛び込んできます。洋梨、白桃、白バラ、新樽のウッディーでリッチなニュアンス、石灰のミネ
ラル等など、キリがないほど。味わいは力強い旨味と綺麗な酸味、そしてピュリニー・モンラッ
シェ特有の石灰のミネラルが、次から次へと押し寄せ、自分の感覚を直接揺さぶられるよう
な錯覚を覚えます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
36本以下

¥13,900

濃密な洋梨と可憐な百合の様な花の香り、その奥からはディルやフェンネルを合わせたよう
なグリーンノートを感じます。2015年ヴィンテージは果実味が強く飲みごたえのある味わい。
熟成するとさらに複雑みが増すでしょう。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ピュリニー・モンラッシェ・1er・レ・フォラティエール

在庫数:
僅少

¥14,600

白バラや可憐な百合といったフローラルな香りに、濃密な洋梨の蜜、さらにはフェンネルの
ようなハーブの香り、それらが一体となって上にどこまでも伸びていきます。味わいは柔らか
く繊細、それは美しいピアノの旋律よう。明るく光に満ちた印象がある素晴らしいワインです。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2015年 Puligny Montracheｔ 1er Cru Champs Gain
白

在庫数:
36本以下

¥19,200

2015年 Puligny Montrachet 【1.5L】
辛口

¥13,700

シャサーニュ・モンラッシェ・クロ・サン・ジャンは赤ワインも作られる畑で、土壌は主に赤土の
粘土質。こちらのワインは白ワインですが、洋梨の蜜、熟したオレンジの香り、その奥に赤ワ
インに通じるような鉄分の旨味のニュアンスを感じ取ることが出来ます。味わいにもそれは表
れており、クリーンで滑らか口当たりの後の余韻のアクセントとなっています。
白子やウズラといった食材との相性は抜群です。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ピュリニー・モンラッシェ 【1.5L】

白

在庫数:
僅少

ブルゴーニュ地方白ワインの銘醸地ピュリニー・モンラシェ村を本拠地とするフランソワ・カリ
ヨンのこのワイン。ビターオレンジ、ジャスミン、花の蜜の香り、香りの層は厚みがあり、奥の
方からピュリニー・モンラッシェを思わせる白い石灰の様なミネラルがスーッと上ってきます。
洋梨や花梨、ほんの少しのメロン、それらの果汁の甘みに、レモンやグレープフルーツの皮
の部分の酸味とホロ苦みが溶け込んでおり、一体となって口の中を潤してくれます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Francois Carillon

ピュリニー・モンラッシェ・1er・レ・フォラティエール【1.5L】

2015年 Puligny Montrachet 1er Cru Les Folatieres【1.5L】
白
1500 ml

辛口

商品ID-570581

洋ナシ、白桃などの香りの裏にさらに瓜のような香りがあり、その奥に魚貝系のミネラル感、
ゆりの花、白薔薇等のフローラルの要素、ローズマリーなどのハーブ、そして新樽のウッ
ディーなニュアンスが加わります。透明感がありピュアで気品があり上質のピュリニーの風格
を持ったワインです。
味わいは、力強く旨みがあり綺麗な酸味が特徴で、湧き出る清流のように流れていきます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

ピュリニー・モンラッシェ・1er・レ・ペリエール

2015年 Puligny Montrachet 1er Cru les Perrieres
白
750 ml

辛口

商品ID-570582

ピュリニー・モンラッシェのペリエール（フランス語で小石という意味.）には文字通り小石が多
く、石灰質に富んだ地質です。そのため、ピュリニーの中ではとても繊細でエレガントなワイ
ンが生み出されます。白い花の香りにレモンやオレンジピールの柑橘系の香り、2015年ヴィ
ンテージは果実味が甘く濃厚で、よく熟した洋梨の蜜が口いっぱいに広がります。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ピュリニー・モンラッシェ・1er・レ・ペリエール【1.5L】

2015年 Puligny Montrachet 1er Cru les Perrieres【1.5L】
白
1500 ml

辛口

商品ID-570584

ピュリニー・モンラッシェのペリエール（フランス語で小石という意味.）には文字通り小石が多
く、石灰質に富んだ地質です。そのため、ピュリニーの中ではとても繊細でエレガントなワイ
ンが生み出されます。白い花の香りにレモンやオレンジピールの柑橘系の香り、2015年ヴィ
ンテージは果実味が甘く濃厚で、よく熟した洋梨の蜜が口いっぱいに広がります。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ピュリニー・モンラッシェ・1er・レ・ペリエール【3Ｌ】

2015年 Puligny Montrachet 1er Cru les Perrieres【3Ｌ】
白
3000 ml

辛口

商品ID-570583

ピュリニー・モンラッシェのペリエール（フランス語で小石という意味.）には文字通り小石が多
く、石灰質に富んだ地質です。そのため、ピュリニーの中ではとても繊細でエレガントなワイ
ンが生み出されます。白い花の香りにレモンやオレンジピールの柑橘系の香り、2015年ヴィ
ンテージは果実味が甘く濃厚で、よく熟した洋梨の蜜が口いっぱいに広がります。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ピュリニー・モンラッシェ クロ・デュ・ヴュー・シャトー

2016年 Puligny Montrachet"Clos Du Vieux Chateau"
白
750 ml

辛口

商品ID-570371

花の蜜、透明感がある香りと気品ある酸味は、典型的な上質ピュリニー・モンラッシェを想わ
せます。底からくるエネルギーに満ちた力強い風味は、他にはないこのワインの個性を表現
しています。一口くちにふくむと誰もが魅了される稀有なワインのひとつです。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・コンベット【3Ｌ】

2015年 Ｐｕｌｉｇｎｙ Ｍｏｎｔｒａｃｈｅｔ1ｅｒ Ｃｒｕ Ｌｅｓ Ｃｏｍｂｅｔｔｅｓ【3Ｌ】
白
3000 ml

辛口

【未試飲】
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

商品ID-570579

2019年04月
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¥32,300
在庫数:
僅少

¥16,900
在庫数:
僅少

¥34,600
在庫数:
僅少

¥73,000
在庫数:
僅少

¥10,400
在庫数:
120本以下

¥73,000
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Francois Mikulski

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
フランソワ・ミクルスキー

生産者: Francois Mikulski
フランソワ・ミクルスキーは、ムルソーの生産者の中で、コント・ラフォン、コシュ・デュリについでトップ・クラスに数えられます。
ここ10年間のブルゴーニュの白ワインのトレンドは、フレッシュ＆フルーティーなスタイルに変化してきていますが、特にこのミクル
スキーのムルソーは、土壌からくる豊かなミネラル質が表現されています。樽の風味の助けを決して借りないでワインの風味を表
現する、といった一つのムルソーの新たなスタイルの完成形を見る思いがして感動しました。(2008年ムルソーを試飲しての感想
2011年5月14日)
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ブルゴーニュ・ブラン

¥4,200

2016年 Bourgogne Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570601

グラスに注ぐと、グリーン系のスパイス(松の実やイランイランなど）の香りと、グレープフルー
ツやレモンといった柑橘の心地よい香りが広がります。
ミクルスキーのワインは味覚のベースにグレープフルーツのような少し苦味をともなう酸味と
旨味があるのが特徴。さらに、2016年ヴィンテージは澄み切った青空のような素晴らしい透
明感が備わっています。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度12℃～14℃

ムルソー プルミエ・クリュ・シャルム

¥16,900

2016年 Meursault 1er Cru Charmes
白
750 ml

辛口

商品ID-570602

ムルソー村の一級畑のシャルムは香りと味わいに厚みと力強さがあるのが特徴です。
2016年は、白い花にグリーンノートのニュアンスが加わり、繊洋ナシや白桃の果実のアロマ
が中心にあり、繊細で奥行があり、立体的な風味で、あらためて良作年であると時間できま
す。
口に含むと果実味、酸味、ミネラルのバランスが良く調和していて、あたかも大自然の中に
いるような心地よい気持ちに包まれます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃

750 ml

辛口

商品ID-570353

ムルソー村の一級畑のシャルムは香りと味わいに厚みと力強さがあるのが特徴。香りの中
心は洋梨や白桃の蜜、その周りに白い花やグレープフルーツ、ミントといった香りを纏って
おり、口に含むと力強さがすぐに感じられ、しっかりとした骨格で余韻も長い。ゆっくりと時間
をかけて楽しみたい素晴らしいワインです。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ムルソー・1er・レ・ジュヌブリエール

750 ml

辛口

商品ID-570603

ジュヌヴリエールは数あるムルソー村の1級畑の中でも非常に評価の高い畑です。
グリーン系のスパイス(杜松の実やイランイラン、ジュニパーベリー）のニュアンスがはっきり
と表現されており、香りを嗅いだだけで心に安らぎを与えてくれます。酸とミネラルはしっかり
とした骨格があり、旨味となっていつまでも余韻として残ります。
この際立った個性ゆえにミクルスキーのワインの中でもグット・ドールと並ぶ偉大なワインと
いえるでしょう。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ムルソー・グット・ドール プルミエ・クリュ

750 ml

辛口

商品ID-570604

2019年04月

在庫数:
僅少

¥17,600

2015年 Meursault Goutte-d'Or 1er Cru
白

在庫数:
36本以下

¥19,900

2016年 Meursault 1er Cru Les Genevrieres
白

在庫数:
36本以下

¥15,900

2015年 Meursault 1er Cru Charmes
白

在庫数:
120本以下

花の蜜、そこからミントの香りがすうっと上がってきてわずかにジュニパー・べりーなどのグ
リーンスパイス、1年の瓶熟のおかげでしょうか、香りがよく練られていて洗練されています。
口に含むと程よくボリュームのある果実味とミネラルが調和して広がり、余韻が長くつづきま
す。
葡萄品種：シャルドネ

ワイン専門平野弥
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在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Francois Mikulski

ムルソー・ポリュゾ・プルミエ・クリュ

¥16,900

2016年 Meursault Poruzots 1er Cru
白
750 ml

辛口

商品ID-570605

ムルソー・ポリュゾは、グット・ドールとジュヌヴリエールに挟まれた東南東向きの斜面に位置
し、大変日照に恵まれています。熟成するにしたがい複雑で奥行きがありフィネスを感じさ
せるワインとなります。フェンネルやディル、ペパーミントといった様々なハーブ、そして白い
花、グレープルーツ。それらが見事に重なり合い複雑さと厚みをワインに与えています。
2016年は優れたヴィンテージで、このワインが持つ透明感と繊細さが見事に表現されていま
す。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

¥15,900

2015年 Meursault Poruzots 1er Cru
白
750 ml

辛口

商品ID-570354

2019年04月

在庫数:
36本以下

香りは白い花やグレープフルーツの柑橘系の爽やかな香りで中心で白コショウ等のスパイス
香もあります。味わいは果実味柔らかく広がり、酸味はレモンの様なフレッシュ感で全体の
飲み心地は優しく、優しいミネラル感が味わいを引き締めます。…
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

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

-33-

在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
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

La Bourgogne
ユベール・リニエ

生産者: Hubert Lignier
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

価格(税別）

シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・ボード

2015年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Baudes
赤
750 ml

辛口

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃

赤

辛口

【未試飲】

2015年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Chabiots
赤

辛口

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃

【未試飲】
赤

辛口

赤

辛口

商品ID-570049

Les bussieresは同名のモレ・サン・ドニ「la Bussires」に隣接した畑です。良く熟したベリーの
アロマ、広葉樹の落ち着いたグリーン系の香りがワイン全体に深みを与えています。色調は
決して濃くなく、さくらんぼなどの果実風味に、わずかに、ジャムのような甘さが加わります。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

シャルム・シャンベルタン

在庫数:
僅少

赤

在庫数:
36本以下

在庫数:
僅少

【未試飲】
辛口

商品ID-59589
シャルム・シャンベルタン・グラン・クリュ

¥43,000

2015年 Charmes Chambertin Grand Cru
赤

辛口

在庫数:
僅少

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃

商品ID-570102
クロ・ド・ラ・ロッシュ

¥70,000

2015年 Clos de la Roche
赤
750 ml

¥21,500

¥38,400

2014年 Charmes Chambertin

750 ml

在庫数:
僅少

¥11,300

2014年 Chambolle Musigny Les bussieres

750 ml

¥24,400

商品ID-59587
シャンボール・ミュジニー レ・ブシエール

750 ml

在庫数:
僅少

商品ID-570100

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Chabiots

750 ml

¥21,500

商品ID-59586
シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・シャビオ

750 ml

在庫数:
僅少

商品ID-570101

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Baudes

750 ml

¥24,400

辛口

在庫数:
僅少

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃

商品ID-570103

2019年04月

ワイン専門平野弥
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ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Hubert Lignier

ジュヴレ・シャンベルタン

¥10,600

2015年 Gevrey Chambertin
赤
750 ml

辛口

商品ID-570091

非常にクリアでエレガント、バラの香りは芳しく立ち上がり、赤いベリーの甘味は綺麗な丸み
を帯び、酸も美しく、開放的で飲んでいてとても気持ちの良いワインです。一般的にイメージ
されるジュヴレ・シャンベルタンを、さらに洗練させた味わいです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃

¥9,200

2014年 Gevrey Chambertin
赤
750 ml

辛口

商品ID-59591

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。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。
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・プルミエ・クリュ・オーコンボット

2015年 Gevrey Chambertin 1er Cru Aux Combottes
赤
750 ml

辛口

在庫数:
僅少

商品ID-570099

¥26,100
在庫数:
僅少

【未試飲】
赤

辛口

商品ID-59592
ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ラ・ペリエール

2015年 Gevrey Chambertin 1er Cru La Perriere
赤
750 ml

辛口

¥21,500
在庫数:
僅少

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃

商品ID-570098
ジュヴレ・シャンベルタン・1er・ペリエール

2014年 Gevrey Chambertin 1er Cru Perriere

¥19,200
在庫数:
僅少

【未試飲】
赤
750 ml

辛口

商品ID-59593
ジュヴレ・シャンベルタン・レ・スーヴレ

¥11,400

2015年 Gevrey Chambertin Les Seuvrees
赤
750 ml

辛口

商品ID-570093

在庫数:
36本以下

赤や黒といったベリーを濃縮させた甘みが、香り・味わい共に中心の核となっており、、その
周りをナツメグ、クローヴ、アニスといった様々なスパイスが取り囲んでいます。生命感に溢
れ、マグマのように沸々と湧き上がってくるような味わいの広がり方があります。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃

¥9,900

2014年 Gevrey Chambertin Les Seuvrees
赤
750 ml

辛口

商品ID-59594

ブラックベリーに針葉樹のようなグリーンの香り、そして赤い薔薇の香りが深みのアクセントに
なっています。口に含むと繊細で目の詰まった酸味と果実味、タンニンが緩やかに広がって
いく。風味の中心にジュブレ・シャンベルタン特有の力強さがあり、優美なワインである。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・シュヌヴリー

2015年 Morey Saint Denis １er cru Ｃｈｅｎｅｖｅｒｙ
赤
750 ml

在庫数:
36本以下

¥30,600

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃

2014年 Gevrey Chambertin 1er Cru Aux Combottes

750 ml

在庫数:
36本以下

辛口

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃

商品ID-570096

2019年04月
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在庫数:
36本以下

¥17,000
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Hubert Lignier

モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・シュヌヴリー

2014年 Morey Saint Denis １er cru Ｃｈｅｎｅｖｅｒｙ
赤
750 ml

辛口

商品ID-59595

グラスに注いだ瞬間に、オレンジを思わせる柑橘、クローヴのようなスパイス、オリーヴの葉、
採れたてのベリーの香りがまとまって飛び込んできます。とてもクリアで洗練されたワインで、
柔らかさと繊細さが前面に表現されています。和風美人の優しさと品格をイメージさせてくれ
ます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・クロ・ボーレ

2014年 Morey Saint Denis １er cru Clos Baulet
赤
750 ml

辛口

商品ID-59596

2015年 Morey Saint Denis 1er Cru Vieilles Vignes

750 ml

辛口

商品ID-570097

750 ml

辛口

商品ID-570092

750 ml

商品ID-570094

グラスに注いだ瞬間にイエローやオレンジの柑橘の香りが広がります。その後、赤い果実や
バラなどの華やかな香りと根セロリや根菜類の香り、そしてグローブ(丁子)やナツメグなどエ
キゾチックな香りへと続きます。味わいは旨みの要素と酸味が綺麗に調和したような素晴らし
いバランス。入荷直後ですが、すでに楽しめる域に達しています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

750 ml

辛口

商品ID-59602

2019年04月

在庫数:
36本以下

¥9,600

2014年 Morey Saint Denis Ｔｒｉｌｏｇｉｅ
赤

在庫数:
僅少

¥10,900

2015年 Morey Saint Denis Ｔｒｉｌｏｇｉｅ
辛口

在庫数:
僅少

とても洗練された綺麗な赤いベリー果実の香りが広がります。口に含むと果実、酸、タンニ
ンが一体となり溶け合いながら喉を潤し、その包み込むような優しい味わいに心がほっとしま
す。ワインのスタイルは、骨格よりは、丸みのあるスタイルで中心に核になるような芯がある。
特にこの2015年ヴィンテージは非の打ちどころが無いと思えるほど素晴らしい仕上がり。ユ
ベール・リニエが更に上のステージへ進んだことを実感させてくれます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

モレ・サン・ドニ・トリロジー

赤

¥23,000

¥10,600

2015年 Morey Saint Denis Tres Girard
赤

在庫数:
僅少

かつて、D.R.C.のリッシュブールとの比較した際に、個性が消えることなく互角であったこと
があります。そこには、モレ・サン・ドニのワインが持つ、控えめでありながら内面的な真の強
さ、エラガンス、妖艶さを表現されています。ドメーヌ・ユベール・リニエのプルミエ・クリュ・ク
ラスの中で、グラン・クリュの次に位置づけられるといってもいいでしょう。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

モレ・サン・ドニ トレ・ジラール

在庫数:
僅少

¥15,300

少し火を入れ煮詰めたような赤いベリーの香りに、雨上がりの森の中を想わせるようなグリー
ンのニュアンスと土のニュアンス、スパイスの多層的で、ケッパーやグローヴ、ナツメグなど
様々なスパイスがワインに奥行きを与えています。深みがあり、いつまでも香りと味わいを楽
しんでいられます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・V.V.

赤

¥15,300

グラスに注いだ瞬間にイエローやオレンジの柑橘の香りが広がります。その後、赤い果実や
バラなどの華やかな香りと根セロリや根菜類の香り、そしてグローブ(丁子)やナツメグなどエ
キゾチックな香りへと続きます。味わいは旨みの要素と酸味が綺麗に調和したような素晴らし
いバランス。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Jacques Carillon

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ジャック・カリヨン

生産者: Jacques Carillon
フランス、ブルゴーニュ地方の白ワイン名産地ピュリニー・モンラッシェにおいてトップクラスの生産者であるルイ・カリヨンは、ル
イの引退により2010年にドメーヌは兄弟ふたりの間で分割されました。長男のジャックがドメーヌを引き継ぎジャック・カリヨンとし
て出発しました。
次男フランソワがより透明度の高いピュアなワインのスタイルであるのにたいして、ジャックは、父親のルイのように樽をきかせた
スタイルで品格と存在感のあるワインを世に送りさしています。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ピュリニー・モンラッシェ

¥9,600

2015年 Puligny Montrachet
白
750 ml

辛口

商品ID-570344

2019年04月

父ルイ・カリヨンのピュリニー・モンラシェがミネラルとニュートラルな酸味に樽のニュアンス
が加わっていたのにたいして、息子のジャックが造るピュリニー・モンラシェは、樽のニュアン
スの代わりに、ライムやジャスミン、ジュニパーベリーのようなグリーン・ノート（香調）が表現さ
れています。味わいは、ミネラルの旨味を含んだ綺麗な酸味が旨味とともに絡み合いながら
口になかを流れていきます。そこにあるのは完璧な旨みと抑えることが耐え難いほどの再び
口にしたいという欲求です。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
120本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Jean Baptiste Ponsot

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ジャン・バチスト・ポンソ

生産者: Jean Baptiste Ponsot
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

ワイン名

価格(税別）

リュリー プルミエ・クリュ ブラン モレム

¥4,700

2015年 Rully 1er cru Blanc Molesme
白
750 ml

辛口

商品ID-59504

モレムという畑はリュリーの丘の中腹に位置し非常に好条件な畑です。グレープフルーツの
様な少し苦みを伴った柑橘系の香り、その後にミント、洋梨、石灰系のミネラルのアロマが続
いてきます。凝縮感がとても強く、濃厚な味わいですが、後味はスッキリと抜けていきます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

¥4,700

2014年 Rully 1er cru Blanc Molesme
白
750 ml

辛口

商品ID-59533

モレムという畑はリュリーの丘の中腹に位置し非常に好条件な畑です。オレンジと洋梨のア
ロマがしっかりと出てきて、川べりに香る様な爽やかなグリーンノートがあります。酸の厚みは
しっかりとしていますが、硬さはなくストレスを感じさせません。果実味は適度に熟した洋梨
系の甘さがあり、口の中にどんどんと広がっていきます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

リュリー プルミエ・クリュ・ブラン モンパレ

750 ml

辛口

商品ID-59505

在庫数:
モンパレの畑は1954年から72年にかけて植樹されたヴィエイユ・ヴィーニュで、石灰分の多
い畑から繊細かつ鮮烈なミネラル感を放つ白ワインが生まれます。香りの中に、その石灰の 120本以下
香りが全面に出ていて、そのそばから白い花や、ミモザのような花の香りにレモンのような柑
橘系の香りが続きます。酸とミネラルが非常に豊富で、飲み終わった後にも口の中に残影が
残ります。とても力強く少し熟成させても楽しめそうなワインです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

リュリー・ブラン オン・バ・ド・ヴォヴリー

¥4,700

2015年 Rully Blanc en bas de Vauvry
白
750 ml

辛口

商品ID-59506

レモンのような柑橘系の爽やかな香りに、百合を想わせる白い花のフローラルな香り、その
後からは洋梨の蜜の甘い香りが飛び込んできます。ミントのようなスッキリとしたハーヴのニュ
アンスがあり、緑や黄色のアロマのトーンが華やかで、香りを嗅いでいると、草原の中にいる
ような錯覚を覚えます。アルコールの強さからかボリュームがありますが、縦に伸びる綺麗な
酸のおかげで爽やかに喉を潤していきます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃

750 ml

辛口

商品ID-59503

柚子のような和の柑橘の香り、適度に熟した洋梨のアロマがスーッと入ってきます。酸味が
非常に綺麗でで、ミネラルも豊富。酸味、果実味とのバランスも良く様々なお料理に合わせ
る事が出来ます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

リュリー プルミエ・クリュ モレム ルージュ

750 ml

辛口

商品ID-59507

2019年04月

在庫数:
120本以上

¥4,700

2015年 Rully 1er Cru Molesme Rouge
赤

在庫数:
120本以上

¥4,700

2014年 Rully Blanc en bas de Vauvry
白

在庫数:
120本以下

¥5,200

2015年 Rully 1er cru Blanc Montpalais
白

在庫数:
120本以下

スミレのような紫の色調の香りに少しの土の香り、色調も味わいも濃く艶っぽい印象のあるワ
イン。果実はフランボワーズとカシスを合わせたリキュールのようで酸とのバランスも良い。造
り込んだ様なイメージではなく、馴染み易くどこか牧歌的な風景を思い起こさせる。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
120本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Jean Claude Ramonet

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ジャン・クロード・ラモネ

生産者: Jean Claude Ramonet
ドメーヌ・ラモネは現在ノエル、ジャン・クロードの兄弟によって運営されています。2012年に弟のジャン・クロードが個人でペル
ナン・ベルジュレスの畑を購入したことを契機に、2014年のラベルからジャン・クロード・ラモネに変更になっています。所有畑、
耕作、醸造などこれまでと変わらず、ノエルとジャン・クロードの二人の兄弟で運営していますが、後継者育成のための表向きの
表示を変えたとのことです。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ブーズロン

¥4,600

2015年 Bouzeron
白
750 ml

辛口

商品ID-59625

このブーズロンは、白い花と樽香がまず感じられ、口に含んだときの酸味は、鋭くなく中庸
で、ラモネが造るワインのスタイル。ミネラルが豊富で、線が細いながらエレガンス性を失わ
ないラモネのアリゴテらしいワインです。
葡萄品種：アリゴテ100％
飲用温度：10～12℃

¥4,700

2014年 Bouzeron
白
750 ml

辛口

商品ID-59336

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℃

ブルゴーニュ・ピノ・ノアール

750 ml

辛口

商品ID-59624

2019年04月

在庫数:
120本以下

¥4,600

2015年 Bourgogne Pinot Noir
赤

在庫数:
120本以下

典型的なクラシックスタイルのワインで、エレガンスに富んだブルゴーニュらしいワインです。
2015年のこのワインはアロマの量が非常に豊富で、甘さを伴ったフランボワーズや木苺のフ
ルーツの香りや、オレンジピール、土の香りなど、多種多様の深い香りに魅了されます。口
に含むとピノ・ノワールらしい綺麗な酸味と果実の甘さがが口に広がります。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度16～18℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
120本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Jean Fournier

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ジャン・フルニエ

生産者: Jean Fournier
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

価格(税別）

ブルゴーニュ・アリゴテ シャン・フォレ ヴィエイユ・ヴィーニュ

2015年 Bourgogne Aligote Champ Forey VV
白
750 ml

辛口

商品ID-570230

柚子やレモンの爽やかな香り、レモングラッセのような甘酸っぱいニュアンスも同時に 感じら
れ、葡萄の熟度の高さが分かります。 口に含むと、アリゴテ種とは思えないほど、骨格のあ
る豊かな味わい。酸味が豊富で余 韻も長い。2015年のこのキュヴェは例年よりもワンランク
上の風格があります。
白身魚や貝類との相性は抜群です。また、豚肉をつかったお料理、特に、ハムなどとの相
性が良いです。
葡萄品種：アリゴテ
飲用温度：10～12℃

ブルゴーニュ・ブラン "Ｓ クエスチョン"

750 ml

辛口

商品ID-570229

在庫数:
レモンやグレープフルーツの黄色い柑橘系の香りに、パッションフルーツの様な南国の 果
120本以下
実のニュアンスもあります。豊富な酸味と果実味のバランスが良く、とてもエレガンス なワイン
に仕上がっています。
葡萄品種：アリゴテ

¥2,900

2014年 Bourgogne Blanc "S・・？"
白
750 ml

辛口

商品ID-59222

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：アリゴテ
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 ≪Ｃ セディーユ≫

750 ml

辛口

商品ID-59166

在庫数:
カスミ草やハッカの香りにグリーンハーブのニュアンス、それらの香りに海を想わせるミネラル
120本以下
が付随しており凛とした印象を与えています。味わいはよく熟れた洋梨やリンゴの蜜。ACブ
ルゴーニュクラスとは思えない優美で繊細なワイン。
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・オリジン

¥3,700

2015年 Bourgogne Blanc Origines
白
750 ml

辛口

商品ID-570227

グラスを回すと蜂蜜や桃、オレンジにメロンのエキス、グリーンハーブやほのかに百合のよう
な白い花、様々な香りが感じられます。酸味は円やかで、口に含むと香りにもあった厚みの
ある果実の蜜の味わいを包み込み、綺麗に喉を潤してくれます。
葡萄品種：ピノ・ブラン、ピノ・ブーロ
飲用温度：10～12℃

マルサネ・ブラン "キュベ・サン・チュルバン″

2015年 Marsannay Blanc Cuvee Saint Urbain
白
750 ml

辛口

商品ID-59478

2019年04月

在庫数:
僅少

¥3,800

2014年 Bourgogne Blanc ≪Ç≫
白

在庫数:
120本以下

¥3,400

2015年 Bourgogne Blanc "S・・？"
白

¥3,400

レモンの柑橘の香りやフェンネル、少しアルコール感がありますが、バランスは良く、軽やか
な雰囲気があります。洋梨の蜜っぽさがゆっくりと口の中に広がっていきます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
120本以下

¥3,800
在庫数:
120本以上

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Jean Fournier

マルサネ ブラン クロ・デュ・ロワ

¥4,700

2015年 Marsannay Blanc Clos du Roy
白
750 ml

辛口

商品ID-59490

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。
レモンやハーブ、白い花の香りがあります。香りのトーンは高く、鼻を近づけると上にスーッ
と伸びていきます。ボリュームと丸みがある味わいでクリアで柔らかいワインです。特筆すべ
きは、風味の奥にムスク（じゃ香）のニュアンスを感じ、風味全体を高貴なものにしています。
このムスクの香りはブルゴーニュの白ワインのなかでモンラシェ以外では出会うことができま
せん。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

マルサネ ブラン レ・ロンジェロワ

¥4,700

2015年 Marsannay Blanc Les Longeroies
白
750 ml

辛口

商品ID-59481

2015年は、14年にくらべると、より果実味が強く、豊かなワインです。香りはフローラルで百
合などの白い花や、柑橘のゆず、洋ナシ、などニュアンスに富んでいます。
余韻も長く、風味のバランスが取れています。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

750 ml

辛口

商品ID-59213

2014年のこちらのワインは、素晴らしい出来です。
香りは瑞々しく透明感があり、ゆず、洋ナシ、金柑、若い栗、グリーン系のハーヴなど複雑
で清涼感があります。
味わいは、ドライで、魚介にあいそうなミネラル感、ゆずの白い皮の部分のようなかすかな
苦味を感じます。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ていきます。余韻に旨みを残しながら切れいに消えていきます。
春の山菜、魚介系との相性が良いです。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

マルサネ・ロゼ

750 ml

商品ID-570651

在庫数:
イチゴや白桃などの果実の甘さ、梅の花、そして若草の爽やかな香りが見事に調和していま
120本以上
す。口に含むとフランボワーズのようなベリー系の味わいが広がっていき、心地よく喉を潤し
ていきます。料理をジャンルを選ばず、様々なシーンで活躍できるでしょう。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：8℃～12℃

ブルゴーニュ・ルージュ

¥3,400

2015年 Bourgogne Rouge
赤
750 ml

辛口

商品ID-570231

グラスに注いだ瞬間に、心を揺さぶられるような素晴らしい香りが広がります。熟した赤と黒
のベリーのニュアンスは濃密でありながら洗練されており、森の中の土や樹々の香りもありま
す。口に含むと、丸みを帯びた果実味がいっぱいに広がっていきます。ワイン全体に透明
感があり、エレガンスとパワーを両方兼ね備えています。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

ブルゴーニュ・ルージュ レ・シャピトル ヴィエイユ・ヴィーニュ

750 ml

辛口

商品ID-570228

2019年04月

在庫数:
120本以上

¥4,500

2015年 Bourgonge Rouge Les Chapitre VV
赤

在庫数:
120本以下

¥3,300

2017年 Marsannay Rose
ロゼ 辛口

在庫数:
120本以下

¥4,600

2014年 Marsannay Blanc Les Longeroies
白

在庫数:
120本以下

アニスやクローヴの様なオリエンタルなスパイスが豊富に感じられ、黒い濃厚なベリー、黒
糖、ブラックチェリーと、スパイスと黒系の果実のバランスが絶妙です。奥行と懐が深く、余韻
もBourgne Rougeよりもさらに長く感じます。数年寝かせることでそのポテンシャルは発揮さ
れるっでしょう。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

-41-

在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Jean Fournier

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

¥3,800

2014年 Bourgonge Rouge Les Chapitre VV
赤
750 ml

辛口

商品ID-59219

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。 黒系の果実とスパイスの共演。クローブやアニスのスパイス
に熟したブラックチェリーのエキス、相当なポテンシャルを感じます。
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。

コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ"クロワ・ヴィオレット" ヴィエイユ・ヴィーニュ

2015年 Cote de Nuits Villages "Croix Violette" Vieilles Vignes
赤
750 ml

辛口

商品ID-59486

2015年のこちらのワインは、やや濃厚な果実味と力強い生命力を感じます。
スミレのようなフローラルなイメージに、石灰系のミネラル感とわずかにスパイスを感じさせ
ます。味わいは、豊かで宇宙の深淵さを感じさせます。
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
【Cote de Nuits Villages "Croix Violette"の畑は、フィクサン村とジュヴレ・シャンベルタン村
の中間に位置するBrochon（ブロション）村にあります。かつては教会（La Croix Violette）の
所有地でした。東南に面した緩やかな斜面、表土は薄く、ミネラルに富んだワインが生み出
されます。】

2014年 Cote de Nuits Villages "Croix Violette" Vieilles Vignes
赤
750 ml

辛口

商品ID-59218

750 ml

商品ID-59217

2014年のこちらのワインは、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。山や淡水の川をイメージでき、クレソンや野イ
チゴ、あとはカラスウリ等々。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

フィサン ・ルージュ レ・プティ・クレ

750 ml

辛口

商品ID-59484

¥7,700

2015年 Gevrey Chambertin

750 ml

辛口

商品ID-59485

2019年04月

在庫数:
36本以下

在庫数:
ブルゴーニュ地方のフィ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、
120本以下
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。明るいベリーとバラの香りと共に
少し土っぽい香りも付随してきます。そして例年では感じられなかった山椒の様な香りを見
つけることが出来ます。味わいはコンフィチュールのような甘さがあり、酸ものびやかでしな
やか。まるで緩やかな流れの川のようなイメージです。
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

赤

¥6,600

¥4,700

2015年 Fixin rouge Les Petits Crais
赤

在庫数:
120本以下

¥4,500

2014年 Fixin Les Petits Crais
辛口

¥7,500

在庫数:
風味全体は、洗練されたワインで、内面的な（内向的な）奥行きを感じさせます。表土が薄
120本以下
く石灰質土壌である点では、リュショット・シャンベルタンやシャンボール・ミュジニー、レ・ザ
ムルーズに通じるような繊細がありますが、違いは、スミレのようなフローラルな香りがあり、や
や黒系のベリーの風味が中心である点です。
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

フィサン ・レ・プティ・クレ

赤

在庫数:
36本以下

年を重ねるごとにジャン・フルニエのジュブレ・シャンベルタンは、力の表現からエレガンス
の表現に移行しているように見えます。
2015年は、とてもエレガンスなジュヴレ・シャンベルタンです。クリアで綺麗な明るい紫と赤
のベリーに、アニスの様なスパイス、タイムの様なハーブ、空気を含んだ柔らかさとフェミニン
さ、それらが綺麗に調和しており、素晴らしい調和を表現します。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
120本以上

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Jean Fournier

ジュヴレ・シャンベルタン

¥7,800

2014年 Gevrey Chambertin
赤
750 ml

辛口

商品ID-59216

ワイン全体に透明感がありますが、それと同時に躍動感があり、力強さも感じます。香りは
オリエンタル系のスパイスにローリエ、そして生肉の旨味のようなニュアンスがあります。
【シャンベルタン（葡萄畑の名）は、かつて、ナポレオンが愛飲したことで有名ですが、こちら
のジュヴレ・シャンベルタンは、シャンベルタンがある村の名となります。ブルゴーニュの中で
もジュヴレ・シャンベルタンは、力強く、品格のあるワインが産出されます。】
飲用温度：16℃～18℃
料理：牛肉、スパイスをきかせた魚料理にも合います。

マルサネ レ・ロンジェロワ バージョン オリジナル

2015年 Marsannay Les Longeroies Version Originale
赤
750 ml

辛口

商品ID-59483

サンスフル（亜硫酸無添加）のキュヴェでローラン・フルニエの意欲的なワインです。いわ
ゆる現代的な醸造技術を使用しないで「葡萄から得られる素材以外のいっさいの何も使わ
ずに、葡萄の個性とテロワールと特質の表現（方法） を発見すること」を目指して造られてい
ます。濃厚な果実感とボリューム感があり、瑞々しいミネラルと生命力を感じます。口に含む
と液体は身体に染み込むように流れていき、旨味が非常にながく余韻として残ります。エキ
ゾチックで一種の媚薬の様に感じる印象も奥に秘めています。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

マルサネ ルージュ クロ・デュ・ロワ

750 ml

辛口

商品ID-59480

2015年のこちらのワインは、濃密な果実風味と力強さが、ひとつの球体の形をとって現れ
ます。マルサネ特有の赤いベリーにやや黒系のベリーがわずかに加わります。ローリエなど
のグリーン系の香りや、根菜や土の香り、わずかにスパイスが加わり、複雑で豊かな香りで
す。飲み口が良く、どんな料理にも合わせやすいワインです。特に、豚肉やイノシシとの相
性が良いです。
【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。】
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

750 ml

辛口

商品ID-59210

和三盆のような香りと甘さに、新緑の葉のようなフレッシュなグリーンノート。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。【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。】
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 クロ・デュ・ロワ "ピュア・ポ"

2015年 Marsannay Rouge Clos du Roy "Pur Pot"
赤
750 ml

辛口

商品ID-59488

2015年のこちらのワインを試飲した瞬間に、生産者の情熱と意気込みを強く感じます。
その酒質はマルサネワインという概念をはるかに超えたレベルに達し、コート・ド・ニュイのプ
ルミエ・クリュ・クラスといえる域にあります。
濃厚な果実と力強い構成、黒系のベリー、スミレや黒バラをイメージする妖艶な香り、根菜
の土っぽさや、針葉樹のグリーン系のニュアンス。味わいは、透明感のある酸味に旨味が調
和し、深い森に存在する香のような残影を余韻に残します。
【Pur Pot（ピュア・ポ）は、ジャン・フルニエのスペシャル・キュベでマルサネ、クロ・デュ・ロワ
の畑から造られます。】
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

2014年 Marsannay Rouge Clos du Roy "Pur Pot"
赤
750 ml

辛口

商品ID-59211

2019年04月

在庫数:
120本以下

在庫数:
120本以下

¥4,600

2014年 Marsannay Rouge Clos du Roy
赤

¥6,000

¥4,700

2015年 Marsannay Rouge Clos du Roy
赤

在庫数:
僅少

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。
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。その酒質は、あきらかにACマルサネを超えた、ブ
ルゴーニュのプルミエ・クリュ・クラスのレベルに達しています。
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、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。

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
36本以下

¥8,300
在庫数:
120本以下

¥7,900
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Jean Fournier

マルサネ・ルージュ キュベ・サン・チュルバン

2015年 Marsannay Rouge Cuvee Saint Urbain
赤
750 ml

辛口

商品ID-59477

在庫数:
甘味を伴った明るいベリーの、思わず笑顔になってしまうようなチャーミングな香りがありま
120本以上
す。ほんの少しビターオレンジの香りも。バランスが非常に良く、アルコール感もそこまで強く
出ておらず、抜栓2日目になるとさらに良くなります。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

2013年 Marsannay Rouge Cuvee Saint Urbain
赤
750 ml

辛口

商品ID-58375

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。

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"

2015年 Marsannay Rouge Cuvee Saint Urbain "Ptite Grumotte"
赤
750 ml

辛口

商品ID-59487

プチ・グリュモット（Ptite Grumotte）とは「小さな葡萄」という意味です。ローランの二番目の
愛娘が生まれたときに、祖父であるジャンがこの孫娘にたいして「プチ・グリュモット！」（可愛
い葡萄ちゃん！とでも訳しましょうか）と言ったことが由来です。
このスペシャル・キュベは、プチ・グリュモット（Ptite Grumotte）、すなわち、ミルランダージュ
（Millerandage、結実不良）のぶどうが多い、特別に選ばれた3区画のぶどうからつくられま
す。「結実不良」と訳されているため日本ではマイナスのイメージを持たれますが、実際はそ
れとは反対に、葡萄の実は小粒で、非常に凝縮感と深みのある高い品質のワインが生まれ
ます。
透明感のある赤や黒のベリーの香りに、同じ色合いのバラの香り、クローヴの様なスパイス、
それらが同時に飛び込んできて、香りを嗅いでいると、精神が深い世界に引き込まれるよ
透明感のある赤や黒のベリーの香りに、同じ色合いのバラの香り、クローヴの様なスパイス、
それらが同時に飛び込んできて、香りを嗅いでいると、精神が深い世界に引き込まれるよう
な感覚になります。味わいも非常に濃縮しており、いつまでも口の中に広がります。
飲んでいて父親の娘にたいする深い愛情を感じられるワインです。とても優しい気持ちにさ
せてくれる稀有なワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
【プチ・グリュモット（Ptite Grumotte）とは「小さな葡萄」という意味です。ローランの二番目の
愛娘が生まれたときに、祖父であるジャンがこの孫娘にたいして「プチ・グリュモット！」（可愛
い葡萄ちゃん！とでも訳しましょうか）と言ったことが由来です。
このスペシャル・キュベは、プチ・グリュモット（Ptite Grumotte）、すなわち、ミルランダージュ
（Millerandage、結実不良）のぶどうが多い、特別に選ばれた3区画のぶどうからつくられま
す。「結実不良」と訳されているため日本ではマイナスのイメージを持たれますが、実際はそ
れとは反対に、葡萄の実は小粒で、非常に凝縮感と深みのある高い品質のワインが生まれ
ます。】

2014年 Marsannay Rouge Cuvee Saint Urbain "Ptite Grumotte"
赤
750 ml

辛口

商品ID-59212

黒いバラと赤いバラ、さらにはローズマリーや様々なスパイス、最高級のクランベリー、官能
的でエレガンスに富んだワイン。二人目の娘が生まれたときにはじめてリリースされました。
娘にたいする父親の愛情を感じさせるワインで、味覚的な美味しさを超えた、心を別世界に
もっていかれるような精神性を感じます。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

マルサネ ルージュ エ・シェゾー

750 ml

辛口

商品ID-59479

2019年04月

¥3,700
在庫数:
僅少

¥8,300
在庫数:
120本以下

¥7,900
在庫数:
僅少

¥4,700

2015年 Marsannay Rouge Es Chezots
赤

¥3,800

在庫数:
2015年にこちらのワインは、マルサネ・レ・エシェゾー特有の冷涼なイメージが見事に表現
120本以上
されています。
熟したベリーに花梨、クローブなどのスパイスに、ミント、ローズマリーなどのグリーン・ハー
ヴ、フレッシュな鹿肉、大地や森の香り、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。
【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。】
飲用温度：16℃～18℃

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

La Bourgogne
生産者: Jean Fournier

マルサネ ルージュ エ・シェゾー

¥4,600

2014年 Marsannay Rouge Es Chezots
赤
750 ml

辛口

商品ID-59209

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。14年はそこにクミ
ンやクルミ、マリーゴールドのようなニュアンスがあり複雑性が増しています。
葡萄品種：ピノ・ノワール100%
飲用温度：16℃～18℃

マルサネ ルージュ レ・ロンジェロワ

¥4,700

2015年 Marsannay Rouge Les Longeroies
赤
750 ml

辛口

商品ID-59482

濃いベリーの香りの後に動物的なニュアンスが感じられ、味わいはとても凝縮した味わい
です。風味全体の冷涼なイメージは、ブルゴーニュのグラン・ヴァンに通じる格の高さを表現
しています。【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。】
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

750 ml

辛口

商品ID-59208

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。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

マルサネ・トロワ・テール ヴィエイユ・ヴィーニュ

750 ml

辛口

商品ID-59489

2015年のこちらのワインは、それ以前のものと反対に、非常にエレガンスで、シルキーなワ
インです。香りは、スミレの紫の花や赤いバラのようなフローラルな香り、タンニンが恐ろしく
滑らかで、酸味と果実の甘さが絶妙です。新しいスタイルのトワテールといえるかもしれませ
ん。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
【Trois Terres（トワテール）とは、三つの異なる畑の意味で、これらの区画から厳選された葡
萄を使用したスペシャル・キュベです。
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。】

750 ml

辛口

商品ID-59207

2014年のこちらのワインは、とても深みがある香り、スミレ、牡丹、ツツジと様々な花の香り
にむせ返るほど。ベリーの熟したエキスもあり最初から最後まで非の打ちどころが無い素晴
らしい味わいです。
葡萄品種：ピノ・ノワール100%
飲用温度16℃~18℃

750 ml

辛口

商品ID-58384

2019年04月

在庫数:
僅少

¥6,600

2013年 Marsannay Trois Terres VV
赤

在庫数:
120本以下

¥6,600

2014年 Marsannay Trois Terres VV
赤

在庫数:
120本以下

¥7,500

2015年 Marsannay Trois Terres VV
赤

在庫数:
120本以下

¥4,600

2014年 Marsannay Rouge Les Longeroies
赤

在庫数:
120本以上

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。濃厚な果実とスパ
イシーな風味は、ピノ・ノワール特有の優美さを残しながら、一見するとボルドーのような力
強い風味を感じさせます。稀有な個性を持ったワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Lecheneaut

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
レシュノー

生産者: Lecheneaut
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

価格(税別）

ブルゴーニュ・ピノ・ノアール

¥3,700

2015年 Bourgogne Pinot Noir
赤
750 ml

辛口

商品ID-570593

レモンピールのスッキリとした柑橘の香り、程よく甘い赤いベリー、そしてわずかにアニス清
涼感のあるハーブ。レシュノーの個性である知的で落ち着いた雰囲気もあります。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

¥3,800

2014年 Bourgogne Pinot Noir
赤
750 ml

辛口

商品ID-59608

在庫数:
ブラックチェリーやプラムのような完熟した果実の香り、2014年のこのワインにはさらに赤いフ
ランボワーズのようなニュアンスも含まれます。そしてほのかに八角や山椒等のスパイスが出 120本以下
てきます。まるでプティ･ニュイサンジョルジュのような凝縮感があり、レシュノーの個性である
知的で落ち着いた雰囲気があります。余韻も非常に長く、村名クラスのクオリティ。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ルージュ

2014年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Rouge
赤
750 ml

辛口

商品ID-59609

香りの中にレシュノーのワインに共通する森をイメージさせる濃いグリーンのノートがありま
す。ブラックベリーやプラムをコンフィチュールにしたような凝縮した果実のアロマと、ターメ
リックのようなスパイスのニュアンスがワインに複雑性を与えています。2013年に比べ濃縮感
が強く、早い段階からお飲みいただけます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

2013年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Rouge
赤
750 ml

辛口

商品ID-59313

香りの中にレシュノーのワインに共通する森をイメージさせる濃いグリーンのノートがありま
す。ブラックベリーやプラムのような果実味があり、味わいはしっかりとしています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

シャンボール・ミュジニー・プルミエクリュ

750 ml

辛口

商品ID-59610

赤い花と赤いベリーの香りと味わい、そしてかすかにジンジャーのニュアンスがあり、複雑性
があります。シャンボールらしい石灰質からくるミネラルと共に、レシュノーの個性である豊富
なタンニンがワイン全体を支え、知的で落ち着いた雰囲気も感じられます。繊細さと骨格の
強さが両立したワインで、数年後は劇的な変化を見せてくれるでしょう。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

クロ・ド・ラ・ロッシュ

750 ml

辛口

商品ID-59611

クロ・ド・ラ・ロッシュは、モレ・サン・ドニの村のなでも、黒い果実、スーボワ（森の下草）、スパ
イスのニュアンスが感じられます。
熟成し風味に複雑さが増してきますとクロ・ド・ラ・ロッシェは、きわめて詩的な香りを表現しま
す。まるで、深い森の奥に入り込み、ゆっくりと歩いていくと、急に樹木が開かれ、目の前に
月明りに照らされた湖面の広がりに出会ったようなイメージを沸かせてくれるワインです。そ
して、時として宇宙の深淵を見るような表情を見せてくれることがあります。
レシュノーが造るワインのスタイルは、壮麗さよりも少しカジュアルで、少し野菜を焦がした
風味と柑橘のフルーツのニュアンスが加わります。食としてはジビエですと熊と合わせてみ
たいワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール100%
飲用温度：16℃～18℃

750 ml

在庫数:
36本以下

在庫数:
僅少

在庫数:
僅少

在庫数:
僅少

辛口

商品ID-58422

2019年04月

¥3,400

¥42,600

2012年 Clos de la Roche
赤

在庫数:
120本以下

¥48,400

2014年 Clos de la Roche
赤

¥4,200

¥12,600

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru
赤

在庫数:
120本以上
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La Bourgogne
生産者: Lecheneaut

モレ・サン・ドニ

¥8,300

2015年 Morey Saint Denis
赤
750 ml

辛口

商品ID-570594

フランボワーズの甘い香りとエキスが中心にあり、奥底までその味わいが広がっていきます。
しなやかで程よくタンニンもあり、モレサンドニ村の個性がうまく表現されています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ニュイ・サン・ジョルジュ

¥8,400

2015年 Nuits St Georges
赤
750 ml

辛口

商品ID-570349

在庫数:
紫や赤いベリーの香りが中心にあり、その周りをオレンジの皮の様な柑橘の香りと酸、その
他には鹿肉を火にかけたようなソバージュな香りもあります。2015年のこのワインは14年と13 120本以上
年に比べれば甘みがしっかりとのっていますが、決して果実味が濃厚という事ではなく、バラ
ンスのとれたスタイリッシュな味わいとなっています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

¥8,400

2015年 Nuits St Georges
赤
750 ml

辛口

商品ID-570349

在庫数:
紫や赤いベリーの香りが中心にあり、その周りをオレンジの皮の様な柑橘の香りと酸、その
120本以下
他には鹿肉を火にかけたようなソバージュな香りもあります。2015年のこのワインは14年と13
年に比べれば甘みがしっかりとのっていますが、決して果実味が濃厚という事ではなく、バラ
ンスのとれたスタイリッシュな味わいとなっています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

¥7,600

2014年 Nuits St Georges
赤
750 ml

辛口

商品ID-59613

レシュノーのニュイ・サン・ジョルジュらしい松などの針葉樹の香りがます飛び込んできます。
そして甘いベリーに、鹿肉に火を入れたときのような香りのニュアンス、まるで森の中に迷い
込んだような感覚になります。口に含むと、酸味と甘み、タンニンのバランスが非常に良く球
体を思わせる一体感があります。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ニュイ・サン・ジョルジュ・1er・レ・ダモード

2015年 Nuits St Geoｒges 1er Cru Les Damodes
赤
750 ml

辛口

商品ID-570596

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％

2014年 Nuits St Geoｒges 1er Cru Les Damodes
赤
750 ml

辛口

商品ID-59614

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％

2013年 Nuits St Geoｒges 1er Cru Les Damodes
赤
750 ml

辛口

商品ID-59317

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％

2012年 Nuits St Geoｒges 1er Cru Les Damodes
赤
750 ml

辛口

商品ID-58421

2019年04月

在庫数:
120本以下

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％
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在庫数:
36本以下

¥13,700
在庫数:
120本以下

¥12,300
在庫数:
僅少

¥12,300
在庫数:
僅少

¥12,400
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Lecheneaut

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・プリュリエ

2015年 Nuits St Georges 1er Cru les Pruliers
赤
750 ml

辛口

商品ID-570350

レシュノーのふたつのプルミエ・クリュ、レ・プリュリエ（les Pruliers）とレ・ダモード（Les
Damodes）は、対照的な個性を持っていて大変興味深い。
レ・ダモードの区画は、ヴォーヌ・ロマネに隣接していて、石灰系のミネラルが強いため、ワイ
ン単体としては、レ・ダモードを好みとする人が多いかもしれない。石灰系のミネラルが強い
ワインは、一般的に繊細でフローラルな香りが強い。他方、レ・プリュリエの香りのベースには
動物臭があり、ジビエ、特にイノシシ、野鳥、熊との相性が良い。グルメな人には、こちらの
レ・プリュリエがお薦めだ。ちなみに、レ・ダモードは、動物臭よりもミネラルが強いため、魚介
と合わせてみたいワインだ。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

2014年 Nuits St Georges 1er Cru les Pruliers
赤
750 ml

辛口

商品ID-59615

2015年 Nuits St Georges Aux Chouillets Vielle Vigne

750 ml

辛口

商品ID-570597

香り全体にツヤと透明感があり、ナツメグやアニス、クローヴなどオリエンタルなスパイスが綺
麗に感じ取ることが出来ます。グレナデンシロップのような甘さを伴った風味と、その傍には
タイム。口に含めば程よい甘みとレモンの酸味のバランスが非常に良い。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

2014年 Nuits St Georges Aux Chouillets Vielle Vigne
赤
750 ml

辛口

商品ID-59616

2019年04月

他のレシュノーのワインに共通する知的で涼やかなイメージは共通、このワインの最大の特
徴は豊富なスパイスの香り、胡椒、ナツメグ、アニス、クローヴなど様々なスパイスが折り重
なって飛び込んできます。味わいはベリー系でタンニンには柔らかさがあり、若いですが既
に飲みごろです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃
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在庫数:
36本以下

¥12,300

レシュノーのふたつのプルミエ・クリュ、レ・プリュリエ（les Pruliers）とレ・ダモード（Les
Damodes）は、対照的な個性を持っていて大変興味深い。
レ・ダモードの区画は、ヴォーヌ・ロマネに隣接していて、石灰系のミネラルが強いため、ワイ
ン単体としては、レ・ダモードを好みとする人が多いかもしれない。石灰系のミネラルが強い
ワインは、一般的に繊細でフローラルな香りが強い。他方、レ・プリュリエの香りのベースには
動物臭があり、ジビエ、特にイノシシ、野鳥、熊との相性が良い。グルメな人には、こちらの
レ・プリュリエがお薦めだ。ちなみに、レ・ダモードは、動物臭よりもミネラルが強いため、魚介
と合わせてみたいワインだ。
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 オー・シュイエ ヴィエイユ・ヴィーニュ

赤

¥14,400

在庫数:
僅少

¥9,900
在庫数:
120本以下

¥8,400
在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Philippe Pacalet

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
フィリップ・パカレ

生産者: Philippe Pacalet
「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。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャンボール・ミュジニー・プルミエクリュ

¥18,900

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru
赤
750 ml

辛口

商品ID-59496

¥20,800

2013年 Chambolle Musigny 1er Cru
赤
750 ml

辛口

商品ID-59535

在庫数:
僅少

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℃

在庫数:
僅少

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

¥9,900

2014年 Gevrey Chambertin
赤
750 ml

辛口

商品ID-59497

在庫数:
36本以下

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℃

¥8,600

2013年 Gevrey Chambertin
赤
750 ml

辛口

商品ID-58898

在庫数:
僅少

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℃

ニュイ・サン・ジョルジュ

¥9,400

2013年 Nuits St Georges
赤
750 ml

辛口

商品ID-58899

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％

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・アルジラ

¥13,900

2013年 Nuits St Georges 1er Cru Argillas
赤
750 ml

辛口

商品ID-58902

2019年04月

在庫数:
僅少

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ＮＳＧ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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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Ramonet

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ラモネ

生産者: Ramonet
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

ワイン名

価格(税別）

バタール・モンラッシェ

¥69,300

2013年 Batard Montrachet
白
750 ml

辛口

商品ID-59334

特級畑バタール・モンラッシェ 白胡椒のようなスパイシーさの中に、オレンジやお花の蜜の
アロマが広がります。ミネラルの心地よいかすかな苦味と酸、そして上質な果実味に、思わ
ずため息がこぼれます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

ブルゴーニュ・アリゴテ・ド・ブーズロン

¥4,300

2013年 Bourgogne Aligote de Bouzeron
白
750 ml

辛口

商品ID-58893

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℃

モンラッシェ

750 ml

在庫数:
僅少

辛口

商品ID-59343

¥180,000

2007年 Montrachet
白
750 ml

在庫数:
36本以下

¥210,000

2013年 Montrachet
白

在庫数:
僅少

在庫数:
僅少

辛口

商品ID-56287

2019年04月
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ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Robert GROFFIER

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ロベール・グロフィエ

生産者: Robert GROFFIER
ロベール・グロフィエはモレ・サン・ドニ村を本拠地とする生産者です。収穫量を低く抑え高い糖度の葡萄から濃厚で深みのあ
るワインが造られます。若いうちは、葡萄の果実風味が楽しめ、10年ほど完璧な状態で熟成をさせると宇宙の深淵を観るような
深い香りの世界が開かれます。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ボンヌ・マール

¥65,000

2016年 Bonnes Mares
赤
750 ml

辛口

在庫数:
僅少

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

商品ID-570364
ブルゴーニュ・パストゥグラン

¥4,600

2014年 Bourgogne Passetoutgrain
赤
750 ml

辛口

商品ID-59298

在庫数:
僅少

ロベール・グロフィエのワインは、果実味が凝縮され甘さを感じるベリーの風味が特徴です。
パストゥグランとは思えないほど濃密なワインで、抜栓直後は南米のワインのよう。そこから
徐々に優しく綺麗なワインに変貌していきます。
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・ピノ・ノアール

¥7,400

2016年 Bourgogne Pinot Noir
赤
750 ml

辛口

商品ID-570365

シャンボール・ミュジニー・レ・ザムルーズ

2016年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses
赤
750 ml

辛口

商品ID-570366

750 ml

商品ID-570361

レ・ゾー・ドワはシャンボール・ミュジニー村の一級畑でレ・ザムルーズに隣接します。土壌に
石灰岩が豊富なため繊細で気品のある個性のワインが生み出せます。こちらのグロフィエの
ワインは、より果実のボリュームがあり深い香りが特徴的です。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

シャンボール・ミュジニー・レ・サンティエ

750 ml

辛口

商品ID-570362

2019年04月

在庫数:
僅少

¥32,500

2016年 Chambolle Musigny Les Sentiers
赤

在庫数:
僅少

¥32,500

2016年 Chambolle Musigny Les Haut Doix
辛口

¥65,000

レ・ザムルーズ、フランス語で恋人たちという意味のこの畑は、シャンボール・ミュジニーの一
級畑の中で最も繊細で気品にあふれるワインです。ローズ・ド・メ（5月の薔薇）やフランボ
ワーズ、リコリスなどの香り芳しく、味わいは、ピュアで透明感があり、高い品格を感じます。
ロベール・フィエの他のふたつの畑と比較すると、シャンボール・ミュジニー・レ・ゾー・ドワ
の畑は、レ・ザムルーズの下部に位置し、より果実のふくよかさがあり、レ・ザムルーズの方が
よりミネラル（石灰岩土壌）のニュアンスを強く感じます。
他方、シャンボール・ミュジニー・レ・サンティエ は、グラン・クリュのボンヌマールに隣接し、
よりボディーが強く、果実味の豊で、しなやかで刃がねのような酸を感じます。
この三つの畑を比較すると、レ・サンティエールは鉾、レ・ゾードアは盾、そしてこの二つの騎
士に守られる女王のように鎮座しているのがレ・ザムルーズといったイメージもわいてきま
す。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

シャンボール・ミュジニー・レ・ゾー・ドワ

赤

在庫数:
36本以下

ワイン全体にツヤがあり、フレッシュな酸、赤いベリーの甘みは粒になって広がっていきま
す。クローブやアニスといったスパイスも感じられ、可能性を大いに感じさせてくれます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

シャンボール・ミュジニーのプルミエ・クリュのなかでレ・サンティエは、グラン・クリュのボンヌ・
マールの下部に位置し、お隣のモレ・サン・ドニに隣接しています。シャンボール村のワイン
は、ブルゴーニュワインの中でも最も繊細で女性的なワインと言われます。他方、モレ・サン・
ドニ村のワインは、外面的には柔和でやや控えめながら芯のしっかりとした和風美人のよう
な個性を持ちます。レ・サンティエは、この二つの個性が織りなす調和の世界がとても魅力
的です。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Tollot Beaut

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ブルゴーニュ

La Bourgogne
トロ・ボー

生産者: Tollot Beaut
ブルゴーニュの中心地ボーヌの街から車で10分ほど走るとショレイ村に着きます。このショレイの村長だったアレクサンドル・トロ
氏がワイン造りをはじめたのが19世紀の終わりころ。夫人の名前のボーをとって 「トロ・ボー」 とドメーヌを名乗りました。現在は
５代目ナタリー・トロ女史が継いでいます。
ショレイ・レ・ボーヌの村を中心におよそ20ヘクタールの畑を所有します。ワインのスタイルは繊細で果実味が豊か。ブルゴー
ニュワインの愛好家の中では良質なワインの造り手としてファンが多い生産者です。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

コルトン・ブレサンド 【1.5L】

¥40,100

2015年 Corton Bressandes 【1.5L】
赤
1500 ml

辛口

商品ID-570359

トロ・ボーのワインには、いつも赤いバラや牡丹のようなフローラルな香りがある。2015年のコ
ルトン・ブレサンドは、このフローラルな香りに丸みのあるベリーやプラムの風味と熟したグ
レープ・フルーツのニュアンスが加わります。一般的にピノ・ノワールには、熟したオレンジの
ような柑橘の香りがありますが、こちらは熟したグレープ・フルーツ。そして、さらにグレープフ
ルーツの果皮にあるような人肌（汗のような）を感じさせる香り。この温かみを感じる香りに
よってワイン全体が官能的なイメージとなる。品格もあり、まるで目の前に息づいているような
生命感と存在感を感じるは、まさにグラン・クリュクラスのワインだからこそ。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

¥29,200

2014年 Corton Bressandes 【1.5L】
赤
1500 ml

辛口

商品ID-59347

2019年04月

在庫数:
僅少

トロ・ボーのワインには、いつも赤いバラや牡丹のようなフローラルな香りがあります。
時間を置くと少しずつ開いてきます。初秋の森に入ったときのようなグリーン調の香り、そし
て、花々が咲く湖畔のほとりを散策しているようなみずみずしい香りです。味わいは、木苺や
さくらんぼうの若い風味が中心でローズマリーやタイムなどのスパイスのニュアンスが後口に
残ります。
品格があり、まるで目の前に息づいているような生命感と存在感を感じるは、まさにグラン・
クリュ・クラスのワインだからこそ。
飲用温度16℃～18℃ 葡萄品種はピノ・ノワール
鴨や鶉などのお料理に相性が良いです。
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Bordelais
原産地： AC.Bordeaux Superieur

France ( フランス )
輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ボルドー

Le Bordelais
ボルドー・スペリュール

原産地： AC.Bordeaux Superieur
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

バルテュス

¥11,500

2008年 Baltｈus(A.C.Bordeaux Superieur)
赤
750 ml

辛口

商品ID-59103

2019年04月

シャトー・レニャックの最上級のキュベです。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、ローリエなど、まるで色彩のグラデーション
のように香が開いてきます。 アルコール発酵およびマロラクティック発酵のそれぞれの過程
で、新ダルを2回使用します。いわば、新ダル率200％といえるでしょう。濃厚な果実の風味
からカリフォルニアのガレージワインを想起させますが、品格という点では、フランス、ボル
ドー地方の1級シャトーに匹敵する品質を有しています。
葡萄品種：メルロー100％
飲用温度：16～18℃
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在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Bordelais
原産地： AC.Margaux

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ボルドー

Le Bordelais
マルゴー

原産地： AC.Margaux
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャトー・マルゴー

¥159,900

2005年 Chateau Margaux(A.C.Margaux)
赤
750 ml

辛口

商品ID-57259

ボルドー格付け一級シャトーの中で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。
【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。
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℃

2019年04月
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Bordelais
原産地： AC.Pauillac

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ボルドー

Le Bordelais
ポイヤック

原産地： AC.Pauillac
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャトー・ラフィット・ロートシルト

2005年 Chateau Lafite Rothschild(A.C.Pauillac)
赤
750 ml

辛口

商品ID-57260

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℃

シャトー・ムートン・ロートシルト

2005年 Chateau Mouton Rothschild(A.C.Pauillac)
赤
750 ml

辛口

商品ID-56315

2019年04月

¥249,900

¥134,900

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。
【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、口に含むと完璧な風味のシャ
トー・ムートンに出会います。それは、これまで多くのシャトー・ムートンをお飲みになった方
でさえ出会ったことのない世界が広がっています。あらゆる種類のベリーとスパイス、まるで
森の中の精霊にでったような神秘的で東洋的なスパイスが織りなす世界は、存在感と高い
芸術性を感じることができます。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。
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在庫数:
僅少

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Bordelais
原産地： AC.Pomerol

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ボルドー

Le Bordelais
ポムロール

原産地： AC.Pomerol
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャトー・ペトリュス

¥538,500

2005年 Chateau Petrus(A.C.Pomerol)
赤
750 ml

辛口

商品ID-57262

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℃

パンセ・ド・ラフルール

¥41,500

2010年 Pensees de Lafleur(A.C.Pomerol)
赤
750 ml

辛口

シャトー・ラフルールのセカンドワインです。栓を抜いた直後は、無表情ですが、グラスに注
いで少し時間を置くと、徐々に香りが開いてきます。カベルネ・フランの品種の比率が多い、
シャトー・シュバルブランやラフルールのファンには、たまらない逸品です。

商品ID-57204

2019年04月

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Bordelais
原産地： AC.Sauternes

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ボルドー

Le Bordelais
ソーテルヌ

原産地： AC.Sauternes
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

レクストラヴァガン・ド・ドワジィ・デーヌ

2004年 L'Extravagant de Doisy-Daene(A.C.Sauternes)
白
375 ml

甘口

商品ID-34202

¥27,900

1850年代のシャトー・ディケムは、ソービニヨン・ブラン種から造られていたという文献的な記
録が残っています。今日では、ほとんどのソーテルヌは、セミヨン種から造られますが、あえ
てソービニヨン・ブラン種を使用した貴腐ワイン作りをめざしたのが、このレクストラヴァガン
（常軌を逸したという意）です。そのため、セミヨンよりも糖度の高い葡萄を使用することが可
能で、出来上がったワインは、ジャスミンを思わせる気品あふれるフローラルな香りと洗練さ
れた風味が表現されています。
★シャトー・ドワジデンヌ（Château Doisy-Daëne）
シャトー・ドワジデンヌは、格付2級（1855年のボルドー格付）で、ＡＯＣソテルヌ地区のなか
のバルザックの村にあります。1924年からデュブルデュー家の所有。現在は、3世代目であ
るドニ・デュブルデュー氏がオーナです。ドニ・デュブルデュー氏は、ボルドー大学の醸造
学科で白ワインの権威として著名です。
l'Extravagant de Doisy-Daëneは、1990年が最初の年です。今日一般的には、センミヨンと
いう葡萄品種から極甘口の貴腐ワインが作られますが、1990年の収穫の時期にソーヴィニヨ
ン・ブラン種の熟成の可能性を見て、ソーヴィニヨン・ブランから貴腐ワインを作ることを決意
しました。出来上がったワインは、素晴らしく、ボルドーの貴腐ワインの最高峰であるシャ
トー・ディケムを凌ぐ素晴らしいできでした。
2004年は、セミヨン種80％ソーヴィニヨン・ブラン種20％の混醸です。

2019年04月
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在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Bordelais
原産地： AC.St-Emilion

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

ボルドー

Le Bordelais
サン・テミリオン

原産地： AC.St-Emilion
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャトー・シュバル・ブラン

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

辛口

商品ID-57261

2019年04月

¥123,100

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℃
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Eaux de Vie
生産者: Claude Dugat

France ( フランス )
輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

オー・ド・ヴィ

Eaux de Vie
クロード・デュガ

生産者: Claude Dugat
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

価格(税別）

マール・ド・ブルゴーニュ

¥22,009

2002年 Marc de Bourgogne
辛口
750 ml

2000年に収穫された ブドウ(ブルゴーニュ以外、グランクリュ、プルミエクリュ、ヴィラージュワ
イン)の絞りかすで作られたマールです。

商品ID-58122

2019年04月

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Oregon
生産者: Nicolas J(Meo Camuzet)

USA ( アメリカ )
輸入元: 株式会社フィネス

オレゴン

Oregon
ニコラ・ジェイ（メオ・カミュゼ）

生産者: Nicolas J(Meo Camuzet)
ニコラ・ジェイはオレゴン州の中心ウィラメット・ヴァレーにて立ち上げられた、ブルゴーニュを代表するドメーヌ、メオ・カミュゼの
ジャン・ニコラ・メオと20年以上付き合いのあるアメリカ音楽業界の大物、ジェイ・ボバーグによるジョイント・ベンチャー。
ジェイ・ボバーグは1990年初頭にはナパ・ヴァレーにカベルネ・ソーヴィニヨンの畑も所有した事のあるワイン愛好家で、オレゴ
ン・ワインへの情熱と可能性に惹かれた同士ジャン・ニコラ・メオと2011年にジョイント・ベンチャーを立ち上げました。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ビショップ クリーク ピノ ノワール

¥14,800

2016年 Bishop Creek Pinot Noir
赤
750 ml

辛口

商品ID-570312

ウィラメット ヴァレーの「Yamhill-Carlton AVA（ヤムヒル カールトン）」にある自社畑「Bishop
Creek（ビショップ クリーク）」の葡萄のみで造られるシングル ヴィンヤード ワイン。9区画の
中から厳選した2区画の葡萄を使用しています。シングル ヴィンヤードは新樽率が50%とや
や高くなっており、凝縮感のある果実味と渋味のバランス、余韻の長さがあり熟成もできるポ
テンシャルを持っています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：12～14℃

ニーサ ピノ ノワール

¥13,900

2016年 Nysa Pinot Noir
赤
750 ml

辛口

商品ID-570313

ウィラメット ヴァレーの「Dundee Hills（ダンディー ヒルズ）」というAVAにある「Nysa Vineyard
（ニーサ ヴィンヤード）」の葡萄を使用。1988年に植えられた葡萄をメインに使用しており、
醸造方法はビショップ クリークと同じです。しっかりしたストラクチャーとタンニン、ミネラル豊
かで繊細な味わい。余韻にハツラツとした旨味が残るのが特徴です。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ウィラメット ヴァレー ピノ ノワール

750 ml

辛口

商品ID-570318

ウィラメット ヴァレーの「Yamhill-Carlton AVA（ヤムヒル カールトン）」に所有する「Bishop
Creek（ビショップ クリーク）」の葡萄を中心に「Eola-Amity Hills AVA（エオラ アミティ ヒル
ズ）」、「McMinnville AVA（マクミンヴィル）」、「Dundee Hills AVA（ダンディー ヒルズ）」という
4つのAVAの葡萄を使用。それぞれ特徴のある8～10区画の葡萄を混ぜて新樽率33%で醸
造されます。シングル ヴィンヤード ワインよりもチャーミングで飲みやすい味わいです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度12～14℃

750 ml

辛口

商品ID-570315

2019年04月

在庫数:
僅少

¥8,300

2014年 Willamette Valley Pinot Noir
赤

在庫数:
僅少

¥9,300

2016年 Willamette Valley Pinot Noir
赤

在庫数:
僅少

ウィラメット ヴァレーの「Yamhill-Carlton AVA（ヤムヒル カールトン）」に所有する「Bishop
Creek（ビショップ クリーク）」の葡萄を中心に「Eola-Amity Hills AVA（エオラ アミティ ヒル
ズ）」、「McMinnville AVA（マクミンヴィル）」、「Dundee Hills AVA（ダンディー ヒルズ）」という
4つのAVAの葡萄を使用。それぞれ特徴のある8～10区画の葡萄を混ぜて新樽率33%で醸
造されます。シングル ヴィンヤード ワインよりもチャーミングで飲みやすい味わいです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度12～14℃
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Les Vins De Pays
生産者: Domaine De L'Hortus

France ( フランス )
輸入元: 株式会社フィネス

ヴァン・ド・ペイ

Les Vins De Pays
ドメーヌ・ド・ロルチェ

生産者: Domaine De L'Hortus
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

価格(税別）

グランド・キュベ・ブラン

¥4,300

2017年 Grande Cuvee Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570535

南フランス特有の果実味が濃厚で力強いワインです。コクがあり、花梨や花の蜜のような風
味があります。
【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%

¥4,300

2013年 Grande Cuvee Blanc
白
750 ml

辛口

【未試飲】
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%

白

¥4,300

辛口

【未試飲】
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%

2017年 Classique Rose Bergerie De L'Hortus
ロゼ 辛口
商品ID-570536

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。
葡萄品種： グルナッシュ、ムールヴェードル、シラー
飲用温度：12～14℃

クラシック・ルージュ ピク・サン・ルー

赤

辛口

商品ID-58937

2019年04月

¥2,600
在庫数:
僅少

¥2,700

2014年 Classique Rouge Pic Saint Loup

750 ml

在庫数:
僅少

商品ID-57758
クラシック・ロゼ ベルジュリー・ド・ロルチュ

750 ml

在庫数:
僅少

商品ID-58574

2012年 Grande Cuvee Blanc

750 ml

在庫数:
僅少

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℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Les Vins De Pays
生産者: Domaine De L'Hortus

ル・ディ・ド・ロルチュ・ラ・スーラン

¥12,000

2016年 Le Dit De L'Hortus La Soulane
赤
750 ml

辛口

商品ID-570534

収穫後に100％除梗、ステンレスタンクで25～27℃で
5週間かけてゆっくりアルコール醗酵を行い、
樫樽は一切使わずステンレスタンクで12ヵ月熟成させます。
瓶詰め前に軽くフィルターにかけた後、さらに6ヵ月間
瓶熟させています。
ムールヴェードルの濃厚なアロマと繊細でエレガントな酸味、タンニンのバランスが素晴らし
いワイン。このアペラシオンを名乗るには2品種以上の葡萄をブレンドしなければなりません
が、ラングドックにもブルゴーニュのように個々のテロワールがあり、単独区画、単独品種で
も素晴らしいワインができるということを証明し、AOC ピク サン ルーの名声を高めようと敢え
てムールヴェードル100％で造っています。
葡萄品種：ムールヴェードル100％
飲用温度：16～18℃

2019年04月
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Les Vins De Pays
生産者: Domaine des Amouriers

輸入元: 株式会社フィネス

ヴァン・ド・ペイ

Les Vins De Pays
ドメーヌ・ド・ザムリエ

生産者: Domaine des Amouriers
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

ワイン名

価格(税別）

レ・オート・テラス ヴァン・ド・ペイ・ド・メディテラネ

2014年 Les Hautes Terrasses Vin de Pays de Mediterranee
赤
750 ml

辛口

商品ID-570045

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℃

2010年 Les Hautes Terrasses Vin de Pays de Mediterranee
赤
750 ml

辛口

商品ID-570131

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℃

ヴァン・ド・ペイ・ド・ヴォークリューズ スザンヌ

750 ml

辛口

商品ID-570414

2019年04月

在庫数:
僅少

¥4,800
在庫数:
僅少

¥1,800

2016年 Vin de pays de Vaucluse Suzanne
赤

¥4,200

在庫数:
果実味の凝縮した香り、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 120本以下
滑らかな飲み口です。
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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト

Les Vins De Pays
生産者: Moulin De Gassac

輸入元: 株式会社フィネス

ヴァン・ド・ペイ

Les Vins De Pays
ムーラン・ド・ガサック

生産者: Moulin De Gassac
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

価格(税別）

テラス・ドギレム ソーヴィニヨン・ブラン

2017年 Terrasses de Guilhem Sauvignon Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570385

2019年04月

畑は砂と砂利の段丘にあり、葡萄の樹齢は25年以上で100%除梗されます。柑橘系フルーツ
のような果実味で、フレッシュでクリアな、キレのある辛口のワインです。
飲用温度：8℃～10℃
葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン100%

ワイン専門平野弥
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¥1,500
在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Champagne
生産者: Michel Genet

France ( フランス )
輸入元: 株式会社フィネス

シャンパーニュ

La Champagne
ミッシェル・ジュネ

生産者: Michel Genet
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

価格(税別）

エクストラ・ブリュット・ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ

¥5,200

NV Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru
白
750 ml

辛口

商品ID-58696

2019年04月

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%

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee De La Loire Et Le Centre
生産者: Didier Dagueneau

France ( フランス )
輸入元: 株式会社フィネス

ロワール

La Vallee De La Loire Et Le Centre
ディディエ・ダグノー

生産者: Didier Dagueneau
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

価格(税別）

ブラン・フュメ・ド・プイィ ピュア・サン

¥14,000

2015年 Blanc Fume de Pouilly Pur Sang
白
750 ml

辛口

商品ID-570302

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％

ブラン・フュメ・ド・プイィ ピュア・サン【1.5L】

2015年 Blanc Fume de Pouilly Pur Sang【1.5】
白
1500 ml

辛口

商品ID-570412

750 ml

辛口

商品ID-570301

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℃

【1.5L】

2015年 Blanc Fume de Pouilly Silex 【1.5L】
白
1500 ml

辛口

商品ID-570411

750 ml

商品ID-570308

特にカラマレ種とローゼ種はジュランソンではもうあまり存在しない希少品種で酸味と香りを
ワインに与えています。
2009年が初リリースのヴィンテージで年間2000本弱を生産、エレガントで豊かな酸味と渋味
が特徴の辛口で余韻の長い味わいです
葡萄品種：プティ・グルフ、グロ・グルフ、グロ・マンサン、カラマレ、ローゼの土着5品種

750 ml

辛口

商品ID-570307

2019年04月

在庫数:
僅少

¥11,000

2013年 Les Jardins de Babylone Sec
白

在庫数:
僅少

¥11,000

2014年 Les Jardins de Babylone Sec
辛口

在庫数:
僅少

¥40,000

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・セック

白

在庫数:
僅少

¥19,000

2015年 Blanc Fume de Pouilly Silex
白

¥30,000

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％

ブラン・フュメ・ド・プイィ シレックス

在庫数:
僅少

特にカラマレ種とローゼ種はジュランソンではもうあまり存在しない希少品種で酸味と香りを
ワインに与えています。
2009年が初リリースのヴィンテージで年間2000本弱を生産、エレガントで豊かな酸味と渋味
が特徴の辛口で余韻の長い味わいです
葡萄品種：プティ・グルフ、グロ・グルフ、グロ・マンサン、カラマレ、ローゼの土着5品種
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee De La Loire Et Le Centre
生産者: Didier Dagueneau

レ・ジャルダン・ド・バビロン・モワルー

¥17,000

2014年 Les Jardins de Babylone Moelleux
白
500 ml

甘口

商品ID-570306

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℃

¥18,000

2011年 Les Jardins de Babylone Moelleux
白
750 ml

甘口

商品ID-58875

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℃

レ・ジャルダン・ド・バビロン・モワルー【1.5】

2006年 Les Jardins de Babylone Moelleux【1.5L】
白
1500 ml

甘口

商品ID-570413

2019年04月

在庫数:
僅少

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。2006年ヴィンテージは先代のダグノー氏醸造の貴
重品です。
葡萄品種：プティ・マンサン100％
飲用温度：6～8℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

¥62,000
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee De La Loire Et Le Centre
生産者: Domaine Andre Vatan

輸入元: 株式会社フィネス

ロワール

La Vallee De La Loire Et Le Centre
ドメーヌ・アンドレ・ヴァタン

生産者: Domaine Andre Vatan
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

ワイン名

価格(税別）

サンセール レ・シャルム

¥3,000

2017年 Sancerre "Les Charmes"
白
750 ml

辛口

商品ID-570311

繊細で透明感のあるワインです。香りは、柑橘のグレープフルーツや、オレンジ、バナナ、ラ
イチなど、グリーン系の香り、植物の茎や葉、ハーブなど。
味わいは、バランスよくシャープでニュアンスに富みます。フルーティーでミネラルの力に
支えれれ余韻が長いワインです。
飲用温度：6℃～8℃

サンセール サン・フランソワ

¥4,300

2015年 Sancerre "Saint Fraancois"
白
750 ml

辛口

商品ID-570025

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％

サンセール・ルージュ・ムーラン・ベル

750 ml

辛口

商品ID-570309

2019年04月

在庫数:
僅少

¥3,000

2016年 Sancerre Rouge Maulin Bele
赤

在庫数:
僅少

シレックス土壌で畑の広さは1.5ha、約2/3がステンレスタンク、1/3が新樽で熟成されます。
ラズベリーやブルーベリーの深みのある香り。アタックはパワフルで豊かな広がりをみせる。
整ったタンニンの味わいは非常に柔らかく、余韻も長く楽しめる。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ･ノワール100％

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee De La Loire Et Le Centre
生産者: Domaine de la Noblaie

輸入元: 株式会社フィネス

ロワール

La Vallee De La Loire Et Le Centre
ドメーヌ・ド・ラ・ノブレ

生産者: Domaine de la Noblaie
シノン城から車で15分ほどのところに居を構える当ドメーヌは数百年前から葡萄栽培を含む農業を営んでおり、1953年に初めて
自社瓶詰をしました。1968年、ボルドーの国立農業専門学校を卒業したフランソワ ビヤール氏がドメーヌを引き継いで畑を少し
ずつ増やしていきました。フランソワ氏は地元の醸造学校で醸造学の講師としてロワールの若い生産者を何人も育ててロワール
ワインの発展にも貢献。2003年、彼の息子でありポムロールのペトリュスなどで修業を積んだ現当主ジェロム ビヤール氏がドメー
ヌを引き継いで、常に品質の向上、テロワールとヴィンテージのキャラクターを尊重するワイン造りを心掛けています。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シノン・ブラン シャント・ル・ヴァン

¥2,800

2017年 Chinon Blanc Chante Le Vent
白
750 ml

在庫数:
僅少

辛口

商品ID-570693
シノン・ルージュ レ・ブラン・マントー

¥2,800

2014年 Chinon Rouge Les blancs Manteaux
赤
750 ml

辛口

商品ID-59438

口当たり柔らかで酸味も丸く、繊細でエレガントな味わい。カベルネ フランの青い特徴をあ
まり感じさせない飲みやすい造りになっています。
葡萄品種：シュナン・ブラン
飲用温度：12～14℃

シノン・ルージュ レ・シャン・シャン

¥2,800

2014年 Chinon Rouge Les Chiens Chiens
赤
750 ml

辛口

商品ID-59439

他のキュヴェよりアルコール醗酵を長くさせることでスパイシーなアロマを表現、パワフルで
肉厚な旨味と余韻にしっかりとした渋味を感じる飲み応えのある味わいになっています。
葡萄品種：カベルネ・フラン
飲用温度：16～18℃

シノン・ルージュ ピエール・ド・テュフ

750 ml

辛口

商品ID-59440

2019年04月

在庫数:
僅少

¥3,600

2014年 Chinon Rouge Pierre de Tuf
赤

在庫数:
僅少

ピジャージュをじっくり行うことで種や果皮のアロマを引き出し、リッチで凝縮した旨味と複雑
味、余韻の長さがあるポテンシャルを感じさせる味わいに仕上げています。
葡萄品種：カベルネ・フラン
飲用温度：16～18℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee De La Loire Et Le Centre
生産者: Domaine Des Hauts Pemions (Christophe Drouard)

輸入元: 株式会社フィネス

ロワール

La Vallee De La Loire Et Le Centre
ドメーヌ・デ・オー・ペミオン（クリストフ・ド

生産者: Domaine Des Hauts Pemions (Christophe
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

価格(税別）

ミュスカデ・セーヴル・エ・メ-ヌ・シュール・リー

¥2,000

2017年 Muscadet Sevre et Maine Sur Lie
白
750 ml

辛口

商品ID-570557

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、甲殻類や白身の魚との相性が良い。
葡萄品種：ミュスカデ100％
飲用温度：8～10℃

ミュスカデ・セーヴル・エ・メ-ヌ・シュール・リー・モニエール・サン・フィアクル

2012年 Muscadet Sevre et Maine Sur Lie Monieres Saint Fiacre
白
750 ml

辛口

商品ID-59556

2019年04月

樹齢や成熟度などで厳しく選別した葡萄のみを使用。熟成期間は36ヶ月。南国フルーツの
アロマ豊か、オイリーでマイルドな口当たり、余韻も長くしっかりとした味わい。
葡萄品種：ミュスカデ
飲用温度：10～12℃

ワイン専門平野弥
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在庫数:
36本以下

¥3,000
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee Du Rhone
生産者: Chateau des Tours

France ( フランス )
輸入元: 株式会社フィネス

ローヌ

La Vallee Du Rhone
シャトー・デ・トゥール

生産者: Chateau des Tours
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

価格(税別）

コート・デュ・ローヌ ブラン

¥5,000

2014年 Cotes du Rhone Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570330

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％

¥4,400

2011年 Cotes du Rhone Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-58343

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％

750 ml

辛口

商品ID-57567

2019年04月

在庫数:
僅少

¥4,800

2010年 Cotes du Rhone Blanc
白

在庫数:
36本以下

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％

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

-71-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee Du Rhone
生産者: Domaine des Amouriers

輸入元: 株式会社フィネス

ローヌ

La Vallee Du Rhone
ドメーヌ・ド・ザムリエ

生産者: Domaine des Amouriers
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

ワイン名

価格(税別）

ヴァケラス・ブラン

¥5,400

2013年 Vacqueyras Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-58610

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％

ヴァケラス

¥3,000

2015年 Vacqueyras
赤
750 ml

辛口

商品ID-570082

果実味がしっかりしていてバランスがよく、タンニンも柔らかいので飲みやすい仕上がりに
なっています。15年はリッチでフルーティーな旨味が豊かで濃厚な味わい。
葡萄品種：グルナッシュ、シラー、ムールヴェードル
飲用温度：16～18℃

ヴァケラス・レ・ジュネスト

750 ml

辛口

商品ID-570081

2019年04月

在庫数:
僅少

¥3,500

2015年 Vacqueyras Les Genestes
赤

在庫数:
僅少

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%

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee Du Rhone
生産者: J. L. Chave Selection

輸入元: 株式会社フィネス

ローヌ

La Vallee Du Rhone
ジャン・ルイ・シャーヴ・セレクション

生産者: J. L. Chave Selection
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。
「ドメーヌではハイクオリティなワインを、ネゴシアンではリーズナブルで美味しいワインを」というコンセプトに基づきながら、ド
メーヌ物と同じように造られている。1995年の発足当時は100％外部からの葡萄やワインで造られていたが、年々ドメーヌ所有畑
の葡萄が使われる比率が高まると共にクオリティも上がってきている。熟成向きのドメーヌ物と違い、早飲みで日常的に使えるよ
うなワイン造りを心掛けている。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

エルミタージュ・ブラン ブランシュ

¥7,500

2014年 Hermitage Blanc Blanche
白
750 ml

辛口

商品ID-570328

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％

在庫数:
僅少

【醸造について】
赤ワインの醸造は通常除梗が行われ、果実が良く熟した年でも最大50%までしか全房発酵
は行いません。醸造はコンクリート槽、ステンレス・タンク、古い開放式のフレンチ・オークを
用いて行われ、新樽の使用は10%未満に抑えられています。マロラクティック発酵はヴィン
テージに応じて樽、大樽、タンクを使用。発酵が終わると228リットルのフレンチ・オークに移
し18ヶ月間熟成を行います。新樽はヴィンテージに応じて10〜20%、新樽以外のものはブル
ゴーニュから来た1〜5年使用樽を使用しています。
ジャン・ルイ・シャーヴでは新樽率を削減する方向に向かっており、ジャン・ルイ氏によると洗
練されたタンニンを持つワインには新樽は過分に必要としないとの事です。熟成が終わった
後にワインはブレンドされ、ボトリングはその60〜90日後に行われます。
白ワインは33%がフレンチ・オーク、67%がステンレス・タンクで行われ、常にマルサンヌ80%、
ルーサンヌ20%の比率でブレンドされています。
熟成は新旧のフレンチ・オークとステンレス・タンクで18ヶ月。（輸入元資料より）

¥7,500

2013年 Hermitage Blanc Blanche
白
750 ml

辛口

商品ID-59447

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％

¥8,000

2011年 Hermitage Blanc Blanche
白
750 ml

辛口

商品ID-58340

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％

750 ml

辛口

商品ID-57598

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％

750 ml

辛口

商品ID-570056

2019年04月

在庫数:
僅少

¥8,600

2009年 Hermitage Blanc Blanche
白

在庫数:
僅少

¥8,500

2010年 Hermitage Blanc Blanche
白

在庫数:
僅少

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％

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee Du Rhone
生産者: J. L. Chave Selection

サン・ジョセフ シルカ

¥4,000

2015年 Saint Joseph Circa
白
750 ml

辛口

商品ID-59449

樹齢5～60年で畑は花崗岩土壌の「Mauves（モーヴ）」の区画に位置します。エルミタージュ
の白との味わいの違いは、エルミタージュが粘土質土壌で優しく柔らかいのに対し、サン
ジョゼフは花崗岩土壌がハツラツさとミネラルを表現します。ビワやカラメルの香り、エキゾ
チックな甘旨味が美味しいワインです。
飲用温度は8℃～12℃
葡萄品種：ルーサンヌ100％
白身の魚、クリーム系のお料理と

コート・デュ・ローヌ "モン・クール"

¥2,800

2016年 Cotes du Rhone "Mon Coeur"
赤
750 ml

辛口

商品ID-570327

カシスや濃い目のベリーがぎゅっと詰まっていてハーブやスパイスの清涼感のある香りが全
体を包んでいるイメージです。ミントやローレル、ローズマリー、コリアンダー、ペッパー、ナツ
メグ等。そして獣臭動物園のような香りなめし革や湿った落ち葉、青い葉をつけた木、松の
ような香りもあります。生チョコのような滑らかな渋みと、凝縮した果実味があります。
飲用温度は16℃～18℃
品種：シラー、グルナッシュ、ムールべードル

クロ－ズ・エルミタージュ シレーヌ

750 ml

辛口

商品ID-570386

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”

750 ml

辛口

商品ID-570324

黒胡椒、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%

750 ml

辛口

商品ID-59446

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%

750 ml

辛口

商品ID-58336

黒胡椒、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%

サン・ジョセフ・オフル

750 ml

辛口

商品ID-570326

2019年04月

在庫数:
36本以下

¥4,000

2015年 Saint Joseph Offerus
赤

在庫数:
僅少

¥8,000

2011年 Hermitage Rouge, Farconnet
赤

在庫数:
僅少

¥7,500

2013年 Hermitage Rouge, Farconnet
赤

在庫数:
僅少

¥7,500

2014年 Hermitage Rouge, Farconnet
赤

在庫数:
僅少

¥3,600

2016年 Crozes Hermitage Silene
赤

在庫数:
僅少

さずがコート・デュ・ローヌの名門ジャン・ルイ・シャーヴによるワインは繊細で品格を感じま
す。香りは繊細で華やかでブルベリーや黒胡椒、シナモン、熟した柑橘、鹿肉などの香り、
味わいはスムースでしなやか。果実の旨みと動物的なニュアンスを感じます。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：シラー100%
スペアリブや八角などをつかった中華料理などの肉料理に好く合います。

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee Du Rhone
生産者: J. L. Chave Selection

サン・ジョセフ・オフル

¥4,000

2014年 Saint Joseph Offerus
赤
750 ml

辛口

商品ID-59450

2019年04月

さずがコート・デュ・ローヌの名門ジャン・ルイ・シャーヴによるワインは繊細で品格を感じま
す。香りは繊細で華やかでブルベリーや黒胡椒、シナモン、熟した柑橘、鹿肉などの香り、
味わいはスムースでしなやか。果実の旨みと動物的なニュアンスを感じます。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：シラー100%
スペアリブや八角などをつかった中華料理などの肉料理に好く合います。

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee Du Rhone
生産者: Jean-Louis Chave

輸入元: 株式会社フィネス

ローヌ

La Vallee Du Rhone
ジャン＝ルイ・シャーブ

生産者: Jean-Louis Chave
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

価格(税別）

エルミタージュ ブラン

¥28,000

2015年 Hermitage Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570323

¥26,000

2014年 Hermitage Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-59454

¥26,000

2014年 Hermitage

750 ml

辛口

商品ID-59453

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％

750 ml

辛口

商品ID-59193

2019年04月

在庫数:
僅少

¥26,000

2013年 Hermitage
赤

在庫数:
僅少

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℃

エルミタージュ

赤

在庫数:
僅少

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℃

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％

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee Du Rhone
生産者: Jean-Louis Chave

エルミタージュ

¥26,000

2012年 Hermitage
赤
750 ml

辛口

商品ID-58333

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％

サン・ジョセフ

¥8,500

2014年 Saint Joseph
赤
750 ml

辛口

商品ID-59452

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％

750 ml

辛口

商品ID-58334

2019年04月

在庫数:
僅少

¥8,500

2012年 Saint Joseph
赤

在庫数:
僅少

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％

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Vallee Du Rhone
生産者: Le Vieux Donjon

輸入元: 株式会社フィネス

ローヌ

La Vallee Du Rhone
ル・ヴュー・ドンジョン

生産者: Le Vieux Donjon
シャトーヌフの町外れに居を構える生産者で約15ha（赤14ha、白1ha）の畑を所持しています。1979年に現当主ルシアン氏と妻
のマリー ジョゼ女史が結婚し、どちらの家族も葡萄栽培をしていた為にその葡萄園をひとつに統合しました。LE VIEUX
DONJON（ル ヴュー ドンジョン）とは「古い天守閣」という意味で、ルシアン氏の家から見たシャトーヌフ城跡からヒントを得て名付
けられました。葡萄畑は「Cabrieres（カブリエール）」と「Mont Redon（モン ルドン）」という場所にあり、グルナッシュ、シラー、ムー
ルヴェードル、サンソー、グルナッシュ・ブラン、ルーサンヌ、クレレットなどの品種が植えられています。この地方特有の赤く酸化
した石がゴロゴロしている畑に植えられている葡萄はワインに力強さとコクを与え、砂質土壌の畑に植えられている葡萄は繊細さ
を与えます
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャトーヌフ=デュ=パプ ブラン

¥7,000

2015年 Chateauｎｅｕｆ-ｄｕ-Pape blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-59416

このヴュードンジョンのヌフ デュ パプ ブランはルーサンヌ種の香り豊かで肉厚な香りとまろ
やかさと、クレレット種のフローラルで新鮮な酸味が心地良さが見事に調和しています。
葡萄品種：ルーサンヌ40%、クレーレット60%
飲用温度：12～14℃

シャトーヌフ=デュ=パプ

¥7,000

2014年 Chateauｎｅｕｆ-ｄｕ-Pape
赤
750 ml

辛口

商品ID-59415

2019年04月

在庫数:
僅少

グルナッシュのみのキュヴェ、グルナッシュと他品種を混ぜているキュヴェなど、4つのキュ
ヴェに分けて醸造しており、グルナッシュの力強さとコク、シラーの繊細な酸味、ムール
ヴェードルのアルコールがバランス良く表現されています。
葡萄品種：グルナッシュ75％、シラー10％、ムールヴェードル10％、サンソー5％
飲用温度：16～18℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

Les Vins Doux Naturels
生産者: Moulin De Gassac

France ( フランス )
輸入元: 株式会社フィネス

ヴァン・ド・ナチュレ

Les Vins Doux Naturels
ムーラン・ド・ガサック

生産者: Moulin De Gassac
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

価格(税別）

ミュスカ・ド・ミルヴァル

¥2,500

NV Muscat de Mireval
白
750 ml

甘口

商品ID-58240

2019年04月

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％

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

L'Alsace
生産者: Domaine Trapet Pere et Fils

France ( フランス )
輸入元: 株式会社フィネス

アルザス

L'Alsace
ドメーヌ・トラペ・ペール・エ・フィス

生産者: Domaine Trapet Pere et Fils
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

価格(税別）

アルザス・ゲヴュルツトラミネール・ベブレンハイム

¥3,500

2014年 Alsace Gewurztraminer Beblenheim
白
750 ml

辛口

商品ID-59539

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％

¥3,600

2012年 Alsace Gewurztraminer Beblenheim
白
750 ml

辛口

商品ID-58573

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・ベブレンハイム

750 ml

辛口

商品ID-570457

リースリング種特有の綺麗な酸味と果実風味のバランスとてもよいワインです。繊細で透明
感があり、飲んでいて心地よいワインです。ベブレンハイムの畑は特級ゾンネングランツの下
に位置します。土壌は粘土が少なく、堆積岩が砂に変わった砂質土壌で熱を吸収しやす
く、畑が暑いので葡萄の熟成が他の畑に比べ早いのが特徴です。
葡萄品種：リースリング
飲用温度：8℃～12℃です。

アルザス ピノ・グリ ゾンネングンランツ

750 ml

甘口

商品ID-58245

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％

アルザス・リースリング グラン・クリュ・ショーネンブール

2010年 Alsace Riesling Grand Cru Schoenenbourg
白
750 ml

甘口

商品ID-57558

2019年04月

在庫数:
僅少

¥6,500

2011年 Alsace Pinot Gris Sonnenglanz
白

在庫数:
僅少

¥3,600

2015年 Alsace Riesling Beblenheim
白

在庫数:
僅少

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％

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

¥6,000
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Bruno Desaunay Bissey

France ( フランス )
輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ブリューノ・デゾネ・ビセイ

生産者: Bruno Desaunay Bissey
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

価格(税別）

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
赤
750 ml

辛口

商品ID-58151

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％

ヴォーヌ・ロマネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

750 ml

辛口

商品ID-570502

2019年04月

在庫数:
僅少

¥8,000

2014年 Vosne Romanee VV
赤

¥3,800

香りの第一印象は、繊細でフローラル、中心のベリー、スパイス、わずかに土の香りが加わり
ます。味わいは緻密で女性的な優しさがあります。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度は16℃～18℃
鴨や鶉などのお料理との相性が良いです。

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

-81-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Chateau de la Velle (Bertrand Darviot)

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
シャトー･ド･ラ・ヴェル

（ベルトラン・ダルヴ

生産者: Chateau de la Velle (Bertrand Darviot
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

価格(税別）

ボーヌ・ブラン クロ・デ・モンスニール

2015年 Beaune Blanc Clos des Monsnieres
白
750 ml

辛口

商品ID-570114

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℃

2013年 Beaune Blanc Clos des Monsnieres
白
750 ml

辛口

商品ID-58860

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℃

2009年 Beaune Blanc Clos des Monsnieres
白
750 ml

辛口

商品ID-57562

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℃

ブルゴーニュ･ブラン キュベ・ド・ラ・シャトレヌ

2015年 Bourgogne Blanc Cuvee de la Chatelaine
白
750 ml

辛口

商品ID-570108

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℃

2013年 Bourgogne Blanc Cuvee de la Chatelaine
白
750 ml

辛口

商品ID-58857

2019年04月

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℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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¥5,000
在庫数:
36本以下

¥5,100
在庫数:
36本以下

¥6,100
在庫数:
僅少

¥3,600
在庫数:
36本以下

¥3,600
在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Chateau de la Velle (Bertrand Darviot)

クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ブリュット

¥3,500

NV Cremant de Bourgogne Blanc Brut
白
750 ml

辛口

商品ID-57592

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

ムルソー・1er・レ・カイユレ

¥9,800

2013年 Meursault 1er Cru Les Caillerets
白
750 ml

辛口

商品ID-58859

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℃

ブルゴーニュ・ピノ・ノアール

750 ml

辛口

商品ID-58861

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・ムスー・ルージュ・セック

750 ml

やや甘口

商品ID-570047

2019年04月

在庫数:
120本以下

¥3,400

NV Bourgogne Mousseux Rouge Sec
赤

在庫数:
僅少

¥3,100

2014年 Bourgogne Pinot Noir
赤

在庫数:
僅少

甘みが強いが、通常のスパークリングワインにはない渋みもしっかりあるので飲み飽きしな
い。色を出すために一晩しか浸透させないロゼよりも長い8日間の浸透、残糖分が多いので
セックに分類
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：8～10℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Domaine Alain Mathias

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドメーヌ・アラン・マティアス

生産者: Domaine Alain Mathias
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

価格(税別）

ブルゴーニュ・トネール・ブラン

¥3,200

2015年 Bourgogne Tonnerre Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-59373

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の根を深くまで張る
ことが出来、様々な要素を表現できます。澄んだ黄色、アカシアの花のアロマ、リッチで柔ら
かく、口当たり良くサッパリとした、バランスの良いワインです。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

シャブリ

¥4,400

2017年 Chablis
白
750 ml

辛口

商品ID-570491

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

プティ・シャブリ

750 ml

辛口

商品ID-59372

2019年04月

在庫数:
僅少

¥2,900

2015年 Petit Chablis
白

在庫数:
僅少

柑橘系果実や若い桃のアロマ、フレッシュで清涼感のある酸味豊かで細く綺麗にまとまった
味わいになっています。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

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

-84-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Domaine Meo Camuzet

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドーメーヌ・メオ・カミュゼ

生産者: Domaine Meo Camuzet
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

ワイン名

価格(税別）

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ブラン クロ・サン・フィリベール

¥5,800

2016年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St Philibert
白
750 ml

辛口

商品ID-570320

「Echézeaux」の区画から西に約300m、標高380mの位置に畑があり、広さは約3.5haで東か
ら南東向きの小石が転がる痩せた土地にあります。ほとんどの葡萄の木は1990年代に植え
られたもので、根が地中深くまで伸びていて色々な要素を吸収しています。醗酵、熟成共に
樽で行われ、新鮮な果実味の中にリッチさを与えています。マロンフレーバーが心地良く、
酸味と果実味もしっかりしていて余韻の長いワインです。
飲用温度12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ95％、ピノ・ブラン5％

2016年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St Philibert
白
1500 ml

辛口

商品ID-570408

白
1500 ml

辛口

商品ID-570407

¥13,600

「Echézeaux」の区画から西に約300m、標高380mの位置に畑があり、広さは約3.5haで東か
ら南東向きの小石が転がる痩せた土地にあります。ほとんどの葡萄の木は1990年代に植え
られたもので、根が地中深くまで伸びていて色々な要素を吸収しています。醗酵、熟成共に
樽で行われ、新鮮な果実味の中にリッチさを与えています。マロンフレーバーが心地良く、
酸味と果実味もしっかりしていて余韻の長いワインです。
飲用温度12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ95％、ピノ・ブラン5％

2015年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St Philibert

750 ml

辛口

商品ID-59120

「Echézeaux」の区画から西に約300m、標高380mの位置に畑があり、広さは約3.5haで東か
ら南東向きの小石が転がる痩せた土地にあります。ほとんどの葡萄の木は1990年代に植え
られたもので、根が地中深くまで伸びていて色々な要素を吸収しています。醗酵、熟成共に
樽で行われ、新鮮な果実味の中にリッチさを与えています。マロンフレーバーが心地良く、
酸味と果実味もしっかりしていて余韻の長いワインです。
飲用温度12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ95％、ピノ・ブラン5％

750 ml

辛口

商品ID-57560

「Echézeaux」の区画から西に約300m、標高380mの位置に畑があり、広さは約3.5haで東か
ら南東向きの小石が転がる痩せた土地にあります。ほとんどの葡萄の木は1990年代に植え
られたもので、根が地中深くまで伸びていて色々な要素を吸収しています。醗酵、熟成共に
樽で行われ、新鮮な果実味の中にリッチさを与えています。マロンフレーバーが心地良く、
酸味と果実味もしっかりしていて余韻の長いワインです。
飲用温度12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ95％、ピノ・ブラン5％

2015年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Feusselottes
赤
1500 ml

辛口

商品ID-570410

2019年04月

-85-

在庫数:
僅少

¥41,000

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％

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

在庫数:
僅少

¥5,800

シャルドネ種95%、ピノ ブラン種5%。「Echézeaux」の区画から西に約300m、標高380mの位置
に畑があり、広さは約3.5haで東から南東向きの小石が転がる痩せた土地にあります。ほとん
どの葡萄の木は1990年代に植えられたもので、根が地中深くまで伸びていて色々な要素を
吸収しています。醗酵、熟成共に樽で行われ、新鮮な果実味の中にリッチさを与えていま
す。マロンフレーバーが心地良く、酸味と果実味もしっかりしていて余韻の長いワインです。
飲用温度12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ95％、ピノ・ブラン5％

シャンボール・ミュジニー・レ・フスロット

在庫数:
僅少

¥5,400

2012年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St Philibert
白

在庫数:
僅少

¥13,000

2014年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St Philibert
白

在庫数:
僅少

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Domaine Meo Camuzet

シャンボール・ミュジニー・レ・フスロット

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Feusselottes
赤
1500 ml

辛口

商品ID-570409

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％

クロ・ド・ヴジョ

750 ml

辛口

商品ID-570505

¥33,000

2013年 Corton Grand Cru Clos Rognet

750 ml

辛口

商品ID-58636

¥38,000

2016年 Corton Grand Cru Les Perrieres

750 ml

辛口

商品ID-570506

在庫数:
僅少

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％

コルトン・グラン・クリュ・レ・ペリエール

赤

在庫数:
僅少

クロ ド ヴジョ城に隣接する場所に約3haの広さを所有しています。樹齢が90年近くになるも
のが全体の40%もあり、その他も1960年代に植えられたものなど、古木が大多数を占めま
す。土の深さは40㎝程しかなく、葡萄の根はその下にある母岩を突き抜けて伸びており、
様々な要素を土壌から吸収しています。繊細さと複雑さを兼ね添え、とても余韻が長くエレ
ガントなワインです。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％

コルトン・グラン・クリュ・クロ・ロニェ

赤

2009年ヴィンテージが初リリースの新しいドメーヌ物。東～南東向きの畑で広さ0.68ha、1953
～54年に植えられたかなり古木で葡萄の粒は小さく凝縮しています。区画の名前通り石が
多い畑で土壌に対する石の割合は約50％、石灰岩、珪石の欠片がたくさんあります。緩や
かな斜面の畑で熟したサクランボのアロマが広がり、たっぷりとした味わいですがアフターは
タニックで典型的なコルトンです。
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・プルミエクリュ・オー・ブドー

2016年 Nuits St Georges 1er cru Aux Boudots

750 ml

在庫数:
僅少

辛口

商品ID-570509

深い色調がとても凝縮したワインであろうことを予感させる。フランボワーズやサクランボの甘
い香り、スモーク香、ローズマリーのような香りと様々なアロマが感じられる。味わいは驚くほ
どまとまっており、計り知れないポテンシャルを感じさせる。一貫してバランスが素晴らしく、
余韻のストラクチャーも決してタニックではない。熟成過程で固くなってしまう時期もあるだろ
うが、2024年頃になれば素晴らしい状態になっているだろう
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエクリュ・オー・ミュルジェ

2016年 Nuits St Georges 1er cru Aux Murgers

¥23,000

【ジャン・二コラ・メオ氏のコメント】
赤
750 ml

辛口

商品ID-570510

2019年04月

在庫数:
僅少

¥23,000

【ジャン・二コラ・メオ氏のコメント】
赤

在庫数:
僅少

¥42,000

2016年 Clos de Vougeot
赤

¥39,000

ブルーベリージャムを連想させるような熟した黒い果実のアロマがとても豊か。口当たりはオ
イリーで濃密かつ慎み深さもあり、程良い甘旨味も感じられる。繊細で柔らかくとても魅力的
なワインで余韻の酸味とストラクチャーが決して軽いワインではないことを証明している。まだ
ニュイ サン ジョルジュらしい力強さが前面に出ており、もう少しチャーミングな飲みやすさを
出したいので2023年まで待つ必要があるだろう。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

-86-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Domaine Trapet Pere et Fils

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドメーヌ・トラペ・ペール・エ・フィス

生産者: Domaine Trapet Pere et Fils
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

価格(税別）

ブルゴーニュ・ブラン

¥4,100

2013年 Bourgogne Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-58634

在庫数:
僅少

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％

ブルゴーニュ・パストゥグラン "ア・ミニマ"

¥3,600

2013年 Bourgogne Passetoutgrain "A Minima"
赤
750 ml

辛口

商品ID-58633

ジュヴレ・シャンベルタン・オストレア

¥10,600

2014年 Gevrey Chambertin Ostrea
赤
750 ml

辛口

商品ID-59574

2019年04月

在庫数:
120本以下

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。

畑の広さは約5.2haで、骨格を力強さを与える「En Deree」、凝縮感を与える「Champerrier」、
色調と肉厚さ、風味を与える「Closde Combe」、余韻を与える「La Petite Jouise」、繊細さを
与える「Vigne Belle」などの区画の葡萄をアサンブラージュして造られます。タンニンと果実
味が豊かでストラクチャーがしっかりしており、肉厚なイメージのワインです。「OSTREA」は化
石の名前から取っています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

-87-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Fontaine Gagnard

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
フォンテーヌ・ガニャール

生産者: Fontaine Gagnard
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

価格(税別）

バタール・モンラッシェ

¥40,000

2016年 Batard Montrachet
白
750 ml

辛口

商品ID-570624

洋梨、桃、バター、白や黄色・オレンジの花の香り、それらが段階にではなく、一つの面とし
て一気に押し寄せてきます。非常に力強く、クリオ・バタールとは対照的。ワイン全体に熱量
があり、芳醇で肉厚なワイン。バターやフォンをしっかり使ったクラシカルなフレンチと合わせ
てみたい。肉の脂とも相性が良かったので、鴨やピジョンのパイ包みは絶品でしょう。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ・レ・ヴェルジェ

2016年 Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers
白
750 ml

辛口

商品ID-570630

ミントやライムの様なグリーンノートが強く、とても凝縮した香りがあります。魚介系の硬質でク
リアなミネラル、洋ナシの優しい蜜っぽさの後に、最後にライムの皮の様な風味が抜けてい
きます。凛とした女性のようなイメージのワイン。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2015年 Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers
白
750 ml

辛口

商品ID-570202

ミントやライムの様なグリーンノートが強く、とても凝縮した香りがあります。魚介系の硬質でク
リアなミネラル、洋ナシの優しい蜜っぽさの後に、最後にライムの皮の様な風味が抜けてい
きます。凛とした女性のようなイメージのワイン。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2014年 Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers
白
750 ml

辛口

商品ID-59472

塩味を感じるようなミネラル旨味、ストラクチャーもしっかりしていて、よりフレッシュで溌剌とし
た酸味。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ･クリュ・クロ・デ・ミュレ

2016年 Chassagne Montrachet 1er cru Clos Des Murees
白
750 ml

辛口

商品ID-570631

一番の特徴は、香りの中に他の畑には無い肉質の脂の香りがあること。この要素と牛肉との
相性が良く、ローストビーフと一緒に飲むと、牛肉の脂の香りが甘く広がり、口の中に優しく
広がります。酸とミネラルがしなやかで、シャープですっきりとした味わいです。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

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

2016年 Chassagne Montrachet 1er Cru La Boudriotte blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570628

張りのある酸とミネラル、鉄分の様な要素もあり、しっかりとした構成のワイン。香りには、レモ
ン、バター、そしてわずかに海苔のような風味も感じられます。バターを使った料理との相性
は良く、キッシュのような料理がお薦め。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2015年 Chassagne Montrachet 1er Cru La Boudriotte blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570197

2019年04月

張りのある酸とミネラル、鉄分の様な要素もあり、しっかりとした構成のワイン。香りには、レモ
ン、バター、そしてわずかに海苔のような風味も感じられます。バターを使った料理との相性
は良く、キッシュのような料理がお薦め。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

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

-88-

在庫数:
僅少

¥11,500
在庫数:
僅少

¥12,000
在庫数:
僅少

¥10,600
在庫数:
僅少

¥11,500
在庫数:
僅少

¥11,500
在庫数:
僅少

¥12,000
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Fontaine Gagnard

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

2014年 Chassagne Montrachet 1er Cru La Boudriotte blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-59468

2016年 Chassagne Montrachet 1er cru La Maltroie

750 ml

辛口

商品ID-570632

750 ml

辛口

商品ID-570204

750 ml

辛口

商品ID-59471

2016年 Chassagne montrachet 1er cru La Romanee

750 ml

辛口

商品ID-570626

バラのエッセンス、洋梨、桃、カリンといった果実の熟した蜜の香りと味わい、飲んでいくと、
何か暖かい存在に心を優しく包みまれるような感覚に誘われます。隙が無く、味わい・ミネラ
ル共に凝縮感ときめ細かさが他のプルミエ・クリュを凌駕しております。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2015年 Chassagne montrachet 1er cru La Romanee
白
750 ml

辛口

商品ID-570195

バラのエッセンス、洋梨、桃、カリンといった果実の熟した蜜の香りと味わい、飲んでいくと、
何か暖かい存在に心を優しく包みまれるような感覚に誘われます。隙が無く、味わい・ミネラ
ル共に凝縮感ときめ細かさが他のプルミエ・クリュを凌駕しております。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ･クリュ･レ・カイユレ

2016年 Chassagne Montrachet 1er cru Les Caillerets
白
750 ml

辛口

商品ID-570627

レモンやグレープフルーツの柑橘系の香りが、グラスの中からどんどんと外に広がっていき
ます。石灰系の粒の細かいミネラル、酸も繊細でしなやか、果実のエキスも程よく、まるでワ
インそのものに質量という概念が存在しないような軽やかさがあり、優美で美しいワイン。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2015年 Chassagne Montrachet 1er cru Les Caillerets
白
750 ml

辛口

商品ID-570196

レモンやグレープフルーツの柑橘系の香りが、グラスの中からどんどんと外に広がっていき
ます。石灰系の粒の細かいミネラル、酸も繊細でしなやか、果実のエキスも程よく、まるでワ
インそのものに質量という概念が存在しないような軽やかさがあり、優美で美しいワイン。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2014年 Chassagne Montrachet 1er cru Les Caillerets
白
750 ml

辛口

商品ID-59470

2019年04月

¥12,000
在庫数:
僅少

¥10,600

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・ロマネ

白

在庫数:
僅少

少し青みがかった柚子の様な柑橘系の香り、熟した桃と洋梨の香りと果実味、オリーブオイ
ルのオイリーさとグリーンの要素もあり、紫蘇との相性が良い。クリアで角が無く、円やかな味
わいでバランスが良い。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2014年 Chassagne Montrachet 1er cru La Maltroie
白

¥11,500

少し青みがかった柚子の様な柑橘系の香り、熟した桃と洋梨の香りと果実味、オリーブオイ
ルのオイリーさとグリーンの要素もあり、紫蘇との相性が良い。クリアで角が無く、円やかな味
わいでバランスが良い。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2015年 Chassagne Montrachet 1er cru La Maltroie
白

在庫数:
僅少

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％

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

白

¥10,600

樹齢は約45年で、畑の面積は56アールです。畑はゆるやかな斜面になっており、表面は白
土で覆われ、その下に粘土が堆積しています。ミネラルが豊富でごく軽い苦味もあり、酸も
しっかりしていてやや鋭角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％

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

-89-

在庫数:
僅少

¥17,000
在庫数:
僅少

¥17,000
在庫数:
僅少

¥14,500
在庫数:
僅少

¥14,500
在庫数:
僅少

¥13,100
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Fontaine Gagnard

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ･クリュ･レ・カイユレ

2013年 Chassagne Montrachet 1er cru Les Caillerets
白
750 ml

辛口

商品ID-58850

樹齢は約45年で、畑の面積は56アールです。畑はゆるやかな斜面になっており、表面は白
土で覆われ、その下に粘土が堆積しています。ミネラルが豊富でごく軽い苦味もあり、酸も
しっかりしていてやや鋭角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％

2010年 Chassagne Montrachet 1er cru Les Caillerets
白
750 ml

辛口

商品ID-59188

樹齢は約45年で、畑の面積は56アールです。畑はゆるやかな斜面になっており、表面は白
土で覆われ、その下に粘土が堆積しています。ミネラルが豊富でごく軽い苦味もあり、酸も
しっかりしていてやや鋭角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％

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ･クリュ･モルジョ

2015年 Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot
白
750 ml

辛口

商品ID-570201

香りはレモンやオレンジの皮の様な柑橘系の香りが中心だが、香りの成分の中に魚介系の
ミネラルの風味があり、香りを嗅いでいると、海の目の前に立っているような錯覚を覚えま
す。口に含んだ瞬間は瑞々しく軽やか、その後の味わいのベースは洋梨の蜜っぽさと魚介
系のミネラルがしっかりと感じられます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2014年 Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot
白
750 ml

辛口

商品ID-59467

フレッシュな柑橘類、未熟から中庸な熟度を感じさせる香り。アルコール感、リキュール感が
あり、カリンのようなニュアンスもある。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％

2013年 Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot
白
750 ml

辛口

商品ID-58848

フレッシュな柑橘類、未熟から中庸な熟度を感じさせる香り。アルコール感、リキュール感が
あり、カリンのようなニュアンスもある。
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･モルジョ ブラン

2016年 Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570629

香りはレモンやオレンジの皮の様な柑橘系の香りが中心だが、香りの成分の中に魚介系の
ミネラルの風味があり、香りを嗅いでいると、海の目の前に立っているような錯覚を覚えま
す。口に含んだ瞬間は瑞々しく軽やか、その後の味わいのベースは洋梨の蜜っぽさと魚介
系のミネラルがしっかりと感じられます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン

750 ml

辛口

商品ID-570633

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％

750 ml

辛口

商品ID-58846

2019年04月

¥8,800
在庫数:
僅少

¥12,000
在庫数:
僅少

¥10,600
在庫数:
僅少

¥11,100
在庫数:
僅少

¥11,500
在庫数:
僅少

在庫数:
僅少

¥8,600

2013年 Chassagne Montrachet Blanc
白

在庫数:
僅少

¥8,500

2016年 Chassagne Montrachet Blanc
白

¥13,100

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％

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

-90-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Fontaine Gagnard

クリオ・バタール・モンラッシェ

¥40,000

2016年 Criots Batard Montrachet
白
750 ml

辛口

商品ID-570625

白ワインのなかで世界の最高峰はMonrachet(モンラシェ）であることは万人が認めるところで
ありますが、その隣のCriots Batard Montrachet（クリオ・バタール・モンラシェ）は究極の透
明感と純粋性を表現したワインといえるでしょう。ピュアで淡水に近い綺麗で硬質なミネラ
ル、ハイトーンな酸、ベースにグリーンノート、白い花、そして、あらゆる柑橘系のアロマが感
じられます。最高峰の気品がありながら、どこか懐かしさもあり、無駄な部分を削ぎ落したよう
な、非常にクリアなワインです。そこに表現される世界観は、懐石料理にみられる品格の世
界に通じています。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

¥40,000

2015年 Criots Batard Montrachet
白
750 ml

辛口

商品ID-570194

750 ml

辛口

商品ID-58852

¥36,000

¥88,100

2013年 Montrachet

750 ml

辛口

商品ID-58854

畑の面積は７.81アールで土壌は泥灰土と粘土質から構成され、南東向きで日当たりがとて
も良い区画です。非常にオイリーで濃厚、凝縮した果実味とミネラルと酸が混在しています。
飲用温度：12℃～14℃
葡萄品種：シャルドネ100％

ポマール・レ・リュジアン

750 ml

辛口

商品ID-570187

2019年04月

在庫数:
僅少

¥12,600

2015年 Pommard Les Rugiens
赤

在庫数:
僅少

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％

モンラッシェ

白

在庫数:
僅少

白ワインのなかで世界の最高峰はMonrachet(モンラシェ）であることは万人が認めるところ
でありますが、その隣のCriots Batard Montrachet（クリオ・バタール・モンラシェ）は究極の
透明感と純粋性を表現したワインといえるでしょう。ピュアで淡水に近い綺麗で硬質なミネラ
ル、ハイトーンな酸、ベースにグリーンノート、白い花、そして、あらゆる柑橘系のアロマが感
じられます。最高峰の気品がありながら、どこか懐かしさもあり、無駄な部分を削ぎ落したよう
な、非常にクリアなワインです。そこに表現される世界観は、懐石料理にみられる品格の世
界に通じています。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

2013年 Criots Batard Montrachet
白

在庫数:
僅少

粘度質土壌から果実味豊かでタンニンのしっかりとした力強い味わいのワインを造り出す
リュジアン。フォンテーヌ・ガニャールが所有する畑の中で最も力強く骨格のしっかりとしたワ
インが造られています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

-91-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Franck Juillard

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
フランク・ジュイヤール

生産者: Franck Juillard
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

ワイン名

価格(税別）

ブルゴーニュ・ブラン

¥2,600

2013年 Bourgogne Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-58480

2019年04月

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％

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

-92-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Francois Jeanniard

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
フランソワ・ジャニアール

生産者: Francois Jeanniard
コルトンの丘の麓にある、ペルナン ヴェルジュレス村にあるこのドメーヌは現当主であるフランソワーズ アルペランジュ女史で4
代目になります。アロース コルトンとペルナン ヴェルジュレスに僅か2.5haの畑を所有する、とても小さな家族経営の造り手で、
植物学に基づいて畑の耕作や手入れをしっかり行い、除草剤も使わずにとてもナチュラルな葡萄を作っています。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ペルナン・ヴェルジュレス･ブラン

¥5,600

2016年 Pernand Vergelesses Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570489

所有畑は南東向きの急斜面で日当たりがとても良い「Les Pins（レ パン）」という区画と同じく
南東向きの斜面ですが標高がやや低い「Es Lerret et Vignes Blanches（エ レレ エ ヴィー
ニュ ブランシュ）」の2区画にあります。葡萄の木は樹齢65年にもなる古木でとても凝縮した
葡萄が出来ます。青りんごやミントのアロマ、繊細ながらしっかりとした甘旨味ときれいな酸
味、ミネラルがあり、余韻も長く楽しめます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

¥5,000

2014年 Pernand Vergelesses Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570503

所有畑は南東向きの急斜面で日当たりがとても良い「Les Pins（レ パン）」という区画と同じく
南東向きの斜面ですが標高がやや低い「Es Lerret et Vignes Blanches（エ レレ エ ヴィー
ニュ ブランシュ）」の2区画にあります。葡萄の木は樹齢65年にもなる古木でとても凝縮した
葡萄が出来ます。青りんごやミントのアロマ、繊細ながらしっかりとした甘旨味ときれいな酸
味、ミネラルがあり、余韻も長く楽しめます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ペルナン・ヴェルジュレス・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

2012年 Pernand Vergelesses Rouge Vieilles Vignes
赤
750 ml

辛口

商品ID-570488

2019年04月

在庫数:
僅少

所有畑は南東向きの急斜面で日当たりと風通しが良く繊細なテロワールを持つ「Les Pins
（レ パン）」という区画と1級畑に囲まれたなだらかな斜面で複雑さを表現する「LesBoutieres
（レ ブティエール）」の2区画にあり、樹齢60年以上の古木になります。濃厚な果実味と繊細
な酸味、タンニンがバランスよく混在していて深みのある味わいになっています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

-93-

在庫数:
僅少

¥5,400
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Gagnard Delagrange

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ガニャール・ドラグランジュ

生産者: Gagnard Delagrange
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

価格(税別）

シャサーニュ・モンラッシェ・ルージュ

¥5,000

2014年 Chassagne Montrachet Rouge
赤
750 ml

辛口

商品ID-570490

2019年04月

1級畑の「ClosSaint-Jean（クロサンジャン）」と「Morgeot（モルジョ）」をアサンブラージュして
造られるワインで、しなやかなタンニンと果実味、酸味のバランスが良く、早くからでも楽しめ
ますが、15年ほど経つと湿った革のような香りと良く熟した苺のような果実味、酸味、なめら
かなタンニンに変化し、熟成も楽しめるワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Guy Breton

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ギィ・ブルトン

生産者: Guy Breton
マルセル ラピエール氏の下でワイン造りの手伝いをしていたギイ ブルトン氏は1987年から自分でワイン造りを始めました。ブル
トン家はギイ氏の祖父の代からワインを造っていましたが、両親は別の仕事をしていたため、その間は他の方にワイン造りを依頼
していました。しかしその方が事故で他界した為、マルセル氏の薦めもあって、現当主のギイ氏がワイン造りを継ぐことになりまし
た。現在はモルゴンを中心に約7haの畑を所有しています。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

モルゴン ヴィエイユ・ヴィーニュ

¥4,500

2015年 Morgon Vieilles Vignes
赤
750 ml

辛口

商品ID-570080

ガメイの特徴であるイチゴキャンディとブルーベリーのニュアンスがしっかりと感じられる。酒
質が強くしっかりとしたストラクチャーがあり、自然派特有の酵母のニュアンスもあります。15
年は例年よりアルコール度数が高く、肉厚でしっかりとした味わい。
飲用温度：15℃～17℃
葡萄品種：ガメイ100％

¥4,400

2014年 Morgon Vieilles Vignes
赤
750 ml

辛口

商品ID-570128

2019年04月

在庫数:
僅少

ガメイの特徴であるイチゴキャンディとブルーベリーのニュアンスがしっかりと感じられる。酒
質が強くしっかりとしたストラクチャーがあり、自然派特有の酵母のニュアンスもあります。14
年は柔らかな酸味が豊かで果実味とのバランスが良く飲みやすい。
飲用温度：15℃～17℃
葡萄品種：ガメイ100％

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

-95-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Henri Gouges

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
アンリ・グージュ

生産者: Henri Gouges
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

価格(税別）

ブルゴーニュ・ピノ・ブラン

¥6,000

2016年 Bourgogne Pinot Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570482

ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ペリエール・ブラン

2016年 Nuits St Georges Les Perrieres Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570518

750 ml

辛口

商品ID-570075

¥20,000

グージュ家の畑で1936年に発見されたピノ・ノワール種の白い突然変異種（ピノ・グージュ）
からの白ワイン。タッチは力強く引き締まりがあるが、アロマ豊かでアフターに旨味が広がる。
葡萄品種：ピノ・ブラン（ピノ・グージュ）
飲用温度：12～14℃

2014年 Nuits St Georges Les Perrieres Blanc
白

在庫数:
36本以下

「ニュイ・サン・ジョルジュ1er Cruラ・ペリエール」の葡萄から選りすぐられたものを挿し木して
植えられており、樹齢は約30年になります。オートコート ド ニュイに近い丘の頂上付近の標
高370mの場所に畑があり、土壌は小石混じりの少し深い粘土石灰質になっています。ステ
ンレスタンクで醸造、前年に「ペリエール」の熟成に使用した新樽を翌年に1年樽として使用
し、約6ヶ月間熟成させます。タッチは力強く引き締まりがありますが、アロマ豊かでアフター
に旨味が広がる真っ直ぐなわかりやすいキャラクターのワインになっています。
葡萄品種：ピノ・ブラン
飲用温度12～14℃

¥16,500

グージュ家の畑で1936年に発見されたピノ・ノワール種の白い突然変異種（ピノ・グージュ）
からの白ワイン。タッチは力強く引き締まりがあるが、アロマ豊かでアフターに旨味が広がる。
葡萄品種：ピノ・ブラン（ピノ・グージュ）
飲用温度：12～14℃

ブルゴーニュ・ルージュ

750 ml

辛口

商品ID-570554

2014年 Nuits Saint Georges 1er Cru Les Chenes Carteaux

750 ml

辛口

商品ID-570516

750 ml

商品ID-570517

所有畑の総面積は約4haで南側の「Belle Croix（ベル クロワ）」「Les Fleurières（レ フルリ
エール）」「Les Brûlées（レ ブリュレ）」「Les Chaliots（レ シャリオ）」等、1級に隣接する数区画
の葡萄を最初からアサンブラージュして造られます。1級には及ばないものの、果実味と酸
味が豊かでタンニンもしっかりしており、余韻と味わいの強さがある典型的なニュイ サン ジョ
ルジュのワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ クロ・デ・ポレ・サン・ジョルジュ

2016年 Nuits St Georges 1er Cru Clos des Porrets Saint Georges
赤
750 ml

辛口

商品ID-570553

2019年04月

在庫数:
僅少

¥11,000

2014年 Nuits St Georges
辛口

¥13,000

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

赤

在庫数:
僅少

2区画の畑のアッサンブラージュで国道74号線を挟んでクロ・デ・ポレの真東にあります。果
実味、酸、タンニンのバランスがとれていて長熟にも耐えられる力をもっています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

赤

在庫数:
僅少

¥6,500

2016年 Bourgogne Rouge
赤

在庫数:
僅少

アンリ・グージュの単独所有畑。レ・サンジョルジュと同様粘土質土壌で、東向きの日当たり
の良い場所からは逞しく骨格のあるパワフルなワインを生み出します。平均樹齢30年で、区
画の一部は樹齢70年で若木とのアッサンブラージュによって良いバランスが生まれます。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

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

¥15,100
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Henri Gouges

ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ クロ・デ・ポレ・サン・ジョルジュ

2014年 Nuits St Georges 1er Cru Clos des Porrets Saint Georges
赤
750 ml

辛口

商品ID-570515

750 ml

辛口

商品ID-59182

2014年 Nuits St Georges 1er Cru les Pruliers

750 ml

辛口

商品ID-570552

750 ml

辛口

商品ID-570551

750 ml

商品ID-59183

2019年04月

在庫数:
僅少

¥14,000
在庫数:
僅少

¥10,500

2011年 Nuits St Georges Les Chaignots
辛口

¥13,000

畑の広さは約1.8haでボーヌ側に位置し、標高の高い所の土壌は石灰質が多くミネラルが豊
富で、低い所は粘土質が多く味わいに深みを与えます。また、樹齢15年の若木と最高で樹
齢70年にもなる古木をアサンブラージュして造ることで新鮮さとミネラル、獣肉のような野性
的な果実味と凝縮感を表現しています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ニュイ･サン･ジョルジュ・レ・シェニョ

赤

在庫数:
僅少

畑の広さは約1.8haでボーヌ側に位置し、標高の高い所の土壌は石灰質が多くミネラルが豊
富で、低い所は粘土質が多く味わいに深みを与えます。また、樹齢15年の若木と最高で樹
齢70年にもなる古木をアサンブラージュして造ることで新鮮さとミネラル、獣肉のような野性
的な果実味と凝縮感を表現しています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

2013年 Nuits St Georges 1er Cru les Pruliers
赤

¥10,500

アンリ・グージュの単独所有畑。レ・サンジョルジュと同様粘土質土壌で、東向きの日当たり
の良い場所からは逞しく骨格のあるパワフルなワインを生み出します。平均樹齢30年で、区
画の一部は樹齢70年で若木とのアッサンブラージュによって良いバランスが生まれます。
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・プリュリエ

赤

在庫数:
僅少

アンリ・グージュの単独所有畑。レ・サンジョルジュと同様粘土質土壌で、東向きの日当たり
の良い場所からは逞しく骨格のあるパワフルなワインを生み出します。平均樹齢30年で、区
画の一部は樹齢70年で若木とのアッサンブラージュによって良いバランスが生まれます。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

2011年 Nuits St Georges 1er Cru Clos des Porrets Saint Georges
赤

¥13,000

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％

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Jean-Marie Bouzereau

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドメーヌ・ジャン・マリー・ブズロー

生産者: Jean-Marie Bouzereau
ブズロー家はムルソーで10世代以上の長きに渡って葡萄栽培を続けている生産者で現当主ジャン マリー氏はボーヌの醸造学
校を卒業後、アメリカとオーストラリアのワイナリーで研修を行って経験と見識を積み、1994年にドメーヌに参入しました。
彼には2人の祖父がいてそれぞれムルソーとヴォルネーの葡萄栽培家だったので、その畑を引き継いでヴォルネー、ポマール、
ボーヌの赤ワインを、ムルソー、ピュリニーの白ワインを造っており、現在は9ｈａの畑を所有しています。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ブルゴーニュ・シャルドネ

¥3,600

2015年 Bourgogne Chardonnay
白
750 ml

辛口

柑橘系の果実味とミネラル、肉厚で丸みがあるたっぷりとした味わい。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

商品ID-570130

2019年04月

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Lucien Boillot

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ルシアン・ボワイヨ

生産者: Lucien Boillot
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

価格(税別）

ブルゴーニュ・ルージュ

¥4,600

2015年 Bourgogne Rouge
赤
750 ml

辛口

商品ID-570107

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％

ジュヴレ・シャンベルタン

¥8,500

2015年 Gevrey Chambertin
赤
750 ml

辛口

商品ID-570079

葡萄の平均樹齢は約50年で国道74号線に隣接する畑を中心に約10区画、合計約4haの畑
で採れた葡萄を3つのキュヴェに分けて醸造し、最終的にアサンブラージュして作られま
す。輝きのある色調でタンニンが柔らかく、エレガントで透明感のあるワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

ヴォルネ

750 ml

辛口

商品ID-570077

2019年04月

在庫数:
僅少

¥7,500

2015年 Volnay
赤

在庫数:
僅少

樹齢60年以上になる葡萄が植えられている、広さ約2haの畑はヴォルネーの外れにある
「LesGrandsPoisots（レグランポワゾ）」の区画にあります。この区画はポマールに近いことも
あってタンニンの質が良く、果実味も豊かでミネラルの豊富なワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Marquis D'Angerville

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
マルキ・ダンジュルヴィル

生産者: Marquis D'Angerville
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

価格(税別）

ブルゴーニュ・パストゥグラン

¥4,600

2016年 Bourgogne Passetoutgrain
赤
750 ml

辛口

商品ID-570524

在庫数:
僅少

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％

¥4,100

2013年 Bourgogne Passetoutgrain
赤
750 ml

辛口

商品ID-58647

ポマール・プルミエ・クリュ・コンブ・ドゥシュ

¥14,500

2013年 Pommard １er Cru Combes Dessus
赤
750 ml

辛口

商品ID-59198

¥21,000

2016年 Volnay 1er Cru Champans

750 ml

辛口

商品ID-570522

「シャンパン」とは畑が斜めになっている、という意味です。樹齢は約35年で東西に伸びる2
つの区画を所有しており、広さは約4haになります。ヴォルネイの1級の中では赤土が多く、
痩せた区画で低地では砂利が多い粘土質で高地になるにつれて岩肌が露わになりゴツゴ
ツした石灰質土壌になります。石灰質土壌からくる繊細さとミネラル風味、粘土質からくる力
強さとボリュームの調和が取れていてヴォルネーのキャラクターを1番良く表現しているワイン
です。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％

ヴォルネ・1er・クロ・デ・アングル

750 ml

辛口

商品ID-570422

ピノ ノワール種100%。「Angle＝角」の名の通り、角にある区画で三角形の形をしている、広
さ約0.5haの傾斜がほとんどない区画です。2008年が初の単独区画での瓶詰めで以前は
ヴォルネー1級として別の区画の物と混ぜて醸造されていました。樹齢50年ほどの木から造
られるワインはとても繊細でデリケート、ピノ ノワールのエレガントさが良く出ています。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％

750 ml

辛口

商品ID-570421

2019年04月

在庫数:
僅少

¥14,000

2014年 Volnay 1er Cru Clos Des Angles
赤

在庫数:
僅少

¥14,000

2015年 Volnay 1er Cru Clos Des Angles
赤

在庫数:
僅少

ピノ ノワール種100%。1級に格付けされている区画に約0.38haの広さを所有しています。こ
のドメーヌでは質の良いヴィラージュ物を作る為に敢えて格を下げて瓶詰しています。タン
ニン豊富で力強く、ポマールらしさが出ているワインです。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％

ヴォルネ・プルミエ・クリュ・シャンパン

赤

在庫数:
僅少

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％

ピノ ノワール種100%。「Angle＝角」の名の通り、角にある区画で三角形の形をしている、広
さ約0.5haの傾斜がほとんどない区画です。2008年が初の単独区画での瓶詰めで以前は
ヴォルネー1級として別の区画の物と混ぜて醸造されていました。樹齢50年ほどの木から造
られるワインはとても繊細でデリケート、ピノ ノワールのエレガントさが良く出ています。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Marquis D'Angerville

ヴォルネ・1er・クロ・デ・アングル

¥15,000

2013年 Volnay 1er Cru Clos Des Angles
赤
750 ml

辛口

商品ID-59185

ピノ ノワール種100%。「Angle＝角」の名の通り、角にある区画で三角形の形をしている、広
さ約0.5haの傾斜がほとんどない区画です。2008年が初の単独区画での瓶詰めで以前は
ヴォルネー1級として別の区画の物と混ぜて醸造されていました。樹齢50年ほどの木から造
られるワインはとても繊細でデリケート、ピノ ノワールのエレガントさが良く出ています。
飲用温度16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％

ヴォルネ・プルミエ・クリュ クロ・デ・デュック

¥28,000

2016年 Volnay 1er Cru Clos des Ducs
赤
750 ml

辛口

商品ID-570520

2.15haのこの畑はダンジェルヴィルが単独所有するモノポールで、南東向きのきつい斜面
で、土壌のチョーク質が極めて強く、そのさらに上の斜面から流出した土石がたまり理想的
な条件が整い、ヴォルネイ最上の畑とも言われています。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

750 ml

辛口

商品ID-570418

ヴォルネイの3大生産者、ダンジェルヴィル。2.15haのこの畑はダンジェルヴィルが単独所有
するモノポールで、南東向きのきつい斜面で、土壌のチョーク質が極めて強く、そのさらに
上の斜面から流出した土石がたまり理想的な条件が整い、ヴォルネイ最上の畑とも言われ
ています。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

750 ml

辛口

商品ID-59197

ヴォルネイの3大生産者、ダンジェルヴィル。2.15haのこの畑はダンジェルヴィルが単独所有
するモノポールで、南東向きのきつい斜面で、土壌のチョーク質が極めて強く、そのさらに
上の斜面から流出した土石がたまり理想的な条件が整い、ヴォルネイ最上の畑とも言われ
ています。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

ヴォルネ・プルミエ・クリュ クロ・デ・デュック 【マグナム】

2014年 Volnay 1er Cru Clos des Ducs 【Magnum】
赤
1500 ml

辛口

商品ID-570426

2.15haのこの畑はダンジェルヴィルが単独所有するモノポールで、南東向きのきつい斜面
で、土壌のチョーク質が極めて強く、そのさらに上の斜面から流出した土石がたまり理想的
な条件が整い、ヴォルネイ最上の畑とも言われています。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

ヴォルネー・1er・フレミエ

750 ml

辛口

商品ID-570523

ヴォルネー（村名）のフレミの畑から産出されるワインは、白胡椒や根セロリのようなスパイ
シーなニュアンスをいつも感じさせます。ベリー、オールド・ローズや土の香り、口に含むと
ベリーの綺麗な酸味と旨味が心地よくスムースに流れていきます。クラシックなスタイルで、
ヴォルネー特有の優しさが表現されています。
ヴォルネーのワインに魅了されてブルゴーニュワインのファンになる人がいるほど、ブルゴー
ニュワイン特有の繊細さ、優美さを表現しています。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度は16℃～18℃
鴨のお料理との相性が良いです。

750 ml

辛口

商品ID-570420

2019年04月

¥46,000
在庫数:
僅少

在庫数:
僅少

¥15,000

2015年 Volnay 1er Cru Fremiets
赤

在庫数:
僅少

¥16,000

2016年 Volnay 1er Cru Fremiets
赤

在庫数:
僅少

¥24,000

2013年 Volnay 1er Cru Clos des Ducs
赤

在庫数:
僅少

¥22,000

2014年 Volnay 1er Cru Clos des Ducs
赤

在庫数:
僅少

ヴォルネー（村名）のフレミの畑から産出されるワインは、白胡椒や根セロリのようなスパイ
シーなニュアンスをいつも感じさせます。ベリー、オールド・ローズや土の香り、口に含むと
ベリーの綺麗な酸味と旨味が心地よくスムースに流れていきます。クラシックなスタイルで、
ヴォルネー特有の優しさが表現されています。
ヴォルネーのワインに魅了されてブルゴーニュワインのファンになる人がいるほど、ブル
ゴーニュワイン特有の繊細さ、優美さを表現しています。
飲用温度は16℃～18℃
鴨のお料理との相性が良いです。

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Marquis D'Angerville

ヴォルネー・1er・フレミエ

¥14,000

2014年 Volnay 1er Cru Fremiets
赤
750 ml

辛口

商品ID-570419

ヴォルネー（村名）のフレミの畑から産出されるワインは、白胡椒や根セロリのようなスパイ
シーなニュアンスをいつも感じさせます。ベリー、オールド・ローズや土の香り、口に含むと
ベリーの綺麗な酸味と旨味が心地よくスムースに流れていきます。クラシックなスタイルで、
ヴォルネー特有の優しさが表現されています。
ヴォルネーのワインに魅了されてブルゴーニュワインのファンになる人がいるほど、ブル
ゴーニュワイン特有の繊細さ、優美さを表現しています。
飲用温度は16℃～18℃
鴨のお料理との相性が良いです。

ヴォルネ・プルミエ・クリュ・タイユピエ

¥21,000

2016年 Volnay 1er Cru Taillepieds
赤
750 ml

辛口

商品ID-570521

2019年04月

在庫数:
僅少

鋭く尖った、骨のような砂利が多い区画で約1.07ha所有しています。「タイユピエ」の名前の
由来は、畑に尖った石が多く、昔働いていた農民の靴がすぐに擦り切れてしまったことから
「taille(タイユ）＝切断」：「pied(ピエ)＝足」と呼ばれるようになりました。樹齢は約40年で、非
常に痩せている土地を象徴するかのように繊細で、余韻が長くストレートな、気品溢れるワイ
ンです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

-102-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Meo Camuzet Frere et Soeur

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
メオ・カミュゼ・フレール・エ・スール

生産者: Meo Camuzet Frere et Soeur
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

ワイン名

価格(税別）

ブルゴーニュ・ルージュ

¥5,000

2010年 Bourgogne Rouge
赤
750 ml

辛口

商品ID-570477

ニュイ サン ジョルジュ、ヴォーヌ ロマネ、シャンボール ミュジニー、ジュヴレ シャンベルタ
ン、マルサネなど様々な個性を持つアペラシオンの葡萄が絶妙なアサンブラージュによって
1つのワインに仕上げられています。新鮮で軽やかながらもストラクチャーはしっかりしていて
バランスの良いワインです。
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・レ・フスロット

2012年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Feusselottes
赤
750 ml

辛口

商品ID-58072

750 ml

辛口

商品ID-570511

在庫数:
僅少

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％

モレ・サン・ドニ

¥9,600

2016年 Morey Saint Denis
赤
750 ml

辛口

商品ID-570512

マルサネと同じ条件の葡萄で、こちらも摘房からはドメーヌで行っています。畑は「En
Chenevery （アン・シュヌヴェリ）」と「Au Clos Solon （オ・クロ・ソロン）」の2区画で1級畑と隣
接しているので非常に肥沃な土壌です。葡萄は大粒になる傾向があるので摘房は慎重に
行う必要がありますが、その結果、収穫時には素晴らしい成熟具合の葡萄が収穫できます。
繊細で丸みがあり、シャンボール＝ミュジニーに近い印象があります。
葡萄品種：ピノ・ノワール

ニュイ・サン・ジョルジュ

750 ml

辛口

商品ID-570514

750 ml

辛口

商品ID-58639

2019年04月

在庫数:
僅少

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％

¥10,500

2013年 Nuits St Georges
赤

在庫数:
僅少

¥13,000

2016年 Nuits St Georges
赤

在庫数:
僅少

¥11,000

2016年 Fixin 1er Cru Clos du Chapitre
赤

¥20,000

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％

フィサン ・クロ・デュ・シャピトル

在庫数:
僅少

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％

ワイン専門平野弥
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Meo Camuzet Frere et Soeur

ニュイ・サン・ジョルジュ1er

¥18,000

2016年 Nuits St Georges 1er cru
赤
750 ml

辛口

商品ID-570513

2019年04月

いつもは「Aux Argillas（オー ザルジラ）」の区画の葡萄のみで醸造しているが、2016年は霜
の影響で収穫量が少なかったので、別の1級区画「LesCrots（レ クロ）」の葡萄を購入して最
初から混ぜて醸造している。濃厚なサクランボやフレッシュなイチジク、燻製のようなニュアン
スも感じられる。口に含めば成熟した葡萄のニュアンスをすぐに感じることが出来、甘美な味
わいが覆いつくすように広がる。アフターのミネラルと酸味のおかげで熟しすぎたイメージは
無い。まだ若干固さもあるが粗さは微塵もないので素晴らしい熟成をすることは保証できる。
2022年から飲んでも良いだろう。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Nicolas Rouget

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ニコラ・ルジェ

生産者: Nicolas Rouget
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

価格(税別）

ブルゴーニュ・アリゴテ

¥2,800

2013年 Bourgogne Aligote
白
750 ml

辛口

商品ID-58926

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℃

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ブラン

2016年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570185

2010年に購入した、コンクール村の区画「オー・ゼルビュ」より。肉厚でエキゾチックフルーツ
のようなアロマがあり、柑橘系の果実味が豊か。
葡萄品種：ピノ・ブラン100％
飲用温度：12～14℃

2015年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570184

2010年に購入した、コンクール村の区画「オー・ゼルビュ」より。2015年はより果実味が濃厚
に感じられ、飲みごたえがあります。しかし、酸もしっかりと備わっているので飲み飽きること
はありません。
葡萄品種：ピノ・ブラン100％
飲用温度：12～14℃

2014年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc
白
750 ml

辛口

商品ID-570183

2010年に購入した、コンクール村の区画「オー・ゼルビュ」より。肉厚でエキゾチックフルーツ
のようなアロマがあり、柑橘系の果実味が豊か。
葡萄品種：ピノ・ブラン100％
飲用温度：12～14℃

ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ルージュ

2014年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Rouge
赤
750 ml

辛口

商品ID-570180

2019年04月

畑はニュイサンジョルジュ村の西に位置するChaux（ショー）村にある「LesChalottes（レシャ
ロット）」と「LaVacherotte（ラヴァシュロット）」の2区画に位置し、広さ約0.33haの粘土質土壌
の畑で樹齢は約30年になります。こ新樽は使わずに旧樽のみで熟成させています。透き
通った綺麗なガーネット色からも想像できる、綺麗な酸味とフランボワーズのような果実味。
繊細でバランスの良いワイン。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

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

¥4,200
在庫数:
僅少

¥4,200
在庫数:
僅少

¥4,200
在庫数:
僅少

¥4,800
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: Royet

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
ロワイエ

生産者: Royet
ドメーヌ・ロワイエは、コート シャロネーズの最北端、コート・ド・ボーヌとの境界であるコート・デュ・クーショワ（Côtes du
Couchois) に位置します。
所有する畑は12haで約7割がピノ ノワールで残りがシャルドネとアリゴテになります。畑の土壌は粘土泥灰質で標高250～350
ｍほどの丘の東～南東向きの斜面に位置します。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ブルゴーニュ・シャルドネ

¥2,600

2017年 Bourgogne Chardonnay
白
750 ml

辛口

商品ID-570486

色は淡いですが、土壌が粘土泥灰質でシャルドネに適しているので果実味がとても豊か。
ステンレスタンクで3週間醗酵、スーチラージュして6ヵ月タンク熟成。樽熟はしていないので
軽やかで飲みやすい造りになっています。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

ブルゴーニュ・シャルドネ エレヴェ・アン・フュ・ド・シェヌ

2016年 Bourgogne Chardonnay Eleve En Futs de Chene
白
750 ml

辛口

商品ID-570485

従来のブルゴーニュ・シャルドネとは別の区画のもので、こちらのほうがより樹齢が高く日照
条件も良いのでアロマ豊かな凝縮したシャルドネが収穫できます。エキゾチックな香りとリッ
チでオイリーな旨味があり、従来のブルゴーニュ・シャルドネよりも肉厚で飲みごたえがありま
す。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃

マランジュ ルージュ プルミエ・クリュ・クロ・ルソー

2016年 Maranges Rouge 1er Cru Clos Roussots
赤
750 ml

辛口

商品ID-570483

2019年04月

ブラックチェリーや野イチゴのような黒い果実の野性味溢れるアロマ、フレッシュでスパイ
シーな酸味と果実味があり、しっかりとしたタンニンと余韻があるコストパフォーマンスの高い
1級クラスのワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

¥3,000
在庫数:
僅少

¥3,800
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Bourgogne
生産者: SERAFIN Pere et Fils

輸入元: 株式会社フィネス

ブルゴーニュ

La Bourgogne
セラファン・ペール・エ・フィス

生産者: SERAFIN Pere et Fils
1947年、スタニスラ セラファン氏によって創設されたこのドメーヌは、現当主である息子のクリスチャン氏によって1960年代から
徐々に発展を続けてきました。最初に所有した畑はジュヴレ シャンベルタンの村名で当初はネゴシアンにワインを売っていまし
たが、1970年から徐々にドメーヌワインとして販売するようになり、1987年には100%ドメーヌ元詰めワインになりました。1990年代
にはジュヴレ シャンベルタン村以外にシャンボール ミュジニー村やモレ サン ドニ村の畑も手に入れ、現在では約5.3haの畑を
所有しています。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ジュヴレ・シャンベルタン・ヴィエイユ・ヴィーニュ

¥15,600

2015年 Gevrey Chambertin Vieilles Vignes
赤
750 ml

辛口

商品ID-570406

平均樹齢50年以上の3つの区画からの逸品。明るい色合いからは想像もつかないほどに凝
縮されたエレガントな果実味と、この村特有の硬質でしかもきめ細やかタンニンとが、構造力
のあるしっかりとした風味を形つくります。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

¥14,000

2014年 Gevrey Chambertin Vieilles Vignes
赤
750 ml

辛口

商品ID-570405

2015年 Morey St Denis 1er cru Les Millandes

750 ml

辛口

商品ID-570404

750 ml

辛口

商品ID-570403

2019年04月

¥19,000

95年にセラファンが購入した1級畑ミランド。ブラックチェリーのように濃厚な黒系果実のニュ
アンスに樽の風味が溶け込んでいて、非常に甘やか。 力強さと優雅さや洗練感をあわせ持
ちます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

2013年 Morey St Denis 1er cru Les Millandes
赤

在庫数:
僅少

燻製肉や完熟した赤系・黒系果実、下草などのアロマ。控えめだが奥深さのあるブラックベ
リーのフレーバー、そこにミネラルが加わることで、非常に複雑で長い余韻につながる。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

モレ・サン・ドニ・プルミエクリュ・レ・ミランド

赤

在庫数:
僅少

¥17,000

95年にセラファンが購入した1級畑ミランド。ブラックチェリーのように濃厚な黒系果実のニュ
アンスに樽の風味が溶け込んでいて、非常に甘やか。 力強さと優雅さや洗練感をあわせ持
ちます。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

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

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Bordelais
原産地： AC.Bordeaux Superieur

France ( フランス )
輸入元: 株式会社フィネス

ボルドー

Le Bordelais
ボルドー・スペリュール

原産地： AC.Bordeaux Superieur
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャトー・レストリーユ ボルドー・スペリュール

2014年 Chateau Lestrille Bordeaux Superieur(A.C.Bordeaux Superieur)
赤
750 ml

辛口

商品ID-570558

いくつものベリー、ウッディでグリーンなイメージ、森と生きた動物を感じる香り。少しタニック
で飲み応えがある。酸は綺麗で冷たく、若々しさゆえにまとまりきらない要素に背筋を与えて
いる。
品種：メルロー、カベルネ ソーヴィニヨン
飲用温度16℃～18℃

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
750 ml

辛口

商品ID-58230

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。

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

辛口

商品ID-58657

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

2015年 Le Secret de Lestrille(A.C.Bordeaux Superieur)
赤
750 ml

辛口

商品ID-570205

2019年04月

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。

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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¥2,200
在庫数:
僅少

¥2,700
在庫数:
僅少

¥2,700
在庫数:
36本以下

¥4,600
在庫数:
120本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Bordelais
原産地： AC.Entre Deux Mers

輸入元: 株式会社フィネス

ボルドー

Le Bordelais
アントル・ドゥ・メール

原産地： AC.Entre Deux Mers
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャトー・レストリーユ キュプマルタン

2016年 Chateau Lestrille Capmartin(A.C.Entre Deux Mers)
白
750 ml

辛口

白

辛口

商品ID-570172

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葡萄品種と樽熟成
からくるリッチさとオイリーさを兼ね備えたコクのあるワインになっています。
葡萄品種：ソーヴィニヨン・グり種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%、
飲用温度：8℃～12℃

2013年 Chateau Lestrille Capmartin(A.C.Entre Deux Mers)
白
750 ml

在庫数:
僅少

商品ID-570684

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

750 ml

¥2,800

辛口

商品ID-58914

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。

¥2,800
在庫数:
僅少

¥2,700
在庫数:
僅少

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。
シャトー・レストリーユ アントル・ドゥ・メール

2017年 Chateau Lestrille Entre Deux Mers(A.C.Entre Deux Mers)
白
750 ml

辛口

在庫数:
僅少

商品ID-570685

2016年 Chateau Lestrille Entre Deux Mers(A.C.Entre Deux Mers)
白
750 ml

¥2,200

辛口

商品ID-570294

2019年04月

平均樹齢は約20年、コンクリートタンクで醗酵、熟成。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％。
飲用温度12℃～14℃

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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¥2,200
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Bordelais
原産地： AC.Medoc

輸入元: 株式会社フィネス

ボルドー

Le Bordelais
メドック

原産地： AC.Medoc
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャトー・タンプル

¥2,800

2012年 Chateau Le Temｐle(A.C.Medoc)
赤
750 ml

辛口

商品ID-570173

2019年04月

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%。

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

Le Jura
生産者: Domaine du Pélican

France ( フランス )
輸入元: 株式会社フィネス

ジュラ

Le Jura
ドメーヌ・デュ・ペリカン

生産者: Domaine du Pélican
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

価格(税別）

アルボワ・シャルドネ

¥5,600

2014年 Arbois Chardonnay
白
750 ml

辛口

商品ID-58948

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

¥5,600

2014年 Arbois Savagnin
白
750 ml

辛口

商品ID-58949

2019年04月

在庫数:
僅少

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℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

Eaux de Vie
生産者: Chateau de la Velle (Bertrand Darviot)

France ( フランス )
輸入元: 株式会社フィネス

オー・ド・ヴィ

Eaux de Vie
シャトー･ド･ラ・ヴェル

（ベルトラン・ダルヴ

生産者: Chateau de la Velle (Bertrand Darviot
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

価格(税別）

フィーヌ・ド・ブルゴーニュ

¥10,100

1984年 Fine de Bourgogne
白
750 ml

辛口

商品ID-58867
マール・ド・ブルゴーニュ

¥10,100

1996年 Marc de Bourgogne
辛口
750 ml

在庫数:
僅少

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。

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。1996年収穫の圧
搾滓を蒸留し、2016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。

商品ID-59180

2019年04月

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

-112-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Eaux de Vie
生産者: Claude Dugat

輸入元: 株式会社フィネス

オー・ド・ヴィ

Eaux de Vie
クロード・デュガ

生産者: Claude Dugat
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

価格(税別）

マール・ド・ブルゴーニュ

¥28,100

2000年 Marc de Bourgogne
辛口
750 ml

2000年に収穫された ブドウ(ブルゴーニュ以外、グランクリュ、プルミエクリュ、ヴィラージュワ
イン)の絞りかすで作られたマールです。

商品ID-57879

2019年04月
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Piemonte
生産者: Cascina Fornace

Italy ( イタリア )
輸入元: エヴィーノ

ピエモンテ

Piemonte
カッシーナ・フォルナーチェ

生産者: Cascina Fornace
2008年、サント ステファーノ ロエロにて、父のブドウ栽培を引き継いだエンリコ カウダ。彼の尋常ではない熱意と好奇心を具
現化した「Cascina Fornaceカッシーナ フォルナーチェ」。周辺は入り組んだ丘陵地が多く、銘醸地としては珍しく手つかずの森
林が残る土地。Roeroの特徴ともいえる強い砂質は、崩れやすくもネッビオーロに特有の繊細さ（軽やかさ）を持たせる。そして豊
かな石灰質、粘土質土壌。畑のほとんどが樹齢６０年近い古樹ばかり、そして狭くや急傾斜、作業効率の悪い区画は、どれだけ
土壌・環境が素晴らしくとも、評価されること無く放棄されていく現実、そして慢性的な後継者不足。エンリコは弟のエマヌエーレ
と共に、高樹齢のブドウ畑の存在に再び光を当てることを目標に、2011年よりボトル詰めを始める。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ビアンコ・デザヤ

¥2,900

2015年 Bianco Desaja
白
750 ml

辛口

商品ID-570341

2019年04月

液体はライトながらしっかりとしたミネラル感と柑橘やその皮の苦味などがあり、飲み応えが
しっかりとある辛口白ワイン
葡萄：ロエロ・アルネイズ100％
飲用温度：10～12℃
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Piemonte
生産者: Saccoletto Daniele

輸入元: エヴィーノ

ピエモンテ

Piemonte
サコレット・ダニエーレ

生産者: Saccoletto Daniele
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

価格(税別）

ビアンコ・イテッリ

¥2,300

2017年 Bianco “I Tigli”
白
750 ml

辛口

商品ID-570478

レモングラスやシトラスといった爽やかなハーブの香り、その奥から大根のような根菜の香り
にジンジャーも出てきます。口に含んだ瞬間はカリンのようなコクのある果実味があり、酸味
は丸みを帯びています。全体的にはスッキリとした味わいです。現地では川魚のフリットなん
かと合わせるそうです。
葡萄品種：ブッサネッロ 65％、ティモラッソ 35％
飲用温度：10～12℃

バルベーラ・アウルム

¥3,600

2007年 Barbera Aurum
赤
750 ml

辛口

商品ID-59526

猛烈なタンニンとアルコールは、10年に及ぶ時間の中で丸みを帯び、包み込むような一体
感を見せる。そして果皮由来の深み、複雑な香り、様々な要素を持った唯一無二の個性を
持ったバルベーラ。その名前の通り、Aurum（アウルム＝黄金）という意味を持ったダニエー
レ渾身のワインです。
葡萄品種：バルベーラ
飲用温度：16～18℃

ロッソ・クラシス

750 ml

辛口

商品ID-570148

4種のブドウを同 じタンクで、果皮と共に40日
以上野生酵母による醗酵。木樽にて6年の熟成。
さらに2年以上にも亘る瓶熟を施し、然るべきタイ
ミングにてリリース。ベリーの味わいが綺麗に広が
り、バランスの良い仕上がりになっております。
葡萄品種：ネッビオーロ60%、バルベーラ、フレイザ、シラー
飲用温度：16～18℃

750 ml

辛口

商品ID-59525

2019年04月

在庫数:
僅少

¥3,400

2007年 Rosso Krasis
赤

在庫数:
僅少

¥3,200

2009年 Rosso Krasis
赤

在庫数:
36本以下

4種のブドウを同 じタンクで、果皮と共に40日
以上野生酵母による醗酵。木樽にて6年の熟成。
さらに2年以上にも亘る瓶熟を施し、然るべきタイ
ミングにてリリース。ベリーの味わいが綺麗に広が
り、バランスの良い仕上がりになっております。
葡萄品種：ネッビオーロ60%、バルベーラ、フレイザ、シラー
飲用温度：16～18℃
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Piemonte
生産者: San Fereolo

輸入元: エヴィーノ

ピエモンテ

Piemonte
サン・フェレオーロ

生産者: San Fereolo
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

価格(税別）

コステ・ディ・リアーヴァロ

¥3,400

2013年 Coste di Riavolo
白
750 ml

辛口

商品ID-59547

桃、青リンゴといった果実の甘い香りを主体に、セロリ、ジンジャー、はたまたチーズまでと、
かなりニュアンスに富んだ香りがあります。香りからも連想出来るようにとてもフルーティーな
味わいですが、甘過ぎてだれることは無く、ミネラルも酸も綺麗で最後はドライに喉を通って
いきます。アサリのクリームパスタなんか良さそうです。かなりコスパは高いワインです。
葡萄品種：リースリング イタリコ 70％、トラミネル30％
飲用温度：10～12℃

サン・フェレオーロ

¥5,400

2001年 San Fereolo
赤
750 ml

辛口

商品ID-59375

2019年04月

在庫数:
僅少

2001年とは思えないほど香りはフレッシュで、クランベリーとバラのフローラルな香りがどんど
ん広がっていきます。味わいのバランスは小さな球体。体の中にスーッと流れていき、ゆっく
りゆっくりと楽しむ事が出来るワインです。猪のグリルというようなメイン料理があればなお良
しです。
葡萄品種：ドルチェット
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Lombardia
生産者: Verdierri Corte Pagliare

Italy ( イタリア )
輸入元: エヴィーノ

ロンバルディア

Lombardia
ヴェルディエーリ

コルテ・パッリアーレ

生産者: Verdierri Corte Pagliare
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、トウモロコシをはじめ、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

価格(税別）

ランブルスコ・マントヴァーノ

¥2,100

2015年 Lambrusco Mantovano
赤
750 ml

辛口

商品ID-570157

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、懐かしささえ感じ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

ザッビオネータ・ロッソ

¥1,900

2014年 Sabbioneta Rosso
赤
750 ml

辛口

商品ID-59527

2019年04月

在庫数:
僅少

収穫後４～５日のマセレーションを行い、野生酵母にて醗酵。オリ引きののちに開放式の大
樽にて１２か月熟成。ノンフィルターにてボトル詰め。
葡萄品種：ランブルスコ サラミーノ主体
飲用温度：12～14℃

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

-117-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Trentino-Alto-Adige
生産者: Rosi Eugenio

Italy ( イタリア )
輸入元: エヴィーノ

トレンティーノ・アルト・アディジェ

Trentino-Alto-Adige
ローズィ・エウジェニオ

生産者: Rosi Eugenio
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)をはじめ、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)をはじめ、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

価格(税別）

エゼジェズィ

¥4,400

2011年 Esegesi
赤
750 ml

辛口

商品ID-570342

2019年04月

非常に柔らかくてしなやか、とてもカベルネ・ソーヴィニヨンとは想像できません。十分な果
実の凝縮とタンニンを感じつつも、素晴らしい飲み心地と余韻、強さだけではないエレガ
ントさがあります。。
葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニヨン80％、メルロー20％
飲用温度：16～18℃
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Friuli-Venezia-Giulia
生産者: Damijan Podversic

Italy ( イタリア )
輸入元: エヴィーノ

フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア

Friuli-Venezia-Giulia
ダミアン・ポドベルシッチ

生産者: Damijan Podversic
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

価格(税別）

マルヴァージア

¥5,100

2011年 Malvasia
白
750 ml

辛口

商品ID-59380

オイリーでオレンジ系の香りと味わいが全開です。柿ジャム、カリン、マンゴー、オレンジピー
ルと正にオレンジ色の世界。しかし、このワインには貴腐の香りが少し感じられ、それがワイ
ンをとてもエレガンスで特別なものにしてくれています。味わいもかなりオイリーでアルコー
ルも強いので、フルーツ系のデザートと合わせたい。
葡萄品種：マルヴァジア

ネカイ

¥5,100

2010年 Nekaj
白
750 ml

やや辛口

商品ID-58566

2019年04月

在庫数:
僅少

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％
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Friuli-Venezia-Giulia
生産者: Skerlj

輸入元: エヴィーノ

フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア

Friuli-Venezia-Giulia
スケルリ

生産者: Skerlj
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

価格(税別）

ヴィトフスカ

¥4,500

2014年 Vitovska
白
750 ml

辛口

商品ID-570340

2019年04月

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℃
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Emilia-Romagne
生産者: Il Farneto

Italy ( イタリア )
輸入元: エヴィーノ

エミリア・ロマーニャ

Emilia-Romagne
イル・ファルネート

生産者: Il Farneto
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じていたレッジョ
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

価格(税別）

スペルグレ

¥2,200

2017年 Spergle
白
750 ml

辛口

商品ID-570610

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。
葡萄品種：スペルゴラ（樹齢５年）100％
飲用温度：10～12℃

ベルツメイン

¥1,714

2015年 Berzmein
赤
750 ml

辛口

商品ID-570416

ミントのフレッシュなグリーンノートに、落ち葉、ブラックベリー。まさに田舎の秋の風景を体現
したようなワイン。味わいは骨太な味わいでしっかりとしています。
葡萄品種：マルツェミーノ
飲用温度：16～18℃

カベルツメイン

750 ml

辛口

商品ID-59367

2019年04月

在庫数:
僅少

¥2,000

2014年 Caberzmein
赤

在庫数:
僅少

カベルネ・ソーヴィニヨンと地葡萄のマルツェミーノを合わせたワイン。酸が豊富で、マルツェ
ミーノのみのキュヴェに比べてバランスが良く綺麗に作られています。
葡萄品種：マルツェミーノ、カベルネ・ソーヴィニヨン
飲用温度：16～18℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

Emilia-Romagne
生産者: Vittorio Graziano

輸入元: エヴィーノ

エミリア・ロマーニャ

Emilia-Romagne
ヴィットリオ・グラツィアーノ

生産者: Vittorio Graziano
モデナより南へ10km、丘陵地との境目にあるカステルヴェートロ ディ モデナ。ランブルスコの中でもグラスパロッサを用いた
「Modeneseモデネーゼ」と呼ばれるランブルスコの銘醸地でもある。その中でも、古典的な瓶内醗酵を行っている造り手醸造に
おいてもその考えは一貫しており、酵母添加や温度管理を行わないのはもちろん、ステンレスタンクやポンプを使用せず、木樽
での醗酵、オリ引きやボトル詰めについても重力以外の負荷をかけない手法にこだわる。収穫後、木樽にて短期間のマセレー
ション（ランブルスコにおいては約7日）を行い、果皮との接触によりゆっくりと醗酵を促す。オリ引きを行った後にボトル詰めを行
い、ワインの中に残った糖分と酵母が再び活動するのを待つ。再醗酵を終えた後、ここからがヴィットーリオの本質ともいえる部
分。オリとともに長期間の熟成を行うことで、オリからのエキス分を十分に引き出すことができるというヴィットーリオ。スボッカトゥー
ラ（オリ抜き）は行わず、ＳＯ２についても収穫時にごく少量使用するのみ。一方で、それだけの長い期間オリと一緒だというの
に、オリの持つネガティブな要素が一切感じられないという事に驚かされてしまう
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

リーパ・ディ・ソプラヴェント

¥2,800

2015年 Ripa di Sopravento
白
750 ml

辛口

商品ID-59227

グレープフルーツの皮近くのオイルも混じった香りで、香りそのものはおとなしい。スウィー
ティなどの柑橘系にある実と皮の風味にウリ系のフルーツが少しあり、旨味が丸く味わいの
密度や濃度が高い。丸く濃厚な密度の中央を酸味が高くと上方へと突き抜けていく。アイス
ワインのような糖質があり、口いっぱいに溢れる。2014年に比べ、2015年はより旨味が強い
仕上がりになっており泡は優しくなっています。
葡萄：トレッビアーノ・モンタナーロ、トレッビアーノ・ディスパーニャ

スミルツォ

¥2,800

2015年 Smilzo
ロゼ 辛口
750 ml

商品ID-59226

2019年04月

在庫数:
僅少

香りはおとなしい。果実の皮と実を潰したような味わい、さらにそれとは別にブドウの甘味糖
質が加わる。果皮の苦味があり、タンニンは豊富で、口内がしわしわするが後味はすっきり
する。
葡萄品種：ランブルスコ・ソルバーラ
飲用温度：10～12℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

Liguria
生産者: Walter de Batte

Italy ( イタリア )
輸入元: エヴィーノ

リグーリア

Liguria
ヴァルテル デ バッテ

生産者: Walter de Batte
ワインを造るだけでも貴重といわれる環 境の中、薬品類や肥料に頼るのではなく、自然環境を尊重し、土地、ブドウ樹の 自然バ
ランスを尊重したブドウ栽培を行っている。
過酷な環境、限られた土地。チンクエテッレという名前だけで希少かつ高価といわれる現実に逆らい、VdT として徹底した栽
培・醸造、ブドウへのこだわりによって生み出されるヴァルテル デ バッテのワインは、味わいを含めそれ以上の価値を持った 素
晴らしいワインです。リリースされるワインの少なさは常軌を逸しているレベル、、。リグーリアを代表する「唯一無二の造り 手」と
いっても過言ではないでしょう。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

アルトローヴェ

¥6,300

NV Altorove
白
750 ml

辛口

商品ID-59560

成熟する速度に合わせて、それぞれ完熟を待ってから収穫、果皮と共に5日間、緩やかに
醗酵を行う。圧搾後、古樽に移し醗酵を終え、そのまま1度もオリ引きを行わずに24か月、
シュール＝リーの状態にて熟成。強靭なミネラルを覆いつくすほどの熱量を持った果実味。
国や品種を「越えた先」を表現するワイン。
葡萄品種：ボスコ、アルバローラ、ヴェルメンティーノ、ロッセーゼ ビアンコ、ロッサーノ ディ
ニッツァ（ルーサンヌ）、マルサン（マルサンヌ）
飲用温度：12～14℃

アルモジェ

¥5,600

2013年 Harmoge
白
750 ml

辛口

商品ID-570152

2019年04月

在庫数:
僅少

ブドウごとに完熟を待ってから収穫。それぞれ果皮と共に約 5 日、野生酵母による醗酵を促
してから圧搾。500L の木樽にて醗酵、そのまま木樽にて 42 ヶ月の熟成。DOC はないもの
の、チンクエ テッレと同じブドウ、伝統を忠実に踏襲したワイン。DOC を名乗らずともこのワ
インを飲めば、チンクエ ・テッレを表現する、アルトローヴェとは違った世界観を表現。
葡萄品種：ボスコ 45％、ヴェルメンティーノ20％、アルバローラ20％、ロッセーゼ ・ビアンコ
15％
飲用温度：12～14℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

Toscana
生産者: Caparsa

Italy ( イタリア )
輸入元: エヴィーノ

トスカーナ

Toscana
カパルサ

生産者: Caparsa
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。様々な地質がモザイク画のように入り混じるカパルサの畑から、他のどんなキァン
ティ クラッシコにも感じ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

価格(税別）

ビアンコ ディ カパルズィーノ

¥2,400

2014年 Bianco di Caparsino
白
750 ml

辛口

商品ID-570119

リンゴの蜜っぽさとレモンの柑橘系の味わいが特徴。自然派の造りではあるがクリアで飲み
やすく、野菜料理との相性が良い。
葡萄品種：トレビアーノ・トスカーノ、マルヴァジーア・ビアンカ
飲用温度：10～12℃

ロッソ・ディ・カパルサ

¥2,700

2014年 Rosso di Caparsa
赤
750 ml

辛口

商品ID-570290

2019年04月

在庫数:
僅少

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℃

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

-124-

在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Toscana
生産者: Fanetti

輸入元: エヴィーノ

トスカーナ

Toscana
ファネッティ

生産者: Fanetti
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

価格(税別）

ビアンコ・サンタニェーゼ

¥2,000

2014年 Bianco S.Agnese
白
750 ml

辛口

商品ID-570417

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℃

ロッソ・ディ・モンテプルチアーノ

¥2,700

2004年 Rosso di Montepulciano
赤
750 ml

辛口

商品ID-570300

バラとアールグレイ、明るいベリーとザクロ、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じる。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
じるが、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

ロッソ・ファネッティ

750 ml

辛口

商品ID-570333

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じるワイン。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。
葡萄品種：サンジョヴェーゼ主体
飲用温度：16℃～18℃
料理：牛タンの赤ワイン煮こみ、オイスターソースなどを使った中華料理に

ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ・リゼルヴァ

2009年 Vino Nobile di Montepulciano Riserva
赤
750 ml

辛口

商品ID-58533

2019年04月

在庫数:
僅少

¥2,000

2014年 Rosso Fanetti
赤

在庫数:
僅少

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（エリザベッタ曰く、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じる味わい。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
感じさせる深みがある。

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

¥3,800
在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Toscana
生産者: Pdere Luisa

輸入元: エヴィーノ

トスカーナ

Toscana
ポデーレ・ルイーザ

生産者: Pdere Luisa
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50K
ｍ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

価格(税別）

アムネーズィア

¥2,400

2015年 Amnesya
白
750 ml

辛口

商品ID-570121

アムネジアは「忘れ去られた」ワインという意味。高樹齢のトレッビアーノ、マルヴァージアを
半分除梗せず 20 日のマセレーションを行い、ノンフィルターにて瓶詰め。
葡萄品種：トレビアーノトスカーノ 50％、マルヴァージアビアンカ50％
飲用温度：10～12℃

オンブラ・ディ・ローザ

¥2,200

2016年 Ombra di Rosa
ロゼ 辛口
750 ml

商品ID-570542

セメントタンクにて１２ヵ月熟成。果皮の持つ味わいを持たせたロゼ。ロゼというにはあまりに
も無骨、、しかし詰まった旨味と軽快な飲み口。軽やかな赤と言った方が良いかもしれませ
ん。
葡萄品種：サンジョヴェーゼ主体
飲用温度：10～12℃

キャンティ

750 ml

辛口

商品ID-570609

適度にベリー系の甘さがあり、それは洗練されているわけではないが、どこか馴染みやすく
心地よいワインです。
雑味も少なく価格もリーズナブル。
葡萄品種：サンジョベーゼ主体
飲用温度：16～18℃

ラ・モライア

750 ml

辛口

商品ID-59528

2019年04月

在庫数:
僅少

¥2,600

2014年 La Moraia
赤

在庫数:
僅少

¥2,200

2016年 Chianti
赤

在庫数:
僅少

土着品種のサンジョヴェーゼではなくカベルネ・ソーヴィニヨンを使用したキュヴェ。しっかり
としたタンニンに、カシス系の果実味と酸。バランスの良いワインです。
葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
飲用温度：16～18℃

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

ワイン専門平野弥ワインリスト

Lazio
生産者: Corva Gialla

Italy ( イタリア )
輸入元: エヴィーノ

ラッツィオ

Lazio
コルヴァ ジャッラ

生産者: Corva Gialla
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ビアンコ

¥3,700

2015年 Bianco
白
750 ml

辛口

商品ID-59563

成熟の早いヴェルメンティーノのみを先に収穫し果皮と共に 3 日間、その他のブドウはすぐ
に圧搾し、醗酵が進んだヴェルメンティーノのモストに加えて醗酵、古樽にて醗酵・熟成。
葡萄品種：トレッビアーノ ・トスカーノ、プロカーニコ、ヴェルメンティーノ、グレケット ・ディ ・
ウンブリア
飲用温度：12～14℃

チェレーザ

¥3,400

2015年 Ceresa
赤
750 ml

辛口

商品ID-59566

収穫したブドウは除梗せず、空気に触れない状態にて 45日間セミカーボニックマセレーショ
ン（自然発生した二酸化炭素に満たされた状態で果皮浸漬）を行う。木樽にて 12 か月の熟
成。果実的なタンニンと繊細さ、軽やかさ、サンジョヴェーゼとは全く違う雰囲気を持ったワイ
ン。
葡萄品種：カナイオーロ
飲用温度：16～18℃

ポッジョ・パステーネ

750 ml

辛口

商品ID-59568

ロッソと同じ丘の上の畑より収穫。決して恵まれない年であったものの、ごくわずかには素晴
らしい成熟を見せたサンジョヴェーゼのみを選抜して醸造したもの。木樽にて 24 か月の熟
成。
葡萄品種：サンジョヴェーゼ100％
飲用温度：16～18℃

ロッソ

750 ml

辛口

商品ID-59567

丘の上、より表土が少ない区画より収穫したサンジョヴェーゼ。果皮と共に 3 週間、野生酵
母による醗酵を促す。圧搾後、木樽にて 18 か月の熟成。
葡萄品種：サンジョヴェーゼ
飲用温度：16～18℃

ロッソ・デル・グロッテ

750 ml

辛口

商品ID-59565

2019年04月

在庫数:
僅少

¥3,300

2015年 Rosso delle Grotte
赤

在庫数:
僅少

¥3,700

2015年 Rosso
赤

在庫数:
僅少

¥5,500

2014年 Poggio Pastene
赤

在庫数:
僅少

ロッセットと同じ畑より収穫。収穫したブドウを果皮と共に 2 週間、野生酵母による醗酵。木
樽にて 12 か月の熟成。ロッソに比べて、やや成熟の浅いブドウ（畑のポジションによ
る）を使ったワイン。
葡萄品種：サンジョヴェーゼ
飲用温度：16～18℃
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在庫数:
僅少

ワイン専門平野弥ワインリスト

Lazio
生産者: Le Coste

輸入元: エヴィーノ

ラッツィオ

Lazio
レ・コステ

生産者: Le Coste
ジャンマルコは、ワインごとに彼なりの立ち位置（キャラクター）を持たせた醸造を行っている。プロカーニコ、グレゲット、アレアー
ティコをはじめとしたグラードリ周辺の地ブドウを用いた醸造。一貫して言えることは、すべてのワイン、すべての醸造についてス
テンレスタンクや温度管理、培養酵母、ＳＯ２を使用しない。（使用することは、レ コステとしての存在を否定する、そう考えてい
るジャンマルコ。）ピエディフランコの畑より生まれる最高のブドウには最大限の追求（挑戦）を、高樹齢の畑からは、それぞれの
果実の可能性に合わせたアプローチを、そして収量を調整せず、なるがままに収穫されたブドウからは、全く手を加えず「異常
なほどの飲み心地」を持った日常的なワインを、、、。あくまでも自由に、そして毎年できる限りの挑戦を続けるジャンマルコ。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

ロッソ

¥3,300

2015年 Rosso
赤
750 ml

辛口

商品ID-570132

2019年04月

収穫後約 2 週間のマセレーションを行いつつ、野生酵母による醗酵。圧搾後使い込んだ木
樽にて 12 か月の熟成。ノンフィルターにてボトル詰め、収穫からボトル詰めまで、SO2 を含
めた一切の添加を行わない。
葡萄品種：グレゲッド主体
飲用温度；16～18℃
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在庫数:
僅少

-129-

ワイン専門平野弥ワインリスト

Morava
生産者: Dobra vinice

Česká republika ( チェコ共和国 )
輸入元: Japan terroir株式会社

モラヴィア

Morava
ドヴラ・ヴィニーチェ

生産者: Dobra vinice
DOBRA VINICE（ドヴラー・ヴィニツェ＝“良い畑”という意味）はチェコ共和国の小さなワイナリーです。当主はPetr Nejedlik。醸
造から栽培まで自ら手掛けています。1997年に設立。
化学的な農薬等は一切使用しないビオロジックに よる栽培。収穫は手積みで、収量を絞って（約３５ｈｌ/ha）います。柔らかなプ
レス、キュベによっては長期にわたるマセラシオン。
天然酵母による発酵、熟成においては新樽またはジョージアから運んだクヴェヴリを使い分けています。熟成は温度11℃、湿度
85％の砂岩のワインセラーに保管されます。Madam Lalou Bize-Leroy(Domaine D'auvenay)Olivier Poussier（2000 World
Champion Sommelier）は彼らのワインを飲み、非常に高く評価しています。
商品番号

収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャルドネ・クヴェヴリ

¥12,000

2012年 Chardonnay Qvevri
白
750 ml

辛口

商品ID-570660

天然酵母にてクヴェヴリで発酵、そのまま6か月熟成され、さらに新樽でシュールリーで15か
月熟成されます。熟成中亜硫酸は無添加。無濾過にて瓶詰めされます。アンズなどのス
トーンフルーツの種の周りの果肉のような、酸の凝縮と果実味、そして軽い苦みを第一印象
で感じます。どこまでも滑らかで、どこまでも豊潤で…口中に広がる世界は多元的で、どこま
でも深遠です。シャルドネという品種がこんな香りと味わいを表現できるのかと心から驚かさ
れます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃

クレーム・ド・パーク・ナショナル

¥4,800

2017年 Crème de park National
白
750 ml

辛口

商品ID-570657

こちらはNarodni Parkの微発泡バージョンです。彼のワインとしてはかなりきれいなタイプと
いえますが、ドブラらしいふくよかでジューシーな味わいは健在で、品種のブレンドだけにと
どまらない複雑な風味を見つけることができます。マスクメロンのようなファーストフレーバー
が印象的です。
葡萄品種：ミュラートウルガウ、ヴェルシュ・リースリング、リースリング
飲用温度：10～12℃

ナルドニ・パーク

750 ml

辛口

商品ID-570655

彼のワインとしてはかなりきれいなタイプといえますが、ドブラらしいふくよかでジューシーな
味わいは健在で、品種のブレンドだけにとどまらない複雑な風味を見つけることができます。
マスクメロンのようなファーストフレーバーが印象的です。
葡萄品種：ミュラートウルガウ、ヴェルシュ・リースリング、リースリング
飲用温度：10～12℃

クアトル

750 ml

辛口

商品ID-570656

このブレンドから古き良きブルゴーニュを想像してしまいますが、まさにそんなイメージのワイ
ンです。圧倒的な果実味にはリッチで風味豊かな樽のニュアンスがよく合うことを思い出させ
てくれます。果実味の薄い表層的な味わいがもたらした樽への嫌悪感を忘れさせてくれるで
しょう。
葡萄品種：シャルドネ、ピノ・ブラン、ピノ・グリ、ピノ・ノワール
飲用温度：10～12℃

ソーヴィニヨン・クヴェヴリ

750 ml

辛口

商品ID-570659

キュベの半分をクヴェヴリで発酵後10か月熟成、残り半分を樽にて発酵後同じく10か月熟
成。両キュベをブレンドして6か月新樽で熟成させます。無濾過で瓶詰めされます。どこまで
も奥行きのある深遠な味わい。かぐわしい香水を嗅いだ時のように、香りの世界は広がって
いきます。滑らかな舌触り、芳醇な香りとジューシーな味わいは圧倒的ですらあります。唯一
無二を感じるワインです。
葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン100％
飲用温度：10～12℃

クレーム・ド・ピノ

750 ml

商品ID-570658

2019年04月

在庫数:
僅少

¥5,800

2015年 Crème de pinot
ロゼ 辛口

在庫数:
36本以下

¥8,500

2013年 Sauvignoｎ Qvevri
白

在庫数:
36本以下

¥5,600

2016年 Quatre
白

在庫数:
36本以下

¥4,100

2016年 Narodni Park
白

在庫数:
僅少

天然酵母にて4～5年の古樽で発酵。途中で瓶詰されて、瓶内で最後まで発酵されます。無
濾過のままですので、瓶内には澱が残ります。 ペットナットタイプですので、亜硫酸は非常
に少なく20mg/Lです。残糖７ｇ。余韻にほんのり甘味が残ります。少し濁りがあるピンクで、
エキス分をしっかりと感じます。微発泡です。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：10～12℃
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在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

Morava
生産者: Dobra vinice

アンドレア・ナチューラ

¥4,300

2015年 Andrea natura
赤
750 ml

辛口

商品ID-570661

彼のワインが持つ力強い味わいとエレガンスが共存した風味豊かなワイン。赤い果実味が
ベースですが、黒い果実味も感じます。当然そのほか土の香りやスパイスなど様々な香りも
感じます。これだけの密度ある味わいながら、12％というアルコール度数に驚かされます。
葡萄品種：ピノ・ノワール、ツヴァイゲルトレーベ
飲用温度：16～18℃

ルージュ・ド・ピノ・ノワール・クヴェヴリ

¥9,800

2013年 Rouge de pinot noir Qvevri
赤
750 ml

辛口

商品ID-570662

2019年04月

在庫数:
36本以下

天然酵母にてクヴェヴリ樽で発酵、1000Lのクヴェヴリで11か月熟成され、さらに６００Lの新
樽で12か月熟成されます。無濾過にて瓶詰めされます。マセラシオンに由来する深い香り
はヴォーヌ・ロマネのプルミエクラスを想起します。黒系果実の香りですが、赤系の甘酸っぱ
いニュアンスとチャーミングな味わいを持ち合わせています。除梗機の性能の問題で、果実
の先端3分の１程度は梗が残ります。“それが良いんだよね、複雑性を与えるんだ！”とは当
主はPetr Nejedlikの言葉です。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
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在庫数:
36本以下

ワイン専門平野弥ワインリスト

La Champagne
生産者: Herve Jestin

France ( フランス )
輸入元: 株式会社ラシーヌ

シャンパーニュ

La Champagne
ｴﾙｳﾞｪ･ｼﾞｪｽﾀﾝ

生産者: Herve Jestin
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

価格(税別）

ｴｷｽﾄﾗ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾌﾟﾙﾐｴ･ｸﾘｭ

¥33,600

2007年 Extra Brut Premier Cru
白
750 ml

辛口

商品ID-58446

2019年04月

シャンパンーニュの中で一流の芸術昨品と肩を並べられるものがあるとすれば、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淡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を表
現し、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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在庫数:
36本以下

