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

（目次 輸入元別）
P1

株式会社エスプリデュヴァン（ワイン専門平野弥自社輸入）

P60

株式会社フィネス

P113

è Vino（エヴィーノ）-イタリアワイン-

P128 ラシーヌ
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ワインの美学を求めて
世の中に味覚的に満足できる美味しいワインは多く存在している。しかし、この味覚的な
世界の奥に≪もうひとつの精神的な感動の世界≫が存在することは、あまり知られていな
い。前者は、美食の世界であり、また、人それぞれの味覚の違いにより十人十色の世界であ
る。レストランがいくらミシュランで星を取ったとしても、その料理は人々の嗜好の多様性
に勝ることはできない。後者は、人々の嗜好性を超えた精神的感動の世界であり絶対的世界
である。
では、この≪もうひとつの精神的な感動の世界≫へは、どのようにしたらたどり着くこと
が出来るだろうか？
第一の条件は、生産者のセラーで保管されているワインとほぼ同等の完璧な状態のワイン
を得ることである。ワイン専門平野弥が輸入ワインのコンディションにこだわるのは、この
ワインが表現する精神的世界に価値を見出しているからだ。
そして第二の条件は、飲み手が≪ワインをひとつの作品として観ること≫である。

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

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

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

ワインの保管について
①

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

②

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

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

Le Languedoc et Le Roussillon
アンテッシュ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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、偶然に生ま
れたのです。1531年ベネディクト派の修道院のセラーにおいて瓶詰めされたワインが少し発泡していることを発見
しましました。それは、再び発酵を開始するために準備しているかの様に液体は輝き始めていました。
アンテックは、6世代続く家族経営の生産者で代々女性がその当主を引き継いでいます。伝統を生かし、近代的
な設備で高い品質のクレマンを生産しいます。年間生産量100万本。

商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

ブランケット・ド・リムー レゼルヴ ブリュット

商品ID-570133
750 ml 白

辛口

2015年 Blanquette de Limoux Reserve Brut

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 キュベ・ユージェニー ブリュット

商品ID-570122
750 ml 白

辛口

2015年 Cremant de Limoux Cuvee Eugenie Brut

750 ml 白

辛口

NV Blanquette de Limoux Brut Nature

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥2,700

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
クレマン・ド・リムー ”エリキシエール”

商品ID-570126

¥2,700

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℃
ブランケット・ド・リムー ブリュット・ナチュル

商品ID-570125

¥2,700

2012年 Cremant de Limoux "Elixir"

¥5,000

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。

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
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

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

レ・テラス・シラー ヴァン・ド・ペイドック

商品ID-59464
750 ml 赤

辛口

2016年 Les Terrasses Syrah Vin de Pays D'Oc

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℃
メルロー コント・ド・ロルジュリル ヴァン・ド・ペイドック

商品ID-59463
750 ml 赤

辛口

2016年 Merlot Comtes de Lorgeril Vin de Pays D'Oc

750 ml 赤

辛口

2016年 Les Terrasses Syrah Vin de Pays D'Oc

750 ml 白

辛口

2016年 Les Terrasses Viognier Vin de Pays D'Oc

750 ml 赤

辛口

2016年 Les Hautes Terrasses Malbec IGP Oc

750 ml 白

辛口

2016年 Les Terrasses Chardonnay Vin de Pays D'Oc

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥1,600

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。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度8℃～12℃
食材を選ばずさまざまなお料理に合わせることができます。
レ・コトー・シャルドネ IGP オック

商品ID-570142

¥1,600

味わいと香りはプラムにプルーン、奥にほのかにローズマリー、とても滑らかな口当たりでじんわりと旨
味が広がっていきます。酸が綺麗なので様々な料理を引き立ててくれるでしょう。特にラタトゥイユなど
トマトを使った料理はよく合うでしょう。
葡萄品種：マルベック100％
飲用温度：16～18℃
レ・テラス・シャルドネ ヴァン・ド・ペイドック

商品ID-570137

¥1,400

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。
葡萄品種：ヴィオニエ100％
飲用温度：10℃～12℃
鶏肉を使ったお料理との相性が良いです。
レ・オー・テラス マルベック IGPオック

商品ID-59460

¥1,430

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℃
レ・テラス・ヴィオニエ ヴァン・ド・ペイドック

商品ID-59465

¥1,380

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。
飲用温度16℃~18℃
肉料理全般、中華料理に相性が良いです。
レ・テラス・シラー ヴァン・ド・ペイドック

商品ID-570139

¥1,380

2015年 Les Coteaux Chardonnay IGP Oc

¥2,600

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℃

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
レ・サン・マルタン ブラン AOP コトー・ルーション

商品ID-570143
750 ml 白

辛口

2014年 Le Saint Martin Blanc AOP Cotes Roussillon

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、ヴェルメンティーノ
レ・カズカイユ AOP カバルデス

商品ID-59457
750 ml 赤

辛口

2013年 Les Cascailles AOP Cabardes

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥2,800

胡椒やクミンなどのスパイス、ローズマリーやタイムといったハーブの香り、そして熟れたカシスの味わ
い。まさに典型的な南フランスのワインという印象です。タンニンも非常に豊富。
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℃
シャトー・シフル テロワール・ダルティチュード

商品ID-570141

¥2,600

2014年 Chateau de Ciffre Terroirs d'Altitude

¥2,800

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℃

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
France ( フランス )
シャンパーニュ

La Champagne
アンドレ・ロベール

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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 ポリーヌ 【375ｍｌ】

商品ID-58820
375 ml 白

辛口

NV Andre Robert Pauline 【375ｍｌ】

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 レ・ジャルダン・デュ・メニル グラン・クリュ

商品ID-570257
750 ml 白

辛口

NV Andre Robert Les Jardins du Mesnil Grand Cru

750 ml 白

辛口

商品ID-58822
750 ml 白

辛口

NV Andre Robert Brut Reserve Grand Cru

750 ml ロゼ 辛口

NV Andre Robert Brut Reserve Grand Cru

750 ml ロゼ 辛口

¥6,600

NV Andre Robert Rose

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

NV Andre Robert Rose de Vignes

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥6,900

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℃
アンドレ・ロベール セデュクション

商品ID-570254

¥6,200

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 ロゼ・ド・ヴィーニュ

商品ID-570255

¥6,200

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・ロゼ

商品ID-58825

¥6,100

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 ブリュット・レゼルヴ グラン・クリュ

商品ID-58822

¥2,900

2009年 Andre Robert Seduction

¥9,200

Seduction（セデュクション）とはフランス語で魅惑という意味です。その他の通り、黄色や白い花といっ
たフローラルな香りががフワッと優しく広がり、リンゴの蜜のような果実の風味は、とても魅惑的。ピュア
で洗練されたスタイルは、一つの芸術作品といえる価値あるシャンパーニュです。
葡萄品種：ピノ・ノワール50％、シャルドネ50％
飲用温度：12～14℃

ワイン専門平野弥
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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

商品ID-570256
750 ml 白

辛口

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

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 エクストラ・ブリュット グラン・クリュ

商品ID-59240
750 ml 白

辛口

NV Andre Robert Extra Brut Grand Cru

750 ml 白

辛口

2011年 Andre Robert Terre du Mesnil Grand Cru

750 ml 白

辛口

商品ID-58828
750 ml 白

辛口

2009年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime

750 ml 白

辛口

2008年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime

750 ml 白

辛口

2009年 Andre Robert Terre du Mesnil Grand Cru

750 ml 白

辛口

2006年 Andre Robert Le Mesnil Grand Cru Millesime

1500 ml 白

2018年12月

辛口

¥20,000

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℃

NV Andre Robert Auri Tria Coffret

¥29,200

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。
アンドレ・ロベール ル・メニル グラン・クリュ ミレジム 【1.5L】

商品ID-59241

¥19,200

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℃

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】

商品ID-570253

¥15,000

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

アンドレ・ロベール ル・メニル グラン・クリュ ミレジム

商品ID-58829

¥15,000

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℃

アンドレ・ロベール テール・デュ・メニル グラン・クリュ

商品ID-570258

¥15,300

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℃
アンドレ・ロベール ル・メニル グラン・クリュ ミレジム

商品ID-59239

¥9,300

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 テール・デュ・メニル グラン・クリュ

商品ID-570259

¥9,200

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

¥30,000

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℃
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アンドレ・ロベール ル・メニル グラン・クリュ ミレジム 【1.5L】

商品ID-58830
1500 ml 白

2018年12月

辛口

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

¥30,000

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℃
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シャンパーニュ

La Champagne
デウール・エ・フィス

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-570429
750 ml 白

辛口

NV Dehours et Fils Grande Reserve Brut

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

商品ID-570430
750 ml 白

辛口

NV Dehours et Fils Les Vignes de la Vallee Brut

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥8,500

【未試飲】
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

商品ID-570432

¥7,000

NV Dehours et Fils Terre de Meunier

¥8,500

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℃
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シャンパーニュ

La Champagne
ジャン＝ルイ・ヴェルニョン

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-570402
750 ml 白

辛口

2009年 J.L.Vergnon Expression Extra Brut Grand Cru

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℃
ジャン・ルイ・ヴェルニョン ブリュット・ナチュール コンフィデンス

商品ID-570211
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥7,600

2009年 J.L.Vergnon BRUT NATURE CONFIDENCE BLANC DE
BLANCS

¥9,600

鮮やかな酸とソルティなミネラル感が豊かに感じられ、凝縮した旨みと共にワインとしての厚みがあり
ます。ドサージュ・ゼロでありながら蜂蜜のようなコクがあり、すべてが美しく調和。柑橘類のフレッシュ
さを感じながら、繊細な余韻を迎えます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度10～12℃
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シャンパーニュ

La Champagne
メゾン・プネ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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 ロゼ・エクストラ・ブリュット

商品ID-58805
750 ml ロゼ 辛口

NV Alexandre Penet Rose Extra Brut

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

商品ID-58803
750 ml 白

辛口

NV Alexandre Penet Grand Cru Brut Nature

750 ml 白

辛口

NV Penet Chardonnet Grand Cru Terroir Escence

750 ml ロゼ 辛口

NV Penet Chardonnet Grand Cru Terroir Escence Rose

750 ml 白

辛口

NV Penet Chardonnet Grand Cru Terroir Escence Blanc de
Blancs

750 ml 白

辛口

商品ID-59236
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥12,000

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 グラン・クリュ "レ・フェルヴァン" ヴェルジ

商品ID-58810

¥10,000

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℃
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

商品ID-570244

¥8,500

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

商品ID-58809

¥6,600

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

商品ID-58808

¥6,100

2009年 Penet Chardonnet Grand Cru "Les Fervins" Verzy

¥12,400

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 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

¥13,900

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
プネ・シャルドネ グラン・クリュ "レ・ゼピネット" ヴェルジ

商品ID-58811
750 ml 白

辛口

2009年 Penet Chardonnet Grand Cru "Les Epinettes" Verzy

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 キュベ・プレステージ グラン・レセルヴ

商品ID-58807
750 ml 白

辛口

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Grand
Reserve

750 ml 白

辛口

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

750 ml 白

辛口

商品ID-570243
750 ml 白

辛口

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire

750 ml 白

辛口

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

750 ml 白

辛口

2009年 Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane
Claire

750 ml 白

辛口

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire
No.1 (dos 0g Degorge 2/2015 base2002)

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥20,000

【未試飲】

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

¥20,000

【未試飲】
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)

商品ID-570265

¥20,000

色調は黄金そのもの。和三盆の香りと甘さが広がり、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℃

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)

商品ID-570266

¥20,000

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 キュベ・プレステージ ディアン・クレール No1 (base 2002)

商品ID-570260

¥18,000

色調は黄金そのもの。和三盆の香りと甘さが広がり、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℃

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

商品ID-570241

¥16,000

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 グラン・クリュ キュベ・プレステージ ディアン・クレール

商品ID-58806

¥13,800

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℃
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

商品ID-570240

¥13,900

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

ワイン専門平野弥
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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)

商品ID-570264
750 ml 白

辛口

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

商品ID-570263
750 ml 白

辛口

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

750 ml 白

辛口

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

750 ml 白

辛口

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire
(base 2002)

750 ml 白

辛口

NV Penet Chardonnet Grand Cru Cuvee Prestige Diane Claire
No.3 (dos 3g Degorge 2/2016 base2002)

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥20,000

【未試飲】
プネ・シャルドネ グラン・レセルヴ コレクション・プリベ グラン・クリュ ブリュット・ナチュール

商品ID-570267

¥20,000

【未試飲】
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)

商品ID-570262

¥20,000

【未試飲】
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(base 2002)

商品ID-570242

¥20,000

【未試飲】
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)

商品ID-570261

¥20,000

NV Penet Chardonnet Grand Reserve Collection Privee Grand
Cru Brut Nature

¥35,000

Verzy（ヴェルジ）村の最上の区画から造られ、25年以上の年月を経て熟成されたこのシャンパー
ニュは、カテゴリーから言うと『シャンパーニュの古酒』に分類されますが、その風味は、生命力に溢
れ、フレッシュさを今日まで保っています。気泡もまだ健全で、口に含むと、秘められたエネルギーが
旨味の中心から解き放たれます。壮麗で重厚なバロック音楽のような芸術性を表現します。このような
シャンパーニュが存在すること自体奇跡的とも言える稀有なシャンパーニュです。
生産量200本以下
飲用温度：10℃～16℃

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
シャンパーニュ

La Champagne
ヴァリス・ユベール

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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 アルモリアル ブラン・ド・ノワール

商品ID-570252
750 ml 白

辛口

NV Waris Hubert "Armorial" Blanc de Noirs (100% Pinot Noir)

赤いベリーの香りに、梅のエキス、そしてアニスのようなスパイスの要素も見つけることが出来ます。
泡立ちは程よく液体に溶け込んでおり、ベリーの味わいを綺麗に包み込んでいます。キュヴェ全体に
落ち着いた印象があり、エレガントで女性的なシャンパーニュです。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：8～10℃
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

商品ID-570248
750 ml 白

辛口

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

750 ml 白

辛口

NV Waris Hubert Grand Cru Chardonnay Dosage Zero

750 ml ロゼ 辛口

¥5,300

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

商品ID-570251

¥5,100

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 グラン・クリュ・シャルドネ ドサージュ・ゼロ

商品ID-58814

¥5,000

NV Waris Hubert "Ercanbald" Rose de Saigniee

¥9,500

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℃
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

商品ID-570246
750 ml 白

辛口

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

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 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

商品ID-59237
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥10,000

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

¥11,100

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℃

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

12

ワイン専門平野弥ワインリスト
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】

商品ID-570249
1500 ml 白

辛口

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

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 "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】

商品ID-570247
1500 ml 白

2018年12月

辛口

¥12,000

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

¥13,000

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℃

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
France ( フランス )
アルザス

L'Alsace
ショフィット

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-570237
750 ml 白

辛口

2016年 Alsace Pinot Blanc “Auxerrois” Vieilles Vignes

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

商品ID-570239
750 ml 白

辛口

2015年 Alsace Riesling Lieu-dit Harth Tradition

750 ml 白

甘口

2013年 Alsace Gewurztraminer Lieu-dit Harth Cuvee Caroline

750 ml 白

2013年 Alsace Pinot Gris Tradition

2016年 Alsace Pinot Gris Tradition

アルザス ゲヴュルツトラミネール キュヴェ・カロリン

甘口

2015年 Alsace Gewurztraminer Lieu-dit Harth Cuvee Caroline

2018年12月

甘口

¥3,100

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・ピノ・グリ グラン・クリュ クロ・サン・テオバール

商品ID-570233
750 ml 白

¥3,100

やや甘 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℃

商品ID-570238
750 ml 白

¥3,100

やや甘 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℃

商品ID-570236
750 ml 白

¥3,100

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 ピノ・グリ トラディション

商品ID-58835

¥2,900

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 ゲヴュルツトラミネール キュヴェ・カロリン

商品ID-58836

¥2,500

2015年 Alsace Pinot Gris Grand Cru Rangen Clos SaintTheobald

¥6,200

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℃

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
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

商品ID-570234
750 ml 白

2012年 Alsace Riesling Grand Cru Rangen Clos SaintTheobald

アルザス・ピノ・グリ グラン・クリュ クロ・サン・テオバール

2010年 Alsace Pinot Gris Grand Cru Rangen Clos SaintTheobald

甘口

2013年 Alsace Gewurzttraminer Grand Cru Rangen Clos SaintTheobald

甘口

750 ml 白

750 ml 白

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” ヴァンダンジュ・タ
ルティヴ

¥9,300

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

¥9,300

2011年 Alsace Gewurzttraminer Grand Cru Rangen Clos SaintTheobald Vendanges Tardives

2008年 Alsace Pinot Gris Grand Cru Rangen Clos SaintTheobald Vendanges Tardives

甘口
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】

商品ID-58843
500 ml 白

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

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】

2018年12月

¥10,100

極甘口

商品ID-59244
500 ml 白

¥9,200

甘口

商品ID-58841
750 ml 白

2015年 Alsace Riesling Grand Cru Rangen "Clos SaintTheobald" Vendanges Tardives

甘口

商品ID-58840

¥7,100

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・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 VT

商品ID-570235

¥6,900

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

商品ID-58839
750 ml 白

¥6,900

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

商品ID-58838
750 ml 白

¥6,200

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

商品ID-58837
750 ml 白

2014年 Alsace Riesling Grand Cru Rangen Clos SaintTheobald

2002年 Tokay Pinot Gris Grand Cru Rangen "Clos SaintTheobald" Selection de Grains Nobles 【500ml】

¥11,600

極甘口 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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ワイン専門平野弥ワインリスト
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】

商品ID-58842
500 ml 白

2018年12月

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

極甘口 【未試飲】

ワイン専門平野弥
TEL045-915-6767 FAX 045-910-5781 Email:vin@hiranoya.net
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¥11,600

ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
ブルゴーニュ

La Bourgogne
アラン・ユドロ・ノエラ

生産者: Alain

Hudelot

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

シャンボール・ミュジニー・レ・シャルム

商品ID-570373
750 ml 赤

辛口

2016年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Charmes

【未試飲】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。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃
ロマネ・サン・ヴィヴァン

商品ID-59310
750 ml 赤

辛口

商品ID-570375
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥23,100

2014年 Romanee Saint Vivant

¥84,700

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・コンティを最高峰のと
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）がは、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。

2016年 Romanee Saint Vivant

¥93,000

【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

17

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
アミオ・セルベル

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-59581
750 ml 赤

辛口

2014年 Chambolle Musigny

シャンボール・ミュジニーのピノ・ノワールらしいミネラルと骨格、酸を持ったワイン。しかし、このワイン
の一番の特徴はローヌのワインのような野性味を感じること。黒コショウや獣臭のニュアンスがあり、決
して田舎臭いワインではなく、個性的なブルゴーニュと言える。是非ジビエ料理と合わせてもらいた
い。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
シャンボール・ミュジニー・レ・シャルム

商品ID-59270
750 ml 赤

辛口

商品ID-59583
750 ml 赤

辛口

2013年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Charmes

750 ml 赤

辛口

商品ID-59584
750 ml 赤

辛口

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Charmes

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥16,200

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。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ます。現在でも十
分美味しいですが、1年熟成させるとかなり楽しみになると思います。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

¥30,100

2013年 Clos Saint Denis
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℃

¥33,000

2014年 Clos Saint Denis

【未試飲】ブルゴーニュ、モレ・サン・ドニ村のグラン・クリュの畑の中で、一般的には、クロ・ド・ラ・ロッ
シュの人気が高い。しかし、サン・ドニの名を冠したクロ・サン・ドニは、モレ・サン・ドニの人々にとって
はより親しみ深く愛されている。その風味は、宗教的指導者の慈悲と優しさを表現し、春の訪れととも
に草木が吹き出るく芳醇な大地の香りがある。
葡萄品種：ピノ・ノワール100%
飲用温度：16℃～18℃
シャンボール・ミュジニー・レ・ザムルーズ

商品ID-59582

¥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

商品ID-59271

¥10,000

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses

¥38,000

【未試飲】 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。その風味を決定づ
ける石灰系のミネラルはとても豊富で、ジュヴレ・シャンベルタンのグラン・クリュ、リュショット・シャンタ
ンととも、ブルゴーニュの赤ワインのなかで最もミネラル感が強いワインです。
甲殻類など海の幸に合わせたいワインです。
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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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
アルロー

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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”

商品ID-570343
750 ml 赤

辛口

2014年 Bourgogne Roncevie

オレンジのような酸と香り、タンニンが柔らかく、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℃
クロ・ド・ラ・ロッシュ

商品ID-59275
750 ml 赤

辛口

2013年 Clos de la Roche

750 ml 赤

辛口

商品ID-58763
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥22,400

クロ・ド・ラ・ロッシュは、モレ・サン・ドニ村のグラン・クリュ。黒い果実、スーボワ（森の下草）、スパイス
のニュアンスが特徴的なワインです。
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、きわめて詩的に香りを表現します。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。
飲用温度16℃～18℃
シャルム・シャンベルタン

商品ID-59274

¥4,600

2013年 Charmes Chambertin

¥22,400

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

2012年 Charmes Chambertin

¥24,700

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

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
ブルゴーニュ

La Bourgogne
バシュレ・モノ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

マランジュ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ブティエール

商品ID-59517
750 ml 赤

辛口

2014年 Maranges Premier Cru Clos de la Boutiere.

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℃
シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン

商品ID-59512
750 ml 白

辛口

2015年 Chassagne Montrachet Blanc

750 ml 白

辛口

商品ID-59513
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥7,700

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

商品ID-59516

¥4,800

2014年 Puligny Montrachet

¥8,100

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℃

2015年 Puligny Montrachet

¥9,000

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
シャルル・ヴァン・カネイ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ・レ・カズティエ

商品ID-59288
750 ml 赤

辛口

2014年 Gevrey Chambertin 1er Cru Les Cazetiers

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℃
ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・プティ・モン

商品ID-59290
750 ml 赤

辛口

2014年 Vosne Romanee 1er Cru Les Petits Monts

750 ml 赤

2014年 Charmes Chambertin

マジ・シャンベルタン

辛口

2014年 Mazis Chambertin

辛口

¥65,400

2014年 Bonnes Mares
【未試飲】
シャンベルタン

商品ID-59285
750 ml 赤

辛口

¥65,400

2014年 Chambertin
【未試飲】
シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ

商品ID-59286
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥47,700

【未試飲】
ボンヌ・マール

商品ID-59283
750 ml 赤

¥43,100

辛口

商品ID-59289
750 ml 赤

¥28,100

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℃
シャルム・シャンベルタン

商品ID-59287

¥19,300

2014年 Chambertin Clos ｄｅ Beze
【未試飲】
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¥65,400

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
クロード・デュガ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-59292
750 ml 赤

辛口

2013年 Bourgogne Rouge

和の世界を感じる茶葉の香りと透明感、ジュヴレ・シャンベルタンに繋がる針葉樹のグリーンのニュア
ンス、ACブルゴーニュのクラスでは中々見えない奥行きも感じます。2016年12月現在ではベリー系
の果実味が少し落ち着いていますが、ポテンシャルは非常に高いと言えます。
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

商品ID-59605
750 ml 赤

辛口

2014年 Gevrey Chambertin

750 ml 赤

辛口

2014年 Gevrey Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques

750 ml 赤

辛口

商品ID-59293
750 ml 赤

辛口

2014年 Charmes Chambertin

750 ml 赤

辛口

商品ID-59296
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥57,700

【未試飲】

2013年 Charmes Chambertin

¥57,700

「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℃
グリオット・シャンベルタン

商品ID-59607

¥38,500

【未試飲】
シャルム・シャンベルタン

商品ID-59604

¥12,600

オリエンタル系のスパイスとジュヴレ・シャンベルタンの力強さを持ち合わせた非常に素晴らしいワイ
ンです。
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

商品ID-59606

¥5,800

2014年 Griottes Chambertin

¥123,000

【未試飲】

2013年 Griottes Chambertin
未試飲
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¥130,800

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
クロ・サルモン・デュ・ガルダン

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-570348
750 ml 白

2018年12月

辛口

2016年 Montagny "le Clou"

¥4,500

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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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
コルディエ・ペール・エ・フィス

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

ボジョレー・ヴィラージュ "ジョセフィーヌ・ロゼ "

商品ID-570442
750 ml ロゼ 辛口

2016年 Beaujolais Villages Rose "Josephine Rose"

フレッシュなフランボワーズの香りと味わい、ディルのようなハーブのニュアンスもあり、瑞々しくも骨格
のあるロゼです。合わせるならば魚ではなく豚肉、シャルキトリーが良いと思います。ワイン名のジョセ
フィーヌは、クリストフ・コルディエの愛娘の名です。
葡萄品種：ガメイ
飲用温度：12～14℃
マコン・オーボワ・ダリエ

商品ID-570433
750 ml 白

辛口

2016年 Macon Aux Bois d'Allier

750 ml 白

辛口

2015年 Bourgogne Blanc Jean De La Vigne

750 ml 赤

辛口

¥3,100

2012年 Juliette Louise

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℃
ブルゴーンニュ･ブラン・ジャン・ド・ラ・ヴィーニュ

商品ID-570449
750 ml 白

辛口

2016年 Bourgogne Blanc Jean De La Vigne

750 ml 白

辛口

2016年 Macon Milly Lamartine "Clos du Four"

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥3,600

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℃」
サン・ヴェラン・アン・フォー

商品ID-570436

¥3,000

レモン、ライム、蜜などの豊富な果実の香りを感じ取れます。口に含みますと果実味と透き通った綺
麗な酸が広がり上品な味わいです。熟成すると上級ワインにあるような溶かしバターのようなニュアン
スと旨味を感じ、ワインランク上の品質です。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃
マコン・ミリー・ラマルティーヌ "クロ・デュ・フォー

商品ID-570434

¥3,100

レモン、ライム、蜜などの豊富な果実の香りを感じ取れます。口に含みますと果実味と透き通った綺
麗な酸が広がり上品な味わいです。熟成すると上級ワインにあるような溶かしバターのようなニュアン
スと旨味を感じ、ワインランク上の品質です。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃
ジュリエット・ルイーズ

商品ID-59153

¥2,900

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℃
ブルゴーンニュ･ブラン・ジャン・ド・ラ・ヴィーニュ

商品ID-59392

¥2,800

2016年 Saint Veran En Faux

¥3,800

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％
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ヴィレ・クレッセ アン・ブレシェン

商品ID-570435
750 ml 白

辛口

2016年 Vire Clesse en Brechen

柑橘系の香りがレモンの黄色の他にオレンジの香りが混ざっています。さらには白カブの様な根菜の
ニュアンスも少し、ハーブもあります。とても複雑な香りです。ミネラルがとても強く、2016年はバランス
が非常に良く、喉を軽やかに流れていきます。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃
プイィ・フュイッセ ヴィエイユ・ヴィーニュ

商品ID-59396
750 ml 白

辛口

商品ID-570437
750 ml 白

辛口

2015年 Pouilly Fuisse Vieilles Vingne

750 ml 白

辛口

2015年 Pouilly Fuisse Vieilles Vingne

750 ml 白

辛口

2015年 Pouilly Fuisse Les Vignes Blanches

750 ml 白

辛口

2015年 Pouilly Fuisse "Vers Asnières"

750 ml 白

辛口

2015年 Pouilly Fuisse Ver Cras

750 ml 白

辛口

2015年 Pouilly Fuisse Vers Pouilly

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥5,700

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℃

2014年 Pouilly Fuisse Ver Cras

¥5,200

プイィ・フュイッセ・ヴェール・クラは、青りんご、パイン、ライムなどの香りにわずかに花の蜜（オレンジ
フラワーなど）が感じとれます。口に含むと柑橘系の味わいとミネラルの爽やかな風味が広がります。
優しさと品格を感じさせられるワインです。
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・ピュイィ

商品ID-59398

¥5,700

プイィ・フュイッセ・ヴェール・クラは、青りんご、パイン、ライムなどの香りにわずかに花の蜜（オレンジ
フラワーなど）が感じとれます。口に含むと柑橘系の味わいとミネラルの爽やかな風味が広がります。
優しさと品格を感じさせられるワインです。
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

商品ID-59150

¥5,500

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

商品ID-570440

¥5,500

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

商品ID-570439

¥4,800

コルディエワインの典型的なスタイル。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、コリ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。
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・アニエール"

商品ID-570445

¥4,500

アルコール感が非常に強く、熟れに熟れきったパインや洋梨の香りが全面に出ています。酸は大人
しくとてもジューシーな味わいで、カリフォルニアワインに近いでしょう。濃厚でジューシーな味わいが
お好みの方にお勧めです。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃

プイィ・フュイッセ・レ・ヴィーニュ・ブランシュ

商品ID-570438

¥3,800

2014年 Pouilly Fuisse Vers Pouilly

¥5,200

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℃

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
プイィ・フュイッセ・フィーヌ・ジョセフィーヌ

商品ID-570441
750 ml 白

辛口

2015年 Pouilly Fuisse Fine Josephine

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”

商品ID-570446
750 ml 白

辛口

商品ID-59399
750 ml 白

辛口

2015年 Pouilly Fuisse "Jean Gustave"

750 ml 白

辛口

商品ID-570447
750 ml 白

辛口

2013年 Pouilly Fuisse "Jean Gustave"

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥7,000

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℃

2013年 Pouilly Fuisse Juliette La Grande

¥9,700

ドメーヌ・コルディエの白ワインのなかで、フィーヌ・ジョセフィーヌ（辛口）と並ぶトップ・キュベが、プ
イィ・フュイッセ・ジュリエット・ラ・グランデ です。収穫は、他のキュベよりも一ヶ月ほど遅く、年によって
は、一部貴腐化した葡萄も使用されています。
オレンジや杏、アカシアなどの蜜の風味があり、アルコールの強さも感じさせます。後半、グレープフ
ルーツ皮や栗の薄皮のようなビターな苦味があり、マロングラッセやビターチョコ、ビターオレンジの
風味が余韻に残ります。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃

2015年 Pouilly Fuisse Juliette La Grande

¥10,000

ドメーヌ・コルディエの白ワインのなかで、フィーヌ・ジョセフィーヌ（辛口）と並ぶトップ・キュベが、プ
イィ・フュイッセ・ジュリエット・ラ・グランデ です。収穫は、他のキュベよりも一ヶ月ほど遅く、年によって
は、一部貴腐化した葡萄も使用されています。
オレンジや杏、アカシアなどの蜜の風味があり、アルコールの強さも感じさせます。後半、グレープフ
ルーツ皮や栗の薄皮のようなビターな苦味があり、マロングラッセやビターチョコ、ビターオレンジの
風味が余韻に残ります。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：10～12℃
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

商品ID-570448

¥6,900

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℃

プイィ・フュイッセ・ジュリエット・ラ・グランデ

商品ID-59147

¥6,900

2015年 Pouilly Fuisse "Juliette La Grande" Botrytis

¥12,000

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れていま
す。
抜き栓直後の試飲では、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。
このワインを約1週間後に試飲すると、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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドーヴネ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

生産者: D'Auvenay

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

商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

シュヴァリエ・モンラッシェ

商品ID-59435
750 ml 白

2018年12月

辛口

2006年 Chevalier Montrachet

¥423,000

圧倒されるほどの強いミネラルは、凝縮した葡萄を収穫した証拠です。ドメーヌ・ルフレーヴのシュバ
リエよりも2～3倍力強く、かつエレガント。
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドメーヌ・デュ・クロ・サルモン

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-59508
750 ml 赤

辛口

商品ID-570346
750 ml 赤

辛口

商品ID-570347
750 ml 赤

2018年12月

辛口

2015年 Givry 1er Cru Clos Salomon

¥5,800

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。2014年に比べ凝縮感が強く、骨格もしっかりとしています。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：16～18℃

2014年 Givry 1er Cru Clos Salomon

¥5,800

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℃

2016年 Givry 1er Cru Clos Salomon

¥5,800

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
フランソワ・カリヨン

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-570367
750 ml 白

辛口

2016年 Bourgogne Chardonnay

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℃
ピュリニー・モンラッシェ クロ・デュ・ヴュー・シャトー

商品ID-570371
750 ml 白

辛口

2016年 Puligny Montrachet"Clos Du Vieux Chateau"

750 ml 白

辛口

2016年 Puligny Montracheｔ 1er Cru Champs Gain

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥14,700

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℃
ピュリニー・モンラッシェ・1er・レ・フォラティエール

商品ID-570370

¥10,500

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・1er・シャン・ガン

商品ID-570369

¥4,500

2016年 Puligny Montrachet 1er Cru Les Folatieres

¥17,000

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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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
フランソワ・ミクルスキー

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

ムルソー プルミエ・クリュ・シャルム

商品ID-570353
750 ml 白

辛口

2015年 Meursault 1er Cru Charmes

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に蜜系の香りが感じられる。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、ミネラル
ウォターを飲んでいるかのような清涼感です…
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃
ムルソー・ポリュゾ・プルミエ・クリュ

商品ID-570354
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥16,000

2015年 Meursault Poruzots 1er Cru

¥16,000

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ユベール・リニエ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

ブルゴーニュ・ピノ・ノアール

商品ID-570048
750 ml 赤

辛口

2015年 Bourgogne Pinot Noir

フレッシュなプラムやリンゴの紅玉を想わせるとても洗練された綺麗な果実の香りが広がります。口
に含みますと透明感があり、果実、酸、タンニンが一体となり溶け合い、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℃
ジュヴレ・シャンベルタン

商品ID-59591
750 ml 赤

辛口

2014年 Gevrey Chambertin

750 ml 赤

辛口

2014年 Morey Saint Denis Tres Girard

750 ml 赤

辛口

2014年 Morey Saint Denis Ｔｒｉｌｏｇｉｅ

750 ml 赤

辛口

2014年 Gevrey Chambertin Les Seuvrees

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥10,000

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℃
ジュヴレ・シャンベルタン

商品ID-570091

¥9,700

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℃
ジュヴレ・シャンベルタン・レ・スーヴレ

商品ID-59594

¥9,300

凝縮感がありながら、とても洗練された綺麗な果実の香りが広がります。口に含みますと透明感があ
り、果実、酸、タンニンが一体となり溶け合い、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。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・トリロジー

商品ID-59602

¥9,300

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℃
モレ・サン・ドニ トレ・ジラール

商品ID-59601

¥4,600

2015年 Gevrey Chambertin

¥10,700

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
モレ・サン・ドニ トレ・ジラール

商品ID-570092
750 ml 赤

辛口

2015年 Morey Saint Denis Tres Girard

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℃
シャンボール・ミュジニー ヴィエイユ・ヴィーニュ

商品ID-59588
750 ml 赤

辛口

2014年 Chambolle Musigny Vieilles Vignes

750 ml 赤

辛口

2015年 Morey Saint Denis Ｔｒｉｌｏｇｉｅ

750 ml 赤

辛口

2015年 Gevrey Chambertin Les Seuvrees

750 ml 赤

辛口

2014年 Chambolle Musigny Les bussieres

750 ml 赤

辛口

2014年 Morey Saint Denis １er cru Ｃｈｅｎｅｖｅｒｙ

750 ml 赤

辛口

2014年 Morey Saint Denis １er cru Clos Baulet

750 ml 赤

辛口

2015年 Morey Saint Denis １er cru Ｃｈｅｎｅｖｅｒｙ

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥17,000

【未試飲】
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・ペリエール

商品ID-59593

¥15,400

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・シュヌヴリー

商品ID-570096

¥15,400

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

商品ID-59596

¥11,600

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℃
モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・シュヌヴリー

商品ID-59595

¥11,500

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℃
シャンボール・ミュジニー レ・ブシエール

商品ID-570049

¥11,000

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℃
ジュヴレ・シャンベルタン・レ・スーヴレ

商品ID-570093

¥10,800

熟したイチゴとフランボワーズ、そして黒トリュフのような動物的なニュアンスも出ています。シャンボー
ルらしい綺麗で繊細なミネラルと甘味が表現されていて、余韻も非常に長く、口の中にいつまでもア
ロマが残ります。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
モレ・サン・ドニ・トリロジー

商品ID-570094

¥10,800

2014年 Gevrey Chambertin 1er Cru Perriere
【未試飲】
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¥19,300

ワイン専門平野弥ワインリスト
ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ラ・ペリエール

商品ID-570098
750 ml 赤

辛口

2015年 Gevrey Chambertin 1er Cru La Perriere
【未試飲】
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 レ・ボード

商品ID-59586
750 ml 赤

辛口

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Baudes

750 ml 赤

辛口

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Chabiots

750 ml 赤

辛口

2015年 Morey Saint Denis 1er Cru Vieilles Vignes

750 ml 赤

辛口

2015年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Baudes

750 ml 赤

辛口

2015年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Chabiots

750 ml 赤

辛口

商品ID-570099
750 ml 赤

辛口

2014年 Gevrey Chambertin 1er Cru Aux Combottes

750 ml 赤

辛口

2015年 Gevrey Chambertin 1er Cru Aux Combottes

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥30,700

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃

2014年 Charmes Chambertin

¥38,500

【未試飲】
シャルム・シャンベルタン・グラン・クリュ

商品ID-570102

¥26,200

【未試飲】

シャルム・シャンベルタン

商品ID-59589

¥24,500

【未試飲】
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・プルミエ・クリュ・オーコンボット

商品ID-59592

¥24,500

【未試飲】
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 レ・シャビオ

商品ID-570100

¥23,000

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℃
シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・ボード

商品ID-570101

¥21,600

【未試飲】
モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・V.V.

商品ID-570097

¥21,600

【未試飲】
シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・シャビオ

商品ID-59587

¥21,500

2015年 Charmes Chambertin Grand Cru
【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃
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¥43,000

ワイン専門平野弥ワインリスト
クロ・ド・ラ・ロッシュ

商品ID-59590
750 ml 赤

辛口

商品ID-570103
750 ml 赤

2018年12月

辛口

2014年 Clos de la Roche

¥50,000

【未試飲】 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。
クロ・ド・ラ・ロッシュの生産者としてユベール・リニエはトップ中のトップに位置します。クロ・ド・ラ・ロッ
シュの個性に、南国をイメージする花やフルーツのニュアンスが加わり、食としては、ジビエのなかで
も野鳥類や熊に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℃

2015年 Clos de la Roche
【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16～18℃
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¥70,000

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ジャック・カリヨン

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-570344
750 ml 白

辛口

2015年 Puligny Montrachet

突くと崩れてしまいそうなほどの繊細な風味があり、フランソワ・カリヨンとは対照的な印象があります。
例えるならば、ジャック・カリヨンはライムの様なグリーンで、フランソワ・カリヨンは濃いイエローといっ
たイメージです。ジャスミンのような白い花の香り、適度に熟した果実の甘みと酸味が広がり、ジュニ
パーベリーのようなグリーンスパイスも良いアクセントになっています。
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・プルミエ・クリュ・レ・シャン・カネ

商品ID-570345
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥9,700

2015年 Puligny Montracheｔ 1er Cru Les Champ Canet

¥15,400

身震いするほどの美しい香りがグラスの中に広がります。ライムやカボスのようなグリーンの柑橘の香
りは軽やかに序章を奏で、その後からは白トリュフや松茸のような素晴らしいニュアンスが表れます。
口に含めば、凝縮感のある果実味の奥から、甲殻類の旨味と石灰のミネラルが波のように押し寄せて
きます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ジャイエ・ジル

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

生産者: Jayer-Gilles

ジャイエ・ジルのワインは、新樽の比率が高いことで知られています。新樽率が高いということは、樽の風味に負け
ない葡萄の強さが必要で、それだけクオリティーの高い葡萄を栽培している証。
1980年代のブルゴーニュワインは新樽率の高いワインが多く、それは新興国アメリカのカリフォルニアのワインに
対抗するためでもありました。しかし、1990年を前後して、「テロワール」を重視する方向へとワイン造りの方向は変
化していきます。新樽率の高いワインはテロワールの微妙なニュアンスを表現することができないため、ジュブレ・
シャンベルタンなどの村の一部のワインを除いて、新樽率の高いワインは、市場から姿を消しました。こうした歴史
的な状況を見ると、ジャイエ・ジルのワインは、古典的な（1980代型の）ブルゴーニュワインのひとつであり、貴重な
存在であるといえるでしょう。

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

商品ID-57784
750 ml 赤

辛口

2011年 Bourgogne Passetoutgrain

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

商品ID-57786
750 ml 赤

辛口

2011年 Bourgonge Hautes Cotes de Beaune Rouge

750 ml 赤

辛口

2011年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Rouge

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥6,300

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

商品ID-57789

¥5,700

グラスにそそいだ瞬間に深い真紅のバラの香りや熟したベリーの香りに引き込まれます。ひとくち口
に含むとスムースでまるで山の奥から湧き出てくる清流のように透明で綺麗な風味が広がります。フ
レッシュで豊かな果実味と旨みがバランスよく深い味わいは飲む人の心を引きつけずにはおりませ
ん。
飲用温度16℃～18℃
鴨をつかったお料理に相性がよいです。
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ルージュ

商品ID-57788

¥2,800

2011年 Cote de Nuits Villages

¥7,300

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

La Bourgogne
ジャン・バチスト・ポンソ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-59504
750 ml 白

辛口

2015年 Rully 1er cru Blanc Molesme

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℃
リュリー プルミエ・クリュ モレム ルージュ

商品ID-59507
750 ml 赤

辛口

2015年 Rully 1er Cru Molesme Rouge

750 ml 白

辛口

2014年 Rully 1er cru Blanc Molesme

750 ml 白

辛口

商品ID-59506
750 ml 白

辛口

2014年 Rully Blanc en bas de Vauvry

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥4,800

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℃

2015年 Rully Blanc en bas de Vauvry

¥4,800

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℃
リュリー プルミエ・クリュ・ブラン モンパレ

商品ID-59505

¥4,800

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・ブラン オン・バ・ド・ヴォヴリー

商品ID-59503

¥4,800

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℃
リュリー プルミエ・クリュ ブラン モレム

商品ID-59533

¥4,800

2015年 Rully 1er cru Blanc Montpalais

¥5,300

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℃
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ブルゴーニュ

La Bourgogne
ジャン・クロード・ラモネ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

ブルゴーニュ・ピノ・ノアール

商品ID-59335
750 ml 赤

辛口

2014年 Bourgogne Pinot Noir

典型的なクラシックスタイルのブルゴーニュらしいワインです。フランボワーズや木苺のフルーツの香
りや土の香りなど、そして、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
実の風味が口に広がります。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度16～18℃
ブーズロン

商品ID-59625
750 ml 白

辛口

¥4,700

2015年 Bouzeron

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℃
ブルゴーニュ・ピノ・ノアール

商品ID-59624
750 ml 赤

辛口

2015年 Bourgogne Pinot Noir

750 ml 白

辛口

¥4,800

2014年 Bouzeron

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℃
ペルナン・ヴェルジュレス・ベル・フィーユ・ルージュ

商品ID-59628
750 ml 赤

辛口

2015年 Pernand Vergelesses Belles Filles Rouge

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥7,400

淡い赤色からも想像できる様に、非常に繊細でクリアなワイン。採れたてのオレンジの皮とクレソンの
ようなグリーンハーブの香り、その明るい色彩の香りの後にイチゴやフランボワーズの果実が出てきま
す。酸味は程よくあり旨味は中心に綺麗に凝縮しています。ブルゴーニュワイン好きにはたまらない
味わいです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃
シャサーニュ・モンラッシェ・ルージュ

商品ID-59627

¥4,700

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℃
ブーズロン

商品ID-59336

¥4,500

2015年 Chassagne Montrachet Rouge

¥7,700

ブルゴーニュの白ワインで著名な造り手であるラモネの赤ワインは、伝統的でクラシックなスタイルで
す。シャサーニュ・モンラシェは、白ワインで有名ですが、秀逸な赤ワインもつくられます。2015年のこ
のワインは、自然の中を歩いていて出会うような、木苺や野バラ、ローズマリーなどのハーブ、オレン
ジフラワーなどの香りが豊かです。味わいは、前年の2014年に比べ、フランボワーズのようなベリーの
甘みが強く、より熟度が上がったような印象があります。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度16℃～18℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ジャン・フルニエ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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・ブラン "Ｓ クエスチョン"

商品ID-59222
750 ml 白

辛口

商品ID-58366
750 ml 白

辛口

2014年 Bourgogne Blanc "S・・？"

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。

2013年 Bourgogne Blanc "S・・？"

750 ml 赤

辛口

2015年 Bourgogne Rouge

750 ml 白

辛口

2013年 Bourgogne Blanｃ "Les Avoines"

750 ml 白

辛口

2015年 Bourgogne Aligote Champ Forey VV

750 ml 白

辛口

2015年 Bourgogne Blanc "S・・？"

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥3,500

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
ブルゴーニュ・ブラン・オリジン

商品ID-570227

¥3,500

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。
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"

商品ID-570229

¥3,500

ワイングラスに鼻を近づけた瞬間に、アルザス地方のピノ・ブランを思い出します。フローラル（花のよ
う）な香りに甘い果実の香り、味わいは、豊で透明感があり、厚みを感じさせます。
シャルドネ種とはことなる別の世界が広がります。
飲用温度6℃～8℃
お料理との相性は、ホタテのソテーなどの魚介のお料理。
葡萄品種：ピノ・ブラン
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

商品ID-570230

¥3,500

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お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・ブラン レ・ザヴォワンヌ

商品ID-58367

¥3,400

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・ルージュ

商品ID-570231

¥3,000

2015年 Bourgogne Blanc Origines

¥3,800

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
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

商品ID-59219
750 ml 赤

辛口

2014年 Bourgonge Rouge Les Chapitre VV

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。
ブルゴーニュ・ブラン ≪Ｃ セディーユ≫

商品ID-59166
750 ml 白

辛口

2014年 Bourgogne Blanc ≪Ç≫

750 ml 赤

辛口

商品ID-59477
750 ml 赤

辛口

2013年 Marsannay Rouge Cuvee Saint Urbain

750 ml 白

辛口

2015年 Marsannay Rouge Cuvee Saint Urbain

750 ml 赤

辛口

2015年 Marsannay Blanc Cuvee Saint Urbain

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥3,900

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℃

2015年 Bourgonge Rouge Les Chapitre VV

¥4,600

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℃
マルサネ ルージュ レ・ロンジェロワ

商品ID-59208

¥3,900

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℃

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

商品ID-570228

¥3,900

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・ブラン "キュベ・サン・チュルバン″

商品ID-59478

¥3,900

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℃
マルサネ・ルージュ キュベ・サン・チュルバン

商品ID-58375

¥3,900

2014年 Marsannay Rouge Les Longeroies

¥4,700

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℃
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マルサネ ルージュ エ・シェゾー

商品ID-59209
750 ml 赤

辛口

2014年 Marsannay Rouge Es Chezots

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

商品ID-59210
750 ml 赤

辛口

2014年 Marsannay Rouge Clos du Roy

750 ml 白

辛口

2014年 Marsannay Blanc Les Longeroies

750 ml 赤

辛口

2014年 Fixin Les Petits Crais

750 ml 赤

辛口

2013年 Marsannay Rouge Les Longeroies

750 ml 赤

辛口

2013年 Marsannay Rouge Clos du Roy

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥4,700

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

商品ID-59482

¥4,700

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

商品ID-58378

¥4,700

ブルゴーニュ地方のフィッサン村産のワインは、一般的には、固く閉じる傾向にありますが、こちらの
ワインは、優しく果実味あふれる風味のワインです。ベリーやバラなどの花の香りに少し土のニュアン
スが加わります。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℃
マルサネ ルージュ レ・ロンジェロワ

商品ID-58379

¥4,700

香りは瑞々しく透明感があり、ゆず、洋ナシ、金柑、コーン、若い栗、などの豊かな香りがあり、魚介に
あいそうなミネラル感、味わいは香りほど甘くなく、ゆずの白い皮の部分のようなかすかな苦味を感
じ、ドライに感じますが、飲み進んでいくうちに、味が変化して口の中にまとわり付くような心地よい果
実味が出て旨みが増し、口の中を包み込む厚みを感じます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃
フィクサン・レ・プティ・クレ

商品ID-59217

¥4,700

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。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。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
マルサネ ブラン レ・ロンジェロワ

商品ID-59213

¥4,700

2015年 Marsannay Rouge Les Longeroies

¥4,800

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。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。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
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マルサネ ブラン レ・ロンジェロワ

商品ID-59481
750 ml 白

辛口

2015年 Marsannay Blanc Les Longeroies

香りは瑞々しく透明感があり、ゆず、洋ナシ、金柑、コーン、若い栗、などの豊かな香りがあり、魚介に
あいそうなミネラル感、味わいは香りほど甘くなく、ゆずの白い皮の部分のようなかすかな苦味を感
じ、ドライに感じますが、飲み進んでいくうちに、味が変化して口の中にまとわり付くような心地よい果
実味が出て旨みが増し、口の中を包み込む厚みを感じます。
葡萄品種：シャルドネ
飲用温度：12～14℃
マルサネ ルージュ クロ・デュ・ロワ

商品ID-59480
750 ml 赤

辛口

2015年 Marsannay Rouge Clos du Roy

750 ml 白

辛口

2015年 Marsannay Blanc Clos du Roy

750 ml 赤

辛口

2015年 Marsannay Rouge Es Chezots

750 ml 赤

辛口

2015年 Fixin rouge Les Petits Crais

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥4,800

ブルゴーニュ地方のフィッサン村産のワインは、一般的には、固く閉じる傾向にありますが、こちらの
ワインは、優しく果実味あふれる風味のワインです。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℃
マルサネ レ・ロンジェロワ バージョン オリジナル

商品ID-59483

¥4,800

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

商品ID-59484

¥4,800

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。
葡萄品種：シャルドネ100％
飲用温度：12～14℃
マルサネ ルージュ エ・シェゾー

商品ID-59479

¥4,800

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。トーンの高いとても綺麗なベリーの味わいと品格があり、球体を想わせるバランス感
があります。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
マルサネ ブラン クロ・デュ・ロワ

商品ID-59490

¥4,800

2015年 Marsannay Les Longeroies Version Originale

¥6,100

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。濃厚な甘さがあり、そ
れはコンフィチュールを通り越してまるでショコラのよう。アルコール感も強くボリューム感があり、口に
含むと最後までその甘さは支配します。エキゾチックっ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℃

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

42

ワイン専門平野弥ワインリスト
ジュヴレ・シャンベルタン

商品ID-59216
750 ml 赤

辛口

2014年 Gevrey Chambertin

¥7,800

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・トロワ・テール ヴィエイユ・ヴィーニュ

商品ID-59207
750 ml 赤

辛口

2014年 Marsannay Trois Terres VV

ドメーヌ・ジャン・フルニエのスペシャル・キュベのひとつ。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。
このマルサネ・トワ・テールは、三つの区画（トワ・テール）から厳選された葡萄を使用したワインで、
ジャン・フルニエのワインの中で最上級品です。
【トワテールとは、三つの異なる畑の意】
Grands Vignes 0.3 ヘクタール 樹齢65 年、La Charme aux Pretres 0.3 ヘクタール樹齢65 年、
Grasses Tetes 0.2 ヘクタール樹齢60 年。
飲用温度16℃~18℃
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ"レ・クロワ・ヴィオレット ヴィエイユ・ヴィーニュ"

商品ID-59218
750 ml 赤

辛口

2014年 Cote de Nuits Villages "Les Croix Violettes Vieilles
Vignes"

750 ml 赤

辛口

2013年 Marsannay Trois Terres VV

750 ml 赤

辛口

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

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥6,700

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

商品ID-59485

¥6,700

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

商品ID-58383

¥6,700

Cote de Nuits Villagesの上質のスペシャル・キュベ。洗練されたワインで、内面的な（内向的な）奥行
きを感じさせ、ひとつの美学があるように思えるワインです。 香りはバラやスミレ、そしてヴェルモット
といった、フローラルな香りと薬草の香りが入り混じっており、そこに濃いベリーの味わいが追いかけ
てきます。ベリーの甘さに深い影のような印象があり深い森の中を歩いているようなイメージです。味
わいの複雑で力強く構成のはっきりしたワインです。
飲用温度18℃。鹿などのジビエや鴨のオレンジ・ソースなどのお料理に相性がよいです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
マルサネ・トロワ・テール ヴィエイユ・ヴィーニュ

商品ID-58384

¥6,700

2015年 Gevrey Chambertin

¥7,800

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、素晴らしいバランスです。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
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マルサネ・トロワ・テール ヴィエイユ・ヴィーニュ

商品ID-59489
750 ml 赤

辛口

2015年 Marsannay Trois Terres VV

ドメーヌ・ジャン・フルニエのスペシャル・キュベのひとつ。このマルサネ・トワ・テールは、三つの区画
（トワ・テール）から厳選された葡萄を使用したワインで、ジャン・フルニエのワインの中で最上級品で
す【トワテールとは、三つの異なる畑の意】。とてもエレガンスで、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。今からでも十分楽しめ
ます。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ"レ・クロワ・ヴィオレット ヴィエイユ・ヴィーニュ"

商品ID-59486
750 ml 赤

辛口

2015年 Cote de Nuits Villages "Les Croix Violettes Vieilles
Vignes"

750 ml 赤

辛口

2014年 Marsannay Rouge Clos du Roy "Pur Pot"

750 ml 赤

辛口

商品ID-59487
750 ml 赤

辛口

2014年 Marsannay Rouge Cuvee Saint Urbain "Ptite
Grumotte"

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥8,000

「Ptite Grumotte」とは「小さな葡萄」という意味。このスペシャルキュベは、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（foisonブログから引用）。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。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃

2015年 Marsannay Rouge Cuvee Saint Urbain "Ptite
Grumotte"

¥8,400

「Ptite Grumotte」とは「小さな葡萄」という意味。このスペシャルキュベは、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（foisonブログから引用）。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、ワインに精神が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。
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 "ピュア・ポ"

商品ID-59488

¥8,000

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

商品ID-59212

¥7,600

Cote de Nuits Villagesの上質のスペシャル・キュベ。洗練されたワインで、内面的な（内向的な）奥行
きを感じさせ、ひとつの美学があるように思えるワインです。 黒いベリーと黒いバラの香りがあり、どこ
か落ち着きと冷たさを感じさせてくれます。凝縮感が強くタンニンも堅牢、味わいは奥からじっくりと広
がっていきます。味わいの複雑で力強く構成のはっきりしたワインです。
飲用温度18℃。鹿などのジビエや鴨のオレンジ・ソースなどのお料理に相性がよいです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
マルサネ・ルージュ クロ・デュ・ロワ "ピュア・ポ"

商品ID-59211

¥7,600

2015年 Marsannay Rouge Clos du Roy "Pur Pot"

¥8,400

こちらは、マルサネ村のクロ・デュ・ロワの畑のスペシャル・キュベです。 甘い果実の香りと丸みのあ
るボディーは、マルサネ・クロデュロワの典型的なスタイルです。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。黒いベリーに、紫の花の香り、根菜の土っぽ
さや、森をイメージさせるグリーンのニュアンス、まだ、すこし硬さが残りますが、凛としたそのスタイル
は高貴さの表れでもあります。
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
飲用温度：16～18℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
レシュノー

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-59608
750 ml 赤

辛口

2014年 Bourgogne Pinot Noir

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

商品ID-59609
750 ml 赤

辛口

商品ID-59313
750 ml 赤

辛口

2014年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Rouge

750 ml 赤

辛口

2013年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Rouge

750 ml 赤

辛口

商品ID-59314
750 ml 赤

辛口

2014年 Nuits St Georges

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥7,700

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℃

2014年 Morey Saint Denis

¥7,700

非常に複雑性があるワインで、例年のモレ・サン・ドニとはまた一味違った印象があります。香りの主
体はブラックベリーをコンフィチュールにしたような甘い香り、そこに薔薇のような華やかな香りと、ロー
リエのようなグリーンのニュアンスが綺麗に流れていきます。酸味は非常に豊富ですが組成がきめ細
やかなのでストレスを全く感じさせません。バランスの整った素晴らしいワインです。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃

2013年 Morey Saint Denis

¥7,700

薔薇やスミレといったフローラルな香り、他のモレサンドニにはないエレガンスがあり、フランボワーズ
の甘い香りとエキスは中心にあり、奥底までその味わいが広がっていきます。
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

商品ID-570349

¥4,700

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℃

モレ・サン・ドニ

商品ID-59612

¥4,300

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℃

ニュイ・サン・ジョルジュ

商品ID-59613

¥3,900

2015年 Nuits St Georges

¥8,500

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
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

商品ID-59616
750 ml 赤

辛口

2014年 Nuits St Georges Aux Chouillets Vielle Vigne

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℃
ニュイ・サン・ジョルジュ・1er・レ・ダモード

商品ID-59614
750 ml 赤

辛口

2014年 Nuits St Geoｒges 1er Cru Les Damodes

750 ml 赤

辛口

2014年 Nuits St Georges 1er Cru les Pruliers

750 ml 赤

辛口

商品ID-58421
750 ml 赤

辛口

2013年 Nuits St Geoｒges 1er Cru Les Damodes

750 ml 赤

辛口

2012年 Nuits St Geoｒges 1er Cru Les Damodes

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥12,500

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 Chambolle Musigny 1er Cru

¥12,700

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℃
ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・プリュリエ

商品ID-570350

¥12,400

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％

シャンボール・ミュジニー・プルミエクリュ

商品ID-59610

¥12,400

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・1er・レ・ダモード

商品ID-59317

¥12,400

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・プルミエ・クリュ・レ・プリュリエ

商品ID-59615

¥8,500

2015年 Nuits St Georges 1er Cru les Pruliers

¥14,500

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％
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
クロ・ド・ラ・ロッシュ

商品ID-58422
750 ml 赤

2018年12月

¥42,700

辛口

商品ID-59611
750 ml 赤

2012年 Clos de la Roche

辛口

2014年 Clos de la Roche

¥48,500

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℃

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

47

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ルフレーヴ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

生産者: Leflaive

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

商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

ムルソー・プルミエ・クリュ・スー・ル・ド・ダーヌ

商品ID-59319
750 ml 白

辛口

2013年 Meursault 1er Cru Sous le Dos d'Ane

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

商品ID-59321
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥26,600

2013年 Puligny Montrachet Clavoillons

¥29,300

ピュリニー・モンランシェの一級畑クラヴァイヨンは、ほとんど、ドメーヌ・ルフレーブの所有です。とても
豊かな土地で、かつて、偉大な赤ワインが産出されていました。今日、「この白ワインは非常にモン
ラッシェらしい香りをもち厚みのある力強いワイン」(『MONTRACHET』Jean-Francois Bazin著）と言わ
れています。
2013年のこのワインは、熟した果実感、厚みのあると繊細ばミネラル感が特徴で、今お飲みになって
楽しむことができます。
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
フィリップ・パカレ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

ジュヴレ・シャンベルタン

商品ID-59497
750 ml 赤

辛口

2014年 Gevrey Chambertin

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・プルミエ・クリュ・アルジラ

商品ID-58902
750 ml 赤

辛口

2013年 Nuits St Georges 1er Cru Argillas

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥14,000

若干硬めのタンニンが強く感じられますが、旨味が凝縮した果実味と良いバランスでクラシックなＮＳ
Ｇらしい仕上がりです。 飲み頃を迎えるには最低5年かかると言われておりますが、2013年は比較的
早く開きます。
飲用温度：16℃～18℃
葡萄品種：ピノ・ノワール100％
シャンボール・ミュジニー・プルミエクリュ

商品ID-59496

¥10,000

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru

¥19,000

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ラモネ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

ブルゴーニュ・アリゴテ・ド・ブーズロン

商品ID-58893
750 ml 白

辛口

2013年 Bourgogne Aligote de Bouzeron

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℃
バタール・モンラッシェ

商品ID-59334
750 ml 白

辛口

2013年 Batard Montrachet

750 ml 白

2018年12月

¥69,300

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℃
モンラッシェ

商品ID-59343

¥4,500

¥210,000

2013年 Montrachet

辛口

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
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ロベール・グロフィエ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

ブルゴーニュ・パストゥグラン

商品ID-59298
750 ml 赤

辛口

2014年 Bourgogne Passetoutgrain

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

商品ID-570365
750 ml 赤

辛口

2016年 Bourgogne Pinot Noir

750 ml 赤

辛口

2016年 Chambolle Musigny Les Sentiers

750 ml 赤

辛口

2016年 Chambolle Musigny Les Haut Doix

750 ml 赤

辛口

¥65,000

2016年 Bonnes Mares
【未試飲】
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・ザムルーズ

商品ID-570366
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥32,500

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℃
ボンヌ・マール

商品ID-570364

¥32,500

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℃
シャンボール・ミュジニー・レ・ゾー・ドワ

商品ID-570361

¥7,500

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・レ・サンティエ

商品ID-570362

¥4,700

2016年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses

¥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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
トロ・ボー

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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）

サヴィニー・レ･ボーヌ･1er・ラヴィエール【1.5L】

商品ID-570360
1500 ml 赤

辛口

2015年 Savigny Les Beaune 1er Cru Lavieres【1.5L】

サヴィニー・レ・ボーヌのラヴィエールの畑からは繊細でフィネスがあるワインが造られます。
こちらのワインは、イチゴやベリージャムのような濃厚な香りがします。口に含むと、優しい果実味が口
に広がり繊細で力強さと気品が調和したその風味はとても魅力的です。
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：16～18℃
コルトン・ブレサンド 【1.5L】

商品ID-59347
1500 ml 赤

辛口

商品ID-570359
1500 ml 赤

2018年12月

辛口

¥19,300

2014年 Corton Bressandes 【1.5L】

¥29,300

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。

2015年 Corton Bressandes 【1.5L】

¥40,100

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
ボルドー

Le Bordelais
ボルドー・スペリュール

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-59103
750 ml 赤

2018年12月

辛口

2008年 Baltｈus(A.C.Bordeaux Superieur)

¥11,500

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℃

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

53

ワイン専門平野弥ワインリスト
ボルドー

Le Bordelais
マルゴー

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-57259
750 ml 赤

辛口

2005年 Chateau Margaux(A.C.Margaux)

¥160,000

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℃

2018年12月
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ボルドー

Le Bordelais
ポイヤック

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

原産地： AC.Pauillac
商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャトー・ムートン・ロートシルト

商品ID-56315
750 ml 赤

辛口

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

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。
シャトー・ラトゥール

商品ID-57258
750 ml 赤

辛口

¥135,000

2005年 Chateau Latour(A.C.Pauillac)

¥150,000

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

商品ID-57260
750 ml 赤

2018年12月

辛口

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

¥250,000

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ボルドー

Le Bordelais
ポムロール

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

原産地： AC.Pomerol
商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

シャトー・トゥール・マイエ

商品ID-59101
750 ml 赤

辛口

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

濃厚な色調、複雑で馥郁たる香り、オレンジピールを加えたショコラ、秋の収穫時期のベリーとシャ
ンピニオンなど香り、質・量共に素晴らしく、ミネラルも豊富。余韻も非常に長く、２～３クラス上級の
シャトーと感じられる。非常にコストパフォーマンスに優れたワイン。
葡萄品種：メルロー100％
飲用温度：16～18℃
◆1985年以降モンターニュ・サンテミリオンのジャン・クロード・ラガールデールが所有。
葡萄品種：メルロ100％(平均樹齢35年）
面積：2.22ha。 植付密度：5,500本/ha 土壌：表土は小石、地下層は鉄分を含んだ砂
収穫：手作業 醸造：プレ・マセラシオン１４℃の低温醗酵 マセラシオン：２８日間
熟成：新樽50％ １２ヶ月間 畑の位置はル・ボン・パストゥールの隣 （ペトリュスから東へ約1km）
シャトー・ラトゥール・ア・ポムロール

商品ID-59100
750 ml 赤

辛口

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

750 ml 赤

辛口

2010年 Pensees de Lafleur(A.C.Pomerol)

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥41,600

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。
シャトー・ペトリュス

商品ID-57262

¥15,000

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

商品ID-57204

¥7,000

2005年 Chateau Petrus(A.C.Pomerol)

¥538,500

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ボルドー

Le Bordelais
ソーテルヌ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-34202
375 ml 白

甘口

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

¥28,000

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。

2018年12月
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ボルドー

Le Bordelais
サン・テミリオン

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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・マトラス

商品ID-59094
750 ml 赤

辛口

商品ID-59097
750 ml 赤

辛口

1997年 Chateau Matras(A.C.St-Emilion)

完全に熟成が完了して、ブルゴーニュの古酒を想わせる上品なアロマがグラスから立ち込めます。上
質な黒トリュフに干し葡萄、温かみのある樹の香りもあります。しなやかで華やか、良きボルドーの古
酒です。
葡萄品種：カベルネ・フラン60％、メルロー40％
飲用温度：16～18℃
★ シャトー・マトラスは、サンテミリオンの中で秀逸な生産者の一人です。当主のガブリオ氏は、醸造
家でもあり、技術的な見識に裏づけされ高い品質のワインを毎年生産しています。シャトー名の
Matrasは、フランスの中世の古語でマトラスと末尾にSも発音します。マトラスとは、大弓を意味しま
す。

2009年 Chateau Matras(A.C.St-Emilion)

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥8,000

シャトー・マトラスは、サンテミリオンの中で秀逸な生産者の一人です。当主のガブリオ氏は、醸造家
でもあり、技術的な見識に裏づけされ高い品質のワインを毎年生産しています。2009年は、ボルドー
ワインにとって当たり年です。
ブラックベリーにカシス、それらを煮詰めたような濃密さがあります。同時に瑞々しさとしなやかさも
併せ持っている上品なボルドー。香りにはグリーンのハーブにスパイス、黒糖などの香り、存在感があ
り深い森の奥に引き込まれるような魅力があります。
葡萄品種：カベルネ・フラン60％、メルロー40％
飲用温度：16～18℃
★ シャトー名のMatrasは、フランスの中世の古語でマトラスと末尾にSも発音します。マトラスとは、大
弓（大弓を引く人）を意味します。
シャトー・シュバル・ブラン

商品ID-57261

¥5,500

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

¥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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ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
オー・ド・ヴィ

Eaux de Vie
クロード・デュガ

輸入元: 株式会社エスプリデュヴァン

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

商品ID-58122
750 ml

2018年12月

辛口

2002年 Marc de Bourgogne

¥22,009

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。
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ワイン専門平野弥ワインリスト
USA ( アメリカ )
オレゴン

Oregon
ニコラ・ジェイ（メオ・カミュゼ）

輸入元: 株式会社フィネス

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）

ウィラメット ヴァレー ピノ ノワール

商品ID-570315
750 ml 赤

辛口

商品ID-570318
750 ml 赤

辛口

2014年 Willamette Valley Pinot Noir

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℃

2016年 Willamette Valley Pinot Noir

750 ml 赤

辛口

2016年 Nysa Pinot Noir

750 ml 赤

辛口

2016年 Moｍtazy Pinot Noir

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥13,900

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：12～14℃
ビショップ クリーク ピノ ノワール

商品ID-570312

¥13,900

【未試飲】
葡萄品種：ピノ・ノワール
飲用温度：12～14℃
モンタジ ピノ ノワール

商品ID-570314

¥9,300

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℃
ニーサ ピノ ノワール

商品ID-570313

¥9,000

2016年 Bishop Creek Pinot Noir

¥14,800

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
ヴァン・ド・ペイ

Les Vins De Pays
ドメーヌ・ド・ロルチェ

輸入元: 株式会社フィネス

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）

クラシック・ロゼ ベルジュリー・ド・ロルチュ

商品ID-570536
750 ml ロゼ 辛口

2017年 Classique Rose Bergerie De L'Hortus

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

商品ID-58937
750 ml 赤

辛口

2014年 Classique Rouge Pic Saint Loup

750 ml 白

辛口

商品ID-57758
750 ml 白

2017年 Grande Cuvee Blanc

辛口

2013年 Grande Cuvee Blanc

2018年12月

¥4,400

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%

2012年 Grande Cuvee Blanc

¥4,400

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%
ル・ディ・ド・ロルチュ・ラ・スーラン

商品ID-570534
750 ml 赤

¥4,400

辛口

商品ID-58574
750 ml 白

¥2,700

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℃
グランド・キュベ・ブラン

商品ID-570535

¥2,600

2016年 Le Dit De L'Hortus La Soulane

辛口
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¥12,000

ワイン専門平野弥ワインリスト
ヴァン・ド・ペイ

Les Vins De Pays
ドメーヌ・ド・ザムリエ

輸入元: 株式会社フィネス

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）

ヴァン・ド・ペイ・ド・ヴォークリューズ スザンヌ・ブラン

商品ID-570539
750 ml 白

辛口

2017年 Vin de pays de Vaucluse Suzanne Blanc

柑橘系の爽やかな香りが豊かでフレッシュな酸味と果実味、アルコール感もあまり感じさせないステ
ンレスタンク醸造らしい軽やかな味わい。喉が渇いたときにゴクゴク飲んでいただきたいワインです。
飲用温度：10℃～12℃
葡萄品種：ルーサンヌ40％、ヴェルマンティーノ40％、ヴィオニエ20％。
ヴァン・ド・ペイ・ド・ヴォークリューズ スザンヌ

商品ID-570414
750 ml 赤

辛口

2016年 Vin de pays de Vaucluse Suzanne

750 ml 赤

辛口

商品ID-570131
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥1,800

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℃
レ・オート・テラス ヴァン・ド・ペイ・ド・メディテラネ

商品ID-570045

¥1,800

2014年 Les Hautes Terrasses Vin de Pays de Mediterranee

¥4,200

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

¥4,800

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
シャンパーニュ

La Champagne
ミッシェル・ジュネ

輸入元: 株式会社フィネス

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）

ブリュット・エスプリ・ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ

商品ID-58695
750 ml 白

辛口

商品ID-57734
750 ml 白

辛口

NV Brut Esprit Blanc de Blancs Grand Cru

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

NV Brut Esprit Blanc de Blancs Grand Cru

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥6,000

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

商品ID-58696

¥4,800

NV Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru

¥5,200

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%
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ワイン専門平野弥ワインリスト
シャンパーニュ

La Champagne
トリシェ・ディディエ

輸入元: 株式会社フィネス

生産者: Trichet Didier

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

商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

ブリュット・ブラン・ド・ノワール グラン・クリュ

商品ID-58694
750 ml 白

2018年12月

辛口

NV Brut Blanc de Noirs Grand Cru

¥5,200

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

La Vallee De La Loire

Et

Le

Cen

ディディエ・ダグノー

輸入元: 株式会社フィネス

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）

レ・ジャルダン・ド・バビロン・セック

商品ID-570308
750 ml 白

辛口

商品ID-570307
750 ml 白

辛口

2014年 Les Jardins de Babylone Sec

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

2013年 Les Jardins de Babylone Sec

750 ml 白

辛口

2015年 Blanc Fume de Pouilly Pur Sang

750 ml 白

辛口

2015年 Blanc Fume de Pouilly Buisson Renard

500 ml 白

甘口

商品ID-58875
750 ml 白

甘口

2014年 Les Jardins de Babylone Moelleux

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥17,000

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℃

2011年 Les Jardins de Babylone Moelleux

¥18,000

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℃
ブラン・フュメ・ド・プイィ シレックス

商品ID-570301

¥15,000

平均樹齢は27年で粘土シレックス土壌の1.5haの1区画のみの葡萄が使われます。シレックスの粒が
大きく、肥沃な土壌なので凝縮感のある葡萄ができます。フルーティで香りも高く、肉厚でオイリーな
ワインです。「PUR SANG」とは正反対のキャラクターです。
葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン100％
飲用温度：8～10℃
レ・ジャルダン・ド・バビロン・モワルー

商品ID-570306

¥14,000

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％
飲用温度：8～10℃
ブラン・フュメ・ド・プイィ ビュイソン・ルナール

商品ID-570303

¥11,000

【未試飲】
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
ブラン・フュメ・ド・プイィ ピュア・サン

商品ID-570302

¥11,000

2015年 Blanc Fume de Pouilly Silex

¥19,000

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
プイィ・フュメ ピュア・サン

商品ID-570412
1500 ml 白

辛口

2015年 Pouilly Fume Pur Sang

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

商品ID-570411
1500 ml 白

辛口

2015年 Blanc Fume de Pouilly Silex

1500 ml 白

2018年12月

¥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・モワルー

商品ID-570413

¥30,000

2006年 Les Jardins de Babylone Moelleux

甘口
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¥62,000

ワイン専門平野弥ワインリスト
ロワール

La Vallee De La Loire

Et

Le

Cen

ドメーヌ・アンドレ・ヴァタン

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-570311
750 ml 白

辛口

2017年 Sancerre "Les Charmes"

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・ルージュ・ムーラン・ベル

商品ID-570309
750 ml 赤

辛口

2016年 Sancerre Rouge Maulin Bele

750 ml 白

辛口

2016年 Sancerre "Les Charmes"

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥3,000

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。
葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン
飲用温度：8℃～10℃
サンセール サン・フランソワ

商品ID-570025

¥3,000

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％
サンセール レ・シャルム

商品ID-59551

¥3,000

2015年 Sancerre "Saint Fraancois"

¥4,300

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％
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ロワール

La Vallee De La Loire

Et

Le

Cen

ドメーヌ・ド・ラ・ノブレ

輸入元: 株式会社フィネス

生産者: Domaine de la Noblaie
商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

シノン・ルージュ レ・ブラン・マントー

商品ID-59438
750 ml 赤

辛口

2014年 Chinon Rouge Les blancs Manteaux

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

商品ID-59439
750 ml 赤

辛口

2014年 Chinon Rouge Les Chiens Chiens

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥2,800

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

商品ID-59440

¥2,800

2014年 Chinon Rouge Pierre de Tuf

¥3,600

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ロワール

La Vallee De La Loire

Et

Le

Cen

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 輸入元: 株式会社フィネス
前当主ジョゼフ ドルーア氏から約22haの畑を引き継いだ息子のクリストフ ドルーア氏は、アサンブラージュを第一
に考えたワイン造りを行っています。醸造タンクはガラスのタイルで出来たもので地中に造られており、温度が安定
していて熟成するのに適した環境になっています

商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

ミュスカデ・セーヴル・エ・メ-ヌ・シュール・リー

商品ID-570158
750 ml 白

辛口

2016年 Muscadet Sevre et Maine Sur Lie

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

商品ID-59556
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥2,000

2012年 Muscadet Sevre et Maine Sur Lie Monieres Saint

¥3,000

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
ローヌ

La Vallee Du Rhone
シャトー・デ・トゥール

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-58343
750 ml 白

辛口

商品ID-57567
750 ml 白

辛口

商品ID-570330
750 ml 白

2018年12月

2011年 Cotes du Rhone Blanc

¥4,400

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％

2010年 Cotes du Rhone Blanc

¥4,800

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％

2014年 Cotes du Rhone Blanc

辛口
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¥5,000

ワイン専門平野弥ワインリスト
ローヌ

La Vallee Du Rhone
ドメーヌ・ド・ザムリエ

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-570082
750 ml 赤

辛口

商品ID-570044
750 ml 赤

辛口

¥3,000

2015年 Vacqueyras

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℃

¥3,000

2014年 Vacqueyras

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。14年は色調淡くフレッシュ、軽やかでチャーミングな味わいです。
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

商品ID-570081
750 ml 赤

辛口

商品ID-570043
750 ml 赤

辛口

2015年 Vacqueyras Les Genestes

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%

2014年 Vacqueyras Les Genestes

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥3,600

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

商品ID-58610

¥3,500

2013年 Vacqueyras Blanc

¥5,400

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％
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ローヌ

La Vallee Du Rhone
ジャン・ルイ・シャーヴ・セレクション

輸入元: 株式会社フィネス

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）

コート・デュ・ローヌ "モン・クール"

商品ID-570327
750 ml 赤

辛口

2016年 Cotes du Rhone "Mon Coeur"

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

商品ID-570386
750 ml 赤

辛口

2016年 Crozes Hermitage Silene

750 ml 白

辛口

2015年 Saint Joseph Circa

750 ml 赤

辛口

商品ID-59450
750 ml 赤

辛口

商品ID-59130
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥4,000

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
サン・ジョセフ・オフル

商品ID-570326

¥3,600

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
サン・ジョセフ シルカ

商品ID-59449

¥2,800

2015年 Saint Joseph Offerus

¥4,000

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。

2014年 Saint Joseph Offerus

¥4,000

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。

2013年 Saint Joseph Offerus

¥4,000

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。
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ワイン専門平野弥ワインリスト
エルミタージュ・ルージュ ”ファルコネ”

商品ID-570324
750 ml 赤

辛口

2014年 Hermitage Rouge, Farconnet

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%
エルミタージュ・ブラン ブランシュ

商品ID-570328
750 ml 白

辛口

¥7,500

2014年 Hermitage Blanc Blanche

¥7,500

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％
【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）

商品ID-59447
750 ml 白

辛口

2013年 Hermitage Blanc Blanche

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％
エルミタージュ・ルージュ ”ファルコネ”

商品ID-59446
750 ml 赤

辛口

2013年 Hermitage Rouge, Farconnet

750 ml 白

辛口

2011年 Hermitage Blanc Blanche

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥8,000

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％
エルミタージュ・ルージュ ”ファルコネ”

商品ID-58336

¥7,500

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

商品ID-58340

¥7,500

2011年 Hermitage Rouge, Farconnet

¥8,000

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%

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

73

ワイン専門平野弥ワインリスト
エルミタージュ・ブラン ブランシュ

商品ID-57598
750 ml 白

辛口

商品ID-570056
750 ml 白

2018年12月

辛口

2010年 Hermitage Blanc Blanche

¥8,500

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％

2009年 Hermitage Blanc Blanche

¥8,600

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

La Vallee Du Rhone
ジャン＝ルイ・シャーブ

生産者: Jean-Louis

輸入元: 株式会社フィネス

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）

サン・ジョセフ

商品ID-59452
750 ml 赤

辛口

商品ID-58334
750 ml 赤

辛口

¥8,500

2014年 Saint Joseph

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％

¥8,500

2012年 Saint Joseph

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

商品ID-59453
750 ml 赤

辛口

¥26,000

2014年 Hermitage

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％
エルミタージュ ブラン

商品ID-59454
750 ml 白

辛口

¥26,000

2014年 Hermitage Blanc

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

商品ID-58333
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥26,000

2012年 Hermitage

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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エルミタージュ ブラン

商品ID-570323
750 ml 白

辛口

¥28,000

2015年 Hermitage Blanc

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

商品ID-570322
750 ml 赤

辛口

2015年 Hermitage Rouge

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％
エルミタージュ

商品ID-57597
750 ml 赤

辛口

商品ID-59193
750 ml 赤

辛口

¥28,000

2011年 Hermitage

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％

¥26,000

2013年 Hermitage

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％
エルミタージュ・ルージュ マグナム

商品ID-59196
1500 ml 赤

2018年12月

辛口

¥28,000

2008年 Hermitage Rouge Magnum

¥45,000

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
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ローヌ

La Vallee Du Rhone
ル・ヴュー・ドンジョン

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-59416
750 ml 白

辛口

2015年 Chateauｎｅｕｆ-ｄｕ-Pape blanc

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

商品ID-59415
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥7,000

2014年 Chateauｎｅｕｆ-ｄｕ-Pape

¥7,000

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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France ( フランス )
ヴァン・ド・ナチュレ

Les Vins Doux Naturels
ムーラン・ド・ガサック

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-58240
750 ml 白

2018年12月

甘口

¥2,500

NV Muscat de Mireval

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
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France ( フランス )
アルザス

L'Alsace
ドメーヌ・トラペ・ペール・エ・フィス

輸入元: 株式会社フィネス

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・リースリング・ベブレンハイム

商品ID-570457
750 ml 白

辛口

2015年 Alsace Riesling Beblenheim

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・ゲヴュルツトラミネール・ベブレンハイム

商品ID-59539
750 ml 白

辛口

商品ID-58573
750 ml 白

辛口

2014年 Alsace Gewurztraminer Beblenheim

750 ml 白

甘口

2012年 Alsace Gewurztraminer Beblenheim

750 ml 白

2018年12月

甘口

¥3,600

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％

2010年 Alsace Riesling Grand Cru Schoenenbourg

¥6,000

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

商品ID-58245

¥3,500

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

アルザス・リースリング グラン・クリュ・ショーネンブール

商品ID-57558

¥3,600

2011年 Alsace Pinot Gris Sonnenglanz

¥6,500

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％
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ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ブリューノ・デゾネ・ビセイ

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-57852
750 ml 赤

辛口

商品ID-58151
750 ml 赤

辛口

2012年 Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes

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％

2012年 Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes

750 ml 赤

2018年12月

¥4,300

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

商品ID-570502

¥3,900

2014年 Vosne Romanee VV

辛口
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¥8,000

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
シャトー･ド･ラ・ヴェレ

生産者: Chateau

（ベルトラン・ヴィオ

de la Velle (Bertrand Darvio 輸入元: 株式会社フィネス

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

商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

ブルゴーニュ・ピノ・ノアール

商品ID-58861
750 ml 赤

辛口

2014年 Bourgogne Pinot Noir

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

商品ID-570047
750 ml 赤

NV Bourgogne Mousseux Rouge Sec

ブルゴーニュ･ブラン キュベ・ド・ラ・シャトレヌ

辛口

商品ID-58857
750 ml 白

辛口

2015年 Bourgogne Blanc Cuvee de la Chatelaine

2018年12月

辛口

¥3,600

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

¥3,600

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

商品ID-57592
750 ml 白

¥3,400

やや甘 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℃

商品ID-570108
750 ml 白

¥3,100

NV Cremant de Bourgogne Blanc Brut

¥3,500

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
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ボーヌ・ブラン クロ・デ・モンスニール

商品ID-570114
750 ml 白

辛口

商品ID-58860
750 ml 白

辛口

商品ID-57562
750 ml 白

辛口

2015年 Beaune Blanc Clos des Monsnieres

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

750 ml 白

辛口

2009年 Beaune Blanc Clos des Monsnieres

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥6,100

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℃

2015年 Meursault Clos De La Velle

¥8,600

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

商品ID-58859

¥5,100

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℃

ムルソー・クロ・ド・ラヴェル

商品ID-570109

¥5,000

2013年 Meursault 1er Cru Les Caillerets

¥9,800

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドメーヌ・アラン・マティアス

輸入元: 株式会社フィネス

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）

プティ・シャブリ

商品ID-59372
750 ml 白

辛口

¥2,900

2015年 Petit Chablis

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℃
ブルゴーニュ・トネール・ブラン

商品ID-59373
750 ml 白

辛口

2015年 Bourgogne Tonnerre Blanc

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

商品ID-570491
750 ml 白

2018年12月

¥3,200

¥4,400

2017年 Chablis

辛口

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

83

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドーメーヌ・メオ・カミュゼ

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-59120
750 ml 白

辛口

商品ID-57560
750 ml 白

辛口

商品ID-570407
1500 ml 白

2016年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St
Philibert

「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％

2012年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St
Philibert

2015年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St
Philibert

¥13,000

2016年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St
Philibert

¥13,600

2016年 Nuits St Georges 1er cru Aux Boudots

¥23,000

辛口
ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエクリュ・オー・ミュルジェ

商品ID-570510

2018年12月

¥5,900

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％

ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエクリュ・オー・ブドー

750 ml 赤

¥5,800

辛口

商品ID-570509
750 ml 赤

¥5,500

辛口

商品ID-570408
1500 ml 白

2015年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St
Philibert

辛口

商品ID-570320
750 ml 白

¥5,400

辛口

商品ID-59542
750 ml 白

2014年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St
Philibert

2016年 Nuits St Georges 1er cru Aux Murgers

辛口
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¥23,000

ワイン専門平野弥ワインリスト
コルトン・グラン・クリュ・クロ・ロニェ

商品ID-58636
750 ml 赤

辛口

2013年 Corton Grand Cru Clos Rognet

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

商品ID-570506
750 ml 赤

2016年 Corton Grand Cru Les Perrieres

シャンボール・ミュジニー・レ・フスロット

辛口

商品ID-570410
1500 ml 赤

辛口

2014年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Feusselottes

2018年12月

¥39,000

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％

2015年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Feusselottes

¥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％
クロ・ド・ヴジョ

商品ID-570505
750 ml 赤

¥38,000

辛口

商品ID-570409
1500 ml 赤

¥33,000

¥42,000

2016年 Clos de Vougeot

辛口
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドメーヌ・トラペ・ペール・エ・フィス

輸入元: 株式会社フィネス

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・パストゥグラン "ア・ミニマ"

商品ID-58633
750 ml 赤

辛口

2013年 Bourgogne Passetoutgrain "A Minima"

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

商品ID-58634
750 ml 白

辛口

2013年 Bourgogne Blanc

750 ml 赤

2018年12月

¥4,100

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％
ジュヴレ・シャンベルタン・オストレア

商品ID-59574

¥3,600

2014年 Gevrey Chambertin Ostrea

辛口
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¥10,600

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
フォンテーヌ・ガニャール

輸入元: 株式会社フィネス

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）

シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン

商品ID-58846
750 ml 白

辛口

2013年 Chassagne Montrachet Blanc

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％
シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ･クリュ･レ・カイユレ

商品ID-59188
750 ml 白

辛口

2010年 Chassagne Montrachet 1er cru Les Caillerets

750 ml 白

辛口

2014年 Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers

750 ml 白

辛口

2014年 Chassagne Montrachet 1er cru La Maltroie

750 ml 白

辛口

2014年 Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot

750 ml 白

辛口

2014年 Chassagne Montrachet 1er Cru La Boudriotte blanc

750 ml 白

辛口

2013年 Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥11,100

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・ラ・マルトロワ

商品ID-570204

¥10,600

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･モルジョ

商品ID-58848

¥10,600

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･ラ・ブードリオット

商品ID-59468

¥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･モルジョ

商品ID-59467

¥10,600

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・ラ・マルトロワ

商品ID-59471

¥8,800

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・レ・ヴェルジェ

商品ID-59472

¥8,600

2015年 Chassagne Montrachet 1er cru La Maltroie

¥12,000

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
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

商品ID-570197
750 ml 白

辛口

2015年 Chassagne Montrachet 1er Cru La Boudriotte blanc

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℃
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

商品ID-570202
750 ml 白

辛口

2015年 Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers

750 ml 白

辛口

2015年 Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot

750 ml 赤

辛口

2015年 Pommard Les Rugiens

750 ml 白

辛口

商品ID-58850
750 ml 白

辛口

2014年 Chassagne Montrachet 1er cru Les Caillerets

750 ml 白

辛口

2013年 Chassagne Montrachet 1er cru Les Caillerets

750 ml 白

辛口

2014年 Chassagne montrachet 1er cru La Romanee

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥15,100

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

2015年 Chassagne Montrachet 1er cru Les Caillerets

¥14,600

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℃
シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ラ・ロマネ

商品ID-570195

¥13,100

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･レ・カイユレ

商品ID-570196

¥13,100

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・ラ・ロマネ

商品ID-59469

¥12,600

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℃
シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ･クリュ･レ・カイユレ

商品ID-59470

¥12,000

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℃
ポマール・レ・リュジアン

商品ID-570187

¥12,000

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℃
シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ･クリュ･モルジョ

商品ID-570201

¥12,000

2015年 Chassagne montrachet 1er cru La Romanee

¥17,000

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℃

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

88

ワイン専門平野弥ワインリスト
クリオ・バタール・モンラッシェ

商品ID-58852
750 ml 白

辛口

商品ID-570194
750 ml 白

辛口

2013年 Criots Batard Montrachet

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％

2015年 Criots Batard Montrachet

750 ml 白

2018年12月

辛口

¥40,000

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℃
モンラッシェ

商品ID-58854

¥36,100

¥88,100

2013年 Montrachet

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％
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
フランク・ジュイヤール

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-58480
750 ml 白

2018年12月

辛口

2013年 Bourgogne Blanc

¥2,600

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％
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
フランソワ・ジャニアール

輸入元: 株式会社フィネス

生産者: Francois Jeanniard
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

商品ID-570503
750 ml 白

2014年 Pernand Vergelesses Blanc

辛口
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

商品ID-570488
750 ml 赤

2012年 Pernand Vergelesses Rouge Vieilles Vignes

ペルナン・ヴェルジュレス･ブラン

2018年12月

¥5,400

辛口

商品ID-570489
750 ml 白

¥5,000

2016年 Pernand Vergelesses Blanc

辛口
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¥5,600

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ガニャール・ドラグランジュ

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-570490
750 ml 赤

2014年 Chassagne Montrachet Rouge

辛口
シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン

商品ID-58873
750 ml 白

辛口

2013年 Chassagne Montrachet Blanc

2018年12月

辛口

¥9,100

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

商品ID-58874
750 ml 白

¥5,000

2013年 Chassagne Montrachet 1er Cru La Boudriotte blanc

¥11,500

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

La Bourgogne
ギィ・ブルトン

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-570128
750 ml 赤

辛口

商品ID-570080
750 ml 赤

2018年12月

辛口

2014年 Morgon Vieilles Vignes

¥4,400

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％

2015年 Morgon Vieilles Vignes

¥4,500

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％
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
アンリ・グージュ

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-570482
750 ml 白

2016年 Bourgogne Pinot Blanc

辛口
ニュイ･サン･ジョルジュ・レ・シェニョ

商品ID-59183
750 ml 赤

辛口

2011年 Nuits St Georges Les Chaignots

辛口

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

750 ml 赤

2014年 Nuits St Georges

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

辛口

2013年 Nuits St Georges 1er Cru Clos des Porrets Saint
Georges

2014年 Nuits Saint Georges 1er Cru Les Chenes Carteaux

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

ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ペリエール・ブラン

2018年12月

¥13,000

辛口

商品ID-570075
750 ml 白

¥13,000

辛口

商品ID-570515
750 ml 赤

¥11,500

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・シェヌ・カルトー

商品ID-570516
750 ml 赤

¥11,000

辛口

商品ID-570076
750 ml 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

商品ID-570517

¥10,500

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％
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

商品ID-59182
750 ml 赤

¥6,000

辛口

2014年 Nuits St Georges Les Perrieres Blanc

¥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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ペリエール・ブラン

商品ID-570518
750 ml 白

2018年12月

2016年 Nuits St Georges Les Perrieres Blanc

辛口
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¥20,000

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ドメーヌ・ジャン・マリー・ブズロー

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-570130
750 ml 白

2018年12月

辛口

2015年 Bourgogne Chardonnay
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℃
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¥3,600

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ルシアン・ボワイヨ

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-570107
750 ml 赤

辛口

2015年 Bourgogne Rouge

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％
ヴォルネ

商品ID-570077
750 ml 赤

辛口

¥7,500

2015年 Volnay

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℃
ジュヴレ・シャンベルタン

商品ID-570079
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥4,600

2015年 Gevrey Chambertin

¥8,500

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
マンシア・ポンセ

輸入元: 株式会社フィネス

生産者: Manciat Poncet

プイィ フィッセを生産する４つの村の１つ、周りを葡萄畑に囲まれた丘の上のシャントレ村にあるこのドメーヌは、5世
代に渡る家族的経営の生産者です。先祖代々培ってきた経験と最新の技術を組み合わせて、真面目でテロワー
ルに忠実なワインを造っています。 広大なヴェルジッソンとソリュトレの丘の斜面に約22haの畑を所持していて、土
壌は主に粘土質と石灰質です。葡萄の木の仕立て方は片翼式ギュイヨ方式でテロワールを忠実に表現するために
環境を尊重してリュット レゾネ（減農薬農法）によって葡萄を栽培しています。夏には摘房を行ない、収穫量をコン
トロールして質の高い葡萄を作ることを心掛けています。

商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

マコン･シャルネー

商品ID-570458
375 ml 白

¥2,000

2013年 Macon Charnay

辛口
プイィ・フュイッセ・ラ・ロッシュ

商品ID-570459
375 ml 白

2018年12月

2013年 Pouilly Fuisse La Roche

辛口
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¥2,400

ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
マルキ・ダンジュルヴィル

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-58647
750 ml 赤

辛口

商品ID-570524
750 ml 赤

2013年 Bourgogne Passetoutgrain

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％

2016年 Bourgogne Passetoutgrain

ヴォルネ・1er・クロ・デ・アングル

辛口

2015年 Volnay 1er Cru Clos Des Angles

辛口

2014年 Volnay 1er Cru Fremiets

750 ml 赤

辛口

2014年 Volnay 1er Cru Clos Des Angles

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥14,000

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％
ポマール・プルミエ・クリュ・コンブ・ドゥシュ

商品ID-59198

¥14,000

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・1er・クロ・デ・アングル

商品ID-570421

¥14,000

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％
ヴォルネー・1er・フレミエ

商品ID-570419
750 ml 赤

¥4,600

辛口

商品ID-570422
750 ml 赤

¥4,100

2013年 Pommard １er Cru Combes Dessus

¥14,500

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％
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ヴォルネー・1er・フレミエ

商品ID-570420
750 ml 赤

辛口

2015年 Volnay 1er Cru Fremiets

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・1er・クロ・デ・アングル

商品ID-59185
750 ml 赤

辛口

2013年 Volnay 1er Cru Clos Des Angles

750 ml 赤

2016年 Volnay 1er Cru Fremiets

ヴォルネ・プルミエ・クリュ・タイユピエ

2016年 Volnay 1er Cru Taillepieds

ヴォルネ・プルミエ・クリュ・シャンパン

2016年 Volnay 1er Cru Champans

ヴォルネ・プルミエ・クリュ クロ・デ・デュック

辛口

商品ID-59197
750 ml 赤

辛口

商品ID-570520
750 ml 赤

2014年 Volnay 1er Cru Clos des Ducs

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℃

2013年 Volnay 1er Cru Clos des Ducs

¥24,000

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℃

2016年 Volnay 1er Cru Clos des Ducs

ヴォルネ・プルミエ・クリュ・シャンパン 【マグナム】

2018年12月

¥22,000

¥28,000

辛口

商品ID-570425
1500 ml 赤

¥21,000

辛口

商品ID-570418
750 ml 赤

¥21,000

辛口

商品ID-570522
750 ml 赤

¥16,000

辛口

商品ID-570521
750 ml 赤

¥15,000

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％
ヴォルネー・1er・フレミエ

商品ID-570523

¥15,000

辛口

2015年 Volnay 1er Cru Champans 【Magnum】

¥39,000

「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％
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ヴォルネ・プルミエ・クリュ クロ・デ・デュック 【マグナム】

商品ID-570426
1500 ml 赤

2018年12月

辛口

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

¥46,000

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
メオ・カミュゼ・フレール・エ・スール

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-570321
750 ml 赤

辛口

商品ID-570477
750 ml 赤

2016年 Bourgogne Rouge

ピノ ノワール種100%。ドメーヌが選りすぐった葡萄栽培者の葡萄のみが使われています。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％

2010年 Bourgogne Rouge

モレ・サン・ドニ

2016年 Morey Saint Denis

ニュイ・サン・ジョルジュ

辛口

2013年 Nuits St Georges

2016年 Fixin 1er Cru Clos du Chapitre

ニュイ・サン・ジョルジュ

2016年 Nuits St Georges

ニュイ・サン・ジョルジュ1er

2016年 Nuits St Georges 1er cru

シャンボール・ミュジニー・レ・フスロット

2018年12月

¥18,000

辛口

商品ID-58072
750 ml 赤

¥13,000

辛口

商品ID-570513
750 ml 赤

¥11,000

辛口

商品ID-570514
750 ml 赤

¥10,500

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％
フィクサン・クロ・デュ・シャピトル

商品ID-570511
750 ml 赤

¥9,600

辛口

商品ID-58639
750 ml 赤

¥5,000

辛口

商品ID-570512
750 ml 赤

¥4,800

辛口

2012年 Chambolle Musigny 1er Cru Les Feusselottes

¥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％
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ニコラ・ルジェ

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-58926
750 ml 白

辛口

2013年 Bourgogne Aligote

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

商品ID-570185
750 ml 白

辛口

商品ID-570184
750 ml 白

辛口

商品ID-570183
750 ml 白

辛口

2016年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Blanc

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥4,200

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

¥4,200

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

¥4,200

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

商品ID-570180

¥2,800

2014年 Bourgonge Hautes Cotes de Nuits Rouge

¥4,800

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
ロワイエ

輸入元: 株式会社フィネス

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250～350ｍ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・アリゴテ

商品ID-570487
750 ml 白

辛口

2016年 Bourgogne Aligote

味わいは軽やかで、柑橘系の果実味がとても豊かで酸味も鋭くなく、柔らかいスッキリとした飲み口に
なっています。
葡萄品種：アリゴテ
飲用温度：12～14℃
ブルゴーニュ・シャルドネ

商品ID-570486
750 ml 白

辛口

2017年 Bourgogne Chardonnay

750 ml 赤

辛口

2016年 Bourgogne Pinot Noir

750 ml 白

辛口

2016年 Bourgogne Chardonnay Eleve En Futs de Chene

750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥3,000

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

商品ID-570483

¥2,600

爽やかなイチゴのアロマ、甘旨味と酸味のバランスが良く、アフターのタンニンが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
飲用温度：16～18℃
ブルゴーニュ・シャルドネ エレヴェ・アン・フュ・ド・シェヌ

商品ID-570485

¥2,600

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・ピノ・ノアール

商品ID-570484

¥2,400

2016年 Maranges Rouge 1er Cru Clos Roussots

¥3,800

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ブルゴーニュ

La Bourgogne
セラファン・ペール・エ・フィス

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-570405
750 ml 赤

辛口

商品ID-570406
750 ml 赤

辛口

2014年 Gevrey Chambertin Vieilles Vignes

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℃

2015年 Gevrey Chambertin Vieilles Vignes

750 ml 赤

辛口

商品ID-570404
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥15,600

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℃
モレ・サン・ドニ・プルミエクリュ・レ・ミランド

商品ID-570403

¥14,000

2013年 Morey St Denis 1er cru Les Millandes

¥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℃

2015年 Morey St Denis 1er cru Les Millandes

¥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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
ボルドー

Le Bordelais
ボルドー・スペリュール

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-58731
750 ml 赤

辛口

2012年 Chateau Lestrille Bordeaux Superieur(A.C.Bordeaux
Superieur)

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

商品ID-58230
750 ml 赤

辛口

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

750 ml 赤

2018年12月

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

¥4,600

辛口

商品ID-58655
750 ml 赤

¥2,700

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

商品ID-570205

¥2,200

辛口

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

¥4,500

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。
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ボルドー

Le Bordelais
アントル・ドゥ・メール

輸入元: 株式会社フィネス

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 アントル・ドゥ・メール

商品ID-570294
750 ml 白

辛口

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

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℃
シャトー・レストリーユ キュプマルタン

商品ID-570172
750 ml 白

辛口

商品ID-58914
750 ml 白

辛口

¥2,200

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

¥2,800

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)

¥2,700

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

2018年12月
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ボルドー

Le Bordelais
メドック

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-570173
750 ml 赤

2018年12月

辛口

2012年 Chateau Le Temｐle(A.C.Medoc)

¥2,800

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%。
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ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
ジュラ

Le Jura
ドメーヌ・デュ・ペリカン

輸入元: 株式会社フィネス

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・サヴァニャン

商品ID-58949
750 ml 白

辛口

2014年 Arbois Savagnin

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℃
アルボワ・シャルドネ

商品ID-58948
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥5,600

2014年 Arbois Chardonnay

¥5,600

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
オー・ド・ヴィ

Eaux de Vie
シャトー･ド･ラ・ヴェレ

生産者: Chateau

（ベルトラン・ヴィオ

de la Velle (Bertrand Darvio 輸入元: 株式会社フィネス

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

商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

マール・ド・ブルゴーニュ

商品ID-59180
750 ml

辛口

1996年 Marc de Bourgogne

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。
フィーヌ・ド・ブルゴーニュ

商品ID-58867
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥10,100

1984年 Fine de Bourgogne

¥10,100

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。
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ワイン専門平野弥ワインリスト
オー・ド・ヴィ

Eaux de Vie
クロード・デュガ

輸入元: 株式会社フィネス

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

商品ID-57879
750 ml

2018年12月

辛口

2000年 Marc de Bourgogne

¥28,100

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。

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

111

ワイン専門平野弥ワインリスト
オー・ド・ヴィ

Eaux de Vie
ドーメーヌ・メオ・カミュゼ

輸入元: 株式会社フィネス

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）

フィーヌ・ド・ブルゴーニュ

商品ID-57918
500 ml 白

2018年12月

2000年 Fine de Bourgogne

辛口
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¥20,429

ワイン専門平野弥ワインリスト
Italy ( イタリア )
ピエモンテ

Piemonte
カッシーナ・フォルナーチェ

輸入元: エヴィーノ

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

商品ID-570341
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥2,900

2015年 Bianco Desaja

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℃

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

113

ワイン専門平野弥ワインリスト
ピエモンテ

Piemonte
サコレット・ダニエーレ

輸入元: エヴィーノ

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

商品ID-570478
750 ml 白

¥2,300

2017年 Bianco “I Tigli”

辛口
ロッソ・クラシス

商品ID-570148
750 ml 赤

辛口

商品ID-59525
750 ml 赤

辛口

¥3,200

2009年 Rosso Krasis

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℃

¥3,400

2007年 Rosso Krasis

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℃
バルベーラ・アウルム

商品ID-59526
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥3,600

2007年 Barbera Aurum

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ピエモンテ

Piemonte
サン・フェレオーロ

輸入元: エヴィーノ

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）

ヴァルディバ

商品ID-59135
750 ml 赤

辛口

¥2,800

2013年 Valdiba

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

商品ID-59547
750 ml 白

辛口

2013年 Coste di Riavolo

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

商品ID-570390
750 ml 赤

辛口

商品ID-59375
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥3,400

¥3,900

2010年 San Fereolo

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

¥5,400

2001年 San Fereolo

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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ワイン専門平野弥ワインリスト
Italy ( イタリア )
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

輸入元: エヴィーノ

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）

ザッビオネータ・ロッソ

商品ID-59527
750 ml 赤

辛口

2014年 Sabbioneta Rosso

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℃
ランブルスコ・マントヴァーノ

商品ID-570157
750 ml 赤

辛口

商品ID-58523
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥1,900

2015年 Lambrusco Mantovano

¥2,100

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用)

2012年 Lambrusco Mantovano

¥2,200

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用)
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ワイン専門平野弥ワインリスト
Italy ( イタリア )
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

輸入元: エヴィーノ

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

商品ID-570342
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥4,400

2011年 Esegesi

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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ワイン専門平野弥ワインリスト
Italy ( イタリア )
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

輸入元: エヴィーノ

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）

ネカイ

商品ID-570339
750 ml 白

¥5,100

2012年 Nekaj

やや辛 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％
マルヴァージア

商品ID-59380
750 ml 白

辛口

¥5,100

2011年 Malvasia

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
リボッラ・ジャッラ

商品ID-59141
750 ml 白

辛口

¥5,500

2011年 Ribolla gialla

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

商品ID-58566
750 ml 白

2018年12月

¥5,100

2010年 Nekaj

やや辛 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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ワイン専門平野弥ワインリスト
フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア

Friuｌｉ-Venezia-Giulia
スケルリ

輸入元: エヴィーノ

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

商品ID-570340
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥4,500

2014年 Vitovska

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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ワイン専門平野弥ワインリスト
Italy ( イタリア )
エミリア・ロマーニャ

Emilia-Romagne
イル・ファルネート

輸入元: エヴィーノ

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）

カベルツメイン

商品ID-59367
750 ml 赤

辛口

¥2,000

2014年 Caberzmein

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℃
スペルグレ

商品ID-570223
750 ml 白

辛口

¥2,200

2016年 Spergle

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℃
ブリュット・ナチュール

商品ID-59555
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥2,600

2015年 Brut Naturel

ドサージュを一切加えない辛口のスプマンテ。泡立ちは穏やかで柔らかく、洋梨やカリン、リンゴと
いったフルーティーな香りが広がります。酸味の抜けが良く、コストパフォーマンスに優れたスプマン
テです。
葡萄品種：スペルグレ70％、シャルドネ30％
飲用温度：8～10℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
エミリア・ロマーニャ

Emilia-Romagne
ヴィットリオ・グラツィアーノ

輸入元: エヴィーノ

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、Ｓ
Ｏ２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

商品ID-59227
750 ml 白

辛口

2015年 Ripa di Sopravento

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

商品ID-59226
750 ml ロゼ 辛口

2018年12月

¥2,800

¥2,800

2015年 Smilzo

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
Italy ( イタリア )
リグーリア

Liguria
ヴァルテル デ バッテ

輸入元: エヴィーノ

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）

トノス

商品ID-570151
750 ml 赤

辛口

¥5,000

2015年 Tonos

海の影響を強く受けたサンジョヴェーゼ。完熟したブドウを果皮と共に最大限抽出、期間は 60 日に
及ぶ。圧搾後 500L の木樽にて24 か月の熟成。トスカーナのサンジョヴェーゼとは全く異なる、繊細
さを持ったワイン。香りの華やかさとエレガントな酸、長く続く余韻。リグーリア、ルニジャーナの個性を
最大に表現する赤。
葡萄品種：サンジョヴェーゼ 75％、ヴェルメンティーノ ・ロッソ、カナイオーロ、メルロー
飲用温度：16～18℃
アルモジェ

商品ID-570152
750 ml 白

辛口

¥5,600

2013年 Harmoge

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℃
セリコ

商品ID-59562
750 ml 赤

辛口

¥6,300

2013年 Çerico

果皮の持つ要素をすべて抽出するため、果皮と共に 60 日以上、野生酵母にて醗酵。圧搾後、古樽
にて 36 か月の熟成。栽培環境、ブドウの個性、醸造に費やす時間、、すべてにおいて徹底したこだ
わりを詰め込んだワイン。
葡萄品種：グラナッチャ80％、シラー20％
飲用温度：16～18℃
アルトローヴェ

商品ID-59560
750 ml 白

2018年12月

辛口

¥6,300

NV Altorove

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
Italy ( イタリア )
トスカーナ

Toscana
カパルサ

輸入元: エヴィーノ

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

商品ID-570119
750 ml 白

2018年12月

辛口

2014年 Bianco di Caparsino

¥2,400

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
トスカーナ

Toscana
ファネッティ

輸入元: エヴィーノ

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

商品ID-570417
750 ml 白

2014年 Bianco S.Agnese

辛口
ロッソ・ファネッティ

商品ID-570333
750 ml 赤

2018年12月

¥1,714

辛口

¥2,000

2014年 Rosso Fanetti

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
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ワイン専門平野弥ワインリスト
トスカーナ

Toscana
ポデーレ・ルイーザ

輸入元: エヴィーノ

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

商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

アムネーズィア

商品ID-570121
750 ml 白

辛口

¥2,400

2015年 Amnesya

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℃
ラ・モライア

商品ID-59528
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥2,600

2014年 La Moraia

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
Italy ( イタリア )
ラッツィオ

Lazio
コルヴァ ジャッラ

輸入元: エヴィーノ

生産者: Corva Gialla
商品番号 収穫年

ワイン名

価格(税別）

ロッセット

商品ID-59564
750 ml 赤

辛口

¥3,000

2014年 Rossetto

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。初めてボトル
詰めをしたヴィンテージ。2014 は非常に繊細なヴィンテージ。
葡萄品種：サンジョヴェーゼ100％
飲用温度：16～18℃
ロッソ・デル・グロッテ

商品ID-59565
750 ml 赤

辛口

2015年 Rosso delle Grotte

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℃
チェレーザ

商品ID-59566
750 ml 赤

辛口

¥3,400

2015年 Ceresa

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℃
ビアンコ

商品ID-59563
750 ml 白

辛口

¥3,700

2015年 Bianco

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℃
ロッソ

商品ID-59567
750 ml 赤

辛口

¥3,700

2015年 Rosso

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℃
ポッジョ・パステーネ

商品ID-59568
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥3,300

¥5,500

2014年 Poggio Pastene

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℃
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ワイン専門平野弥ワインリスト
ラッツィオ

Lazio
レ・コステ

輸入元: エヴィーノ

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

商品ID-570132
750 ml 赤

2018年12月

辛口

¥3,300

2015年 Rosso

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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ワイン専門平野弥ワインリスト
France ( フランス )
シャンパーニュ

La Champagne
ｴﾙｳﾞｪ･ｼﾞｪｽﾀﾝ

輸入元: 株式会社ラシーヌ

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

商品ID-58446
750 ml 白

2018年12月

辛口

2007年 Extra Brut Premier Cru

¥33,600

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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