La Languedocienne
Portfolio
2022

Contents
COUNTRY

REGION

FRANCE

Champagne

WINERY
ジャック・ルソー
レ・シュヴァリエ・テンプリエ
ベスラ・ド・ベルフォン

Bourgogne, Chablis
Bourgogne, Côte de Beaune
Bourgogne, Côte de Nuits
Bourgogne, Côte Chalonnaise
Bourgogne, Mâconnais
Bourgogne, Chitry
Loire, Sancerre
Bordeaux, Saint Emilion
Bordeaux, Haut Médoc
Bordeaux, Blaye-Côte de Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux, Crémant de Bordeaux
Côtes du Rhône, Gigondas
Languedoc, Limoux
Languedoc

ITALY

Toscana

USA

California, Napa Valley

California, Variety of Regions
California, Russian River Valley
California, Sonoma County
California, Lodi
California, Santa Barbara County
California, Paso Robles

SOUTH
AFRICA

Western Cape, Walker Bay

Western Cape, Cape Town

NEW
ZEALAND
AUSTRALIA

Marlborough

ドメーヌ ダニエル=エティエンヌ・ドゥフェ

1
1
2-3
4

ドメーヌ ドロー

5

ドメーヌ アンヌ・バヴァール=ブルックス

5

ドメーヌ ルネ・タルディ・エ・フィス

6

ドメーヌ デヴィーニュ

6

ドメーヌ ジェラルド・タルマー

7

ドメーヌ エドモンド・シャルモー

7

ジョセフ・メロ

8

シャトー クロワ・ド・ラブリー

9

シャトー ペイルドン・ラグラヴェット

9

シャトー ピュイナール

10

シャトー マグドレーヌ・ブーウー

10

シャトー サント・バルブ

11

シャトー レ・ミヨー

11

メゾン・ガロー

11

ピエール・アマデュー

12

シュール・ダルク

12

レ・ヴィニュロン・ド・セスノン

13

カステロ･ディ･ランポーラ

13

フロッグス・リープ

14

マテッラ

15

ピルクロウ

16

トルヒーヨ

16

カルダー

16

イディオシンクラシー

17

バルダッチ

17

ザントス / フライ・バイ

18

レイバーン

18

ヴァレー・オブ・ザ・ムーン

19

マッド・ジャック

19

オーク・ファーム

20

フェス・パーカー

21

ラビット・リッジ

21

ハミルトン・ラッセル

22

サザン・ライト

23

アシュボーン

23

ドーランス

24

ザ・ジャンパー

24

ハンターズ

25

South Australia, Eden Valley
South Australia, Barossa Valley
Victoria, Yarra Valley

イーデン・ヴァレー

Natural Water

NORWAY

PAGE

25

マーヴェリック

26 - 27

イェリンバーグ

27

ヴォス・ウォーター

28
29

受注・出荷に関してのご案内

備考欄に S 印がある商品はスクリューキャップ仕様です。

※ 掲載価格は税抜の本体価格、 ( ) 内が税込価格です。 ※ 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。

France / Champagne

Jacques Rousseaux （ジャック ・ ルソー）
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 “ヴェルズネイ” 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

トラディション グラン・クリュ

Tradition Grand Cru

NV

750

泡･白

12

参考小売価格

備考 / POS

（\ 7,150）

￥6,500

80% ピノ ･ ノワール ､20% シャルドネ。ドサージュ 4g/ ℓ アルコール 12.5%
ゴールドに輝く明るい麦わら色で ､ 長く続く上質な泡。優しいイースト香にチェリーやブラッドオレンジの香り ｡ 心地良いミネラルと力強さの中に気品を感じるスタイル。

ロゼ・ド・セニエ グラン・クリュ

Rosé de Saignée Grand Cru

NV

750

泡 ･ ロゼ

12

（\ 8,580）

￥7,800

100% ピノ ･ ノワール。 ドサージュ 3.5g/ ℓ アルコール 12.5%
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ドライなロゼ ･ シャンパーニュ。

Les Chevaliers Templiers （レ シュヴァリエ ・ テンプリエ）
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
事をもたらしました。 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。
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。 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。 伝統的で控えめでありながら華麗な味わい。 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、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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

NV

750

泡･白

6

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

Les Chevaliers Templiers Extra Brut Grand Cru

参考小売価格

備考 / POS

（\ 8,800）

￥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。

1

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” によってヴァレ ･ ド ･ ラ ･ マルヌの
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。
この事により、 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続けている “ 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共に更にエレ
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。
現在、 世界的に有名な 「サント ・ ロペ ・ クラシック ・ ヨット ・ レース」 の公式スポンサーに選定
されており、 「オルセー美術館」 「ルーヴル美術館」 のスポンサー、 モンサンミッシェルのブランド
「セント・ジェームス」 とのタイ・アップなど、 フランスの伝統やライフ・スタイルにフォーカスした “BB
フレンチ ・ モーメント” をテーマに掲げ注目を集めています。
2019 年春には、 ブランドイメージのブラッシュアップと共に、 よりスタイリッシュなラベルデザインに一新
されました。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

泡･白

6

参考小売価格

備考 / POS

（\ 8,250）

7/1 価格改定 \7,800

< SIMPLICITÉ LINE >
ブルー ブリュット

Bleu Brut (Cuvée des Moines Brut )

NV

750

ブルー ブリュット ハーフ

Bleu Brut Half

NV

375

泡･白

12

ブルー ブリュット マグナム

Bleu Brut Magnum

NV

1500

泡･白

3

￥7,500

3507400004029

（\ 4,950）

7/1 価格改定 \5,000

￥4,500

3507400003022

（\ 17,600）

7/1 価格改定 \17,500

￥16,000

3507400005026

30% シャルドネ ､25% 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。 WS 92pt, WA 91pt,

ロゼ ブリュット

Rosé Brut (Cuvée des Moines Rosé )

NV

750

泡 ･ ロゼ

6

ロゼ ブリュット ハーフ

Rosé Brut Half

NV

375

泡 ･ ロゼ

12

ロゼ ブリュット マグナム

Rosé Brut Magnum

NV

1500

泡 ･ ロゼ

3

（\ 12,100）

7/1 価格改定 \11,500

￥11,000

3507400004036

（\ 7,150）

7/1 価格改定 \6,800

￥6,500

3507400003039

（\ 25,300）

7/1 価格改定 \24,000

￥23,000

3507400005033

25% シャルドネ ､25% ピノ ･ ノワール ､50% 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。 WS 92pt, WA 90pt,

2

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

参考小売価格

備考 / POS

< ÉLÉGANCE LINE >
NV

750

6

（\ 13,200）

7/1 価格改定 \13,000

泡･白

￥12,000

3507400004173

NV

375

12

（\ 7,700）

7/1 価格改定 \7,700

泡･白

￥7,000

3507401001454

（\ 27,500）

7/1 価格改定 \27,000

￥25,000

3507400005170

ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ

Blanc de Blancs Grand Cru
ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ ハーフ

Blanc de Blancs Grand Cru Half
ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ マグナム

Blanc de Blancs Grand Cru Magnum

NV

1500

泡･白

3

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 8g/ 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。 WS 93pt, WE 92pt,

ブラン・ド・ノワール グラン・クリュ

Blanc de Noirs Grand Cru

NV

750

泡･白

6

（\ 13,200）

7/1 価格改定 \13,000

￥12,000

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 7.5g/ ℓ ､ 瓶内熟成 60 ヶ月。 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。 WA 92pt, WE 93pt,

ブリュット ミレジム

Brut Millésime

2008

750

泡･白

6

（\ 15,400）

7/1 価格改定 \15,000

￥14,000

3507401000112

69% シャルドネ ､21% 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）
。ドサージュ 7.5g/ ℓ ､ 瓶内熟成 10 年。 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。 WA 93pt, WE 93pt,

< LIBERTÉ LINE >
トリプル ベー ブリュット・ナチュール

Triple B Brut Nature

2013

750

泡･白

6

（\ 12,100）

7/1 価格改定 \12,000

￥11,000

3507401001553

10% シャルドネ ､60% ピノ ･ ノワール ､30% ピノ ･ ムニエ（ビオロジック）
。ドサージュ 3g/ ℓ ､ 瓶内熟成 60 ヶ月。 アルコール 12.0%
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。 WA 92pt, WE 94pt,

キュヴェ BB 1843

Cuvée BB 1843

NV

750

泡･白

1

（\ 47,300）

WA 93pt,

￥43,000

3507401002673

45% シャルドネ ､45% ピノ ･ ノワール ､10% ピノ ･ ムニエ。ドサージュ 6g/ ℓ ､ 熟成期間 8 年 ( その内 1 年はバレル )。 アルコール 12.5%
創立年の 1843 を冠した新たなイニシャル ･ シャンパーニュ。この上ない程細やかな泡立ちで ､ 力強さとエレガントな長い余韻を持ったスペシャルな逸品。

キュヴェ ブリジット・バルドー

Cuvée Brigitte Bardot

NV

750

泡･白

1

（\ 47,300）

WS 90pt, WE 93pt,

￥43,000

3507401002697

30% シャルドネ ､70% ピノ ･ ノワール。ドサージュ 19g/ ℓ ､ 熟成期間 8 年。 アルコール 12.5% ゴージャスなゴールド ･ ボトル
ブリジット ･ バルドーのサインが刻まれたスペシャル ･ キュヴェ。ヌガーやマジパンの強い香りに熟した桃。美しく繊細で深みあるクリーミーな甘さを持つ優雅な逸品。

< COTEAUX CHAMPENOIS >
コトー・シャンプノワ ルージュ

Coteaux Champenois Rouge

NV

750

赤

6

（\ 7,700）

￥7,000

3507401000488

70% ピノ ･ ノワール ､30% ピノ ･ ムニエ（50% ブージィ ､50% キュミエール / プルミエ・クリュ & グラン・クリュ）。タンクにて平均 8 日間マセラシオン、10 ヶ月樽熟成。
チェリーやラズベリーの果実味に心地良い樽香のドライで上品な味わい。シャンパーニュ地方ならではの高い酸と引き締まった果実が絶妙です。

3

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）
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。
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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

白

12

参考小売価格

備考 / POS

< AC CHABLIS >
シャブリ レ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

Chablis Les Vieilles Vignes

2017

750

（\ 5,390）

￥4,900

100% シャルドネ ( 平均樹齢 47 年 / 最古 1905 年 )。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 13.0%
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。

< PREMIER CRU >
シャブリ プルミエ・クリュ ヴァイヨン

Chablis Premier Cru Vaillons

2006

750

白

12

（\ 8,580）

￥7,800

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。

シャブリ プルミエ・クリュ レ・リス

Chablis Premier Cru Les Lys

2006

750

白

12

（\ 8,580）

￥7,800

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 12.5%
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。

シャブリ プルミエ・クリュ コート・ド・レシェ

Chablis Premier Cru Côte de Léchet

2006

750

白

12

（\ 8,580）

￥7,800

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。

< GRAND CRU >
シャブリ グラン・クリュ ブランショ

Chablis Grand Cru Blanchots

2009

750

白

12

（\ 18,700）

春頃入荷予定

￥17,000

限定品

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%
デリケートで香り豊かな「ブランショ」。バラを思わせる香りで ､ ハチミツとミネラルにリコリスのニュアンス。シルキーな口当たりと魅惑的なストラクチャーが特徴的。

シャブリ グラン・クリュ レ・グルヌイユ

Chablis Grand Cru Les Grenouilles

2009

750

白

12

（\ 18,700）

春頃入荷予定

￥17,000

限定品

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%
5 人のみが所有するシャブリで最も小さなグランクリュ (1960 年植樹 )。シャブリの宝石とも呼ばれる希少で特別なワイン。繊細かつ柔らかで美しいスタイル。

4

France / Bourgogne, Côte de Beaune
Domaine Doreau （ドメーヌ ドロー）
19世紀の後半、モンテリーの土地でファイロキセラによって壊滅した畑に葡萄を植え6haの
畑を手にしたピエール・ドローによってスタートしたドメーヌ。
その伝統的な栽培とワイン造りは各世代を通じで現在に受け継がれています。
自然農法を実践し、収穫は全て手作業で行われます。
葡萄の平均樹齢は40年。最も古い区画は70年になります。
選別された葡萄は約10日間かけて自然発酵。フレンチオーク小樽(10%新樽)での
熟成は、古い地下貯蔵庫で12ヶ月から15ヶ月。
モンテリーの地で、その個性と伝統をしっかりと受け継ぎ、
高品質でありながら手頃な価格のワインをリリースしている
注目ドメーヌです。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

ブルゴーニュ アリゴテ

Bourgogne Aligote

2018

750

白

12

参考小売価格

備考 / POS

（\ 3,630）

￥3,300

100% アリゴテ ( 平均樹齢 60 年 / ビオロジック )。木樽で発酵 ､ フレンチオークで 12 ～ 15 ヶ月熟成熟成。 アルコール 12.0%
明るく淡い黄金色で ､ フルーティでアロマティックな香り。たっぷりとしたフルーティな果実味が楽しめめる美しいスタイルのアリゴテ。

ブルゴーニュ コート・ドール シャルドネ

Bourgogne Côte-d’Or Chardonnay

2018

750

白

12

（\ 4,290）

￥3,900

100% シャルドネ ( 平均樹齢 35 年 / ビオロジック )。木樽で発酵 ､ フレンチオーク (10%NEW) で 12 ～ 15 ヶ月熟成熟成。 アルコール 12.5%
明るく澄んだゴールドで ､ 白い花や爽やかなレモンの香りに樽のニュアンス。ボリュームのあるフルーティーな果実の味わいが綺麗なフィニッシュに繋がります。

サン・ロマン

Saint-Romain

2018

750

白

12

（\ 5,940）

￥5,400

100% シャルドネ ( 平均樹齢 50 年 / ビオロジック )。フレンチオーク (10%NEW) で 12 ヶ月～ 15 ヶ月熟成。 アルコール 13.0%
白い花やミネラルの香りで ､ 艶やかな果実味の中から独特の力強いミネラルと酸が主張します。綺麗な飲み口とリッチな余韻のシャープな辛口。

ムルソー

Meursault

2017

750

白

12

（\ 7,700）

￥7,000

100% シャルドネ ( 平均樹齢 40 年 / ビオロジック )。木樽で発酵 ､ フレンチオーク (10%NEW) で 12 ～ 15 ヶ月熟成熟成。 アルコール 13.0%
輝きのある美しい黄金色で ､ リンゴやアンズの香りにヘーゼルナッツ。フレッシュで華やかな果実味がクリーミーでエレガントなスタイルを強調しています。

モンテリー

Monthélie

2017

750

赤

12

（\ 4,840）

￥4,400

100% ピノ ･ ノワール ( 平均樹齢 45 年 / ビオロジック )。フレンチオーク (10%NEW) で 12 ヶ月～ 15 ヶ月熟成。 アルコール 12.5%
赤系果実の華やかなアロマで、緻密でキメ細やかなタンニン。フレッシュな酸を伴ったピュアな果実味が広がります。滑らかな質感と飲み心地が特徴的。

ポマール プルミエ・クリュ レ・ベルタン

Pommard 1er Cru Les Bertins

2017

750

赤

12

（\ 9,680）

￥8,800

100% ピノ ･ ノワール ( 平均樹齢 50 年 / ビオロジック )。フレンチオーク (10%NEW) で 12 ヶ月～ 15 ヶ月熟成。 アルコール 13.0%
明るいルビーレッドで ､ 熟したブラックベリーやトーストの香り。黒系果実の果実味に繊細なタンニンがバランスし ､ 骨太ながらエレガントなスタイル。

Domaine Anne Bavard-Brooks （ドメーヌ アンヌ ･ バヴァール = ブルックス）
アンヌ ・ バヴァール = ブルックスは、 ピュリニーのドメーヌで育った
" アンヌ ･ バヴァール " とアメリカ人の夫 " ジョン ･ ブルックス "
によって 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 からはアンヌの両親の
ドメーヌからの葡萄による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、 近年最も注目されている
造り手の一人です。
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2018

750

白

12

ブルゴーニュ コート・ドール

Bourgogne Côte-d’Or

参考小売価格

備考 / POS

（\ 5,500）

限定品

￥5,000

100% シャルドネ（ビオディナミ）。フレンチオーク (20%NEW) で発酵 ､5 ヶ月熟成。その後ステンレスタンクで 5 ヶ月熟成。アルコール 13.5% 362 ケース生産
白い花やアニスの様な涼しげな香りで ､ クリスプかつ繊細で瑞々しい味わい。豊かなミネラルで ､ 洗練された上品なピュリニーのスタイル。【ビュロー ･ ヴェリタス認証】

5

France / Bourgogne, Côte de Nuits
Domaine René Tardy & Fils （ドメーヌ ルネ ・ タルディ ・ エ ・ フィス）
「ドメーヌ ルネ ・ タルディ」 は、 2 つのファミリーと 2 つのノウハウの出会いから誕生しています。
5 世代続くブドウ栽培家であるジュール & セザンヌ・グリヴォ （メゾン グリヴォ・フレール） と、ニュイ・サン・
ジョルジュのメゾン モランのブドウを栽培していたタルディ家です。
1950 年、 ルネ・タルディはニュイ・サン・ジョルジュの区画を手に入れドメーヌをスタートさせます。 同時に、
1952 年から 1959 年までニュイ ・ サン ・ ジョルジュの 「ドメーヌ モリス ・ シュヴィヨン」 でその知識とノウハウ
を活かして働きます。 この間に 「メゾン F ・ ショヴネ」 が ルネのブドウ栽培の
才能に大きく注目し、 一部区画の管理を任されます。 その後、 1962 年から
自身のドメーヌに専念することになります。
1978 年には自身のドメーヌを再編します。2 人の息子ジャックとジョエルを加え、
現在 7ha を所有する 「ドメーヌ ルネ ・ タルディ」 となっています。
全体の平均樹齢は約 30 年。 ニュイ・サン・ジョルジュ、 ジュヴレ・シャンベルタン、 ポマールでは 50 年を越えています。
リュット ・ レゾネ （減農薬栽培） を取り入れ、 常に自然に近い状態に保つことを最優先しています。
醸造は、 キュヴェゾン （果皮浸漬） の期間を長く取りピジャージュを定期的に行います。 加えて、 温度管理を徹底する
ことにより、 表現力豊かで香り高く洗練された風味のエレガントなワインとなります。
全てのワインはフレンチオークで約 18 ヶ月熟成され、 村名付きでは 30% の新樽が使われます。
各区画のブドウからワインが出来上がるまでの全過程をしっかりとコントロールしています。 ブルゴーニュの偉大なテロワール
の世界を届け続けていくことが願いなのです。
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

ジュヴレ・シャンベルタン

Gevrey Chambertin

2017

750

12

赤

参考小売価格

備考 / POS

（\ 10,890）

￥9,900

100% ピノ・ノワール。ステンレスタンクで発酵 ､ フレンチオーク (30%NEW) で 18 ヶ月熟成。 アルコール 13.0%
果実味豊かで ､ エレガントさと力強さを兼ね備えたスタイル。ピュアな果実味で ､ クラシカルで華やかなジュヴレ ･ シャンベルタン。

モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ レ・ミランド

Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Millandes

2017

750

12

白

（\ 12,980）

￥11,800

100% ピノ・ノワール。ステンレスタンクで発酵 ､ フレンチオーク (30%NEW) で 18 ヶ月熟成。 アルコール 13.5%
レ・ミランドは ､GC クロ ･ ド ･ ラ ･ ロッシュ , クロ ･ サン ･ ドニに隣接した 1er。果実味豊かで ､ スパイスや湿った土のヒントに柔らかなタンニン。余韻も長く持続します。

ボーヌ・ロマネ

Vosne-Romanée

2019

750

12

赤

（\ 18,920）

￥17,200

100% ピノ・ノワール。ステンレスタンクで発酵 ､ フレンチオーク (30%NEW) で 18 ヶ月熟成。 アルコール 13.0%
花束を思わせる優雅なアロマとしなやかなタンニン。フレッシュで繊細な果実味に ､ ボーヌ・ロマネ独特の深みのある余韻が魅力的です。

France / Bourgogne, Côte Chalonnaise
Domaine Desvignes （ドメーヌ デヴィーニュ）
Eric & Gautier Desvignesは、ジヴリの地で1870年から5世代続いている家族経営の生産者。
ボーヌでワイン造りを学び幾つかのワイナリーでインターンを務めたエリックは、1983年にドメーヌに合流します。
父親から受け継いだワイン生産の経験と伝統的なノウハウのおかげで、エリックは1998年にドメーヌを引き継ぎます。
2016年からはエリックの息子であるゴーティエも共同経営者として加わっています。
デヴィーニュの原則はジヴリの典型的なワイン。すなわち、土地の真正性を保ち果実の
全ての表現と香りを優先することです。
「見事に手作りされた葡萄は、葡萄栽培者
とワイン醸造者との間で完全な共有と信頼
の生まれる瞬間です。いつも未来のヴィンテ
ージの誕生が楽しみです！」

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

ジヴリ ブラン

Givry Blanc

2019

750

白

12

参考小売価格

備考 / POS

（\ 4,730）

￥4,300

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%
希少なジヴリの白。ドライフルーツやアプリコットの濃厚な香りにアーモンド。フレッシュで美しい酸にハチミツのニュアンス。ボリューム感のある長い余韻が特徴的。

ジヴリ ルージュ

Givry Rouge

2019

750

白

12

（\ 5,610）

￥5,100

100% ピノ・ノワール ( 平均樹齢 30 年）
。フレンチオークで 12 ヶ月熟成。醸造中の SO2 無添加。 アルコール 13.0%
カシスや黒系果実の香りにジューシーな果実味。フレッシュで魅力的な酸味に程良い余韻。ジブリのテロワールをこの上なく表現しています。

ジヴリ ルージュ プルミエ・クリュ クロ・デュ・ヴェルノワ モノポール ヴィエイユ・ヴィーニュ

Givry Rouge 1er Cru Clos du Vernoy Monopole V.V.

2017

750

赤

12

（\ 6,050）

￥5,500

100% ピノ ･ ノワール ( 樹齢 40 年～ 45 年）
。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 13.0%
芳醇なカシスやベリーに僅かなスパイス。飲み応えのある果実味に洗練された細やかなタンニン。長い余韻とエレガントな芳香が特徴的。

6

France / Bourgogne, Mâconnais
Domaine Gérald Talmard （ドメーヌ ジェラルド ・ タルマー）
タルマー家は、 マコネーの地で 17 世紀から代々葡萄栽培とワイン
造りに携わってきた一族です。
1997 年にスタートした現在のドメーヌは、ウシジィ村に 30ha を所有し、
石灰岩粘土質の土壌でこの地の最高品種であるシャルドネを育て
ています。
この地域の他生産者との大きな違いは、 ブドウの果実が深く豊かに
完熟する前に少し早く収穫することです。
これにより、 より明るく新鮮なスタイルのワインが出来上がります。
醸造では、 全てのワインで天然酵母を使用して発酵。 SO2 も天然
の採石 SO 2 のみを使用しています。
また、 2010 年以降は よりサスティナブルな栽培と生産の最適化に
向けた取り組みをスタートさせました。
2013 年からは、 HVE(High Environmental Value)
の認定を受けたドメーヌとなっています。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2020

750

白

12

マコン シャルドネ キュヴェ ジョセフ・タルマー

Mâcon Chardonnay Cuvée Joseph Talmard

参考小売価格

備考 / POS

（\ 3,190）

￥2,900

100% シャルドネ。ステンレスタンクで発酵 ( 天然酵母 )､ シュールリー。100% マロラクティック発酵。 アルコール 13.5% HVE 認証
白い花の繊細な香りに柑橘系果実。フルーティな果実味で ､ しなやかなニュアンスに少しのミネラル。長い余韻も特徴的。祖父ジョセフへのオマージュを込めたキュヴェ。

マコン-ウシジィ

Mâcon-Uchizy

2020

750

白

12

（\ 3,190）

￥2,900

100% シャルドネ。ステンレスタンクで発酵 ( 天然酵母 )。100% マロラクティック発酵。 アルコール 13.5% HVE 認証
綺麗なイエローゴールドで ､ 白い花やフレッシュなピーチの香り。フルーティな果実の味わいに円やかな酸と程良いミネラルの表情豊かなスタイル。

ブルゴーニユ ピノ・ノワール ロロール・デ・サンス

Bourgogne Pinot Noir L'Aurore des Sens

2019

750

赤

12

（\ 3,520）

￥3,200

100% ピノ ･ ノワール (1975 年植樹 )。ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。マセラシオン ･ カルボニック。 アルコール 12.5% HVE 認証
深みのあるルビーレッドで ､ 熟したカシス等の華やかな果実香に僅かなスパイス。フレッシュかつフルーティーで軽快で快活なスタイルのピノ。

France / Bourgogne, Chitry (Coteaux Bourguignons)
Domaine Edmond Chalmeau & Fils （ドメーヌ エドモンド ・ シャルモー）
シャブリから南西へ 10km ほどにあるシトリーでワイン造りを行う家族経営の小さな生産者。
2 世紀以上に亘ってシトリーで葡萄栽培をしており、 現在は 18ha の畑を所有。
ワインのクオリティーを維持し高め、 お客様に喜んでいただける品質のワインをお届けす
ることを唯一の目的として、 葡萄栽培とワイン造りに専念しています。
エドモンド・シャルモーはシトリーやシャブリを主に生産していますが、 極少量サシー
100% からのワインも造っています。 サシーはイタリアをルーツとする 13 世紀から
存在している白葡萄で、 ブルゴーニュではオーセール南部の修道僧によって広め
られました。 かつてはこのエリアで一般的な品種でしたが、 大半はシャルドネに植
え替えられ今や絶滅の危機にさらされている古代品種です。
現在、 サシーとアリゴテやシャルドネをブレンドしたクレマンを造っているワイナリーはあるものの、 サシー 100% でワインを醸
造しているのは 3 ワイナリー程。 エドモンド ・ シャルモーでは、 平均樹齢 50 年 ( 樹齢 65 年以上の区画も含まれます )
のサシーを使用。 年々除草剤の使用を減量し土壌の微生物活動を活気づけ、 健康な土を保つために有機肥料の
みを使用しています。
「この品種を守ることは非常に重要です。 さもなければ、 白ワインは全てシャルドネのみとなってしまいます。 大昔の量
産サシーは品質が良くありませんでしたが、 低収量で育てるとよく熟し他の品種とは個性の異なる高いクオリティーの白
ワインに仕上がります。」
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2018

750

泡･白

6

サシー ブリュット セパージュ ウヴリエ

Sacy Brut Cépage Oublié

参考小売価格
（\ 3,850）

￥3,500

100% サシー。瓶内２次発酵 ､ 瓶熟期間 24 ヶ月。 アルコール 12.5% 2000 本の生産。
綺麗な泡立ちで、フルーティで生き生きとした酸とミラル。ドライで軽快なスタイルのスパークリング。

コトー・ブルギニョン サシー

Coteaux Bourguignons Sacy

2020

750

白

6

（\ 3,300）

￥3,000

100% サシー。ステンレスタンクで発酵 ､8 ヶ月熟成。 アルコール 12.5%
シャブリにも似た独特のミネラルと綺麗な酸が特徴的。程よいふくよかさと心地良い余韻を持つ軽快なスタイルの白ワイン。

7

備考 / POS

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 世紀に亘り、 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

2020

750

白

12

サンセリテ ソーヴィニョン・ブラン

Sincerite Sauvignon Blanc

参考小売価格

備考 / POS

S

（\ 2,640）

￥2,400

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。

サンセリテ ピノ・ノワール

Sincerite Pinot Noir

2019

750

赤

12

（\ 2,640）

￥2,400

S

IGP, Val de Loire

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 13.5%
明るく澄んだルビー ･ レッドで、フレッシュな赤系果実の香り。スグリやブラックベリーの柔らかで繊細な果実味にフルーティなフィニッシュ。表現力豊かなピノ。

サンセール・ブラン ラ・シャテレニー

Sancerre Blanc “La Chatellenie”

2019

750

白

12

（\ 5,170）

￥4,700

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。

サンセール・ブラン キュヴェ ピエール・エティエンヌ

Sancerre Blanc “Cuvée Pierre Etienne”

2016

750

白

6

（\ 7,590）

WE 94pt,

￥6,900

限定品

1930 年代のエチケットを復刻 ･ 手貼。 フレンチオークで発酵。バレルで 11 ヶ月、その後バットで 10 ヶ月熟成。 アルコール 14.0%
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。

シノン レ・モリニィエール

Chinon “Les Morinières”

2018

750

赤

12

（\ 3,190）

￥2,900

100% カベルネ ･ フラン。ステンレスタンクで発酵、熟成。 アルコール 13.0%
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。

8

France / Bordeaux, Saint Emilion
Château Croix de Labrie （シャトー クロワ ・ ド ・ ラブリー）
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最も有名なガレージ ･ ワインの 1 つです。
近年 ､ 非常に高い評価と人気により、 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 ( 平均樹齢 25 年 )
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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

カミーユ・ド・ラブリー シャルドネ

Camille de Labrie Chardonnay

2020

750

白

6

参考小売価格

備考 / POS

（\ 2,860）

Vin de France

￥2,600

3770010269038

カミーユは娘さんの名前。100% シャルドネ。ステンレスタンクで発酵 ､10% フレンチオークで熟成。 アルコール 13.5% James Suckling 92pt,
2015 年から手掛けるシャルドネ。柑橘系果実にハチミツやスパイスのアロマティックな香り。マンゴーや白桃のふくよかな果実味にフレッシュな酸が印象的です。

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

Les Hauts de Croix de Labrie St.Emilion Grand Cru

2018

750

赤

6

（\ 5,830）

限定品

￥5,300

3415968750022

85% メルロ ､15% カベルネ ･ フラン。フレンチオーク (50%NEW) で 14 ヶ月熟成。 アルコール 13.5% James Suckling 93pt,
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。 12,000 本生産

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

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2016

750

赤

6

シャトー ペイルドン・ラグラヴェット オー・メドック

Château Peyredon Lagravette Haut Médoc

参考小売価格

備考 / POS

（\ 4,950）

新ヴィンテージ入荷待ち

￥4,500

3760002310756

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% 【Cru Bourgeois】
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。

シャトー ペイルドン・ラグラヴェット シャルドヌレ

Château Peyredon Lagravette Chardonneret

2017

750

白

6

（\ 4,840）

Bordeaux Blanc

￥4,400

62% ソーヴィニョン ･ ブラン ､38% ソーヴィニョン ･ グリ。フレンチオーク (1/3NEW) で発酵 ､6 ヶ月熟成。 アルコール 13.0% 4,000 本の生産
シャルドヌレはエチケットにもある鳥の名前 ( ゴシキヒワ )。 柑橘系果実のフレッシュで複雑 ､ エキゾティックな味わい。ミネラルと滑らかで長い余韻も特徴的。
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France / Bordeaux, Blaye - Côtes de Bordeaux
Château Puynard （シャトー ピュイナール）
シャトー ピュイナールは、 ジロンド河の右岸 ブライの北東 6 km に位置する
Berson 村にあるワイナリー。
ロンドンでワイン小売業を経験したナオミ ・ ムルタとアンドリュー ・ イーキンが、
2016 年にナオミの父の協力を得てベルソン村の 18 世紀から続くシャトー
を取得。 高品質のボルドー ･ ワインを造る旅をスタートさせます。
所有する畑は 14ha。 土壌は石灰岩の層と粘土質で、 樹齢 9 年から 43 年のブドウ
の木がシャトーを取り囲んでいます。
有機栽培と改良された栽培技術により、 ボルドー右岸を反映したワインの
製造に専念。 80% がメルロ、 20% がカベルネ ・ ソーヴィニョン。
年間生産量は約 55,000 本。
シャトーには 7 世代にわたるワイン造りの歴史があり、 この遺産を環境への
取り組みとともに未来へと引き継いでいます。
2017 年 11 月以降、 全ての畑でエコセールの有機認証取得を進めて
います。
この土地で、 最も健康的なブドウを栽培してブライ地方を代表する最高の
ワインを造ることを目標としています。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2017

750

赤

12

シャトー ピュイナール トラディション

Château Puynard Tradition

参考小売価格

備考 / POS

（\ 3,520）

￥3,200

0705632061893

85% メルロ ､15% カベルネ ･ ソーヴィニョン（平均樹齢 35 年）
。ステンレスバットで発酵 ､ 熟成。 アルコール 13.0%
紫がかった深いガーネット色で ､ 黒系果実にコーヒービーンズやココアの香り。ブルーベリーの果実味と熟したタンニンによる美しいバランスを持ったスタイル。

シャトー ピュイナール キュヴェ・セレクション カベルネ・ソーヴィニョン

Cuvée Sélection Cabernet Sauvignon

2018

750

赤

12

（\ 7,150）

￥6,500

3760254470000

100% カベルネ ･ ソーヴィニョン（平均樹齢 35 年）
。ステンレスバットで発酵 ､ フレンチオーク (100%NEW) で 15 ヶ月熟成。 アルコール 14.0%
非常に深い色合いで ､ 繊細で上品な香りに樽からのスパイス。凝縮した濃厚な果実の存在感に洗練されたタンニンがバランス良く広がります。深みのあるフルボディ。

Château Magdeleine Bouhou （シャトー マグドレーヌ ・ ブーウー）
シャトー マグﾄﾞﾚｰヌ ・ ブｰウｰは、 ジロンド川の河口東にあるカーズ
村の中心部に 17ha を所有するワイナリー。
シャトー名は、 何世代も前の偉大な祖母であった 「マドレーヌ」 と、
現地の方言で 「風」 を意味する 「ブーウー」 に由来しています。
その歴史と評価は高く、 早くも 1868 年には Féret Guide の初版で
Premier Cru Bourgeois に分類されています。
2004 年にシャトーを継承した 4 代目のミュリエル ・ ルソー ・ ルヴェール女史は、 主要とするメルローとマルベック
を中心にその素晴らしい歴史とワイン造りを基に、 よりサスティナプルな栽培への転換を実施。
2009 年以降には、 独学でブドウ栽培とワイン造りを実践する Stéphane Derenoncourt をコンサルタントに迎え、
畑の改良から造りに至るまで大きな改革を行います。
有機農法を実践することで、 より明確にテロワールを強調し、 地球を尊重すると共に大地と調和しながらより高品質なワイン
を生産することを実践します。
「ラ ・ プティット ・ マドレーヌ」 は、 ミュリエルが子供の頃
味わった新鮮な果物の感覚を想い造ったワイン。
ラベルには、 フランスの小説家マルセル ・ プルーストの
大作 『失われた時を求めて』 の一節が当時の原稿
のまま描かれています。
2021 年には、 シャトー ピュイナールのオーナーでもある
「イーキン家」 によって引き継がれました。
今後の更なる飛躍が期待されています。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

ラ・プティット・マドレーヌ カベルネ・フラン

La Petite Madeleine Cabernet Franc

2018

750

赤

12

参考小売価格

備考 / POS

（\ 3,300）

￥3,000

3760193400045

100% カベルネ ･ フラン（平均樹齢 35 年）
。コンクリートバットで発酵 ､ 熟成。SO2 無添加。 アルコール 13.0%
輝きのあるルビーレッドで ､ 赤系果実の香りと果実味が広がります。カベルネ ･ フランの優雅さを自然な造りによって余すことなく表現しているワイン。

シャトー マグドレーヌ・ブーウー グラン・ヴァン

Château Magdeleine Bouhou Grand Vin

2010

750

赤

12

（\ 4,070）

￥3,700

3760193400007

90% メルロ ､10% マルベック（平均樹齢 35 年）
。コンクリートバットで発酵 ､ フレンチオーク (30%NEW) で 12 ～ 14 ヶ月熟成。 アルコール 14.0%
マグドレーヌ・ブーウーのフラッグシップ ･ ワイン。繊細さと新鮮さを持ちながら ､ 熟した果実としっかりとしたタンニンを持ったクリスプで熟成可能なスタイル。
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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 ・ テ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

2018

750

赤

6

参考小売価格
（\ 3,190）

シャトー サント・バルブ ボルドー メルロ

Château Sainte Barbe Bordeaux Merlot

備考 / POS

￥2,900

100% メルロ。50% ステンレスタンク ､50% オークで発酵、9 ～ 10 ヶ月熟成。 アルコール 14..5%
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。

Château Les Millaux （シャトー レ ・ ミヨー）
シャトー レ ・ ミヨーは。 フロンサックとラランド ・ ド ・ ポムロルに隣接する
リブルネの街の北側に位置します。
1925 年からベロー家が所有しており、 葡萄栽培とワイン造りの両方
で品質を追及し 3 世代に亘って受け継がれています。
現在は、 ダニエル ・ ベローの息子 “フレデリック ・ ベロー” が事業を
引き継ぎ、 品質の高いワインを提供し続けています。
畑はボルドーワインの伝統的な品種で構成され、 長期発酵、 マセラシオン、 タンニン抽出など、
伝統的なワイン造りの手法を厳格に尊重しています。
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

シャトー レ・ミヨー ボルドー ブラン

Château Les Millaux Bordeaux Blanc

2020

750

白

12

参考小売価格

備考 / POS

（\ 1,980）

￥1,800

3760005 800018

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 14.5%
美しい光沢のある色合いで、柑橘系果実のニュアンスと心地良い酸味を持つエレガントでアロマティックなボルドー白ワイン。

シャトー レ・ミヨー ボルドー ルージュ

Château Les Millaux Bordeaux Rouge

2019

750

赤

12

（\ 1,980）

￥1,800

3760005 800216

100% メルロ。ステンレスタンクで発酵 ､ マセラシオン。一部オークで熟成。 アルコール 14.5%
美しいルビーレッドで、カシスやチェリーに僅かな花のニュアンスを持つ魅力的な香り。柔らかな口当たりで、滑らかでバランスの良い親しみやすいボルドー赤。

France / Bordeaux, Crémant de Bordeaux
Maison Galhaud （メゾン ガロー）
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。
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

レオン・ガロー クレマン・ド・ボルドー ブラン

Léon Galhaud Crémant de Bordeaux Blanc

NV

750

泡･白

6

参考小売価格

備考 / POS

（\ 3,190）

￥2,900

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】

レオン・ガロー クレマン・ド・ボルドー ロゼ

Léon Galhaud Crémant de Bordeaux Rosé

NV

750

泡 ･ ロゼ

6

（\ 3,190）

￥2,900

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。【AB､EU オーガニック認証】
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France / Côtes du Rhône, Gigondas
Pierre Amadieu （ピエール ・ アマデュー）
ピエール・アマデューは、1929年に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に生涯を賭けて
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、更なる品質向上を目指しています。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

ジゴンダス ロマーヌ・マショット

Gigondas Romane Machotte

2018

750

赤

12

参考小売価格

備考 / POS

（\ 4,290）

WA 91, Vinous 93-95,

￥3,900

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 15.0%
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。

ジゴンダス ル・パ・ド・レイグル

Gigondas Le Pas de l'Aigle

2014

750

赤

12

（\ 5,500）

WS 91pt, WA 91pt,

￥5,000

3384333051807

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。

France / Languedoc, Limoux
Sieur d’Arques （シュール ・ ダルク）
シュール・ダルクは、南仏ラングドックのリムーに1946年に設立された協同組合。
地中海とピレネー山脈に挟まれた高地にある1,592haの広大な畑を管理しワインを産出する、
リムーは元より南仏を代表するワイナリーです。
年間生産量は約1,000万本で、リムー全生産量の60%以上にもなります。
また、その内570万本(2020年)はAOCリムーのスパークリングです。
2020年現在、56%がフランス国内販売、44%が世界60ヵ国に輸出されています。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

クレマン・ド・リムー ブリュット

Crémant de Limoux Brut

NV

750

泡・白

12

参考小売価格

備考 / POS

（\ 3,300）

￥3,000

3062670373119

55% シャルドネ ､30% シュナン ･ ブラン ､15% ピノ ･ ノワール。ステンレスタンクで 1 次発酵 ､ 瓶内 2 次発酵。瓶熟期間 12 ～ 15 ヶ月。 アルコール 12.5%
透明感のある色合いで、繊細な泡立ち。白い花や洋ナシの香りにフレッシュな柑橘系果実とスパイスの余韻。エレガントで綺麗なスタイルの辛口スパークリング。
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France / Languedoc
Les Vignerons de Cessenon （レ ・ ヴィニュロン ・ ド ・ セスノン）
セスノンは人口2,240人の小さな田舎町で、973年からというラングドック地方で最も古い歴史を持つ集落の
1つです。
エスピヌーズ山脈と地中海沿岸の中間地点に位置し、城壁に沿って伸びる全長145kmのオーブ川が交差
しています。このオーブ川の両岸に広がるセスノンの畑は、非常
に多様性に富んだ豊かな土壌です。
カゼダルネス高原の粘土石灰岩のテラス、蛇行するオーブ川
の石のテラス、そしてコミューンの北側にある片岩の丘陵地帯に
寄り添っています。
ここでは、ラングドックとワイン栽培の文化が日常生活の
中で重要な役割を果たしています。町とワイン醸造家の
象徴である「スクエアタワー」は、古い要塞化された町と
そこに住む人々を見守っています。
ヴィニュロン・ド・セスノンは、この多様な土壌とワイン文化
の小さな町から AOP Saint-Chinian、AOP Languedoc、
そしてコストパフォマンスに優れた IGP Pays d'Oc まで、
多種多様な良質ワインを生産しています。
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

ル・ポン・ド・セスノン ソーヴィニョン-コロンバール

Le Pont de Cessenon Sauvignon - Colombard

2019

750

白

6

参考小売価格

備考 / POS

（\ 1,980）

IGP, Pays d'Oc

￥1,800

3760188391235

60% ソーヴィニョン ･ ブラン ､40% コロンバール。ステンレスタンクで発酵 ､ シュールリー。 アルコール 12.0%
柑橘系果実にエキゾチックなフルーツの力強い香り。レモンの風味を持つ酸味とフレッシュなフィニッシュのチャーミングな辛口。

ル・ポン・ド・セスノン シャルドネ-ヴィオニエ

Le Pont de Cessenon Chardonnay - Viognier

2020

750

白

6

（\ 1,980）

￥1,800

IGP, Pays d'Oc
3760188390771

65% シャルドネ ､35% ヴィオニエ。ステンレスタンクで発酵 ､ シュールリー。 アルコール 13.0%
白い花の香りに白桃やアプリコットのニュアンス。まろやかでフルーティーな味わいのやや辛口。シャルドネのジューシーさとヴィオニエの華やかな香りが特徴的。

ル・ポン・ド・セスノン メルロ-カベルネ

Le Pont de Cessenon Merlot - Cabernet

2018

750

赤

6

（\ 1,980）

￥1,800

IGP, Pays d'Oc
3760188390733

70% メルロ ､30% カベルネ ･ ソーヴィニョン。コンクリートタンクで発酵 ､ マセラシオン。タンクで熟成。 アルコール 12.5%
紫がかったビーレッドで、赤系果実の濃厚な香り。南仏らしい充実した果実のコクとタンニンを持つフルーティーなミディアムボディ。

シスト・インテンス

Schiste Intense

2019

750

赤

6

（\ 2,365）

AOP, Saint-Chinian

￥2,150

3760188398012

40% シラー ､40% グルナッシュ ､20% カリニャン。コンクリートタンクで発酵 ､ マセラシオン。タンクで熟成。 アルコール 13.0%
非常に濃いルビーレッドで ､ カシスの香りに黒コショウのニュアンス。柔らかな口当たりで ､ 繊細でエレガントなタンニンと程良い飲みごたえのミディアムボディ。

Italy / Toscana
Castello dei Rampolla （カステロ ・ ディ ・ ランポーラ）
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

2000

750

赤

6

サンマルコ

Sammarco (IGT)

参考小売価格

備考 / POS

（\ 15,400）

WS 90pt,

￥14,000

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。

ダルチェオ

d'Alceo (IGT)

2000

750

赤

6

（\ 29,700）

WA 98pt, WS 91pt,

￥27,000

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。
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USA / California, Napa Valley
Frog's Leap Winery （フロッグス ・ リープ）
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・ウィリアムス” 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) での認証も受けています。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2020

750

白

12

ソーヴィニョン・ブラン ナパ・ヴァレー

Sauvignon Blanc Napa Valley

参考小売価格

備考 / POS

S

（\ 5,060）

￥4,600

0715962081119

100% 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 ､7 ヶ月シュール ･ リー。 アルコール 13.2%
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も特徴的です。

シャルドネ "シェール・アンド・ストーン" ナパ・ヴァレー

Chardonnay "Shale and Stone" Napa Valley

2019

750

白

12

（\ 5,720）

￥5,200

0715962082185

100% シャルドネ。100% バレルファーメンテーション ､ コンクリートタンクで熟成。 アルコール 13.3%
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。

ピンク ラ・グルヌイユ ルガンテ メンドシーノ

Pink La Grenouille Rouganté Mendocino

2020

750

ロゼ

12

S

（\ 4,400）

￥4,000

リリース待ち

100% カリニャン ( 樹齢 75 年 / オーガニック & ドライファーミング )。ステンレスタンクで発酵。アルコール 12.6%
明るいサーモンピンク色で ､ イチゴやスイカに白い花のアロマ。ラズベリーやサワーチェリーのニュアンスに鮮やかな酸味。華やかな果実味のドライなブラッシュ ･ ロゼ。

ジンファンデル ナパ・ヴァレー

Zinfandel Napa Valley

2019

750

赤

12

（\ 6,270）

W&S 92pt,

￥5,700

0715962081157

85% ジンファンデル ､15% プティ ･ シラー。50% コンクリートキューブ ､50% フレンチ & アメリカンオーク (10%NEW) で 12 ヶ月熟成。 アルコール 14.6%
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。

メルロ ラザフォード ナパ・ヴァレー

Merlot Rutherford Napa Valley

2019

750

赤

12

（\ 7,150）

￥6,500

0715962090128

93% メルロ ､7% カベルネ ･ ソーヴィニョン。フレンチ & アメリカンオーク ､ コンクリートキューブで 18 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。

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

Cabernet Sauvignon Estate Grown Rutherford

2018

750

赤

12

（\ 12,100）

￥11,000

0715962082130

88% カベルネ ･ ソーヴィニヨン ､6% カベルネ ･ フラン ､6% メルロ。フレンチオーク (20%NEW) で 20 ヶ月熟成。 アルコール 13.9%
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。思いの全てを込めたフロッグスのフラッグシップ ･ ワイン！
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USA / California, Napa Valley
Materra （マテッラ）
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＆ワイナリーです。
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。2017年から
は、「ナパ グリーン・ワイナリー」にも認定されています。
ワインメーカーは“チェルシー・バレット”。 彼女は “ハイジ・バレット“ の娘であり、
ハイジが共同経営者である「アミューズ･ブーシュ」と「オー・ソメ」の造り手も務め
ている話題の女性醸造家。
また、「カール・ローレンス」で名声を博した“マイケル・トルヒーヨ”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

2020

750

白

12

ソーヴィニョン・ブラン ナパ・ヴァレー オーク・ノール

Sauvignon Blanc Napa Valley, Oak Knoll

参考小売価格

備考 / POS

S

（\ 4,290）

￥3,900

0857743004365

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% 574 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。

シャルドネ ナパ・ヴァレー オーク・ノール

Chardonnay Napa Valley, Oak Knoll

2020

750

白

12

（\ 5,280）

￥4,800

0857743004396

100% シャルドネ。100% 樽発酵 ､ フレンチオーク (25%NEW) で 9 ヶ月熟成。 アルコール 14.2% 744 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 ･ ノル地区の典型的スタイルのシャルドネ。

ヴィオニエ ナパ・ヴァレー オーク・ノール

Viognier Napa Valley, Oak Knoll

2017

750

白

12

（\ 6,050）

￥5,500

0857743004280

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% 382 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。

ライト・バンク ナパ・ヴァレー オーク・ノール

Right Bank Napa Valley, Oak Knoll

2018

750

赤

12

（\ 7,370）

￥6,700

0857743004389

91% メルロ ､9% カベルネ ･ フラン。フレンチオーク (60%NEW) で 18 ヶ月熟成 アルコール 14.8% 243 ケース生産。
熟したプラムやブラックチェリー ､ 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エステート ･ メルロ。

カベルネ・ソーヴィニョン ヒデン・ブロック ナパ・ヴァレー

Cabernet Sauvignon Hidden Block Napa Valley

2017

750

赤

12

（\ 12,100）

￥11,000

0857743004358

92% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､4% メルロ ､4% カベルネ ･ フラン。フレンチオーク (100%NEW) で 21 ヶ月熟成。 アルコール 14.5% 228 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。リッチでバランス良く､ スムースな口当たりも特徴的。

ミッドナイト ナパ・ヴァレー

Midnight Napa Valley

2018

750

赤

12

（\ 11,000）

限定品

￥10,000

0857743004402

46% マルベック ､31% プティ ･ ヴェルド ､23% メルロ。フレンチオーク (45%NEW) で 19 ヶ月熟成。 アルコール 14.7% 802 ケース生産。
クラブメンバー限定ワイン。バニラビーンズやエスプレッソの香りに僅かなスパイス。熟したベリーの果実味が柔らかな酸と滑らかなタンニンのフィニッシュに続きます。
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USA / California, Napa Valley
Pilcrow （ピルクロウ）
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、20年程前からナパ・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、
長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

カベルネ・ソーヴィニョン ゴースト・ブロック・ヴィンヤード ヨントヴィル ナパ・ヴァレー

Cabernet Sauvignon Ghost Block Vineyard Yountville

2018

750

6

赤

参考小売価格

備考 / POS

（\ 19,800）

Decanter 95pt,

￥18,000

限定品

100% カベルネ ･ ソーヴィニョン。フレンチオーク (25%NEW) で 22 ヶ月熟成。アンフィルター。 アルコール 13.7% 143 ケース生産
ブラックベリーやカシスの果実味に紅茶とバラの花の香り。柔らかで豊かなタンニンとシリアスな酸。ゴーストブロックという神秘的なサイトを強調しています。

カベルネ・ソーヴィニョン グラニット・レイク ハウエル・マウンテン ナパ・ヴァレー

Cabernet Sauvignon Granite Lake Howell Mountain

2018

750

6

赤

（\ 19,800）

Decanter 95pt,

￥18,000

限定品

100% カベルネ ･ ソーヴィニョン。フレンチオーク (25%NEW) で 22 ヶ月熟成。アンフィルター。 アルコール 14.2% 181 ケース生産
凝縮した赤系果実の果実味に引き締まったタンニンとミネラル。古典的なハウエル・マウンテンのスタイルをこの上なく表現したカベルネ。

カベルネ・ソーヴィニョン ヒルウォーカー・ヴィンヤード マウント・ヴィーダー ナパ・ヴァレー

Cabernet Sauvignon Hillwalker Vineyard Mt. Veeder

2018

750

6

赤

（\ 19,800）

Decanter 94pt,

￥18,000

限定品

100% カベルネ ･ ソーヴィニョン ( オーガニック & ドライファーム ) 。フレンチオーク (25%NEW) で 22 ヶ月熟成。アンフィルター。 アルコール 14.0%
スミレとアイリスのアロマティックな香り。黒系果実やブラックオリーブに上質なハーブのフレーバー。濃密なテクスチュアと長い余韻が特徴的。 145 ケース生産

Trujillo Wines （トルヒーヨ）
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

2014

750

赤

12

マデリン レッド・ワイン・キュヴェ ナパ・ヴァレー

Madelynne Red Wine Cuvee Napa Valley

参考小売価格

備考 / POS

（\ 8,580）

限定品

￥7,800

46% メルロ ､20% カベルネソーヴィニョン ､18% マルベック ､12% プティヴェルド ､4% カベルネフラン。フレンチオーク (70%NEW) で 22 ヶ月熟成。 アルコール 14.7%
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。182 ケース生産。

Calder Wine Company （カルダー）
カルダーは、2011年にフロッグス・リープの“ジョン・ウィリアムス”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もかかわらず現在
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

2011

750

赤

12

シャルボノ ナパ・ヴァレー

Charbono Napa Valley

参考小売価格

備考 / POS

（\ 5,170）

￥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。
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USA / California, Napa Valley
Idiosyncrasy （イディオシンクラシー）
イディオシンクラシーは、ベスト・ワインメーカーにも選出され現在のカリフォルニアで最も注目
されている造り手の一人“ジュリアン・ファイヤード”による、限定生産かつ極めて良心価格の
ハンドクラフト・ワインです。
フランスのリビエラ育ちであるファイヤードは、プロヴァンスにある叔父のワイナリーで良質の
ロゼを生産するワインメーカーとしてキャリアをスタートさせます。
その後、ボルドーのラフィット・ロートシルト、スミス・オー・ラフィットでワインメーカーを務めた後、
カリフォルニア ナパ・ヴァレーに魅了され妻のエレンと共に移住。
ナパでは自らのプロジェクトを立ち上げる前数年間、ジェムストーン、ダラ・ヴァレ、レイルで、
今をときめく“フィリップ・メルカ”と共に醸造ディレクターとしてブランド構築のプロジェクトを
手掛けます。
その後2012年に、自らのブランドAzur Winesをスタートさせています。
彼のピューリューは、ロバート・パーカーの96～99ptの常連であり、レ・ピッシュ・カベルネ・
ソーヴィニヨンはワイン・アクセスのワインの中でも最高評価を受けたワインです。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2016

750

赤

12

カベルネ・ソーヴィニョン ナパ・ヴァレー

Cabernet Sauvignon Napa Valley

参考小売価格

備考 / POS

（\ 7,590）

現在庫にて終了

￥6,900

カベルネ ･ ソーヴィニョン ､ プティ ･ シラー ､ プティ ･ ヴェルド ､ メルロのブレンド。フレンチオークで熟成。 アルコール 14.9%
プラムやブラックベリー ､ カシスの完熟果実の香りと味わいにバニラやクローヴ。典型的なナパの力強さに滑らかで繊細なタンニンと長い余韻も特徴的。

カベルネ・ソーヴィニョン アトラス・ピーク ナパ・ヴァレー

Cabernet Sauvignon Atlas Peak Napa Valley

2016

750

12

赤

（\ 8,030）

現在庫にて終了

￥7,300

カベルネ ･ ソーヴィニョン ､ マルベックのブレンド。フレンチオークで熟成。 アルコール 14.9% 100％アトラス・ピーク・マウンテンからのカベルネ。
香ばしいハーブやブラックベリーの香りで ､ 黒系果実にリコリスやレザー、ビターチョコレートの味わい。細やかなタンニンでスパイシーなフィニッシュ。

Baldacci Family Vineyards （バルダッチ）
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」でセラーマスターを務め、「シャトー ポテール」 や 「ポール・ホッブス」 でもワイン
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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

ソレッレ シャルドネ ハニー B ヴィンヤード カーネロス ナパ・ヴァレー

Sorelle Chardonnay Honey B Vineyard Carneros

2018

750

白

12

参考小売価

備考 / POS

（\ 5,940）

￥5,400

0747505008796

100% シャルドネ。フレンチオーク (30%NEW)､ 天然酵母で発酵 ､10 ヶ月熟成。 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。

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 ナパ・ヴァレー

Elizabeth Pinot Noir Honey B Vineyard Carneros

2017

750

赤

12

（\ 6,380）

￥5,800

0747505008789

100% ピノ ･ ノワール。フレンチオーク (40%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。

ブラック・ラベル カベルネ・ソーヴィニョン スタッグス・リープ・ディストリクト ナパ・ヴァレー

Black Label Cabernet Sauvignon Stags Leap District

2016

750

赤

12

（\ 17,380）

￥15,800

0747505007997

100% カベルネ ･ ソーヴィニョン。フレンチオーク (60%NEW) で 20 ヶ月熟成。 アルコール 14.5%
ココアパウダーや完熟したダークベリーのニュアンスに柔軟なタンニンが現れます。ジューシーで豊かな黒系果実の香りと味わいが特徴的。
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USA / California, Variety of Regions
Fly By / Xanthos （フライ ・ バイ / ザントス）
“フライ・バイ”及び“ザントス”は、カリフォルニア各地の優れたワインを取り揃えたグループ
「プレシジョン・ワイン」の所有するブランドです。
プレシジョン・ワインは、カリフォルニアのアペラシオンと地域のユニークな特徴を示す最高
のエッセンスと風味を持ちつつ、リーズナブルな価格で販売できるブランドを取り揃えて
います。それぞれのワインは、葡萄を収穫してからオリジナルのパッケージをデザインする
まで、ワイン製造プロセスのすべてのステップにこだわりを持って行っています。
「フライ・バイ」は、近傍通過飛翔の意味（主に天体観測で用いられる用語）。アメリカン
ネイティブの神話で、ハチドリは星々にきらめきを与え幸運と友愛をもたらすとされラベル
にデザインされています。
「ザントス」は、ギリシア神話に由来しています。英雄アキレスが所持する2頭の不死馬の
うちの1頭の名前です。ラベルにもその精悍な横顔がデザインされています。
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

フライ･バイ ソーヴィニョン･ブラン ナパ･ヴァレー

Fly By Sauvignon Blanc Napa Valley

2019

750

白

12

参考小売価格

備考 / POS

（\ 3,080）

￥2,800

0706098050742

95% ソーヴィニョン ･ ブラン ､5% セミヨン。ステンレスタンクで発酵。 アルコール 13.5%
トロピカルフルーツやシトラスに白い花のニュアンス。パイナップルやグレープフルーツ、オレンジブロッサムの味わいに心地良い残糖のゴージャスなスタイル。

フライ･バイ シャルドネ ノース・コースト

Fly By Chardonnay North Coast

2019

750

白

12

（\ 3,080）

￥2,800

0706098050025

100% シャルドネ。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 13.5%
トロピカルフルーツや梨 ､ イチジクの果実味に蜂蜜とオークの風味。濃厚でクリーミー。複雑でピュアな味わいと長い余韻が特徴的です。

フライ･バイ ピノ・ノワール カリフォルニア

Fly By Pinot Noir California

2019

750

赤

12

（\ 3,080）

￥2,800

0706098050193

90% ピノ ･ ノワール ､10% シラー。フレンチオーク (25%NEW) で熟成。 アルコール 14.5%
チェリーやシナモンの香りにバラや紅茶のニュアンス。チェリーやクランベリー ､ オレンジピールの果実味のソフトでジューシーなスタイルのピノ。

フライ･バイ ジンファンデル レイク・カウンティ

Fly By Zinfandel Lake County

2018

750

赤

12

（\ 3,080）

￥2,800

0706098050209

100% ジンファンデル。アメリカンオーク (50%NEW) で 16 ヶ月熟成。 アルコール 15.0%
濃いパープルガーネット色で ､ 熟したブラックベリーや黒系果実に僅かなオークとスパイス。滑らかな舌触りで ､ 豊かなタンニンと長い余韻のジンファンデル。

ザントス ジンファンデル オールド・ヴァイン カリフォルニア

Xanthos Zinfandel Old Vine California

2018

750

赤

12

（\ 2,970）

￥2,700

0703510611550

100% ジンファンデル ( 主にロダイ / 樹齢 50 年以上 )。アメリカンオーク (60%NEW) で 15 ヶ月熟成。 アルコール 15.0%
瑞々しい赤系果実の香りにタバコやスパイス。凝縮されたプラムやザクロ、チェリーの味わいにセージと土の香りが続きます。

USA / California, Russian River Valley
Raeburn Winery （レイバーン ワイナリー）
レイバーンは、ベーカーズフィールドで生まれ育った Derek Benham が、2014年にソノマ
のルシアン・リヴァーで設立したワイナリー。
デレクは、カリフォルニア大学を卒業後ロダイを拠点に販売業でワイン産業に携わります。
1990年、弟と共にCodera Wine Groupを設立しBlackstoneブランドを立ち上げます。
2001年にはブラックストーンを売却し、ソノマのグラトンでPurple Wine Companyを設立。
その後、2014年にレイバーンを創業します。
彼の母親は、熱心な環境保護活動家で野鳥観察家でもあります。その影響は、ラベルにあるシラサギ
の紋章からオールド・イングリッシュ、サスティナブルな栽培と醸造まで、至るところに現れています。
ワインメーカーは、若き醸造家 Joe Tapparo。UCデイヴィス卒業後、ソノマのガロとガイザーピークでイ
ンターンを務めた人物です。2008年にパープル・ワインに加わり、現在に至ります。
彼が最初に手掛けた2013年のシャルドネは、Sonoma County Harvest Fair において Best of Class/Gold に選ばれ、ワイン・
エンスジアストではエディターズ・チョイスにも選ばれています。
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2019

750

白

12

シャルドネ ルシアン・リヴァー・ヴァレー

Chardonnay Russian River Valley

参考小売価格

備考 / POS

（\ 4,730）

￥4,300

0851718000970

100% シャルドネ。75% マロラクティック発酵。75% 樽発酵 ( フレンチ & ハンガリアンオーク 50%NEW)､ ６ヶ月熟成。 アルコール 14.5%
洋ナシ等複雑な果実の香りで ､ リンゴやネクタリンにオークからのトーストやクレームブリュレのニュアンス。ソフトな味覚と美しいバランスのシャルドネ。

ピノ・ノワール ルシアン・リヴァー・ヴァレー

Pinot Noir Russian River Valley

2018

750

赤

12

（\ 5,500）

￥5,000

0851718000987

100% ピノ ･ ノワール。フレンチオーク (20%NEW) で 11 ヶ月熟成。 アルコール 14.5%
鮮やかで深みのあるルビー色で ､ ブルーベリーやラズベリーの果実味にベーキングスパイスとローストしたナッツ。コクがありながら上品で洗練された仕上がり。
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USA / California, Sonoma County
Valley of the Moon （ヴァレー ・ オブ ・ ザ ・ ムーン）
ヴァレー・オブ・ザ・ムーンの歴史は、1863年にソノマ・ヴァレーの北側に
設立されたマドロネ・ヴィンヤード エステートから始まっています。
その後、1941年にヴァレー・オブ・ザ・ムーンとして正式に操業を始めます。
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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2016

750

白

12

シャルドネ ソノマ・コースト

Chardonnay Sonoma Coast

参考小売価格
（\ 4,290）

￥3,900

備考 / POS

S

2019/4,300 円
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 14.0%
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。

カベルネ・ソーヴィニョン ソノマ・カウンティ

Cabernet Sauvignon Sonoma County

2018

750

赤

12

（\ 5,940）

￥5,400

0040267101300

87% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､13% マルベック ､1% プティ ･ ヴェルド。フレンチ & アメリカンオーク (33%NEW) で 18 ヶ月熟成。 アルコール 14.5%
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。

ジンファンデル ソノマ・カウンティ

Zinfandel Sonoma County

2016

750

赤

12

（\ 4,290）

2019/4,300 円

￥3,900

0040267100808

92% ジンファンデル ､6% プティ ･ シラー ､2% バルベラ。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 14.7%
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。

Mad Jack （マッド ・ ジャック）
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事をコンセプトに設立した
日本限定のブランドです。
今回のワインは、ソノマのヒルズバーグにある名門ワイナリーに生産を依頼しています。
「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。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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

フュージョン・ホワイト カリフォルニア

Fusion White California

2018

750

白

12

参考小売価格

備考 / POS

（\ 2,640）

イエローグリーンラベル

￥2,400

0839146006801

45% マスカット ･ ブラン ､43% シャルドネ ､12% シュナン・ブラン。 ステンレスタンクで発酵。 アルコール 12.5%
マスカットからの華やかな香りに白い花のニュアンス。爽やかな果実味に優しい酸味。ジューシーな果実味でほんのりとした甘さを感じる白ワイン。

シャルドネ ソノマ・カウンティ

Chardonnay Sonoma County

2018

750

白

12

（\ 2,640）

ブルーラベル

￥2,400

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 13.5%
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。

カベルネ・ソーヴィニョン カリフォルニア

Cabernet Sauvignon California

2017

750

赤

12

（\ 2,640）

レッドラベル

￥2,400

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 13.2%
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。

ジンファンデル カリフォルニア

Zinfandel California

2017

750

赤

12

（\ 2,640）

オレンジラベル

￥2,400

0839146006863

93% ジンファンデル ､4% プティ ･ シラー ､3% メルロ。ステンレスタンクで発酵 ､ フレンチオークでマイクロオクシジェネーション熟成。 アルコール 13.5%
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。
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USA / California, Lodi
Oak Farm Vineyards （オーク ・ ファーム ・ ヴィンヤーズ）
Oak Farm Vineyardsは、ロダイ北部のマカロミー川沿いに位置する家族経営のエステート・ワイナリー
です。この土地は、元々ウィリアム・デヴリーズが1860年に購入した歴史的な農場。
今も壮大なオークの木が、デヴリーズ一家の墓と共に残っています。
1936年、現在のオーナーであるパネラ家がこの地に移住し、2004年にオーク・ファームを買い取ります。
第3世代農家であるダンは、農業に常に情熱を注ぐと共にロダイの大きな可能性を探求し、2012年に60エーカー
の葡萄畑を整備します。有能な農業専門家チームを率いて、自らのワイン造りの多様なポートフォリオの構築
に向けた土地の果実と厳選した葡萄を育てています。
コンサルティングワインメーカーはフンボルト州立大学卒のチャド・ジョセフ。
2001年にロダイに来た後、職人技のような葡萄栽培とワイン造りでロダイの指導者の一人として頭角を現します。
さらに､2017年にはロダイ出身のシエラ・ゼイターがワイン製造チームに加わります。
ダン､チャド､シエラのトリオは､葡萄とワインが自然にロダイの真の姿を表現するという哲学を
共有しています。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2020

750

白

12

ソーヴィニョン・ブラン ロダイ

Sauvignon Blanc Lodi

参考小売価格

備考 / POS

S

（\ 3,850）

￥3,500

0856065006040

100% ソーヴィニョン・ブラン。ステンレスタンクで発酵。 アルコール 13.5%
グレープフルーツやライムの香りにトロピカルなニュアンス。フレッシュな酸にジューシーなフレーバー。複雑でエレガントなスタイルのソーヴィニョン。

シャルドネ ロダイ

Chardonnay Lodi

2020

750

白

12

（\ 3,850）

￥3,500

0856065006026

100% シャルドネ。ステンレスタンクとオークで発酵 ､ フレンチオーク (20%NEW) で 5 ヶ月熟成。 アルコール 14.0%
熟した洋ナシやバタースコッチ ､ ハーブの複雑な香り。柑橘系果実とオークのクリーミーな味わいでコクと熟成感のあるフルボディ。

アルバリーニョ ロダイ

Albariño Lodi

2020

750

白

12

S

（\ 3,850）

￥3,500

0856065006019

100% アルバリーニョ。ステンレスタンクで発酵。 アルコール 13.5%
青リンゴや柑橘系の香りで ､ アルバリーニョ独特の凝縮感のあるトロピカルな味わい。エレガントさも持ち合わせた上品なスタイルの辛口。

ゲヴェルツトラミール クラークスバーグ

Gewurztraminer Clarksburg

2018

750

白

12

S

（\ 3,960）

￥3,600

0856065006057

100% ゲヴェルツトラミール。ステンレスタンクで発酵。 残糖 3.9% アルコール 11.9%
ライチやハニーサックルのフローラルな香りに白桃のジューシーで爽やかな味わい。華やかなフィニッシュに優しい甘みがエレガントさを纏います。

カベルネ・ソーヴィニョン ロダイ

Cabernet Sauvignon Lodi

2018

750

赤

12

（\ 4,620）

￥4,200

0856065006088

83% カベルネ ･ ソーヴィニョン ､8% プティ ･ ヴェルド ､7% プティ ･ シラー ､2% メルロ。フレンチ & アメリカンオーク (28%NEW) で 20 ヶ月熟成。 アルコール 14.5%
深く濃い色調で ､ ユーカリやブラックティーの豊かな香り。ラズベリーの果実味にダークチョコレートを思わせる力強い味わいのフルボディ。

ジンファンデル ロダイ

Zinfandel Lodi

2017

750

赤

12

（\ 4,620）

SAKURA 2019, GOLD

￥4,200

0856065006064

76% ジンファンデル ､14% プリミティーヴォ ､10% プティ ･ シラー。フレンチ & アメリカンオーク (28%NEW) で 8 ヶ月熟成。 アルコール 15.0%
野生のユーカリやシダーの香り。柔らかで快活な黒系果実とプラムの果実味が ､ 濃厚でリッチな骨格とエレガントなフィニッシュに続きます。

ティエヴォリ レッド・ブレンド ロダイ

Tievoli Red Blend Lodi

2019

750

赤

12

（\ 4,620）

￥4,200

0856065006071

67% ジンファンデル ､15% プティ ･ シラー ､10% バルベラ ､8% プリミティーヴォ。フレンチ & アメリカンオークで 8 ヶ月熟成。 アルコール 14.5%
黒系果実にバニラを伴った複雑で凝縮感ある深い味わい。飲み応えがありながら ､ フルーティかつスムーズな飲み心地も特徴的。逆から読むと " I LOVE IT "！

プティ・ヴェルド エステート・グロウン ロダイ

Petit Verdot Estate Grown Lodi

2017

750

赤

12

（\ 6,600）

￥6,000

0856065006200

100% プティ ･ ヴェルド。ステンレスタンクで発酵 ､ オーク (26% フレンチオーク NEW) で 20 ヶ月熟成。 アルコール 14.5%
深みのあるルビー色で ､ ブラックベリーやココア、バイオレットの豊かな風味とコク。フィニッシュに心地良いスモーキーなニュアンスが残ります。

マルベック エステート・グロウン ロダイ

Malbec Estate Grown Lodi

2018

750

赤

12

（\ 6,600）

WE 93pt,

￥6,000

0856065006101

98% マルベック ､2% プティ ･ シラー。ステンレスタンクで発酵 ､ フレンチオークとアメリカンオーク (23%NEW) で熟成。 アルコール 14.5%
濃いルビーレッドで ､ プラムやラズベリー ･ タルトの甘い香り。鮮やかでフルーティなミディアムフルボディ。滑らかで生き生きとしたフィニッシュが特徴的です。
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USA / California, Santa Barbara
Fess Parker Winery & Vineyard （フェス ・ パーカー）
元ハリウッド・スターの“フェス・パーカー”によって、1989年に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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

シャルドネ サンタ・バーバラ・カウンティ

Chardonnay Santa Barbara County

2020

750

白

12

参考小売価格

備考 / POS

S

（\ 3,740）

￥3,400

0718038555729

100% シャルドネ。フレンチ & ハンガリアンオーク (28%NEW) で発酵 ､7 ヶ月熟成。 アルコール 13.9%
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。

シラー サンタ・バーバラ・カウンティ

Syrah Santa Barbara County

2017

750

赤

12

（\ 5,280）

￥4,800

0718038555774

100% シラー。フレンチ & アメリカンオークで 17 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。

ピノ・ノワール サンタ・リタ・ヒルズ

Pinot Noir Santa Rita Hills

2017

750

赤

12

（\ 5,830）

WE 90pt,

￥5,300

0718038555736

100% ピノ ･ ノワール (33% サンフォード & ベネディクト )｡ フレンチオーク (32%NEW) で 9 ヶ月熟成。 アルコール 14.1%
ブラックチェリーやレッドプラム ､ ワイルドストロベリーのフレーバーで ､ シナモンやクローブ ､ ナツメグのスパイス。上品で華やかなミディアムボディのピノ。

ピノ・ノワール ポマール・クローン サンタ・リタ・ヒルズ

Pinot Noir Pommard Clone Santa Rita Hills

2016

750

赤

6

（\ 9,460）

WA 93pt, WS 92pt,

￥8,600

0718038556511

100% ピノ ･ ノワール (100% Ashley's Vineyard )｡ フレンチオーク (37%NEW) で 17 ヶ月熟成。 アルコール 14.3%
ブラックチェリーやベーキングスパイスに僅かなスモーク。チェリーやクランベリー ､ バニラの風味 ｡ 濃厚でジューシーなミディアムフルボディ。

USA / California, Paso Robles
Rabbit Ridge Winery （ラビット ・ リッジ）
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

ジンファンデル パソ・ロブレス

Zinfandel Paso Robles

2019

750

赤

12

参考小売価格

備考 / POS

（\ 3,960）

￥3,600

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 ～ 18 ヶ月熟成。 アルコール 15.0%
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。
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South Africa / Western Cape, Walker Bay
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”によって設立されました。
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・アン・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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2020

750

白

6

シャルドネ ウォーカー・ベイ ヘメル・アン・アード・ヴァレー

Chardonnay Hemel-en-Aarde Valley

参考小売価格

備考 / POS

（\ 6,600）

TA 95pt, WA 92+pt,

￥6,000

602525000255

1979 年に初植樹された 18 の個別の畑からのシャルドネ。95% バレル ､5% フードルで発酵。フレンチオーク (24%NEW) で 9 ヶ月熟成。 アルコール 12.9%
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。 【Vegan Friendly】

ピノ・ノワール ウォーカー・ベイ ヘメル・アン・アード・ヴァレー

Pinot Noir Hemel-en-Aarde Valley

2020

750

赤

6

（\ 7,920）

TimAtkin 96pt,

￥7,200

6002525000262

100% マロラクティック発酵。フレンチオーク (25%NEW) で 10 ヶ月熟成。 アルコール 12.8%
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。 【Vegan Friendly】
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South Africa / Western Cape, Walker Bay
Southern Right （サザン ・ ライト）
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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

ソーヴィニョン・ブラン ウォーカー・ベイ

Sauvignon Blanc Walker Bay

2020

750

6

白

参考小売価格

備考 / POS

（\ 3,630）

TimAtkin 92pt,

￥3,300

6002525000200

100% ソーヴィニョン ･ ブラン。8% ニュートラルバレル ､92% ステンレスタンクで発酵 ､ シュールリー。 アルコール 13.3% 【Vegan Friendly】
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。

ピノタージュ ウォーカー・ベイ

Pinotage Walker Bay

2020

750

6

赤

（\ 4,950）

TimAtkin 93pt,

￥4,500

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 (56% 228L､44% 400L) で 9 ヶ月熟成。 アルコール 13.1% 【Vegan Friendly】
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。

Ashbourne （アシュボーン）
アシュボーンは、「ハミルトン・ラッセル」の当主 “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ョン・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。
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。
ワイン名の「アシュボーン」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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2019

750

白

6

アシュボーン ソーヴィニョン・ブラン/シャルドネ ウォーカー・ベイ

Ashbourne Sauvignon Blanc / Chardonnay Walker Bay

参考小売価格
（\ 2,970）

￥2,700

備考 / POS

S

6002525000309

86% ソーヴィニョン ･ ブラン ､14% シャルドネ。ステンレスタンクで発酵。 アルコール 13.6% 【Vegan Friendly】
白桃やグーズベリーの華やかな香りで ､ 柑橘類の皮やメロンのニュアンス。爽やかな味わいに独特のコクを持ち合わせた美しいスタイルの白ワイン。

アシュボーン ピノタージュ/サンソー スワートランド

Ashbourne Pinotage / Cinsault Swartland

2019

750

赤

6

（\ 3,850）

TimAtkin 92pt,

￥3,500

6002525000323

84% ピノタージュ ､16% サンソー。ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。 アルコール 12.6% 【Vegan Friendly】
オークを使用しないアンウッデッド ･ スタイルの低アルコール赤。ピノタージュのリッチで深い味わいとサンソーのブライトで軽やかな味わいの見事なバランス。

アシュボーン サンドストーン ヘメル・アン・アード・ヴァレー

Ashbourne Sandstone Hemel-en-Aarde Valley

2020

750

白

6

（\ 3,850）

限定品

￥3,500

6002525000248

51% ソーヴィニョン ･ ブラン ､24% シャルドネ ､25% セミヨン。CH は卵型セラミック ､SEM はバレル ､SB はアンフォラで発酵。5 ヶ月熟成。 アルコール 13.0%
長熟かつ低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。 283 ｹｰｽ生産 【Vegan Friendly】

アシュボーン ピノタージュ ヘメル・アン・アード・ヴァレー

Ashbourne Pinotage Hemel-en-Aarde Valley

2018

750

赤

6

（\ 10,780）

新ヴィンテージ入荷待ち

￥9,800

TA 95pt, 限定品

100% ピノタージュ。400 ℓフレンチオーク (40%NEW) で 10 ヶ月 ､2000 ℓフードルで 7 ヶ月熟成。 アルコール 13.5% 224 ケース生産 【Vegan Friendly】
最高峰のピノタージュを目指して造られた希少なワイン。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。
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South Africa / Western Cape, Cape Town
Dorrance Wines （ドーランス）
ドーランスは、2014年に"クリストフ・デュラン"と妻の"サブリナ"によって南アフリカ
初の都市型ワイナリーとして、ケープ・タウン中心にある最も象徴的な建物の1つ
であるヘリテージ・スクエアにオープンさせたブティック・ワイナリー。
フランスのカルヴァドスで生まれ育ったクリストフは、1995年に
ケープ・タウンに移住しフレンチオーク樽のサプライヤーとして
その地位を確立します。 その後次第にワイン造りに携わリ、
コンスタンシア・ヴァレーのスティーンバーグでワイン造りをスタート。
2000年にシラー、2004年にシャルドネ、2011年には名声を得
ているシュナン・ブランをリリースさせます。
そして、2014年に様々なポートフォリオを備えた自らのワイナリー
を開花させたのです。
ワイン毎にテロワールの優雅さを反映させるために、シュナン・
ブランはパーデバーグから、シラーはスワートランドとエルギン、
シャルドネはフランシュックとエルギンにある厳選した畑からの
葡萄を使用しています。
現在は、ワイナリー内にビストロ&ワインバー "BOUCHON" も
オープンさせ、ワイン・ビジネスを更に拡大しています。
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2020

750

白

6

ドーランス ブラン

Dorrance Blanc

参考小売価格
（\ 3,190）

￥2,900

備考 / POS

S

6009900168135

100% シュナン・ブラン（スワートランド各地の畑）
。ステンレスタンクで発酵 ､4 ヶ月シュールリー。 アルコール 12.5%
美しい麦わら色で ､ 熟した梨や白桃にジャスミンのニュアンス。軟らかな口当たりで ､ フレッシュで鮮やかな酸味が特徴的なエレガントな白ワイン。

ドーランス ルージュ

Dorrance Rouge

2020

750

赤

6

（\ 3,190）

￥2,900

S

6009900168111

100% サンソー（スワートランド各地の畑）
。開放タンクで発酵 ､75% フレンチオーク ､25% ステンレスタンクで熟成。 アルコール 13.5%
魅惑的な赤紫色で ､ スミレや赤系果実の香りにスパイス。きめ細やかで優しいタンニンのミディアムフル ･ ボディ。フレッシュで飲みやすいスタイルの赤ワイン。

カーマ シュナン・ブラン

Kama Chenin Blanc

2020

750

白

6

（\ 5,500）

￥5,000

6009900043982

100% シュナン・ブラン（パーデバーグ / 樹齢 42 年）
。卵型コンクリートタンクで発酵 ､ シュールリー。 アルコール 14.0%
焼きりんごや蜂蜜の風味で丸みのある柔らかな口当たり。柑橘系の光沢のある酸が少しのスパイスと共にアクセント。濃厚で優雅なスタイルのシュナン。

シャルドネ キュヴェ アナイス

Chardonnay Cuveé Anaïs

2019

750

白

6

（\ 5,500）

￥5,000

6009900043999

100% シャルドネ（フランシュック & エルギン）
。2/3 フレンチオーク ､1/3 卵型コンクリートタンクで熟成。 アルコール 13.0%
繊細なライムの美しい果実風味で ､ 甘いブリオッシュのニュアンス。樽からのトーストとしっとりとした長い余韻が特徴的。アナイスは次女の名前から。

シラー キュヴェ アミーナ

Syrah Cuveé Ameena

2019

750

白

6

（\ 5,830）

￥5,300

6009900043951

100% シラー（主にエルギン）
。開放タンクで自然発酵、フレンチオーク (20%NEW) で 24 ヶ月熟成。アンフィルター。 アルコール 14.0%
ダークフルーツにホワイトペッパーの香り。細やかでシルキーな質感とタンニンで、程よい深みを持つ優雅で美しいシラー。アミーナは長女の名前。

New Zealand / Marlborough
The Jumper （ザ ・ ジャンパー）
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。
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2021

750

白

12

ソーヴィニョン・ブラン マルボロー

Sauvignon Blanc Marlborough

参考小売価格
（\ 2,200）

￥2,000

備考 / POS

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。 アルコール 12.5%
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。
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New Zealand / Marlborough
Hunter's Wines （ハンターズ）
「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

2016

750

泡･白

6

スパークリング ミルミル リザーヴ

Sparkling Miru Miru Reserve

参考小売価格

備考 / POS

（\ 3,960）

￥3,600

9416314011501

49% ピノ・ノワール ､36% シャルドネ ､15% ピノ ･ ムニエ。マロラクティック発酵 ､ 瓶内 2 次発酵。瓶熟期間 36 ヶ月以上。 アルコール 12.0%
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。

スパークリング ミルミル ロゼ

Sparkling Miru Miru Rosé

NV

750

泡 ･ ロゼ

6

（\ 3,960）

￥3,600

9416314000383

55% ピノ・ノワール ､42% シャルドネ ､3% ピノ ･ ムニエ。瓶内 2 次発酵 ､ 瓶熟期間 36 ヶ月以上。 ALC.12.5%
ミルミルにロゼが登場。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。

ソーヴィニョン・ブラン マルボロー

Sauvignon Blanc Marlborough

2019

750

白

12

（\ 3,300）

￥3,000

S

9416314006095

100% マルボロー , ワイラウ ･ ヴァレー産ソーヴィニョン ･ ブラン。ステンレスタンク ( 少量フレンチオーク大樽 ) で発酵 ､ シュールリー。 アルコール 13.0% 【Vegan Certiffied】
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看板商品。

シャルドネ マルボロー

Chardonnay Marlborough

2019

750

白

12

（\ 3,630）

￥3,300

S

9416314006095

100% マルボロー産のシャルドネ。フレンチオークで自生酵母により発酵 ､80% マロラクティック発酵。10 ヶ月熟成。 アルコール 13.5% 【Vegan Certiffied】
柑橘系果実の香りに熟した梨とオークのニュアンス。複雑でジューシーな果実味をバニラとトーストが包みます。しっかりとしたボディと爽やかな酸が特徴的。

ピノ・ノワール マルボロー

Pinot Noir Marlborough

2019

750

赤

12

（\ 3,960）

￥3,600

S

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 ､ フレンチオーク (25%NEW) で 10 ヶ月熟成。 ALC.13.5% 【Vegan Certiffied】
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。

Australia / South Australia, Eden Valley
Eden Valley Wines （イーデン ・ ヴァレー ワインズ）
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「アーヴァイン・ワインズ」
の”ジェームス＆ジョアン・アーヴァイン”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
商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

2005

750

白

12

￥4,000

2004

750

赤

12

￥6,800

ザ・セイヴィアーズ イーデン・ヴァレー リースリング

The Saviours Eden Valley Riesling
ザ・セイヴィアーズ イーデン・ヴァレー シラーズ

The Saviours Eden Valley Shiraz
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参考小売価格

備考 / POS

（\ 4,400）

S

（\ 7,480）

S

Australia / South Australia, Barossa Valley
Maverick Wines （マーヴェリック）
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、葡萄畑自体は
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です。
ジェームス・ハリデー氏から創業以来続けて5ッ星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。

商品名

年代

容量 (ml)

種類

入数

参考小売価格

備考 / POS

< BREECHENS SERIES >
ブリーチェンズ シャルドネ-セミヨン

Breechens Chardonnay-Sémillon

2013

750

白

12

S

（\ 2,640）

￥2,400

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。

ブリーチェンズ シラーズ

Breechens Shiraz

2017

750

赤

12

S

（\ 2,640）

￥2,400

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。

< TWINS SERIES >
ツインズ バロッサ・ヴァレー セミヨン

Twins Barossa Valley Semillon

2018

750

白

12

S

（\ 3,520）

￥3,200

9338703000838

97.67% セミヨン ､1.74% シャルドネ ､0.59% ゲヴェルツトラミネール。ステンレスタンクで発酵 ､ 熟成。 アルコール 13.0%
白桃やレモンカードの香りで ､ 甘い白桃やトロピカルフルーツのフレッシュな果実味。瑞々しく活き活きとした印象の美麗な白ワイン。

ツインズ イーデン・ヴァレー シャルドネ

Twins Eden Valley Chardonnay

2013

750

白

12

S

（\ 4,070）

￥3,700

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。

ツインズ バロッサ・ヴァレー カベルネ・ブレンド

Twins Barossa Valley Cabernet Blend

2014

750

赤

12

（\ 4,290）

￥3,900

S JH 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。

ツインズ バレル・セレクト グルナッシュ・シラーズ・ムールヴェドル

Twins Barrel Select GSM

2018

750

赤

12

S

（\ 4,290）

￥3,900

9338703000791

63% グルナッシュ ､20% シラーズ ､17% ムールヴェドル。 フレンチオークで熟成。 アルコール 13.8%
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。

ツインズ バレル・セレクト シラーズ

Twins Barrel Select Shiraz

2017

750

赤

12

（\ 4,290）

￥3,900

S JH 91pt,
9338703000814

100% シラーズ。フレンチオークで熟成。 アルコール 14.1%
熟したプラムや黒系果実にオークからのトースト。熟したプラムやベリーの複雑な果実味の ､ フルボディかつエレガントなシラーズ。
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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

（\ 4,400）

S JH 92pt,
9338703000005

< SINGLE VINEYARD SERIES >
トライアル・ヒル イーデン・ヴァレー リースリング

Trial Hill Eden Valley Riesling

2013

750

白

12

￥4,000

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。

トライアル・ヒル イーデン・ヴァレー シャルドネ

Trial Hill Eden Valley Chardonnay

2017

750

白

12

S

（\ 6,820）

￥6,200

9338703000227

100% イーデン ･ ヴァレーのピュージーヴェイル ･ ヴィンヤードからのシャルドネ。フレンチオークの古樽で発酵 ､ 熟成。 アルコール 12.2%
輝きのある深めの麦わら色で ､ リンゴや洋ナシの凝縮感のある香りと味わい。深さと繊細さも持ち合わせ ､ 良質なミネラルに支えられた洗練されたスタイル。

トライアル・ヒル イーデン・ヴァレー シラーズ

Trial Hill Eden Valley Shiraz

2013

750

6

赤

（\ 11,000）

JH 92pt,

￥10,000

9338703000227

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 15.5% 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。

グリーノック・ライズ バロッサ・ヴァレー シラーズ

Greenock Rise Barossa Valley Shiraz

2012

750

6

赤

（\ 8,580）

￥7,800

JH 95pt,
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 , THE MAVERICK >
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

Billich The Red SGM

2013

750

赤

6

（\ 7,590）

￥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。

ザ・マーヴェリック シラーズ

The Maverick Shiraz

2009

750

赤

6

（\ 33,000）

限定品 JH 94pt,

￥30,000

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。

Australia / Victoria, Yarra Valley
Yeringberg （イェリングバーグ）
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

2005

750

白

12

￥6,300

2004

750

赤

12

￥8,900

シャルドネ ヤラ・ヴァレー

Chardonnay Yalla Valley
カベルネ・ブレンド ヤラ・ヴァレー

Cabernet Blend Yalla Valley
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参考小売価格
（\ 6,930）
（\ 9,790）

備考 / POS

Norway / Natural Water
VOSS Water （ヴォス ウォーター）

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＞

NA : 4.0, CA : 4.0,
MG : < 1.0, CL : 6.0,
F : 0.1, SO4 : < 5,
PH : 5.5-7, TDS : 44,

商品名

容量 (ml)

入数

800

12

￥900

375

24

￥500

800

12

￥900

375

24

￥500

ヴォス ウォーター スティル

Voss Water Still
ヴォス ウォーター スティル

Voss Water Still
ヴォス ウォーター スパークリング

Voss Water Sparkling
ヴォス ウォーター スパークリング

Voss Water Sparkling

参考小売価格

備考 / POS

（\ 972）

ガスなし
682430611744

（\ 540）

（\ 972）
（\ 540）

※ 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。
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ガスなし
682430611737
ガス入り
682430611768
ガス入り
682430611751

【 受注・出荷についてのご案内 】
■ 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
※
※
※
※

掲載価格は税抜の本体価格、( ) 内が税込価格です。
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）。

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
お取引様やワイナリーとの長年に渡る関係による緊密なサポートのおかげで、この 2 年間の厳しい環境を乗り切ることができました。
現在のポートフォリオは、かつてないほど包括的でエキサイティングなものとなっています。

私達は長年に渡り世界の主要なワイン生産国にある家族経営の最高のブドウ園と密接に協力してきました。それぞれの地域で最高の
テロワールを所有し、サスティナブル／オーガニック／バイオダイナミクスによる栽培を実践し、控えめなエレガンスと複雑さ、
ストラクチャー、そして比類のない飲みやすさを兼ね備えた成果の賜物を、こだわり
のあるワイン愛好家の皆様にお届けしたいという思いを持っています。
2021 年 3 月、偉大なワイン愛好家の一人であり約 30 年前に私ロナルド・ブラウンと
共にラ・ラングドシェンの共同設立者であったスティーブン・スパリエ氏の逝去の報に
接し、深い悲しみでいっぱいです。
しかし、彼の精神と遺産はこれからも生き続けるでしょうし、彼がラ・ラングドシェン
にもたらした情熱と献身は、これからも私達にインスピレーションを与え続けると
信じています。

昨今の困難な状況から世界が着実に脱却していく中で、ワイン業界の皆様の継続的な
ご支援のもと、当社は常に重要で進化し続ける日本のワイン市場において最高でユニー
クなプレミアムワインの輸入販売会社としての役割を果たしていくことを確信致して
おります。
今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。

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
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