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 Paul Louis Martin （ポール ルイ ・ マルタン）

France / Champagne

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

B
ブリュット

rut NV 750 泡 ･ 白 6 ￥7,000 3292059900029

50% ピノ ･ ノワール ､30% シャルドネ ､20% ピノ ･ ムニエ （10% リザーヴ ･ ワイン）。 瓶内熟成 36 ヶ月以上。  アルコール 12.1%
ミネラル感のあるフローラルな香りで ､ フレッシュでエレガントな果実味とバランスの良い酸味。 余韻に熟成感を感じる上品なスタイルの辛口シャンパーニュ。

B
ブリュット  ブラン・ド・ノワール

rut  Blanc de Noirs NV 750 泡 ･ 白 6 ￥7,500 3292059930255

60% ピノ ･ ノワール ､40% ピノ ･ ムニエ （15% リザーヴ ･ ワイン）。 瓶内熟成 36 ヶ月以上。  アルコール 12.1%
アプリコットや白桃のフルーティな香りに少しのスパイス。 レッドベリー等の果実味で ､ 黒葡萄らしいしっかりとした骨格に自然な酸が綺麗に溶け込んでいます。

B
ブリュット  ブラン・ド・ブラン

rut  Blanc de Blancs NV 750 泡 ･ 白 6 ￥7,500 3292059930859

100% シャルドネ （15% リザーヴ ･ ワイン）。 瓶内熟成 36 ヶ月以上。  アルコール 12.1%
ブリオッシュやシナモン等のフレッシュな香りに蜂蜜のニュアンス。 柔らかでフルーティな味わいから現れるレモン等の酸とスパイシーなフィニッシュが印象的。

B
ブリュット  ブラン・ド・ブラン  ミレジム

rut  Blanc de Blancs  Millesime 2010 750 泡 ･ 白 6 ￥9,000 3292059931023

100% シャルドネ。 瓶内熟成 48 ヶ月以上。  アルコール 12.0%
パイナップル等の優雅な香りにシトラスやハニーサックル。 ライチのようなフルーティでフレッシュなスタイルにテロワールからのミネラルと複雑味が特徴的。

B
ブリュット  グラン・クリュ

rut  Grand Cru NV 750 泡 ･ 白 6 ￥8,000 3292059901026

60% ピノ ･ ノワール ､40% シャルドネ （15% リザーヴ ･ ワイン）。 瓶内熟成 36 ヶ月以上。  アルコール 12.3%
グレープフルーツ等の柑橘系果実の香りにトーストの風味。 ブージィのグラン ･ クリュからくる独特の複雑味としっかりとした骨格 ､ 深い味わいが特徴的。

C
キュヴェ ヴァンサン  グラン・クリュ

uvée Vincent  Grand Cru 2010 750 泡 ･ 白 6 ￥13,000 3292059905925

100% シャルドネ。 瓶内熟成 60 ヶ月以上。  アルコール 12.4%
ライチやジャスミンのエレガントな香り。 フレッシュなリンゴの果実味にハチミツのニュアンス。 綺麗な酸味と繊細さが特徴的。 奥行きもあるブラン ･ ド ･ ブラン。

C
コトー・シャンプノワ  ブージィ ルージュ  グラン・クリュ　

oteaux Champenois  Bouzy Rouge  Grand Cru 2009 750 赤 6 ￥7,000 3292059930781

100% ピノ ･ ノワール。  アルコール 12.7%
スミレやベリーの豊潤な香り。 凝縮感のあるベリーの果実味にしっかりとした酸が印象的。 上品なタンニンとフルーティでエレガントなピノ ･ ノワール。

ポール ルイ ・ マルタンは、 1864 年にモンターニュ ・ ド ・ ランスの南部に位置するブージィで
創立された RM （レコルタン ・ マニピュラン / 葡萄生産者元詰シャンパーニュ） です。

創立者のルイ ・ マルタン氏は、 ブージィの協同組合を設立することにも注力し、 設立時のプレ
ジデントにも選出されている著名な人物です。 その後、 1929 年に自らのワイン生産をスタート
します。

ブージィ村は、 シャンパーニュにある僅か 17 のグラン ・ クリュの中でも特に優れたピノ ・ ノワー
ルを育む産地として有名であり、 素晴らしい赤ワインの産地としても知られています。
白亜質の土壌で、 イースト ・ サイドに位置する南向きの顕著なグラン ・ クリュの畑は、 隣接し
ている山により北風からも保護され独自のテロワールを保っています。

この素晴らしいブージィーの全てを知り尽くし愛してやまないルイ ・ マルタンは、 息子のポールと
共にブリリアントなシャンパーニュとリッチなブージィ ・ ルージュの生産に邁進し、 そのスタイルを
確立します。
現在は、 ポールの娘であるフランシーヌとその息子ヴァンサンがその熱意と特徴をしっかりと引
き継ぎ、 更に高品質な造りを実現しています。

所有する畑は 7ha。 この単一畑から年間およそ 60,000 本のみの極めて小規模な生産です。
この上なく複雑でリッチなスタイルは、 シャンパーニュの中でも屈指のグラン ・ クリュ 「ブージィ」
の個性と特徴を正に表現した極上のシャンパーニュと言えます。
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France / Champagne
 Besserat de Bellefon （ベスラ ・ ド ・ ベルフォン）

ベスラ ・ ド ・ ベルフォンは、 1843 年に “ エドモンド ・ ベスラ” によってアイ村に設立されたシャンパーニュ ・
メゾンです。 その後、 二人の孫 ヴィクター と エドモンド に引き継がれます。
1920 年、 エドモンド ・ ベスラ とシャンパーニュ地方の貴族であった イヴォンヌ ・ ド ・ メリック ・ ド ・ ベルフォン 
が結婚。 「ベスラ ・ ド ・ ベルフォン」 の伝説が誕生したのです。

1930 年、 ヴィクター ・ ベスラ は当時パリで最高級のレストランであった "La Samaritaine de Luxe" からの
要望を受け、 「デリケートで軽やかな泡の、 食事全てを通して楽しめるシャンパーニュ」 を造り上げます。
これが、 ベスラ・ド・ベルフォンの看板商品である “ キュヴェ・デ・モワン ” であり、 「美食家の為のシャンパー
ニュ」 と呼ばれる所以でもあります。

食中酒としてのシャンパーニュというコンセプトのもとに造られるこのワインは、 マロラクティック発酵を行いませ
ん。 独自のフレッシュなスタイルと自然な酸が熟成の先まで続くための判断です。
また、 瓶内二次発酵時に加えるリキュール ・ ド ・ ティラージュの量を極めて少なく抑えます。
これにより、 ガス圧が 4.5kg/cm² に抑えられ極めて軽やかで繊細かつクリーミーな泡が生まれるのです。

自社畑は35ha。加えて主にマルヌ・ヴァレーにある約100のグロワーからの選りすぐりの葡萄が供給されます。
150 年以上に亘って世界中のグルメに愛されている “ ベスラ ・ ド ・ ベルフォン ”。
1999年からセラー・マスターとなったCédric Thiébaultが､伝統を守り尊重するとともに、更にエレガントでフィ
ネスに優れた 「食事と共に楽しめるシャンパーニュ」 のスタイルを確立しています。

20 年以上継続してパリの「オルセー美術館」の公式シャンパーニュであり、2016 年からは「ルーヴル美術館」
の公式シャンパーニュにも選定されています。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
キュヴェ・デ・モワン  ブリュット

uvée des Moines  Brut NV 750 泡 ･ 白 6 ￥7,500 3507400004029

C
キュヴェ・デ・モワン  ブリュット   ハーフ　

uvée des Moines  Brut   Half NV 375 泡 ･ 白 12 ￥4,500 3507400003022

C
キュヴェ・デ・モワン  ブリュット   マグナム

uvée des Moines  Brut   Magnum NV 1500 泡 ･ 白 3 ￥16,000 3507400005026

35% シャルドネ ､20% ピノ ･ ノワール ､45% ピノ ･ ムニエ （プルミエ ・ クリュ & グラン ・ クリュ）。 ドサージュ 9g/ℓ､ 瓶内熟成 36 ヶ月以上。  アルコール 12.5%
フルーテイな香りで ､ フレッシュな果実味とシルキーな舌触り。 独特の繊細な泡が持続します。 豊潤かつエレガントな辛口シャンパーニュ。

C
キュヴェ・デ・モワン  ロゼ

uvée des Moines  Rosé NV 750 泡 ･ ロゼ 6 ￥10,500 3507400004036

C
キュヴェ・デ・モワン  ロゼ   ハーフ

uvée des Moines  Rosé   Half NV 375 泡 ･ ロゼ 12 ￥6,000 3507400003039

C
キュヴェ・デ・モワン  ロゼ   マグナム

uvée des Moines  Rosé   Magnum NV 1500 泡 ･ ロゼ 3 ￥21,000 3507400005033

30% シャルドネ ､30% ピノ ･ ノワール ､40% ピノ ･ ムニエ （プルミエ ・ クリュ & グラン ・ クリュ）。 ドサージュ 9g/ℓ､ 瓶内熟成 36 ヶ月以上。  アルコール 12.5%
淡いピンク色で ､ 凝縮された赤系果実にライムの香り。 程良いボディに柔らかな酸と赤系果実が広がります。 上品なスパイスと余韻が印象的。

C
キュヴェ・デ・モワン  エクストラ・ブリュット

uvée des Moines  Extra Brut NV 750 泡 ･ 白 6 ￥11,000 3507401000310

56% シャルドネ ､44% ピノ ･ ノワール （プルミエ ・ クリュ & グラン ・ クリュ）。 ドサージュ 4g/ℓ､ 瓶内熟成 36 ヶ月以上。  アルコール 12.5%
ミネラルにわずかな柑橘系の香りと洋ナシの果実味。 独特のクリーミーな泡で ､ 複雑でエレガントな味わいと爽やかなフィニッシュの極辛口。
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商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
キュヴェ・デ・モワン  ブラン・ド・ブラン  グラン・クリュ

uvée des Moines  Blanc de Blancs  Grand Cru NV 750 泡 ･ 白 6 ￥11,500 3507400004173

C
キュヴェ・デ・モワン  ブラン・ド・ブラン  グラン・クリュ   ハーフ

uvée des Moines  Blanc de Blancs  Grand Cru   Half NV 375 泡 ･ 白 12 ￥6,500 3507401001454

C
キュヴェ・デ・モワン  ブラン・ド・ブラン  グラン・クリュ   マグナム

uvée des Moines  Blanc de Blancs  Grand Cru   Magnum NV 1500 泡 ･ 白 3 ￥23,000 3507400005170

100% シャルドネ （アヴィズ ､ オジェ ､ メニル ･ シュール ･ オジェ ､ クラマン ､ シュイィ ､ オワリィ）。 ドサージュ 9g/ℓ､ 瓶内熟成 36 ヶ月以上。  アルコール 12.5%
フローラルな香りに僅かなロースト。 豊かな味わいに良質なミネラルとドライフルーツやハチミツのニュアンス。 繊細な泡が複雑味に軽快さを加えています。

C
キュヴェ・デ・モワン  ブラン・ド・ノワール  グラン・クリュ

uvée des Moines  Blanc de Noirs  Grand Cru NV 750 泡 ･ 白 6 ￥11,500 3507401002062

100% ピノ ･ ノワール （ブージィ ､ アンボネイ ､ ヴェルジィ ､ マイィ ･ シャンパーニュ）。 ドサージュ 8g/ℓ､ 瓶内熟成 36 ヶ月以上。  アルコール 12.5%
ピンクグレープフルーツの香りに僅かなロースト。 リッチでエレガントな果実味にミネラルとスパイス。 クリーミーな泡が優雅なスタイルを包みます。

C
キュヴェ・デ・モワン  ブリュット ミレジム

uvée des Moines  Brut Millésime 2008 750 泡 ･ 白 6 ￥14,000 3507401000112

57% シャルドネ ､33% ピノ ･ ノワール ､10% ピノ ･ ムニエ （プルミエ ・ クリュ & グラン ・ クリュ）。  アルコール 12.5%
シトラス等のエキゾチックな香りにアーモンド。 力強さとフィネスの素晴らしいバランス。 正に ､ 食事と併せて楽しむ卓越したシャンパーニュ。

T
トリプル ベー  ブリュット・ナチュール

riple B  Brut Nature 2012 750 泡 ･ 白 6 ￥11,000 3507401001553

20% シャルドネ ､45% ピノ ･ ノワール ､35% ピノ ･ ムニエ （ビオロジック）。  アルコール 12.5%
ビオロジック栽培による葡萄からの限定キュヴェ。 フレッシュで熟した果実の香りと味わいにテロワールを反映したミネラル。 複雑で滑らかなスタイル。

C
キュヴェ ベ・ド・ベ

uvée  B de B NV 750 泡 ･ 白 6 ￥21,000 3507401001362

45% シャルドネ ､45% ピノ ･ ノワール ､10% ピノ ･ ムニエ （ｵｼﾞｪ ､ ｼｭｲｨ ､ ｸﾗﾏﾝ ､ ｷｭﾐｴｰﾙ ､ ﾌｪｽﾃｨﾆｰ ､ ｱﾝﾎﾞﾈｨ ､ ﾏｲｨ ､ ﾏﾚｲﾙ ･ ｼｭﾙ ･ ｱｲ）。  アルコール 12.5%
メゾンの歴史に敬意を称して造り上げたスペシャル ･ キュヴェ。 クリーミーなスタイルを維持し素晴らしいハーモニーを表現したイニシャル ･ シャンパーニュ。

So much more than just two letter...
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Les Chevaliers Templiers （テンプル騎士団） は、 キリスト教とヨーロッパや中東の歴史に非常に深く関わった
古代階級でした。 ワインの裏ラベルにも書かれているように、 これらの宗教的な戦士たちは十字軍からヨーロッパ
へワインへの愛好を含む多くのことをもたらしました。 彼らの多くは、 自国の西ヨーロッパ諸国でワインの醸造施設を
設立します。 とりわけ、 フランス ・ シャンパーニュの地は正真正銘の産地となり、 現在では常に 「キング ・ オブ ・
ワイン」 として知られています。

 Les Chevaliers Templiers （レ シュヴァリエ ・ テンプリエ）

France / Champagne

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

L
レ シュヴァリエ・テンプリエ  エクストラ・ブリュット  グラン・クリュ

es Chevaliers Templiers  Extra Brut  Grand Cru NV 750 泡 ･ 白 6 ￥8,000 3292059931559

60% ピノ ･ ノワール ､40% シャルドネ （ブージィ）。 15% リザーヴワイン。 ドサージュ 4g/ℓ､ 瓶内熟成 36 ヶ月以上。  アルコール 12.0%
ブージィの 「ポール ･ ルイ ･ マルタン」 に依頼して造った日本向け専売商品。 和食にもピッタリのクリスプかつ爽やかでエレガントなシャンパーニュ。

" チャールズ ･ ビリッチ " は、 世界で最も有名なアーティストの一人です。 彼の作品は、 ニューヨークのメトロポリタン美術館や
バチカン美術館、 オリンピック博物館、 シドニー中央部の 「ザ・ロックス」 にある彼自身のビリッチ・
ギャラリー等、 世界最高峰の会場に展示されています。
彼はシャンパーニュ ･ ラヴァーであると共に、 テンプル史の情熱を共有しているロナルド ･ ブラウンの
友人でもあります。 この 2 人の友人が、 単なるプライベート ･ ラベルではなく正真正銘のプライベート
･ シャンパーニュを造ることを決め造り上げたのが “Les Chevaliers Templiers” です。

このエクストラ ･ ブリュット シャンパーニュは、 日本のシャンパーニュ愛好家にぴったりなものを提供す
るために、ワイン ･ ライターである田中克幸氏と緊密に協力して開発しました。葡萄は、シャンパーニュ
で最も美しいブージィ村の特級畑からのものを使用。 ドサージュは 4g/ℓ と非常に低く、 クリスプかつ
爽やかでエレガントなシャンパーニュです。

このワインは、 和食との相性が抜群で多くの点で日本の精神を表現しています。 伝統的で控えめ、
華麗な味わい、 グラスの中で様々な香りと味わいが生まれ続ける万華鏡です。  
最も違いのわかるシャンパーニュ愛好家のため、 そして日本向けのみに生産した、 極めて小さな
生産量の貴重なシャンパーニュです。

ジャック ・ ルソーは、 モンターニュ ・ ド ・ ランスのグラン ・ クリュであるヴェルズネイ村に位置する RM
（レコルタン ・ マニピュラン / 葡萄生産者元詰シャンパーニュ） です。

4 世代に亘ってヴェルズネイで葡萄を栽培しているルソー一族。 当初はボランジェを中心に大手有名
メゾンに葡萄を供給していた有力なグロワーでした。
所有する畑は 8ha。 ヴェルジーの約 2ha はピノ・ノワール。 ヴェルズネイの約 5ha は 20% シャルドネ、
80% ピノ ・ ノワール。

2001 年からはジャック・ルソーの子供であり 4 代目にあたる “セリーヌ” と “エリック” が、ピノ・ノワー
ルを主体とした “ヴェネズネイ” のテロワールを最大限に引き出した特徴あるシャンパーニュを送りだし
ています。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

L
ル トラディション  グラン・クリュ

e Tradition  Grand Cru NV 750 泡･白 12 ￥6,500
80% ピノ ･ ノワール ､20% シャルドネ。 ドサージュ 7g/ℓ

キメ細やかな上質な泡で ､ 優しいイースト香と穏やかなアロマ ｡ ボリューム感のあるボディで余韻も長く ､ 飲みごたえのあるシャンパーニュです。  

L
ル ロゼ  グラン・クリュ

e  Rosé  Grand Cru NV 750 泡･ロゼ 12 ￥7,500
100% ピノ ･ ノワール。  ドサージュ 7g/ℓ

フレッシュなイチゴやラズベリーの香りで ､ 赤系果実や洋ナシの果実味に上質なミネラル。 濃厚でありながら ､ 繊細さと爽快さを持ち合わせたロゼ ･ シャンパーニュ。

 Jacques Rousseaux （ジャック ・ ルソー）
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商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

< CHABLIS >

C
シャブリ  ル・クラシック

hablis  le Classique 2015 750 白 12 ￥3,000 3357340306215

100% シャルドネ。 ステンレスタンクで発酵。 マロラクティック発酵後、 澱と共に 6 ～ 8 ヶ月熟成。  アルコール 12.5%
輝きのある縁の輪郭がある透明感のあるペール ･ イエローで ､ 柑橘系果実の香りにはつらつとしたミネラル。 クラシックなスタイルのシャブリ。

C
シャブリ  プルミエ・クリュ  モンマン  レ・ヴィエイユ・ヴィーニュ　　

hablis  Premier Cru  Montmains, Les V.V. 2015 750 白 12 ￥6,500 3357341406341

100% シャルドネ。 ステンレスタンクで発酵。 マロラクティック発酵後、 60% オーク樽で澱と共に 8 ～ 10 ヶ月熟成。  アルコール 12.5%
モンマンは Serein Rriver の左岸に位置するプルミエクリュ。 シトラスにバニラやブリオッシュのニュアンス。 引き締まった酸と重厚なミネラルが特徴的。

C
シャブリ  プルミエ・クリュ  フルショーム  レ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

hablis  Premier Cru  Fourchaume, Les V.V. 2015 750 白 12 ￥6,800 3357341406334

100% シャルドネ。 ステンレスタンクで発酵。 マロラクティック発酵後、 オーク樽で澱と共に 8 ～ 10 ヶ月熟成。  アルコール 12.5%
プルミエクリュで最も有名なフルショーム。 しっかりとしたミネラルの骨格を持ち ､ 力強さと複雑さ ､ エレガントさをも持ち合わせたシャブリ。

C
シャブリ  グラン・クリュ  レ・クロ  レ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

hablis  Grand Cru  Les Clos, Les V.V. 2014 750 白 12 ￥11,000 3357340606438

100% シャルドネ。 一部オーク樽で発酵。 マロラクティック発酵後、 オーク樽で澱と共に 12 ヶ月以上熟成。  アルコール 12.5%
グランクリュの王様と呼ばれるレ ･ クロ。 豊かな果実味を美しい酸と上質なミネラルが包み込んでいます。 優雅で長い余韻も特徴的。

< BOURGOGNE >

C
クレマン・ド・ブルゴーニュ  ブリュット

rémant de Bourgogne  Brut NV 750 泡 ・ 白 12 ￥3,300 3357340502709

ブルゴーニュ北部からのシャルドネ (60%) とピノ ･ ノワール (40%) を使用。 ステンレスタンクで発酵。 16 ヶ月瓶内熟成。  アルコール 12.0%
青りんごや柑橘系の香りにアーモンドのブーケ。 クリーミーな口当たりで ､ 上質な酸とミネラルを持った繊細な辛口スパークリング。

B
ブルゴーニュ アリゴテ

ourgogne  Aligoté 2015 750 白 12 ￥2,800 3357340106617

100% アリゴテ。 ステンレスタンクで発酵、 8 ヶ月熟成。  アルコール 12.5%
リンゴやアカシアの香りで ､ まろやかで柔らかな果実味。 ミネラルを伴ったフレッシュな酸が特徴的な ､ 爽やかでフルーティな白ワイン。

< LANGUEDOC >

C
シャルドネ  クレオパ

hardonnay  Cléophas (Pays d’Oc) 2016 750 白 12 ￥1,900 3357344802027

100% シャルドネ。 ステンレスタンクで発酵 ､ オークカスクと一部ステンレスタンクで 4 ～ 8 ヶ月熟成。  アルコール 12.5%
グレープフルーツや薔薇を思わせるフローラルな香りで、 柔らかな口当たりと綺麗な酸を持ったエレガントなシャルドネ。

France / Bourgogne, Chablis   (Bourgogne & Languedoc)

1936 年の創立以来 5 世代に亘りシャブリの地でワイン造りを続け、 第一級の評価を得ているメゾン。

1979 年にジョエルとパスカル ･ ブシャールが畑を引き継ぎ、 1980 年代にはドメーヌを確立させます。
その後更なる成功を続け、 1995 年には最新設備を備えた 2000m² を超える新たなワイナリー施設を完
成させ、 国際的な評価を確立します。 また、 同時にビジネスを他地域にも拡大しブルゴーニュや南仏
にも進出しています。

現在、 5 代目となる息子のロマン ･ ブシャールも加わり更なる発展と拡大を続けています。
3 つのグラン ･ クリュと 4 つのプルミエ ･ クリュを含む 33ha の自社畑を所有し、シャブリにおけるビオロジー
への先進的な取り組みも注目されています。

 Pascal Bouchard （パスカル ・ ブシャール）
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France / Bourgogne, Chablis
 Domaine Daniel-Etienne Defaix （ドメーヌ ダニエル = エティエンヌ ･ ドゥフェ）

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
シャブリ  レ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

hablis  Les Vieilles Vignes 2012 750 白 12 ￥4,000 3335561203216

100% シャルドネ。 天然酵母で発酵。 マロラクティック発酵後、 澱と共に 12 ヶ月バトナージュ。  アルコール 12.5%
しっかりとした果実味と豊富なミネラルが特徴的。 リッチなボディでありながらフレッシュな柑橘系果実とクリーンなスタイルは秀逸。

C
シャブリ  プルミエ・クリュ  ヴァイヨン　　

hablis  Premier Cru  Vaillons 2003 750 白 12 ￥7,800 3335560306215

100% シャルドネ。 天然酵母で発酵。 マロラクティック発酵後、 澱と共に 18 ヶ月バトナージュ。  アルコール 13.0%
熟成による重厚な香りと深いコク ､ パワフルなスタイルが特徴的。 硬質なミネラルが和らぎ ､ フレッシュさを保ったまま飲み頃を迎えている。

C
シャブリ  プルミエ・クリュ  レ・リス

hablis  Premier Cru  Les Lys 2003 750 白 12 ￥7,800 3335560307212

100% シャルドネ。 天然酵母で発酵。 マロラクティック発酵後、 澱と共に 18 ヶ月バトナージュ。  アルコール 13.0%
ポンティニー修道士が初めて葡萄を植えた 「ヴァイヨン」 「レ ･ リス」 「コート ･ ド ･ レシェ」 の中でも最も高貴。 ハチミツのような熟成感としっかりとした酸が特徴的。

C
シャブリ  プルミエ・クリュ  コート・ド・レシェ

hablis  Premier Cru  Côte de Léchet 2003 750 白 12 ￥7,800 3335560305218

100% シャルドネ。 天然酵母で発酵。 マロラクティック発酵後、 澱と共に 18 ヶ月バトナージュ。  アルコール 13.0%
柑橘系果実に独特のミネラルが溶け込んだリッチなシャブリ。 フレッシュさを保ちつつ ､ 長期熟成によるまろやかさと奥行きを持った円熟スタイル。

年間 17 万本を生産し、 およそ 50% は輸出。
残り 50% は主にフランス国内のレストラン 500
軒 ( ミシュラン星付レストラン、ルレ ･エ ･シャトー
加盟レストラン、オーベルジュ)に販売されます。

長期間寝かせて花開く先祖からのスタイルを
忠実に守った本来のシャブリが、 専門家から
今なお強い支持を得ているのです。
 

ダニエル = エティエンヌ ･ ドゥフェはシャブリでも最も古いエステートの１つで、シャトーは 800 年の歴史を持ちます。
今から約千年前、 ポンティニーの修道士たちが偉大な葡萄畑の土壌を選択しシャブリが生まれたのですが、
18 世紀以降、 祖先のエティエンヌ = ポール ･ ドュ ･ ジェール ･ ド ･ ラ ･ クロワ ･ ドゥフェがその葡萄栽培とワイン
醸造の伝統を継続していきました。 今日、 修道士から生まれた偉大な呼称と代々受け継がれてきた伝統は、
Daniel-Etienne Defaix によって守られているのです。

26ha の畑を所有し、 ポンティニー修道士たちが手掛けていたこの特別な場所での栽培を今でも続けています。
クリーンで健康的な畑は、 品質の高い葡萄、 つまりは高品質のワインを生み出すという確信に基づき、 伝統的
な畑での作業は現在でも行われています。

ダニエル = エティエンヌ ･ ドゥフェでは、 バトナージュは亜硫酸を添加することなくマロラクティック発酵により発生した
炭酸ガスとともに 18 ヶ月間毎月行います。 ｢ 自己消化 ｣ と呼ばれるこの酵母の自己破壊が、 テロワール特有
の香りと共にワインを豊かにするのです。
清澄と濾過は行わない場合もあります （期待しているものを取り除くことはしません）。

瓶詰めされたワインは、 リリースされる前に 6 ～ 12 ヵ月間セラーで寝かされます。
この時点でシャブリは 2 年、 プルミエ ･ クリュは 4 ～ 6 年の時を経ています。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

M
モレ・サン・ドニ  オー・シェゾー

orey St Denis  Aux Chéseaux 1999 750 赤 12 ￥13,300

現当主 「シャンタル ･ レミ」 は熟成したワインに人一倍のこだわり持つ女性。 繊細かつエレガント。 フレンチオークで発酵、 24 ヶ月熟成。 アン ･ フィルター。

ルイ ・ レミは、 1821 年から 6 代続く由緒あるドメーヌです。
1989 年に所有畑の多くを “ドメーヌ ・ ルロワ” に売却しましたが、 最上の区画を残してワイン造りを続けています。

歴史ある由緒正しき生産者で、 毎年生産量の約半分のワインをストックし飲み頃を待って少しずつリリースするという
伝統的な商法を続けています。 良年ほど多くのストックを熟成させていますが、 スタイルは非常にクラッシックで新樽
率はグラン ・ クリュでも 25% と低く、 あくまでもテロワール重視の姿勢を崩していません。

France / Bourgogne, Côte de Nuits
 Domaine Louis Remy （ドメーヌ ルイ ・ レミ）



商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

B
ブルゴーニュ  シャルドネ

ourgogne  Chardonnay 2015 750 白 12 ￥2,700 3275791775117

マコン ･ エリアからのシャルドネ。 ステンレスタンクで発酵、 6 ～ 10 ヶ月熟成。  アルコール 13.0%
豊かなアロマと美しいミネラルが表現された優美でスムースな味わい。 ボリューム感がありながら ､ 優美でスムースなフィニッシュが印象的。

B
ブルゴーニュ  ピノ・ノワール

ourgogne  Pinot Noir 2013 750 赤 12 ￥2,800 3275791772567

コート ･ ドールとコート ･ シャロネーズからのピノノワール。 ステンレスタンクで発酵、 フレンチオークで 6 ～ 12 ヶ月熟成。  アルコール 13.0%
赤系果実のアロマと凝縮した果実の味わいが印象的な ､ エレガントで洗練されたスタイルのピノ ･ ノワール。

N
ニュイ・サンジョルジュ

uits Saint Georges 2013 750 赤 12 ￥6,300 3275791774554

所有する４つの異なる区画からのニュイ ･ サン ･ ジョルジュ。 ステンレスタンクで発酵、 フレンチオークで 12 ～ 18 ヶ月熟成。  アルコール 13.0%
ベリーやチェリー ､ スミレのアロマにトースト香。 エレガントな酸と複雑さのある洗練された味わい。

N
ニュイ・サンジョルジュ  プルミエ・クリュ  レ・シャブッフ

uits Saint Georges  1er Cru  Les Chaboeufs 2013 750 赤 12 ￥8,900 3275791776176

ステンレスタンクで発酵、 フレンチオークで 12 ～ 18 ヶ月熟成。  アルコール 13.0%
ニュイ ･ サンジョルジュの南に位置する名高いシャブッフの自社畑からのワイン。 豊富なミネラル質で、 優雅さと奥深さを兼ね備えた情熱的なピノ ･ ノワール。

G
ジュヴレイ・シャンベルタン  コム・ドシュー

evrey Chambertin  Combe-Dessus 2014 750 赤 12 ￥7,500 3275791776015

ステンレスタンクで発酵 ､ フレンチオークで 12 ～ 18 ヶ月熟成。  アルコール 13.0%
クロ ･ サン ･ ジャックの下部に位置する区画の中心部に所有する畑からのジュヴレイ ･ シャンベルタン。 複雑な果実味と滑らかなタンニンが印象的。

C
クロ・ヴージョ  グラン・クリュ

los Vougeot  Grand Cru 2009 750 赤 6 ￥22,000
限定品

3275791774806

１世紀以上所有する畑からのクロ ･ ヴージョ。 ステンレスタンクで発酵 ､ フレンチオークで 18 ～ 22 ヶ月熟成。  アルコール 12.5%
平均樹齢４０年以上の畑からの年産 1,000 本のみの貴重な逸品。 非常に長い余韻で ､ 優雅さと豊満さを併せ持った存在感のあるグラン ･ クリュ。

< VILLA BURGUNDIA / COTEAUX BOURGUIGNONS >

V
ヴィラ・バーガンディア  ルージュ

illa Burgundia  Rouge 2015 750 赤 12 ￥2,300 3275791778019

100% ガメイ。 一部フレンチオークで熟成。   アルコール 13.0%
明るいルビー色で ､ チャーミングな赤系果実とスパスイスで口中が溢れます。 繊細なタンニンの ､ ジューシーでフルーテイなコトー ･ ブルギニョン。

V
ヴィラ・バーガンディア  ガメイ - ピノ・ノワール

illa Burgundia  Gamay - Pinot Noir 2013 750 赤 12 ￥2,500 3275791 778026

66% ガメイ、 34% ピノ ・ ノワール。 一部フレンチオークで熟成。   アルコール 13.0%
ガメイからのフルーティなブーケとピノ ･ ノワールからの骨格とミネラルが見事にバランス。 エレガントで洗練されたスタイルのブルギニョン。

デュフルール・フレールは、1596年からニュイ・サン・ジョルジュ村でワイン造りに関わってきた最も古い一族です。
1848年には“メゾン・デュフルール”が設立され、ネゴシアン業もスタートさせます。
その後、ネゴシアンとしては Dufouleur Père & Fils  と名を変え現在に至ります。

一方、1930年代にニュイ・サン・ジョルジュのシャトーを本拠にドメーヌとしてスタートしたデュフルール・フレールは、
1970年代までにドメーヌを徐々に拡大すると共にその評価も確実なものにし、現在の姿の礎となったのです。
2006年からは、12代目のフランソワ グザヴィエル・デュフルールと従兄弟のマルク・デュフルールの二人によって
しっかりと引き継がれ、「一貫した高品質の標準化」を念頭に置き、素晴らしいワインを造り続けています。

葡萄栽培においては、除草剤を一切使用しない事はもちろんの事、可能な限り有機
肥料のみの使用に限定し、自然のパワーとバランスを維持した素晴らしい葡萄を育
てています。

伝統を尊重すると共に豊かで多様なテロワールをこの上なく表現する事が、4世紀以
上に渡って“ニュイ・サン・ジョルジュ”に根付いた、偉大なドメーヌであり続ける“デュフ
ルール・フレール”の姿なのです。

また、ブルゴーニュのテロワールとスタイルをより親しんでもらいたいとの思いから、新たに
コトー・ブルギニョンのブランド「ヴィラ・バーガンディア」も設立しています。

 Dufouleur Frères （デュフルール ・ フレール）
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France / Bourgogne, Côte de Nuits & Coteaux Bourguignons



商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

P
ピュリニー・モンラッシェ  プルミエ・クリュ  シャン・ガン

uligny Montrachet  1er Cru  Champ Gain 2006 750 白 12 ￥14,800
 

C
コルトン・シャルルマーニュ  グラン・クリュ

orton Charlemagne  Grand Cru 2006 750 白 12 ￥24,000
 

C
シャンベルタン  グラン・クリュ

hambertin  Grand Cru 2004 750 赤 12 ￥34,000
 

 Camille Giroud （カミーユ ・ ジロー）

現在のオーナー “エレーヌ ･ マルトレ ･ シェリジー” は、 ブラニーの素晴らしい畑の恩恵にあずかっています。
1998 年に祖母からドメーヌを引き継いだ当時は、 葡萄をルイ ・ ラトゥールに売っているグロワーでした。
現在は夫のローランがワイン ・ メーカーを努め、 2000 年ヴィンテージからドメーヌを再構築しています。

栽培は 100% オーガニックで栽培。 ブラニーに 3.1ha、 ピュリニーに 2,6ha を所有し、 樹齢はプルミエ・クリュ
で 50 ～ 70 年。 伝統的な醸造を行い、 熟成はオーク樽 （50% 新樽） でおよそ 20 ヶ月です。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

P
ピュリニー・モンラッシェ  プルミエ・クリュ  レ・シャルモー

uligny-Montrachet  1er Cru  Les Chalumeaux 2004 750 白 12 ￥13,300

M
ムルソー・ブラニー  プルミエ・クリュ  レ・ジェネロット

eursault-Blagny  1er Cru  Les Genelottes 2005 750 赤 12 ￥9,500

 Domaine Anne Bavard-Brooks （ドメーヌ アンヌ ･ バヴァール = ブルックス）

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

B
ブルゴーニュ ブラン  ラ・コンブ

ourgogne Blanc  La Combe 2015 750 白 12 ￥5,000
100% シャルドネ （ビオディナミ）。 フレンチオーク (12%NEW) で発酵 ､8 ヶ月熟成。  アルコール 13.5%   200 ケース生産

フレッシュなミネラルに熟したアプリコットとバニラ。 軽やかかつ粘りがあり ､ しなやかで洗練されたピュリニーのスタイル。  【ビュロー ･ ヴェリタス認証】

アンヌ ・ バヴァール = ブルックスは、 " ジョン ･ ブルックス " と " アンヌ ･ バヴァール "夫妻が 2003 年に設立した
極小さなドメーヌです。 ピュリニー・モンラッシェに 1.5ha の畑を所有し、 全ての作業を夫婦２人で行っています。
畑は 2005 年からビオディナミ農法を実践し、 ビュロー ・ ヴェリタスの認証も受けています。

生産量は 200 ケース程。 AOC ブルゴーニュのみの生産 （2015 からはピュ
リニー村産も僅かに生産） ですが、 ピュリニーの特徴をしっかりと持ち合わせ
た非常に魅力的なワインとなっています。

ピュリニーのリージョナルとも呼ばれ、 特に注目されている造り手なの
です。

8

France / Bourgogne, Côte de Beaune

 Domaine Martelet de Cherisey （ドメーヌ マルトレ ・ ド ・ シェリジー）

1865年設立のボーヌにある優良ネゴシアン。葡萄の買い付け先は、「アルマン・ルソー」、「コント・ラフォン」、「メオ・カミュゼ」
「エマニュエル・ルジェ」。過去には故「アンリ・ジャイエ」からも買い付けており、【究極のネゴシアン】とも呼ばれています。 
2001年、カリフォルニアのカルト・ワインとして名高い“コルギン”が買収し、資本の増大で一時の衰退から脱却。
現在は【ボーヌの新星】と呼び声の高いデヴィッド・クロワ氏がワイン・メーカー兼CEOに就任。

新樽の使用比率を控えてテロワールの特徴を表現する事に重点を置き多岐にわたるアペラシオンを産出していますが、低収
量・無農薬の生産者のみに限定している為、生産量は年間4,500～5,000ケースと少量。1アイテム70～250ケース程。
ヴィンテージによっては生産されないアペラシオンもあります。

フラッグ・シップのシャンベルタンGCは、2002のファースト・ヴィンテージ、2003、2005とスペクテーター誌95点を獲得。
ラトリシエール・シャンベルタン、コルトンも代表格。若いヴィンテージでも飲みやすく近づきやすいスタイルですが、グラン・クリュ
は20年熟成のポテンシャルもあると評価されています。
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France / Bourgogne, Mâconnais

ピエール・ムルジェーの曾祖父は、19世紀の終わりにブルゴーニュのボーヌで
ワイン商社を設立します。それを引き継いだ祖父と父は、ブルゴーニュ・ワイン
のエステート・マネージャーやワイン・メーカー、ブローカーとして従事します。

ピエールの母はマコン出身で、彼らの家はマコンのワイン産地であるウシジィ
村に位置します。
ブルゴーニュ・ワインの象徴的な場所で生まれ育ちその全てを知り尽くしている
一家で育ったピエールは、1720年設立のブルゴーニュ老舗ネゴシアン「シャ
ンピー」を買い取り復活させます。

そして、2013年からファミリーの源であるブルゴーニュ南部にフォ
ーカスし新たにスタートさせたプロジェクトが、「ピエール・ムルジェ
ー」であり、両親の名を冠したワイン「ムルジェー・クローズ」です。

葡萄は、ファミリーの友人や隣人から購入します。その選りすぐり
の葡萄から、テロワールをしっかりと反映させたワインを造りだして
いくことが、彼の使命となっています。

 Pierre Meurgey （ピエール ・ ムルジェー）

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

M
ムルジェー・クローズ  マコン・ウシジィ

eurgey-Croses  Macon-Uchizy 2015 750 白 12 ￥3,000 3760070330090

100% シャルドネ。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。 100% マロラクティック発酵。  アルコール 12.6%
パイナップルや洋ナシの弾けるような香りにライムのニュアンス。 フレッシュでフルーティな果実味と独特のミネラルが特徴的。 華やかでアロマティックな辛口。

M
ムルジェー・クローズ  ヴィレ・クレッセ  ヴィエイユ・ヴィーニュ

eurgey-Croses  Viré-Clessé  Vieilles Vignes 2015 750 白 12 ￥3,600 3760070330069

100% シャルドネ （樹齢 20 年～ 80 年）。 85% ステンレスタンク ､15% フレンチオークで発酵 ､ 熟成。  アルコール 13.0%
アカシアやレモングラス ､ 白桃の香りにわずかなオークのニュアンス。 洗練されたミネラルを持つ ､ フレッシュかつふくよかでエレガントなスタイルのシャルドネ。

M
ムルジェー・クローズ  プイィ・フュイッセ  ヴィエイユ・ヴィーニュ

eurgey-Croses  Pouilly-Fuissé 2014 750 白 12 ￥4,700 3760070330076

100% シャルドネ （樹齢 60 年）。 フレンチオークで発酵 ､ 熟成。  アルコール 13.2%
リンゴや桃 ､ ハチミツのニュアンスに ､ フレッシュな柑橘系果実の味わい。 しっかりとしたミネラル感にシャープで綺麗な酸。 コクのある繊細さと気品が特徴的な辛口。

 Maison Galhaud （メゾン ガロー）

France / Bordeaux, Crémant de Bordeaux

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

L
レオン・ガロー  クレマン・ド・ボルドー  ブラン

éon Galhaud  Crémant de Bordeaux  Blanc NV 750 泡･白 6 ￥2,500 3700325902610

70% セミヨン ､20% ミュスカデル ､10% ソーヴィニョン ･ ブラン。 サンテミリオンで造られる自然派のクレマン。  アルコール 12.5%
白桃やシトラスの爽やかな果実味にほんのり甘さを感じる風味。 細やかで綺麗な泡の上品なスタイル。  【アグリカルチャー ・ ビオロジック及び EU オーガニック認証】

L
レオン・ガロー  クレマン・ド・ボルドー  ロゼ

éon Galhaud  Crémant de Bordeaux  Rosé NV 750 泡･ロゼ 6 ￥2,500 3700325904409

60% メルロ ､30% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､10% カベルネ ･ フラン。 サンテミリオンで造られる自然派のクレマン。  アルコール 12.5%  
ベリー系の華やかな香りで ､ フレッシュなピーチやチェリーのニュアンス。 黒葡萄からの程良いコクのドライなスタイル。 【ｱｸﾞﾘｶﾙﾁｬｰﾋﾞｵﾛｼﾞｯｸ ､EU ｵｰｶﾞﾆｯｸ認証】 

レオン ･ ガローは、 1901 年にサンテミリオンの地でメゾン ･ ガローを設立したこ
とから始まります。
そのシャトーは、 現在サンテミリオンにおけるランドマークの１つとなっています。

3 代目のジャン ‐ フランソワ ･ ガローは、 彼の家族からワインに対する情熱を
受け継ぎ、 ボルドーとモンペリエでワイン造りを学びます。
1996 年、 彼は妻と共にファミリー ･ エステートを一新。 ガロー ファミリー ･ ワ
インをスタートします。

現在、 サンテミリオン グラン ･ クリュをはじめ、 コスト ･ パフォーマンスに優れた
AOC ボルドー、 クレマン ･ ド ･ ボルドー、 ペイ ・ ドック等を生産しています。
また、 ジャン ‐ フランソワ ･ ガローは曾祖父が復活させたサンテミリオン騎士
団の団長も務めています。
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1735 年から続く家族経営のシャトーを、 シャトー サント ・ マリーの “ドゥプッシュ家” が
取得した小さなエステート。 4.2ha の畑は ､ プジョーやモーカイユなどのトップ ･ シャトー
に隣接しています。 2011 年からは有機栽培を実践。

醸造は、 ボルドーの 1 級シャトーやスーパー ･ セカンドを数多く手掛けている “エリック ･
ボワスノ” がコンサルタント。
ドゥプッシュ家としてのファースト ･ ヴィンテージである 2009 年から瞬く間に高評価を獲得。
オー ・ メドックの最も注目すべき生産者の 1 つです。

シャトー クロワ・ド・ラブリーは、 サンテミリオン グラン ･ クリュ
に 2.58ha の畑を所有するシャトー。
ヴァランドローと同時期に設立された、 サンテミリオンでも
有名なガレージ ･ ワインでもあります。
近年 ､ 高い評価と人気によりその少ない生産量も伴って
入手困難な稀少ワインとなっています。

レ ･ オー ･ ド ･ クロワ ･ ド ･ ラヴリーは、 グラン ･ クリュの少し若い葡萄樹から造られる
ワイン。 複数区画の葡萄を使用し、 複雑で多彩な風味を生み出しています。

France / Bordeaux, Haut Médoc
 Château Peyredon Lagravette （シャトー ペイルドン ・ ラグラヴェット）

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
シャトー ペイルドン・ラグラヴェット  オー・メドック　　  

hâteau Peyredon Lagravette  Haut Médoc 2015 750 赤 12 ￥4,500 Cru Bourgeois

63% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､37% メルロ。 フレンチオーク (1/3NEW) で 14 ヶ月熟成。  アルコール 13.0%
ブラックベリーやマルベリーの果実味で ､ きめ細やかなタンニン。 香りも味わいもリッチで気品あるスタイル。 シルキーな余韻がオークのフレーバーと共に続きます。

France / Bordeaux, Saint Emilion
 Château Croix de Labrie （シャトー クロワ ・ ド ・ ラブリー）

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

L
レ・オート・ド・クロワ・ド・ラブリー  サンテミリオン グラン・クリュ

es Hauts de Croix de Labrie  St.Emilion GC 2012 750 赤 12 ￥5,300 St.Emilion Grand Cru

85% メルロ ､15% カベルネ ･ フラン。 フレンチオーク (50%NEW) で 12 ～ 14 ヶ月熟成。  アルコール 13.5%
赤系果実やハーブの香りで、 熟したカシスやフランボワーズに滑らかなタンニン。 たっぷりとしたフィネスとスムースさも感じるフルボディ。

France / Bordeaux
 Château Sainte Barbe （シャトー サント ・ バルブ）

1760 ～ 1770 年に、 ジャン ･ バプティスト ･ ランシュ ( ランシュ ･ バージュの祖先） によって
ボルドー市内から 20km 程離れたドルドーニュ河とガロンヌ河の間に位置する半島の Ambs
に設立された歴史あるシャトー。

ワイナリーは 150 年間一族経営されていましたが、 1999 年にアントニー ・ トュートンの所有
となり見事に再生。
かつての名声を取り戻しています。

葡萄畑は、ガロンヌ河の右岸に 30ha 所有。 砂利を含む沖積土壌で、80% がメルロー、20% がカベルネ種。
植密度は土壌の特性に従い、 ヘクタールあたり 4,500 から 5,500 本。
ルート ・ ストックとクローンを厳選し、 収量もトップ ･ キュヴェではヘクタールあたり 15hℓ と制限しています。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
シャトー サント・バルブ   ボルドー・メルロ

hâteau Sainte Barbe  Bordeaux Merlot 2012 750 赤 12 ￥2,900
100% メルロ。 50% ステンレスタンク ､50% オークで発酵、 6 ～ 9 ヶ月熟成。

熟したレッドベリーの果実味とスムースなタンニンに僅かなスパイス。 明るいテクスチャーで果実味豊かな現代的スタイルのボルドー。
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France / Bordeaux
 Château Londre （シャトー ロンドル）

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
シャトー ロンドル  ボルドー ブラン　　  

hâteau Londre  Bordeaux  Blanc 2016 750 白 12 ￥1,800 3500610108679

60% セミヨン ､30% ミュスカデル ､10% ソーヴィニョン ･ ブラン。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 12.0%
緑がかった鮮やかな黄色で ､ 豊かで優雅な香りの中にシトラスを感じます。 味わいはフレッシュでバランス良く ､ クリーミーなフィニッシュに続きます。

C
シャトー ロンドル  ボルドー ルージュ　  

hâteau Londre  Bordeaux  Rouge 2015 750 赤 12 ￥1,800 3500610078293

75% メルロ ､25% カベルネ ･ ソーヴィニョン。 ステンレスタンクで発酵 ､ 一部オークで熟成。  アルコール 12.0%  
鮮やかなルビー色で ､ 熟した赤系フルーツの豊かな香りの中から僅かに心地良いスパイス。 優雅で芳醇 ､ シルクのようなしなやかなタンニンも特徴的。

1960 年代～ 1970 年代にかけ、 ワイングロワー、 ワインライター、 更にはワイン商人としても世界的に活躍
した “アレクシス ・ リシーヌ” 氏がプロデュースしたブランド。

アレクシスは、アメリカでボルドー ･ ワインを認知させた重要人物として、【Pope of  Wine ： ワインの法王 ､教祖】
とも呼ばれ、第23代アメリカ大統領アイゼン・ハワー時代にはホワイト･ハウスのワインセレクトを任されていました。

フランスでは、 シャトー プリウーレ ･ リシーヌのオーナー、 シャトー ラスコンブの共同経営者でもあり、 彼の著書
【Wine and Spirits Encyclopedia】 と 【Alexis Lichine’s Guide to the Wines and Vineyards of France】 は、
名著として今なお読み続けられています。

現在は “ レ ･ グラン ･ シェ ･ ド ･ フランス “ が所有し、 多くのプレミアム ･ デイリーワインを提供しています。

France / Côtes du Rhône, Gigondas

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

G
ジゴンダス  ロマーヌ・マショット 

igondas  Romane Machotte 2015 750 赤 12 ￥3,900
WS 90,

3384333051104

80% グルナッシュ ､20% シラー。 コンクリート ･ タンクで発酵 ､ バレル＆カスクで 12 ヶ月熟成。 アン ･ フィルター。  アルコール 14.0%
プラムやベリーのフレッシュな果実味。 独特のコクに繊細で神秘的な余韻も印象的です。 クラシックなジゴンダスを表現したワイン。

G
ジゴンダス  ル・パ・ド・レイグル

igondas  Le Pas de l'Aigle 2013 750 赤 12 ￥5,000
WS 92, 

75% グルナッシュ ､25% シラー。 100hl オーク ･ カスクで 24 ヶ月熟成。 アン ･ フィルター。  アルコール 15.0%
ジゴンダスで最も高い標高のヒルサイドの畑からの樹齢 50 年以上の葡萄によるグランレゼルヴ ･ ジゴンダス。 しっかりとしたボディと奥深さ繊細さは別格。

 Pierre Amadieu （ピエール ・ アマデュー）

ピエール・アマデューは、1929年からスタートしたジゴンダスのトップ・ドメーヌであり、アペラシオン・ジゴンダス
創始者の一人でもあります。
当時少しずつワインを造り始めていたジゴンダス村で、ピエール・アマデューも所有していたわずか7haの畑
からワイン造りと販売を始めます。その後、ジゴンダス・ワインの知名度アップと定着の為生涯を賭けて奔走
し、1971年遂に正式にAOCとして認定される事となります。

現在は約150haの畑を所有し、創始者ピエールの次男にあたる“クロード・アマデュー”と妻の“ミュリエル”、
ピエールの名を継承する3代目の“ピエール（長男の息子）”が、ドメーヌをさらなる発展へと導いています。

シャトー・ヌフ・デュ・パプの北東に位置するジゴンダスは他の南ローヌ地方とは異なり、標高160～400mの
小高い丘に葡萄畑が広がっているのが大きな特徴です。石灰粘土質の土壌で地中海気候の暖かな気候
ですが、北から冷たく乾燥した風（ミストラル）が吹きぬけ、グルナッシュやシラーの栽培に非常に適しています。 
これらのテロワールと伝統を尊重しながら現代の技術やスタイルも加え合わせ、さらに高品質なワイン造りを
目指しています。
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France / Côtes du Rhône & Languedoc

ジャブレ=ヴェルシェールは、1832年にアントワーヌ・ジャブレによってコート・デュ・ローヌ地方に設立されたメゾン・
ジャブレから始まります。

アントワーヌの二人の息子ポールとアンリの代に分割され、ローヌを専門に手掛ける“ポール・ジャブレ”と“ジャ
ブレ=ヴェルシェール”が誕生します。

ヴェルシェールはアンリ・ジャブレの奥さんの名字で、この結婚によりローヌ・ワインだけでなくブルゴーニュ・ワイン
の生産も手掛けるようになります。
ボーヌに自社畑を所有し傑出した長期熟成型のワインを生産するとともに、ネゴシアンとしても名声を得ます。

その後、2000年代前半にドメーヌ自体を「ルイ・マックス」へと売却。
現在は、コート・デュローヌに所有するオーガニックの畑（2009年から有機栽培/エコセール、EUオーガニック
認証）からのエステート・ワインと、ブルゴーニュ、ラングドックからのオーガニック・ワインを手掛けています。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

< DOMAINE JABOULET-VERCHERRE / CÔTES DU RHÔNE >

C
コート・デュ・ローヌ  ブラン

ôtes du Rhône  Blanc 2015 750 白 12 ￥2,400 3485851632803

グルナッシュ ･ ブラン ､ ユニ ･ ブラン ､ ヴィオニエのブレンド。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 13.5%
美しいペールイエローで、 洋ナシや柑橘系果実の香り。 フレッシュでフルーティな果実味が広がります。  【エコセール ,EU オーガニック認証】

C
コート・デュ・ローヌ  ルージュ

ôtes du Rhône  Rouge 2015 750 赤 12 ￥2,400 3485851632575

シラーとグルナッシュのブレンド。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 13.0%
ラズベリーやブラックベリーの香りにジャスミンやスパイス。 スムースなタンニンの ､ フルーティでエレガントなミディアムボディ。  【ｴｺｾｰﾙ ,EU ｵｰｶﾞﾆｯｸ認証】

< JABOULET-VERCHERRE / LANGUEDOC >

L
ラングドック  ブラン

anguedoc  Blanc 2014 750 白 12 ￥1,800 3485851630373

ルーサンヌ ､ マルサネ、 グルナッシュ ･ ブランのブレンド。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 12.5%
淡い美しいゴールドで ､ 白い花と熟した洋ナシの香り。 フレッシュな果実味で ､ リッチなスタイルの白ワイン。  【ｱｸﾞﾘｶﾙﾁｬｰﾋﾞｵﾛｼﾞｯｸ認証】

L
ラングドック  ルージュ

anguedoc  Rouge 2014 750 赤 12 ￥1,800 3485851630601

シラー ､ グルナッシュ。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 12.5%
紫がかった深いレッドで ､ チェリーやブルーベリー ､ ブラックベリーの香りと味わい。 エレガントなタンニンと長い余韻が特徴的。  【ｱｸﾞﾘｶﾙﾁｬｰﾋﾞｵﾛｼﾞｯｸ認証】

C
シャルドネ  ペイ・ドック

hardonnay  Pays d'Oc 2015 750 白 12 ￥2,100 3485851630830

100% シャルドネ。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 13.0%
淡いゴールドで ､ 洋ナシや柑橘系果実の香りが沸き上がります。 リッチな果実味とフルーティな喉越しが特徴的な白ワイン。

P
ピノ・ノワール  ペイ・ドック

inot Noir  Pays d'Oc 2015 750 赤 12 ￥2,300 3485851630816

100% ピノ ･ ノワール。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 12.5%
深みのあるダーク ･ レッドで、 ラズベリーやチェリーの香りに僅かなスパイス。 スムースなタンニンのフレッシュでフルーテイなピノ ･ ノワール。

 Jaboulet-Vercherre （ジャブレ = ヴェルシェール）
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France / Loire, Sancerre
 Joseph Mellot （ジョセフ ・ メロ） 

ドメーヌ ジョセフ ・ メロは、 1513 年にピエール ・エティエンヌ ・ メロによって設立されたワイナリーです。
以降約 5 世紀に渡り、 ファミリーは葡萄栽培とワイン造りに変わらぬ情熱と技術向上を持ち続け引き
継いできました。 1698 年には、 セザール ・ メロが “ルイ 14 世” のワイン選定アドヴァイザーという大
役にも任命されています。

1984 年からは、 アレキクサンドル ・ メロ （ジョセフ ・ メロの息子） と妻のカトリーヌ ・ メロがワイナリーを
引き継ぎ、 さらに成功へと導いています。

現在、 中央ロワールの 6 つ全てのアペラシオンを生産する唯一のドメーヌであり、 所有する 90ha の
畑からそれぞれの素晴らしい葡萄の特性とテロワールを発揮したワインを造り上げています。
今日、 サンセールにおいて最も大きなドメーヌであると共に紛れも無く最も名門のドメーヌです。 そして、
中央ロワールのアペラシオンにおいて唯一のエステート ・ ワイナリーでもあります。

また、 リュット ・ レゾネによる栽培をしているのはもちろん、 中央ロワールのワイナリーとして初めて ISO 
14001 を取得し、 環境への取り組みも注目されています。

近年、 フランス国内はもとより世界中で人気のサンセールですが、 「ロワール ・ ヴァレーのリーダー」
と呼ばれているジョセフ ・ メロがその中心となっているのです。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

S
サンセリテ  ソーヴィニョン・ブラン 

incerite  Sauvignon Blanc 2015 750 白 12 ￥2,100
 S

 IGP, Val de Loire

100% ソーヴィニョン ･ ブラン。 ステンレス ･ タンクで発酵 ､ シュール ･ リー。  アルコール 12.5%
素晴らしく爽やかでアロマティック。 軽やかで優しさに溢れたソーヴィニョン ･ ブラン。 サンセールのスタイルを見事に引き出した IGP。

S
サンセール・ブラン  ラ・シャテレニー

ancerre Blanc  “La Chatellenie” 2015 750 白 12 ￥3,800
白亜紀の地層で粘土質土壌の畑からのソーヴィニョン ･ ブラン。  ステンレス ･ タンクで発酵 ､ シュール ･ リー。  アルコール 12.5%

はっきりとした火打石香に ､ ほんの少しのマンゴーのニュアンス。 豊かなミネラルを持つ特有のテロワールによる素晴らしい風味を持ったサンセール。

S
サンセール・ブラン  キュヴェ ピエール・エティエンヌ

ancerre Blanc  “Cuvée Pierre Etienne” 2015 750 白 6 ￥6,900 限定品

1930 年代のエチケットを復刻 ･ 手貼。  フレンチ ･ オークで 2 ヶ月発酵、 12 ヶ月～ 16 ヶ月熟成。  アルコール 12.5%
創始者の名を冠し、 グレート ･ ヴィンテージのみ生産されるスペシャル ･ キュヴェ。 成熟したアロマティックな香りと味わい、 複雑で長い余韻は別格。

C
シノン  レ・モリニィエール

hinon  “Les Morinières” 2013 750 赤 12 ￥2,500
100% カベルネ ･ フラン。 ステンレス ･ タンクで発酵。  アルコール 12.5%

黒系果実のフルーティーな香りで、 洗練された果実と質の良いタンニン。 ソフトなニュアンスと程よいコクを持ったミディアム ･ ボディ。
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メゾン・ゾエラーは、アルザスの北部ヴォルクスハイムで17世紀から10世代に亘ってワイン造りに携わって
いるファミリーです。
ヴォルクスハイムの村はアルザス ワイン街道のスタート地点にあたり、AOCアルザスの13あるコミューンの
1つであるとともに、グラン・クリュ“アルテンベルグ・ド・ボルクスハイム”の地でもあります。
また、かのナポレオン皇帝がこよなく愛したワインが“Wolxheim Riesling”でもあります。

所有する11ha（内3haがグラン・クリュ）の畑はオーガニックによる栽培を実践。2010年からはアグリカル
チャー・ビオロジックの認証を受けています。

メゾン・ゾエラーは、このアルザス北部の伝統ある銘醸地で、先進的な設備も取り入れながらヴォルクス
ハイムのスタイルを守った素晴らしいワインを造り上げています。

France / Alsace

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

R
リースリング  ヴォルクスハイム

iesling  Wolxheim 2015 750 白 12 ￥2,700
入荷待ち

3760114110367

100% リースリング。 ステンレスバットで 10 ヶ月シュールリー。  残糖 7g/ℓ  アルコール 13.0% 
白い果実や花の香り。 柑橘系果実の味わいに良質なミネラルのメモ。 伝統的なヴォルクスハイムのリースリング。  【ｱｸﾞﾘｶﾙﾁｬｰﾋﾞｵﾛｼﾞｯｸ ､EU ｵｰｶﾞﾆｯｸ認証】

P
ピノ・グリ

inot Gris 2015 750 白 12 ￥3,200
入荷待ち

3760114110039

100% ピノ ･ グリ。 ステンレスバットで 10 ヶ月シュールリー。 残糖 10g/ℓ  アルコール 14.0% 
白い花の香りやイチジクの果実味にオークのニュアンス。 フレッシュなスタイルに複雑さと僅かな苦みがアクセント。  【ｱｸﾞﾘｶﾙﾁｬｰﾋﾞｵﾛｼﾞｯｸ ､EU ｵｰｶﾞﾆｯｸ認証】

G
ゲヴェルツトラミネール

ewurztraminer 2014 750 白 12 ￥3,200
入荷待ち

3760114110046

100% ゲヴェルツトラミネール。 ステンレスバットで 10 ヶ月シュールリー。 残糖 14g/ℓ  アルコール 13.5% 
輝きのあるゴールドでバラや牡丹にライチやしょうがのニュアンス。 美しい酸と程良い残糖が見事に構成されています。  【ｱｸﾞﾘｶﾙﾁｬｰﾋﾞｵﾛｼﾞｯｸ ､EU ｵｰｶﾞﾆｯｸ認証】

R
リースリング  グラン・クリュ  アルテンベルグ・ド・ヴォルクスハイム

iesling  Grand Cru  Altenberg de Wolxheim 2012 750 白 12 ￥3,700
入荷待ち

3760114110145

100% リースリング （グラン ･ クリュ）。 ステンレスバットで 10 ヶ月シュールリー。  残糖 15g/ℓ  アルコール 12.5%
白い花にライムやミントの香り。 柑橘系果実や砂糖漬けのレモン ､ ミネラルの味わいが広がります。 フレッシュさを伴った品格あるリースリング。

G
ゲヴェルツトラミネール  レ・オルキデ

ewurztraminer  Les Orchidées 2013 750 白 12 ￥3,800
入荷待ち

3760114110091

100% ゲヴェルツトラミネール。 ステンレスバットで 10 ヶ月シュールリー。 残糖 45g/ℓ  アルコール 12.7% 
豊かな砂糖づけの果物 やハチミツのニュアンスに薔薇の香りが広がります。 リッチなボディとスムースなフィニッシュが印象的なドゥミ ･ セック。

P
ピノ・グリ  ヴァンダンジュ・タルディヴ

inot Gris  Vendanges Tardives 2011 750 白 12 ￥6,500
入荷待ち

3760114110114

100% ピノ ・ グリ （遅摘）。 ステンレスバットで 10 ヶ月シュールリー。 残糖 64g/ℓ  アルコール 12.5% 
美しい黄金色で ､ ハチミツや焼きリンゴの甘い香りにわずかなスモーク。 凝縮した果実味がフレッシュな酸と共に広がります。 芳醇なフルボディの甘口。

 Maison Zoeller （メゾン ゾエラー）

オー・フルニエは、2000年に設立された新進気鋭のワイナリー・グループです。
スペイン、チリ、アルゼンチン、ポルトガルに総面積435ヘクタールの畑を所有し、それぞれの気候風土を生かし
た特色のあるワインを造り上げています。
オーナー＆ワイン・メーカーは、ホセ・マニュエル･オルテガ氏。
フライング・ワイン・メーカーとして世界各地を飛び回っていることもあり、スペインのミシェル・ローランの異名をとっ
ています。デキャンタ誌などでスティーヴン・スパリエ氏も大絶賛しています。

Spain / Castilla y León, Ribera del Duero

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

A
アルファ　スピガ

lfa Spiga 2003 750 赤 12 ￥7,700
100% ティンタ ･ デル ･ パイス ( テンプラニーリョ )。 新樽 (80% フレンチ ､20% アメリカン ) で 20 ヶ月熟成。  アルコール 14.0%

リオハの象徴的なワインとして世界各国で有名。 黒系果実の果実味。 力強く豊潤なフルボディ。  

 Bodega O. Fournier （ボッデガ オー ・ フルニエ）
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バーヴァは、1600年からピエモンテ州のココナート村に畑を所有しているファミリーです。
ワイナリーの設立は1911年。以降、4世代に亘り100ヴィンテージのワインを生産し続けています。現在は、モンフェラートや
ランゲエリアにも畑を拡大し、さらに発展を続けています。
オーナーのロベルト・バーヴァ氏は、新しいアイディアや手法をワインの世界に持ち込み、イタリア・ワイン界に大きく貢献した
人物の一人として知られています。ワイン同様に音楽を愛する彼はワイン名に楽器の名前をつける事でも有名で、ストラデ
ィヴァリオはフラッグシップ・ワインとなっています。

ジュリオ・コッキは、1891年にアスティに設立されたピエモンテで最古のスプマンテ生産者の1つです。元々、ハーブなどを
使ったリキュール生産からの創業。現在はバーヴァ社の傘下となっています。

コンテルノ・ファンティーノは、1982年にクラウディオ・コンテルノとグイド・ファンテイーノの友人同士によって
設立されたワイナリーです。
1994年には、アルプス山脈を眺める美しいパノラマ景観をもつモンフォルテ・アルバの丘の上に、大胆
で革新的なアイディアを取り入れた最新設備のカンティーナを完成させています。

近代設備と技術を進める一方、彼らの哲学は当初と全く変わりません。徹底した畑の管理を基本として
おり、偉大なピエモンテ・ワインは常にその畑から生まれることを提唱しています。

 Conterno Fantino （コンテルノ ・ ファンティーノ）

 Bava / Giulio Cocchi （バーヴァ / ジェリオ ・ コッキ）

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格        備考 / POS

R
ロッソ・デッレ・ランゲ  モンプラ 

osso delle Langhe “Monprà” (DOC) 2004 750 赤 12 ￥7,500
ﾈｯﾋﾟｵｰﾛ ､ ﾊﾞﾙﾍﾞﾗ ､ ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ。 ﾊﾞﾘｯｸ 18 ヶ月熟成。 / ﾌｧﾝﾃｨｰﾉの代表ワイン。 熟したﾗｽﾞﾍﾞﾘｰの香りと凝縮された果実味で力強くエレガント。

B
バローロ  ヴィーニャ・デル・グリ

arolo “Vigna del Gris” (DOCG) 2004 750 赤 12 ￥13,600
ﾊﾞﾛｰﾛ最高峰の畑であるｼﾞﾈｽﾄﾗに所有する単一区画からのﾈｯﾋﾟｵｰﾛ。 ﾌﾚﾝﾁｵｰｸで 24 ヶ月熟成。 / ｿﾘ ･ ｼﾞﾈｽﾄﾗと双璧のﾊﾞﾛｰﾛ。 優しく柔らかで優雅。

B
バローロ  ソリ・ジネストラ

arolo “Sori Ginestra” (DOCG) 2004 750 赤 12 ￥14,000
ﾓﾝﾌｫﾙﾃ ･ ﾀﾞﾙﾊﾞの有名畑ｼﾞﾈｽﾄﾗの南向き斜面がｿﾘ ･ ｼﾞﾈｽﾄﾗ。 ﾌﾚﾝﾁｵｰｸで 24 ヶ月熟成。 / ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ ･ ﾜｲﾝ。 凝縮された果実味と力強いﾎﾞﾃﾞｨの長熟。

Italy / Piedmonte

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
コル・デ・シャッセ  ガヴィ

or de Chasse  Gavi  (DOCG) 2007 750 白 12 ￥3,900
  フレッシュでドライな白。 バーヴァのガヴィはしっかりとした酸と程よいコクが特徴的。 / ピエモンテで最も有名な白。 100% コルテーゼ。

B
バローロ   キナート・コッキ

arolo  Chinato Cocchi  (Aromatized Wine) NV 500 赤 6 ￥7,200 甘口

バローロとキナノキを主体にハーブやスパイスで香りをつけた伝統的な酒精強化ワイン。 / 苦味と甘みのバランスが特徴的な食後酒。  アルコール 16.5%

Italy / Toscana

スーパー・タスカン「サンマルコ」で一躍世界中にその名を広め、今やイタリアを代表するトップ生産者となっているランポーラ。
カステロ・ディ・ランポーラのワインが造りだされる地 ファウレのサンタルチアは、トスカーナ州キャンティ地区中心部のパンザーノ渓谷
南部に位置し、1739年よりナポリ・ランポーラ家が所有しています。

1964年からアルチェオ・ディ・ランポーラが近代的手法を取り入れた葡萄栽培を始め、1975年にファース
ト・リリース。1994年からはビオディナミによる葡萄栽培を実践しています。
畑は、パンザーノのグレーヴェ・イン・キャンティに26ha、ラ・ピアッツァのカステリーナに14haを所有。土壌は
ガレストロ（片岩と砂岩が混ざった砕けやすい白亜質土壌）。主に南東と南西に傾斜していて、標高290
～380mの間に位置します。

現在リヴィア・ランポーラとマウリツィア・ランポーラの兄妹が引継ぐと共に、1996年には「ダルチェオ」をリリー
スし更なる名声を手にしています。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

S
サンマルコ

ammarco  (IGT)
1999 
2000 750 赤 6 ￥14,000

WA93pt, WS92pt,
WA89pt, WS90pt,

1980 年ファースト ･ リリースのスーパー ･ タスカンの先駆けワイン。 / カベルネ ･ ソーヴィニョンにサンジョヴェーゼをブレンド。 濃厚かつ繊細さが特徴的。

d
ダルチェオ

'Alceo  (IGT) 2000 750 赤 6 ￥27,000 WA98pt, WS91pt,

現当主の父アルチェオ氏へのオマージュとして 1996 年から造られたワイン。 / カベルネ ･ ソーヴィニョンにプティ ･ ヴェルドをブレンド。 堅固な骨格が特徴的。

 Castello dei Rampolla （カステロ ・ ディ ・ ランポーラ）
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フロッグス・リープは、1981年　カエルの養殖場として知られていたミル・クリークで、オーナー &
ワイン・メーカーの “ジョン・ウイリアムス” と “ラリー・ターリー（ターリー・ワイン・セラーズ）” の共同
経営でスタートしたワイナリー。

今や、蛙が飛び跳ねたユニークなラベルとオーガニック & バイオダイナミクスの第一人者として、
世界中でお馴染みの超人気ワイナリーとなっています。
有機栽培によるナパ・ヴァレー最良のブドウを使用し、伝統的なワイン・メイキング技術を用いて、
土壌と気候を色濃く反映したナパ・ヴァレー最高のワインを生み出しているのです。

もちろん 【グリーン・ワイナリー】 としても認定され、2005年からはワイナリーで使用する電力を100%
ソーラー発電によって賄っています。
さらに、LEED(Leadership in Energy and Environment Design) で、ワイナリーとして唯一GOLD
の認証を受けています。

USA / California, Napa Valley

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

S
ソーヴィニョン・ブラン  ラザフォード  ナパ・ヴァレー

auvignon Blanc  Rutherford  Napa Valley  2016 750 白 12 ￥4,200
WS 92pt,

0715962081119

100% ラザフォード産 ドライ ･ ファームのオーガニックによるソーヴィニョン ･ ブラン。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 12.8% 
柑橘系フルーツとレモングラスやシトラスのような風味。 絶妙なバランスとクリーンなイメージが印象的。 湿った石のニュアンスはラザフォードのアペラシオンを強調。

C
シャルドネ  ナパ・ヴァレー

hardonnay  Napa Valley 2016 750 白 12 ￥4,900
W&S 93pt,

0715962082185

100% シャルドネ。 100% バレル ･ ファーメンテーション、 タンクで熟成。  アルコール 13.1%
カーネロスの葡萄による ､ 非常に綺麗な柑橘系果実とピーチの果実味がミネラルによって強調されています。 純粋で洗練されたスタイルのシャルドネ。

Z
ジンファンデル  ナパ・ヴァレー

infandel  Napa Valley 2016 750 赤 12 ￥5,400
W&S 92pt,

0715962081157

79% ジンファンデル ､19% プティ ･ シラー ､2% カリニャン。 アメリカンオークで 17 ヶ月熟成。  アルコール 13.6%
ドライ ･ ファーミングとオーガニック栽培された葡萄から ､ 土やスパイスのレイヤーを持つラズベリー等の果実味が溢れます。 リッチでエレガントなジンファンデル。

M
メルロ  ラザフォード  ナパ・ヴァレー

erlot  Rutherford  Napa Valley 2015 750 赤 12 ￥6,300 0715962090128

94% メルロ ､6% カベルネ ･ ソーヴィニョン。 フレンチ & アメリカンオークで 20 ヶ月熟成。  アルコール 13.4%
赤系果実の古典的な香りで ､ プラムやベリーの熟した柔らかな果実味にチョコレートやスパイスがアクセント。 しなやかでエレガントなメルロ。

C
カベルネ・ソーヴィニョン  エステート・グロウン  ラザフォード  ナパ・ヴァレー

abernet Sauvignon  Estate Grown  Rutherford  2015 750 赤 12 ￥9,500 0715962082130

89% カベルネ ･ ソーヴィニヨン ､11% カベルネ ･ フラン（レッド ・ バーン & ロッシ ・ ヴィンヤード )。 フレンチオークで 18 ヶ月熟成。  アルコール 13.6%
フロッグスが創業時からゴールに掲げていたラザフォードのカベルネが完成。 思いの全てを込めたフロッグスの新たなフラッグシップ ･ ワイン！

 Frog's Leap Winery （フロッグス ・ リープ）
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USA / California, Napa Valley

カルダーは、2011年にフロッグス・リープの“ジョン・ウイリアムス”の息子である 
“ローリー・ウィリアムス”が設立した極めて小規模なワイナリー。

フロッグス・リープと共に育ち、父からも多大な影響を受けたローリーがフォーカ
スしたのは、リースリングやシャルボノといった150年以上前から植樹されている
のに現在はごく少量になっている葡萄品種です。

生まれ育った場所からの葡萄を使って自分にしかできない創造的な進化をする
ことに魅力を感じ、それらがカリフォルニアやナパといったテロワールが唯一無二
であるということを語ってくれると信じて疑わないからなのです。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

D
ドライ・リースリング  ナパ・ヴァレー

ry Riesling  Napa Valley 2014 750 白 12 ￥4,200
リリース待ち

ステンレスタンクで発酵、 熟成。 アン ･ フィルター。  アルコール 12.4%   140 ケース生産。
ラザフォードで 50 年以上の樹齢を持つドライ ･ ファームからのリースリング。 自然で芳醇な香りとフレッシュな酸、 ミネラルが特徴的なドライなリースリング。  

C
シャルボノ  ナパ・ヴァレー

harbono  Napa Valley 2011 750 赤 12 ￥4,700
ステンレスタンクで発酵、 フレンチオークの古樽で 18 ヶ月熟成。  アルコール 12.1%   342 ケース生産。

カリストガで 40 年以上の樹齢を持つドライ ･ ファームからのシャルボノ。 フレッシュな果実味と滑らかなタンニンで優しさと豊潤さを持ったスタイル。  

C
カリニャン  メンドシーノ・カウンティ

arignane  Mendocino County 2012 750 赤 12 ￥4,700
ステンレスタンクで発酵、 オーク (11% アメリカンオーク ) で 9 ヶ月熟成。 アン ･ フィルター。  アルコール 13.4%   188 ケース生産。

メンドシーノの中心部で 70 年以上の樹齢を持つカリニャン。 複雑かつ深い香りと完熟した果実味、 穏やかなタンニンとバランスの良さが特徴的。

マテッラ(Cunat Family Vineyards)は、2007年にブライアン・キューナット
と彼の家族によってスタートした新進のファミリー・ヴィンヤード＆ワイナリー。 
ナパ・ヴァレー南部のオーク・ノルに50エーカーの畑を所有し、ナパ・ヴァレ
ーのテロワールを最大限に引き出した最高品質の葡萄とワインを造り上げ
ることに家族一丸となって情熱を注いでいます。
ワイン名のMaterra（ラテン語で「母なる地球」の意）にも、その心意気が
表現されています。

さらに、「ダックホーン」等で活躍していた“ブルース･レガリア”、「カール・ロ
ーレンス」で名声を博した“マイケル・トルヒーヨ”の2人をコンサルティング・
ワイン・メーカーとして加え、その妥協無き頑固な品質追求を確実なものと
しているのです。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

S
ソーヴィニョン・ブラン  ナパ・ヴァレー  オーク・ノル

auvignon Blanc  Napa Valley  Oak Knoll 2016 750 白 12 ￥3,900
S

0857743004167

100% ソーヴィニョン ･ ブラン。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 14.2%  1,150 ケース生産。

フルーティーな香りと果実味。 ソーヴィニョン独特の爽やかでクリスプな酸味に ､ たっぷりとした風味が加わったソーヴィニョン ･ ブラン。

C
シャルドネ  ナパ・ヴァレー  オーク・ノル

hardonnay  Napa Valley  Oak Knoll 2016 750 白 12 ￥4,800 0857743004259

100% シャルドネ。 タンクで発酵 ､30% フレンチオーク新樽で熟成。 7% マロラクティック発酵。  アルコール 14.5%   275 ケース生産。
レモンの皮やシトラスのクリーミーな味わいに僅かなグレープフルーツ。 ドライなミネラルが特徴的な、 オーク ･ ノル地区の典型的なスタイルのシャルドネ。  

V
ヴィオニエ  ナパ・ヴァレー  オーク・ノル

iognier  Napa Valley  Oak Knoll 2016 750 白 12 ￥5,500 0857743004150

100% ヴィオニエ。 ステンレスタンクで発酵 ､ フレンチオークで熟成。    アルコール 14.4%   230 ケース生産。

アプリコットやハニーサックルの快活な香りで ､ オークからの僅かなトーストが果実味を引き立てます。 フレッシュかつ優雅なミディアムボディ。

M
メルロ  ナパ・ヴァレー  オーク・ノル

erlot  Napa Valley  Oak Knoll 2009 750 赤 12 ￥5,700
96% メルロ ､1% カベルネ ･ フラン ､1% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､ 1% プティヴェルド ､1% マルベック。 フレンチオークで熟成   アルコール 14.2%   1250 ケース生産。

熟したプラムやブルーベリー ､ ココアの複雑な味わいに柔らかなタンニンと自然な酸が見事なバランス。 複雑で大きなスタイルのメルロ。

C
カベルネ・ソーヴィニョン  ラザフォード ナパ・ヴァレー

abernet Sauvignon  Rutherford  Napa Valley 2012 750 赤 12 ￥11,000
80% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､16% メルロ ､2% プティ ･ ヴェルド ､1% マルベック ､1% フラン。 フレンチオーク (85%NEW) で 22 ヶ月熟成。  アルコール 14.5%   265 ケース生産。

ベリーやハーブの香りが溢れ出し ､ モカやココアに覆われたチェリーの果実味が広がります。 素晴しくリッチでバランス良く ､ スムースな口当たりも特徴的。

 Calder Wine Company （カルダー）

 Materra （マテッラ）
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トルヒーヨは、「カール・ローレンス」のオーナー＆ワイン・メーカーとして名声を博し、「マテッラ」
のワイン・メーカーでもある“マイケル・トルヒーヨ”が2011年から新たにスタートさせたワイナリー。
マイクが30年以上かけて培ってきた葡萄畑とワインへの情熱を完成させたワイナリーです。

葡萄はナパでも最高峰の畑からのものを確保しています。セント・ヘレナとハウエル・マウンテン
の間に位置する「ハーブ・ラム・ヴィンヤード」、ラザフォードの「ギャリー・モリソリ」、セント・ヘレナ
の「ヒーリー・ヴィンヤード」、ハウエル・マウンテンの「ヘンリー・ブラザーズ・ランチ」。
どれも超一流のワイナリーしか使用を許されないナパでも最上級の単一畑です。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
カベルネ・ソーヴィニョン  ナパ・ヴァレー

abernet Sauvignon  Napa Valley 2014 750 赤 6 ￥13,800 限定品

91% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､5% カベルネ ･ フラン ､3% メルロ ､1% プティ ･ ヴェルド。 フレンチオーク (85%NEW) で 21 ヶ月熟成。  アルコール 14.36% 
ブラック ･ ベリー等の凝縮した黒系果実の味わいの後に繊細なリコリスやチョコレートのニュアンス。 肉厚で素晴しく洗練されたスタイル。 684 ケース生産。

M
マデリン  レッド・ワイン キュヴェ  ナパ・ヴァレー

adelynne  Red Wine Cuvee  Napa Valley 2013 750 赤 12 ￥7,800 限定品

38% ｶﾍﾞﾙﾈ ･ ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ ､26% ｶﾍﾞﾙﾈ ･ ﾌﾗﾝ ､18% ﾒﾙﾛ ､15% ﾏﾙﾍﾞｯｸ ､3% ﾌﾟﾃｲ ･ ｳﾞｪﾙﾄﾞ。 ﾌﾚﾝﾁｵｰｸ (70%NEW) で 22 ヶ月熟成。  アルコール 14.42% 
マイケル ･ トルヒーヨの妻と娘の名前に由来するキュヴェ。 カベルネと同じ畑の葡萄を使用。 優雅でフィネスがある仕上がりのワイン。 194 ケース生産。

今や世界中で有名な「ジャクソン・ファミリー」。何れも名の通った珠玉のプレミアム・ブランドから
なるジャクソン・ファミリーの中で頂点に君臨し、最も重要なポジションを担うワイナリーが「カーデ
ィナル」です。
また、数あるカリフォルニア・プレミアム・ワインの中でもそのトップに立つワインの1つでもあります。
さらに2006年のカーディナルは、ワイン・エンスジアスト誌でパーフェクトの100点を獲得。
現在、「ロコヤ」「シェーファー」と共に、ナパ・カベルネのビック3とも呼ばれています。

ワイン・メーカーは、「ロコヤ」「ラ・ホタ」も手掛けるクリストファー・カーペンター。
あくまでも「最高品質の赤ワインを造り上げること」を目指していて、生産するのは１銘柄のみ。
ナパの様々な最高峰の畑からの葡萄を集めて造られた「完璧なる芸術品」とも言える逸品です。 

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
カーディナル  ナパ・ヴァレー

ardinale  Napa Valley 2012 750 赤 6 ￥45,000
WA98pt,

限定品

84％カベルネ ･ ソーヴィニョン ､16％メルロ。 フレンチオーク (93%NEW) で 20 ヶ月熟成。 アン ･ フィルター。    
並外れた重厚さで、 この上ないパワーとエレガントさが豪華に結合されたワイン。 ナパ ･ カベルネの頂点に立つゴージャスな逸品。

USA / California, Napa Valley
 Trujillo Wines （トルヒーヨ）

 Cardinale （カーディナル）

ピルクロウは、2014年に“サラ・ビア”によって設立された新進のブティック・ワイナリーです。
彼女は、およそ20年前からナパ・ヴァレーの幾つかのアイコン・ワイナリーで経験を積み、間近にはダック
ホーンのセールス・チームとして働きました。

フロッグス・リープの“ジョン・ウイリアムス” や ヴインヤード29の“キース・エ
マーソン”等の秀でたワイン・メーカーを師と仰ぎ、ナパ・ヴァレーのヒルサ
イドに点在するトップ・ワイナリーを目標にしています。

ワインに関わる多くの友人と師匠たちが彼女に影響を与え手助けとなり、夫のジョナ・ビアと共に
自身のプレミアム・ワイナリーをスタートさせたのです。
60年代に始まり70～80年代の先駆者たちが造り上げてきたナパ・カベルネの歴史に敬意を表
し、超熟タイプのカベルネにフォーカスしたワイン造りを実践しています。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
カベルネ・ソーヴィニョン  ピム・ラエ・ヴィンヤード  マウント・ヴィーダー ナパ・ヴァレー

abernet Sauvignon  PYM RAE Vineyard  Mt. Veeder 2014 750 赤 6 ￥18,000 限定品

100% カベルネ ･ ソーヴィニョン。 フレンチオークで熟成。 アン ･ フィルター。  アルコール 13.55%   【ファースト ・ ヴィンテージ】

黒系果実とラベンダーの強い香りで ､ ブラックベリーや干しブドウの凝縮した味わい。 マウントヴィーダーと収穫年の特徴を引き出した優雅なカベルネ。

 Pilcrow （ピルクロウ）
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ヴァレー・オブ・ザ・ムーンは、1863年に創業されたソノマ・ヴァレーの北側
に位置する歴史あるワイナリー。

1997年には「ヘック・エステート」の傘下になり、それまで平凡なワインしか
生産していなかったワイナリーが一躍高品質ワインの生産者へと変貌を
遂げます。

ヴィンヤードの管理からワイナリー設備、醸造工程まで、徹底したコントロールによって、「ヴァレー・オブ・ザ・ムー
ン」の見事なスタイルが確立されたのです。

2010年ヴィンテージからはスチュワート家の所有するファミリー・ワイナリーとなり、ソノマ・ヴァレーを代表するエス
テート・ワイナリーとして更なる進化を続けています。同時にラベル・デザインも一新されました。

しなやかで洗練された味わいは、現地は元より世界各国で大人気のワイナリー&ワインとなっています。 

USA / California, Sonoma County

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

P
ピノ・ブラン  ソノマ・カウンティ

inot Blanc  Sonoma County 2012 750 白 12 ￥3,200
S

0040267100600

100% ピノ ･ ブラン。 ステンレスタンクで発酵、 20% フレンチオークで 10 ヶ月熟成。  アルコール 13.3%
パイナップル等のトロピカル ･ フルーツの香りで洋ナシのような優しい果実味と口当たり。 フレッシュで爽やかなニュアンスの中から優しい果実の味わいが広がります。

C
シャルドネ  ソノマ・コースト

hardonnay  Sonoma Coast 2014 750 白 12 ￥3,500
S

0040267100709

100% シャルドネ。 25% バレル ･ ファーメンテーション ､75% フレンチオーク (25%NEW) で 10 ヶ月熟成。  アルコール 14.4%
伝統的なソノマ ･ コースト ･ スタイルのシャルドネ。 熟した果実味にオークのニュアンスが調和して見事なバランス。 たっぷりとした余韻の長い味わい。  

C
カベルネ・ソーヴィニョン  ソノマ・カウンティ

abernet Sauvignon  Sonoma County 2014 750 赤 12 ￥4,200 0040267101300

86% ｶﾍﾞﾙﾈ ･ ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ ､8% ﾏﾙﾍﾞｯｸ ､4% ﾒﾙﾛ ､1% ｶﾍﾞﾙﾈ ･ ﾌﾗﾝ ､1% ﾌﾟﾃｨｳﾞｪﾙﾄﾞ。 ﾌﾚﾝﾁ & ｱﾒﾘｶﾝｵｰｸ (25%NEW) で 16 ヶ月熟成。  アルコール 14.3%
凝縮した黒系果実の果実味にチョコレートやハーブのニュアンス。 柔らかなタンニンで ､ ふくよかでありながらエレガントで洗練されたスタイルのフルボディ。

Z
ジンファンデル  ソノマ・カウンティ

infandel  Sonoma County 2012 750 赤 12 ￥3,300 0040267100808

100% ジンファンデル。 フレンチ & アメリカン ､ ハンガリアンオークで 18 ヶ月熟成。  アルコール 14.9%
プラムやベリーの素晴らしく柔らかで綺麗な果実味。 柔らかなタンニンで ､ 豊かさとエレガントさを持ち合わせたミディアムフル ･ ボディのジンファンデル。

 Valley of the Moon （ヴァレー ・ オブ ・ ザ ・ ムーン）

USA / California, Napa Valley Carneros
 Baldacci  Family Vineyards （バルダッチ）

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

S
ソレッレ  シャルドネ  ハニー B ヴィンヤード カーネロス

orelle  Chardonnay  Honey B Vineyard  Carneros 2014 750 白 12 ￥5,400
WA90pt,

0747505008796
100% シャルドネ。 フレンチオーク (45%NEW)､ 天然酵母で発酵 ､ 熟成。  アルコール 14.5% 

滑らかでふくよかな口当たりで ､ 青リンゴやパイナップルの果実味にキリッとした酸とトースト。 旧世界と新世界のシャルドネを調和させたスタイル。

E
エリザベス  ピノ・ノワール  ハニー B ヴィンヤード カーネロス

lizabeth  Pinot Noir  Honey B Vineyard  Carneros 2013 750 赤 12 ￥5,800 0747505007546
100% ピノ ･ ノワール。 フレンチオーク (55%NEW) で 10 ヶ月熟成。  アルコール 14.5% 

深いルビーレッドで、 ラズベリーやバラの花にバニラとほのかなスパイス。 しっかりとした果実味に上質なタンニンが展開し奥行きを与えています。

1997年、トーマス&ブレンダ・バルダッチがナパのスタッグス・リープ・ディストリクトに26エーカー
の畑を購入してスタート。
現在、傑出した特性を持つ「カリストガ」「スタッグス・リープ」「カーネロス」に合わせて50エー
カーの畑を所有し、それぞれの産地特徴を反映した高品質でユニークなワインを造りだしてい
ます。ファースト・リリースは2003年。

「スタッグス・リープ ワイン・セラーズ」でセラー・マスター、「シャトー ポテール」や
「ポール・ホッブス」でワインメーカーの経験を持つ“ローランド・エレーラ”がコン
サルタント。
2015年からは、弟の“リカルド・エレーラ”がフルタイムのワインメーカーとして素
晴らしいスタイルをしっかりと引き継いでいます。
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カリフォルニアのデイリー・ワインとして大人気を博していた“マッド・ジャック”ブランド。
カリフォルニアの高品質ワインをテープル・ワインとして楽しんでいただくことをコンセプトに設立した
ブランドです。

今回からは、ソノマのヒルズバーグにある名門ワイナリーに生産をお願いしました。 
コスト・パフォーマンスの高さはそのままに、セパージュ別にライン・ナップを拡大しての新登場です。
ラベルの“ジャック・ラッセル・テリア”も、カラフルに勢ぞろいです。   
「マッド・ジャック」は、小型犬ながら非常に個性的で勇敢、忠実で知的、チャンピオンの風格さえ
持つ“ジャック・ラッセル・テリア”を、ワインのイメージに重ね合わせたブランド名です。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

F
フュージョン・ホワイト  カリフォルニア

usion White  California 2016 750 白 12 ￥2,400
イエローグリーン ･ ラベル

0839146006801

36% ゲヴェルツトラミネール、 38% ピノ ･ グリ、 26% ヴィオニエ。  ステンレスタンクで発酵。  アルコール 12.5%
アプリコットやライムの華やかで爽やかな香り。 程よくふくよかな果実味でバランスの良さが魅力のブレンド白ワイン。

C
シャルドネ  ソノマ・カウンティ

hardonnay  Sonoma County 2015 750 白 12 ￥2,400
ブルー ･ ラベル

0839146006849

100% シャルドネ。 ステンレス ･ タンクで発酵、 フレンチオーク (20%NEW) で 6 ヶ月熟成。  アルコール 12.5%
リンゴや洋ナシの香りと味わいで ､ 綺麗で滑らかな仕上がり。 クリスプでアロマティックなシャルドネ。  

C
カベルネ・ソーヴィニョン  カリフォルニア

abernet Sauvignon  California 2013 750 赤 12 ￥2,400
レッド ･ ラベル

0839146006818

100% カベルネ ･ ソーヴィニョン。 ステンレスタンクで発酵、 熟成。  アルコール 13.5%
チェリーやプラムの香りにフレッシュなハーブのニュアンス。 滑らかなタンニンと心地よい果実味のチャーミングなミディアム ･ ボディのカベルネ。

Z
ジンファンデル  カリフォルニア

infandel  California 2015 750 赤 12 ￥2,400
オレンジ ･ ラベル
0839146006863

100% ジンファンデル。 ステンレスタンクで発酵、 アメリカンオークで熟成。  アルコール 14.5%
熟したプラムやラズベリーの果実味に独特のスパイスのニュアンス。 強さと深さを持ったジンファンデル。

R
リザーヴ  カベルネ・ソーヴィニョン  ノース・コースト

eserve  Cabernet Sauvignon  North Coast 2014 750 赤 12 ￥3,500 0839146006856

97% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､3% メルロ他。 80% フレンチ ､10％アメリカン & ユーロオークで 20 ヶ月熟成。 アン ･ フィルター。  アルコール 13.5%
アレクサンダー ･ ヴァレーの葡萄を使用。 熟した赤系果実の香りにトーストやバニラのニュアンス。 複雑で奥行きのある果実味が特徴的なミディアムフル ･ ボディ。

USA / California, Sonoma County

USA / California, Paso Robles

可愛いうさぎのラベルと親しみやすい味わいで、日本でもお馴染みの
大人気ワイナリー。
2001年からは、パソ・ロブレスに全てのワイナリー設備を移し新たな展開
を始めました。
現在は、パソ・ロブレスに所有する５つのヴィンヤードからの葡萄を使用
し、主にイタリアン・ヴァラエタルとジンファンデルを生産しています。

全てのワインがコスト・パフォーマンスに優れており、パソ・ロブレスに移ってからさらに品質
と人気が上昇、躍進を続けています。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

Z
ジンファンデル  パソ・ロブレス

infandel  Paso Robles 2016 750 赤 12 ￥3,300
リリース待ち

0728691449877

100% パソ ･ ロブレスに所有する自社畑からのジンファンデル。 フレンチ & アメリカンオークで 12 ～ 15 ヶ月熟成。  アルコール 15.0% （未確定）

素晴らしく厚みのある濃縮されたジャミーな味わい。 パソ ･ ロブレスの特徴をこの上なく表現したミディアムフル ･ ボディのジンファンデル。

 Mad Jack （マッド ・ ジャック）

 Rabbit Ridge Winery （ラビット ・ リッジ）
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1989年に元ハリウッド・スターの“フェス・パーカー”氏によって設立されたワイナリー。
元々、非常に上質な葡萄を供給する栽培家として知られており、多くのプレミアム・
ワイナリーがここの葡萄を用いて名声を高めてきました。
現在はサンタ・バーバラに700エーカーの畑を所有し、サンタ・バーバラ・ワインの屈
指の造り手としてロバート・パーカー高得点の常連ワイナリーとなっています。

ワイン・メーカーは、フェスの息子である “エリ・パーカー”。2007年には、権威ある
ワイン・コンクール「サンフランシスコ・インターナショナル・ワイン・コンペティション」で、

ワイン・メーカー・オブ・ザ・イヤーも受賞しています。
ワインはたっぷりとした飲み応えのあるスタイルで、サンタ・バーバラにお
けるローヌ系品種の草分けワイナリーとしても高く評価されています。

「パーカー・ステーション」は、フェス・パーカーのセカンド・ラインです。

USA / California, Santa Barbara

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
シャルドネ  サンタ・バーバラ・カウンティ  

hardonnay  Santa Barbara County 2016 750 白 12 ￥3,400
S

0718038555729

90% シャルドネ ､4% ピノ ･ ブラン ､3% ヴィオニエ ､3% リースリング。 フレンチ & ハンガリアンオーク (22%NEW) で発酵 ､7 ヶ月熟成。  アルコール 14.1%
リンゴや洋ナシ ､ パイナップルの香りで ､ シトラスや青リンゴの果実味にオークやハチミツのニュアンス。 クリーミーな口当たりと活き活きとした酸も魅力的。

R
リースリング  サンタ・バーバラ・カウンティ  

iesling  Santa Barbara County 2011 750 白 12 ￥2,900
リリース待ち

0718038555743

100% リースリング ｡ ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 12.1%
白桃やライム ､ シトラスのアロマで ､ ライチや青リンゴにアプリコットの様な果実味 ｡ ミディアム ･ ドライのクリスプなリースリング ｡

S
シラー  サンタ・バーバラ・カウンティ  

yrah  Santa Barbara County 2014 750 赤 12 ￥3,600 0718038555774

100% シラー。 フレンチ & アメリカンオーク (33%NEW) で 20 ヶ月熟成。  アルコール 14.9%
ベリーやプラムにタバコやスパイスの香り。 ブラックチェリーやベリーの柔らかで華やかな果実味の中からチョコレートやリコリスのニュアンス。 長い余韻も魅力的。

P
パーカー・ステーション  カベルネ・ソーヴィニョン  セントラル・コースト

arker Station  Cabernet Sauvignon  Central Coast 2012 750 赤 12 ￥2,900
S

0718038556948

100% カベルネ ･ ソーヴィニョン。 ステンレスタンクで発酵 ､ オークで熟成。  アルコール 13.5%
熟したプラムやブラック ･ ベリーのたっぷりとした果実味とスムースでエレガントなスタイルのバランスの良いカベルネ ( 日本向限定生産品 )。

P
パーカー・ステーション  ピノ・ノワール  セントラル・コースト

arker Station  Pinot Noir  Central Coast 2015 750 赤 12 ￥3,200
S

0718038556160

セントラル ･ コーストからの葡萄を使用。 フレンチオークで 8 ヶ月熟成。  アルコール 13.8%
チェリーやラズベリーの華やかな香りで ､ 完熟ベリーやチェリーの果実味にあふれたピノ ･ ノワール。 活き活きとした酸も特徴的です。

 Fess Parker Winery & Vineyard （フェス ・ パーカー）

ラステンバーグの歴史は1682年にまで溯ります。当時ライン河近くのミュルスから来たロ
エロフ・パスマンは、この地の葡萄が素晴らしいポテンシャルを持っている事を発見しま
す。そして、1781年には年間30,000リットル近いワインを生産します。

その後の1892年、ケープの首相に決定していたジョン・エックス・メリマンと従兄弟のジ
ェイコブ・バリー卿が、この素晴らしい畑とワイナリーを再生します。1941年からは、ピーター＆パメラ・バロウ夫妻が所有
し、1987年より息子のサイモン・バロウが継承しています。
ワイナリーは南アフリカを代表するワイン産地ステレンボッシュの北部に位置し、畑は北東のシモンスバーグと南側のエル
ダーバーグの斜面に位置します。

South Africa / Stellenbosch
 Rustenberg （ラステンバーグ）

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

P
ピーター・バロウ  ステレンボッシュ

eter Barlow  Stellenbosch
2003 
2004 750 赤 12 ￥7,300

100% カベルネ ･ ソーヴィニョン。 フレンチオーク (70%NEW) で 20 ヶ月熟成。 アン ･ フィルター。 アルコール 15.5%
父ピーター ･ バロウの名を冠したワイン。 この上ないボリューム感と長い余韻が特徴的な逸品。
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商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

S
ソーヴィニョン・ブラン  ウォーカー・ベイ

auvignon Blanc  Walker Bay 2017 750 白 6 ￥2,900 6002525000200

100% ソーヴィニョン ･ ブラン。 ステンレスタンクで発酵 ､2.5 ヶ月シュール ･ リー。  アルコール 13.7%
レモンの皮や柑橘系果実の風味。 サザン ･ ライト独自のスタイルで ､ この上ない力強さと豊かなボディも兼ね備えた素晴らしくビッグで見事なソーヴィニョン。

P
ピノタージュ  ウォーカー・ベイ

inotage  Walker Bay 2016 750 赤 6 ￥3,400
WA90pt,

6002525000293

100% ピノタージュ。 100% マロラクティック発酵。 フレンチオークで 9.5 ヶ月熟成。  アルコール 13.6%
凝縮感のある古典的なスタイルのピノタージュ。 粘土質土壌で栽培された葡萄からの複雑なベリー系果物 ､ 質のいいタンニン ､ スパイスのニュアンスが特徴的です。

サザン・ライト・ワイナリーは、南アフリカ最高峰のワイナリーである「ハミルトン・ラッセル」
が、ピノタージュとソーヴィニョン・ブランに特化して設立したワイナリーです。

あくまでもクラシックで古典的なスタイルのピノタージュ。
力強くビックなスタイルのソーヴィニョン・ブラン。
どちらも非常に個性的なワインです。

ワイン名は、葡萄畑から3km離れたウォーカー湾
に生息する「サザン・ライト」という珍しい鯨の名に因んで付けられています。

 Southern Right （サザンライト）

South Africa / Walker Bay

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
シャルドネ  ウォーカー・ベイ  ヘメル・エン・アード・ヴァレー

hardonnay  Hemel-en-Aarde Valley 2016 750 白 6 ￥6,000
WS93pt, WA93pt, 

6002525000255

1979 年に初植樹された 18 の個別の畑からのシャルドネ。 90% バレルファーメンテーション ､ フレンチオーク (35%NEW) で 9 ヶ月熟成。  ALC.13.2%
旧世界の持つ優雅さやミネラル ､ 新世界の特徴である華やかさとボリューム感 ､ この両面を併せ持つ素晴らしいシャルドネ。

P
ピノ・ノワール  ウォーカー・ベイ  ヘメル・エン・アード・ヴァレー

inot Noir  Walker Bay  Hemel-en-Aarde Valley 2016 750 赤 6 ￥7,200
WA91pt, IWC93pt,

6002525000262

100% マロラクティック発酵。 フレンチオーク (39%NEW) で 10 ヶ月熟成。  アルコール 13.87% 
優美で長期熟成可能ですが ､ 新大陸の特徴である果実味も同時に感じ取れる素晴らしいピノ ･ ノワール。 南アが誇る最高峰のピノ ･ ノワール。

 Hamilton Russell Vineyards （ハミルトン ・ ラッセル）

ハミルトン・ラッセルは、1975年に“ティム・ハミルトン・ラッセル”によって設立されたワイナリーです。
現在は、二代目の“アンソニー・ハミルトン・ラッセル”が当主となっています。

ワイナリーは、ケープ・タウンから約120km南東のヘメル・エン・アード・ヴァレーに位置します。
南大西洋に面し、海岸リゾート地として知られるウォーカー・ベイからわずか3kmです。
アフリカで最も南にあり、また最も海に近いワイナリーです。

64haの畑を所有し、23haはピノ・ノワール、28haがシャルドネ、13haがソーヴィニョン・ブラン。
痩せた砂利質の土壌と涼しい海風に恵まれ、長い熟成が可能な優れた個性とフィネスを持つ素晴らしい
ワインを造りだし、南アフリカにおける「最高峰」のワイナリーとして世界中で飛躍的に評価を高めています。
毎年発表される「ワインスペクテーター 年間トップ100ワイン」でも上位の常連となっています。

世界のワイン・マーケットであるイギリスやアメリカでは奪い合いになる熱狂振りが続いており、日本においても
毎ヴィンテージ非常に希少な入荷&超人気のワインとなっています。

旧世界の持つ繊細さと優雅さ、ミネラル、新世界の特徴である華やかさとボリューム感。
この両者を味わえる見事なスタイルが、世界中のワイン・ラヴァーを魅了しているのです。
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商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

A
アシュボーン・サンドストーン  ヘメル・エン・アード・ヴァレー

shbourne Sandstone  Hemel-en-Aarde Valley 2007 750 白 6 ￥5,000
WS91pt, WA94pt,

限定品

85% ソーヴィニョン ･ ブラン ､15% シャルドネ。 ステンレスタンクで発酵 ､ シャルドネは天然酵母で発酵。 3 ヶ月シュール ･ リー。  アルコール 12.97%   557 ケース生産。
2006 初リリース。 長熟かつ低いアルコールでオークで包まれない白ワインを目標に造ったワイン。 アロマティックで輝きのある成熟したスタイルの仕上り。

A
アシュボーン  ヘメル・エン・アード・ヴァレー

shbourne  Hemel-en-Aarde Valley 2007 750 赤 6 ￥9,800
WS91, WA90pt,

限定品

82% ピノタージュ ､9% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､9% シラー。 フレンチオーク (50% 以上 NEW) で 14 ヶ月熟成。  アルコール 13.23%   789 ケース生産。

過去 ､01､05､06､ と 3 度のみ造られただけの希少なワイン。 優雅で純粋なタンニンと果実味。 この上なく素晴らしいピノタージュであり ､ 熟成型のワイン。

アシュボーンは、「ハミルトン・ラッセル」の “アンソニー・ハミルトン・ラッセル” により、1996年に設立された
特別なプロジェクトです。ハミルトン・ラッセル・ヴィンヤードの東に隣接する113haの美しい所有地に位置
し、ピノタージュ ブレンドとソーヴィニヨン・ブラン ブレンドのみ生産する小規模スペシャリストです。 
ラベルに葡萄品種を謳わないのは、葡萄品種の特徴を表現するための場所や土壌ではなく、場所や
土壌の特徴を表現する手段であるという理由からです。また、ワイナリー自体に偉大な世界基準が確固
として存在しているので、他の地域の偉大なワインを複製することや同様の味わいを求めるようなことはしま
せん。これが、アンソニーの信念です。

「アシュボーン」は非常に粘土質の花崗岩の土壌で、上品でクラシックなスタイルの高品質なピノタージュ
を育てるのに適しています。
「アシュボーン・サンドストーン」は、石英岩の砂利質の土壌で、
パリッとする勢いやミネラルを強調したソーヴィニョン・ブランを育
てるのに適しています。

ワインは、瓶熟成を経て複雑さや第2のキャラクターが出始める
頃にようやくリリースされます。

アシュボーンの名は、1800年代にアイルランドで大法官であっ
たアンソニーの高祖父“アシュボーン卿”に因んでつけられて
います。

 Ashbourne （アシュボーン）

South Africa / Walker Bay
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New Zealand / Marlborough

「ハンターズ」は、1982年アーニー・ハンターによってに創業。ニュージーランド南島の北端、冷涼なワイン産地とし
て有名なマルボローを代表するワイナリーです。初ヴィンテージにて、権威ある「ナショナル・ワイン・コンペティション」
に出展した６種類のワイン全てがメダル受賞という華々しいデビューを飾っています。

1987年から、亡き夫アーニーにかわり妻の“ジェーン・ハンター”がオーナーとなり、ワイナリーをさらに成功へ導いて
います。彼女は、ニュージーランドのワイン産業に大いに貢献した人物として「勲功章受勲者」に選ばれ、さらにイ
ギリスのワールド・サタデイ・エクスプレスにて「世界のトップ5女性醸造家」にも選出されています。

現在は世界的に有名となっているニュージーランドのソーヴィニョン・ブランですが、「ハンターズ」のソーヴィニョン・
ブランがその火付け役となったことは言うまでもありません。
現在では、パーカーやスペクテーターはもちろん、全てのワイン評価誌において素晴しい高評価を獲得し続け、
ニュージーランドのトップ生産者としての地位を確立しています。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

S
ソーヴィニョン・ブラン  マルボロー

auvignon Blanc  Marlborough 2016 750 白 12 ￥3,000
S

9416314006095

100% マルボロー ､ ワイラウ ･ ヴァレー産のソーヴィニョン ･ ブラン。 ステンレスタンク ､ 天然酵母で発酵 ､ 熟成。  アルコール 13.0%
ライチやパッションフルーツ ､ 柑橘系果実の香りが特徴のマルボローのクラシックスタイル。 フレッシュかつ果実の凝縮感と綺麗で長い余韻も楽しめるハンターズの看板商品。

P
ピノ・ノワール  マルボロー

inot Noir  Marlborough 2014 750 赤 12 ￥3,600
S WA90,

9416314004084

100% マルボロー ､ ワイラウ ･ ヴァレー産ピノ ･ ノワール。 ステンレスタンクで発酵 ､ 新樽に移して発酵。 フレンチオークで 10 ヶ月熟成。  ALC.13.7%
ベリーやチェリー ､ プラムの滑らかでふくよかな果実味から柔らかさを持ったスパイス。 しなやかさとリッチさ ､ 熟成感までも持ち合わせた素晴しいピノ ･ ノワール。

S
スパークリング  ミルミル  リザーヴ

parkling  Miru Miru  Reserve 2010 750 泡･白 6 ￥3,600 9416314011501

60% ピノ ・ ノワール ､40% シャルドネ (100% ワイラウ ･ ヴァレー )。 マロラクティック発酵 ､ 瓶内 2 次発酵。 瓶熟期間最低 36 ヶ月。  アルコール 13.0%
ソフトなイースト香とリッチなフルーツの香りがバランス良く備わったスパークリング。 フレッシュで華やか ､ そして優雅な余韻。 ミルミルはマオリ語で 「泡」 の意味。

S
スパークリング  ミルミル  ロゼ

parkling  Miru Miru  Rosé NV 750 泡･ロゼ 6 ￥3,600 9416314000383

55% ピノ ・ ノワール ､42% シャルドネ ､3% ピノ ･ ムニエ (100% マルボロー ､ ワイラウ ･ ヴァレー )。 瓶内 2 次発酵 ､ 瓶熟期間 36 ヶ月。  ALC.12.5%
ミルミルにロゼが新登場！ イチゴの香りに僅かなブリオッシュとキイチゴのニュアンス。 鮮やかで淡いピンク色に ､ フレッシュでバランスの良い酸も魅力的です。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

S
ソーヴィニョン・ブラン  マルボロー

auvignon Blanc  Marlborough 2017 750 白 12 ￥2,000
S

9421900814008

100% マルボロー ､ ワイラウ ･ ヴァレー産のソーヴィニョン ･ ブラン。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 13.0%
パッションフルーツやピーチの華やかな香りで、 リンゴやシトラス ､ トロピカルフルーツの果実味。 香りも味わいも華やかでクリスプ。 少しのハーブがアクセント。

ザ・シャンパーは、ニュージーランドのトップ生産者「ハンターズ」の“ジェーン・ハンター”の甥にあたる“ジェームス・
マクドナルド”のファミリー・ヴィンヤード&ワイナリー。マルボローのワイラウ・ヴァレーに畑を所有し、畑の管理から
醸造にいたるまで全てを家族のみで行っている、極小さなワイナリーです。

ワイラウ・ヴァレーの特徴を最大限に表現するため、ソーヴィニョン・ブラン、
リースリング、ピノ・ノワールの３種のみを、正に手造りで生産しています。
現在では、クラシックなマルボロー・ソーヴィニョン・ブランの造り手として最も
有望なファミリー・エステートの１つにも挙げられています。

ワイン名の「ザ・ジャンパー」は、世界各国を気ままに飛び廻っていたジェームス
自身を示すと共に、手頃な価格でありながら表現力豊かで良質なワインがさらに躍進する
事を目指して付けられています。

 Hunter's Wines （ハンターズ）

 The Jumper （ザ ・ ジャンパー）
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イーデン・ヴァレー ワインズは、イーデン・ヴァレーの将来を担う12人の著名なグロワーとワイン・メーカーによって
造られている特別なプロジェクトです。メンバーが生産する厳選された葡萄から造られるワインは、イーデン・ヴ
ァレーの特徴を最大限に表現しています。
醸造は、「ヘンチキ・ワイナリー」の”スティーヴン・ヘンチキ”と「アーヴィン・ワインズ」の”ジェームス＆ジョアン・ア
ーヴィン”が担っています。

     “The Saviours”メンバー
     Bob Berton, John Dawkins, David Hall, Stephen Henschke, James Irvine, Joanne Irvine, 
     Trevor March, Peter Seppelt, Richard Sheedy, Brian Waples, Richard Wiencke, Ian Zander

Australia / Yarra Valley

イェリングバーグは、1862年に Guillanume de Pury によってヴィクトリア州ヤラ・ヴァレーに設立された歴史
ある家族経営のワイナリーです。

ローヌ系品種からボルドー・ブレンドまで生産していて、年間生産量はおよそ1,000ケース。
現地でも非常に入手困難なワインの１つとなっています。

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

T
ザ・セイヴィアーズ  イーデン・ヴァレー  リースリング

he Saviours  Eden Valley  Riesling 2005 750 白 12 ￥4,000

T
ザ・セイヴィアーズ  イーデン・ヴァレー  シラーズ

he Saviours  Eden Valley  Shiraz 2004 750 赤 12 ￥6,800

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

C
シャルドネ  ヤラ・ヴァレー

hardonnay  Yalla Valley 2005 750 白 12 ￥6,300

C
カベルネ・ブレンド  ヤラ・ヴァレー

abernet Blend  Yalla Valley 2004 750 赤 12 ￥8,900

Australia / Eden Valley

 Yeringberg （イェリングバーグ）

 Eden Valley Wines （イーデン ・ ヴァレー ワインズ）
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マーヴェリックは、2005年に設立されたオーストラリア・ワイン・マップ上のニュー・フェイスです。
但し、葡萄畑は1987年からバロッサ・リッジ・ヴィンヤードとして素晴らしい葡萄が造り続けられていた歴史
を持っています。

バロッサ・ヴァレーとイーデン・ヴァレーに所有するユニークな土地で100%バイオダイナミクス農法で栽培
された葡萄から造られるワインは、果実味に溢れ、それでいて複雑味があり、素晴しくエレガントなスタイル
となっています。バイオダイナミクス農法とドライ・ファーミングのコンビネーションが、素晴しいワインを造るた
めのパーフェクトな材料となっているのです。

当然のことながら、NASAA（ナショナル・アソシエーション・サスティーナブル・アグリカルチャー・オブ・オ
ーストラリア）において、ビオディナミ及びオーガニックのヴィンヤード、ワイナリーにも登録されています。

バロッサ・ヴァレー及びイーデン・ヴァレーで、バロッサの伝統と文字通り歴史に根付いた独創的なNEW
ワインを造り上げる為に、最良のテロワールを持つ葡萄の華麗なるコレクションをまとめあげたワイナリーな
のです。

ジェームス・ハリデー氏から5年続けて5ッ星ワイナリーに評価されているのをはじめ、様々な専門評価誌
等で高評価を獲得。
今や、バロッサにおいて最も躍進中のブティック・ワイナリーと言えます。

Australia / Barossa Valley

商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

< BREECHENS SERIES >

B
ブリーチェンズ  シャルドネ-セミヨン

reechens  Chardonnay-Sémillon 2012 750 白 12 ￥2,400
S

9338703000319

51% シャルドネ ､49% セミヨン （64% ﾊﾞﾛｯｻ ･ ｳﾞｧﾚｰ ､36% ｲｰﾃﾞﾝ ･ ｳﾞｧﾚｰ）。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 12.4% 
濃い目の麦わら色で ､ 熟したメロンや白桃 ､ シトラスのニュアンス。 凝縮された果実味と滑らかでエレガントな余韻や舌触りを持つ白ワイン。

B
ブリーチェンズ  シャルドネ

reechens  Chardonnay 2015 750 白 12 ￥2,400
S

9338703000715

100% シャルドネ （63% ﾊﾞﾛｯｻ ･ ｳﾞｧﾚｰ ､37% ｲｰﾃﾞﾝ ･ ｳﾞｧﾚｰ）。 20% フレンチオークで発酵 ､ 熟成。  アルコール 14.0% 
愛らしいトロピカルフルーツの香りに僅かなスパイス。 熟した果実味に綺麗な酸がバランスした ､ クリスプでたっぷりとした味わいのシャルドネ。

B
ブリーチェンズ  リースリング

reechens  Riesling 2015 750 白 12 ￥2,400
S

9338703000685

100% リースリング （バロッサ ･ ヴァレー & イーデン ･ ヴァレー）。 ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。  アルコール 13.4%
ライムや白桃の香りに僅かなスパイス。 フレッシュで程良いボディにフルーティーな果実味と酸味。 爽やかなフィニッシュで優しさにあふれた辛口リースリング。

B
ブリーチェンズ  カベルネ・ソーヴィニョン

reechens  Cabernet Sauvignon 2014 750 赤 12 ￥2,400
S

9338703000692

100% カベルネ ･ ソーヴィニョン （バロッサ ･ ヴァレー & イーデン ･ ヴァレー）。 ステンレスタンクで発酵 ､ 一部フレンチオークで熟成。  アルコール 12.5%
赤系果実の香りで、 スグリやラズベリーのフレッシュな果実味に僅かなチョコレート。 柔らかで鮮やかな果実味が特徴的な優しいカベルネ。

B
ブリーチェンズ  シラーズ

reechens  Shiraz 2017 750 赤 12 ￥2,400
S

9338703000326

86% シラーズ、 14% グルナッシュ （バロッサ ･ ヴァレー & イーデン ･ ヴァレー）。 50% フレンチオークで熟成。  アルコール 13.5%  
深いガーネット色で ､ 熟して柔らかな果実味と深い味わいにエレガントなタンニンがコーティング。 バロッサのシラーズを素直に表現したワイン。

B
ブリーチェンズ  グルナッシュ

reechens  Grenache 2014 750 赤 12 ￥2,400
S

9338703000708

90% グルナッシュ ､5% メルロ ､3% ムールヴェドル ､2% プティヴェルド （82% ﾊﾞﾛｯｻ ･ ｳﾞｧﾚｰ ､18% ｲｰﾃﾞﾝ ･ ｳﾞｧﾚｰ）。 40% フレンチオークで熟成。  アルコール 14.5% 
深みのあるルビー色で ､ レッドベリー等の赤系果実にスパイスやタバコのニュアンス。 豊かな果実味と穏やかな酸が特徴的です。

 Maverick （マーヴェリック）
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商品名 年代  容量 (ml) 種類 入数   参考小売価格 備考 / POS

< TWINS SERIES >

T
ツインズ  イーデン・ヴァレー  シャルドネ

wins  Eden Valley  Chardonnay 2013 750 白 12 ￥3,700
S

9338703000265

冷涼なイーデン ･ ヴァレーからのシャルドネ。 フレンチオーク (20%NEW) で熟成。  アルコール 13.7%
グレープフルーツやネクタリンの香りにオークからのエキゾティックなスパイス。 ミネラルのノートが果実味と重なり、 クリーンなフィニッシュへと続きます。

T
ツインズ  バロッサ・ヴァレー  カベルネ・ブレンド

wins  Barossa Valley  Cabernet Blend 2009 750 赤 12 ￥3,900
S J.H.93pt,

9338703000104

41% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､37% メルロ ､15% カベルネ ･ フラン ､7% プティ ･ ヴェルド。 フレンチオークで熟成。  アルコール 14.5% 
濃いガーネット色で、 スグリやすみれ、 熟したベリーのニュアンス。 柔らかでふくよかなタンニンとたっぷりとした果実味が印象的なカベルネ ･ ブレンド。

T
ツインズ  バロッサ・ヴァレー  シラーズ

wins  Barossa Valley  Shiraz 2016 750 赤 12 ￥3,900
S

9338703000142

100% シラーズ。 フレンチオークで熟成。  アルコール 13.5%
魅惑的で新鮮な赤や黒のベリー系果物。 濃厚さの中にも洗練された旨味のあるタンニンがストラクチャーとテクスチャーを与えている魅力的なシラーズ。

T
ツインズ  バロッサ・ヴァレー  グルナッシュ・シラーズ・ムールヴェドル

wins  Barossa Valley  GSM 2011 750 赤 12 ￥3,900
S

9338703000111

56% グルナッシュ ､31% シラーズ ､13% ムールヴェドル。  フレンチオークで熟成。  アルコール 13.5%
ジューシーなラズベリーやプラムにハーブや白コショウ。 ビロードのような舌触りに程よい凝縮感。 心地よい口当たりとエレガントさも持ち合わせた仕上がり。

< SINGLE VINEYARD SERIES >

T
トライアル・ヒル  イーデン・ヴァレー  リースリング

rial Hill  Eden Valley  Riesling 2013 750 白 12 ￥4,000
S J.H.92pt,

9338703000005

100% トライアル ･ ヒルからのリースリング。 ステンレスタンクで発酵。  アルコール 12.0%
緑がかった淡い麦わら色で ､ 控えめな柑橘系果実にフローラルな香り。 素晴しいミネラルと骨格が特徴的なドライなリースリング。

T
トライアル・ヒル  イーデン・ヴァレー  シラーズ

rial Hill  Eden Valley  Shiraz 2011 750 赤 6 ￥8,800
J.H.93pt,

9338703000029

100% トライアル ･ ヒルからのシラーズ。 ステンレスタンクで発酵 ､ フレンチオーク (38%NEW) で 18 ヶ月熟成。  アルコール 13.4%   1200btl 生産。

非常に濃く深い色あいで ､ 熟したベリーの複雑な香りと深い果実味。 クリーミーで ､ 成熟したタンニンとオークからのバニラが長い余韻となって続きます。

G
グリーノック・ライズ  バロッサ・ヴァレー  シラーズ

reenock Rise  Barossa Valley  Shiraz 2012 750 赤 6 ￥7,800 9338703000234

平均樹齢 50 年以上のグリーノックからのシラーズ。 フレンチオーク (30%NEW) で熟成。  アルコール 15.5%
この上ない力強さと柔軟で優雅さも持ったシラーズ。 ブラックチェリーやブラックベリー ､ スパイスのニュアンスがいつまでも続きます。

< BILLICH THE RED >

B
ビリッチ ザ・レッド  シラーズ・グルナッシュ・ムールヴェドル

illich The Red  SGM 2013 750 赤 6 ￥6,900 9338703000784

シラーズ ､ グルナッシュ ､ ムールヴェドル ( バロッサ & イーデン ･ ヴァレー )。 フレンチオークで熟成。  アルコール 15.1%
ラベルの画家 「チャールズ ･ ビリッチ」 からネーミングしたワイン。 重厚なボディ。 フレッシュで鮮やかなフィニッシュが樽のニュアンスと共に長い余韻となって続きます。

< THE MAVERICK >

T
ザ・マーヴェリック  シラーズ

he Maverick  Shiraz 2009 750 赤 6 ￥30,000
J.H.94pt,

9338703000418

100% シラーズ ( バロッサ & イーデン ･ ヴァレー )。 フレンチオークで熟成。  アルコール 15.2%    600btl 生産。

良年のみ生産されるマーヴェリックのフラッグシップ ･ ワイン。 バロッサのシラーズによる理想像。 この上ない複雑さ ､ 重厚さ ､ 優雅さを持ち合わせた最高峰シラーズ。
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Norway / Natural Water

※ 業務店様専売商品です（小売店様への販売は出来ません）。 ご了承下さい。
※ ５ケース単位での受注・発送となります。
※ その他、詳細につきましては弊社営業又はオフィスまでお問い合わせ下さい。

商品名 容量 (ml) 入数 参考小売価格 備考 / POS

V
ヴォス ウォーター  スティル

oss Water   Still 800 12 ￥900
ガスなし

682430611744

V
ヴォス ウォーター  スティル

oss Water   Still 375 24 ￥500
ガスなし

682430611737

V
ヴォス ウォーター  スパークリング

oss Water   Sparkling 800 12 ￥900
ガス入り

682430611768

V
ヴォス ウォーター  スパークリング

oss Water   Sparkling 375 24 ￥500
ガス入り

682430611751

ＶＯＳＳ スーパー・ピュアー・ウォーターは、ノルウェー南部の手つかずの大自然の中で育まれた帯水層から採取されます。
そこは人の手の届かない密閉された地層帯であり、空気はもちろんいかなる汚染物質とも全く接点がありません。

 Artesian water（アルテジアン・ウォーター/被圧帯水＝被圧地下水の性質を利用して自然に噴き出す水）は、
人の手の届かない密閉された地層帯から地下水として自らの力で自然に湧き出てくると同時に、

その過程において砂や岩がフィルターの役目を果たしています。

 地表、岩、砂、氷の不透水層の下は完全に密封されているので水源の純粋度は保護され、
最も真水に近い低ミネラルの軟水が採取されるのです。

 氷岩の下に水源を持つ純度の高い軟水は、舌に甘く感じる素晴らしくピュアな味わいです。

 ＶＯＳＳ(ヴォス)は、高級ホテル、ファイン・レストラン、ラグジュアリー リゾート・クラブ等に取扱いを限定していて、
今や世界中のセレブが愛飲している「ウルトラ・プレミアム ウォーター」としても有名となっています。

 元カルバン・クラインのクリエイティブ・デザイナー“ニール・クラフト”氏が手がけたボトル・デザインは
エレガントな円柱形のグラス製デカンターになっており、手に触れた感じもスムースでクールです。

 “ＶＯＳＳ”は、ノルウェー語で“滝”を意味する言葉で、そのシンプルで明瞭な響きはピュアで爽やかな味わいを反映しています。

カテゴリー / ナチュラル・ウォーター
＜成分＞

Ca : 3.46mg
Mg : 0.75mg
Na : 4.28mg
硬度 : 11.7

pH : 6.4

 VOSS Water （ヴォス ウォーター）
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■ 受注
  ※ ご注文は FAX 又は MAIL にてお受けいたします。  < Fax : 03-5825-2775 / e-mail : info@lovewine.co.jp >
  ※ ご注文は1ケース単位（12本 / 混載可）でお願い致します。
  ※ 12本未満の場合、別途送料1,500円を頂戴致します。（商品・本数によっては出荷出来ない場合があります）
  ※ ヴォス・ウォーターにつきましては、合算5ケース以上の出荷ロットで業務店様に直送となります。 
■ 出荷
  ※ 営業日午前中のご注文につきましては、当日出荷させていただきます。
  ※ 午後のご注文につきましては、翌営業日の出荷となります。
  ※ 基本的に、関東･中部･関西・北陸地区は出荷日の翌日着、その他地域は翌々日の着となります。
       （運送会社・運送状況によって異なります。別途ご確認下さい。）
  ※ リーファー便・クール便ご希望の際は、別途料金にて承ります。
       （配送地域・運送会社によって料金が異なります。別途ご確認下さい。）
  ※ 納品書は別途郵送となります。

■ 営業日及び営業時間
  ※ 平日 9:00 ～ 18:00
  ※ 土曜、日曜、祝日、並びに弊社指定日（年末年始、GW、夏季）は休ませていただきます。

■ その他
  ※ 掲載価格は全て税抜の参考小売価格です。
  ※ ヴィンテージ及び価格は予告無く変更になる事があります。
  ※ 商品は欠品又は品切れになる事があります。ご了承下さい。
  ※ 商品の返品･交換はお断りしております（不良品、弊社手配違い等は除きます）。

【 受注・出荷についてのご案内 】

ラ・ラングドシェン 株式会社
La Languedocienne 

〒 103-0004   東京都中央区東日本橋 1-9-10　TME ビル
Tel : 03-5825-1829   Fax : 03-5825-2775

Website : www.lovewine.co.jp   E-mail : info@lovewine.co.jp

お取引先様へのご挨拶

スティーブン・スパリエ と 私 ロナルド・ブラウンが 1992 年にラ・ラングドシェン株
式会社を立ち上げたのは、『その地域で一番の名声を得ていないかもしれないがそのジャ
ンルでは非常に高い評価を得ている世界中にある家族経営のワイナリー』を、特徴的か
つ印象的なポートフォリオとしてまとめあげるためです。
それらのワイナリー全ては、数々の異なる特徴を共有しています。オーガニックやバイ
オダイナミクス農法、あるいは自然に従って持続可能な方法での栽培などです。
その殆ど又は全ての葡萄は家族が所有する畑から収穫されたものです。
そこから生まれるワインは、複雑で優雅で控えめで食事との相性が完璧で、どれもが価
格以上の秀でた価値のあるものばかりです。
この 25 年の間に取扱いアイテムの変更や追加がいくつかありました。しかしながら、
現在のラインナップはこれまでの中で最も活気に溢れ、非常に特徴的となっております。
このポートフォリオにある全てのワインが、ワイン専門家とワイン愛好家の皆様のため
に必要不可欠なアイテムであると思っております。

ラ・ラングドシェン株式会社
代表取締役社長   ロナルド・ブラウン




