
1.Schauer シャウアー

ワ　イ　ン　名 VIN 呼称 種類 品種 参考小売

35628 Schauerstoff シュトッフ 21
Südsteiermark

ズュートシュタイヤー
マルクDAC

白
ヴェルシュリースリング50%
ゲルバー・ムスカテラー30%
ソーヴィニヨンブラン20%

¥2,600

35629
Weissburgunder Sand und Schiefer
ヴァイスブルグンダー  ザントウントシーファー

21
Südsteiermark

ズュートシュタイヤー
マルクDAC

白
ヴァイスブルグンダー

100％ ¥2,800

35633
Morillon Schiefergestein
モリヨン シーファーゲシュタイン

21
Südsteiermark

ズュートシュタイヤー
マルクDAC

白
モリヨン

（シャルドネ）
100％

¥4,000

35632
Sauvignon Blanc Ried Gaisriegl
ソーヴィニヨンブラン リード ガイシュリーク

19
Südsteiermark

ズュートシュタイヤー
マルクDAC

白
ソーヴィニヨン
ブラン100％ ¥5,500

2.Sebastien Riffault＆JUNKO セバスチャン・リフォー＆順子

ワ　イ　ン　名 VIN 呼称 種類 品種 参考小売

43109
Sancerre Vinifie par Junko Arai
サンセール ヴィニフィエ パー ジュンコ・アライ

16
Sancerre
サンセール

白
ソーヴィニヨン
ブラン100％ ¥5,000

43754
Sancerre Vinifie par Junko Arai
サンセール ヴィニフィエ パー ジュンコ・アライ

17
Sancerre
サンセール

白
ソーヴィニヨン
ブラン100％ ¥5,000
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新井順子がセバスチャン・リフォーのブドウで仕込んだコラボキュヴェです。粘土石灰土壌のソーヴィニヨンブランをプレスしステンレスタンク
でデブルバージュ、新樽で発酵・熟成しサンスフルで仕上げました。粘性のある黄金色、金柑のコンポートやりんごジャム、ビワ、カリンの
香り、樽の風味も感じられしっかりコク旨で、熟した果実味のボリュームは徐々に拡がり、後半には複雑味が増し骨格の良さが印象的
です。

ロワールの『セバスチャン・リフォー＆順子』はセバスチャンのSBを順子chanが仕込んだサンセール★
16VTGと17VTGの違いを飲み比べて、個性☆じっくりお楽しみください♪

新井順子がセバスチャン・リフォーのブドウで仕込んだコラボキュヴェです。粘土石灰土壌のソーヴィニヨンブランをプレスしステンレスタンク
でデブルバージュ、新樽で発酵・熟成しサンスフルで仕上げました。輝きのある黄金色、金木犀やトロピカルフルーツ、カリン、シェリーの
香り、ほのかな苦みのアタック、複雑味が増すしっかりとした果実味、酸化熟成の風味も感じられるほろ苦いアフターです。

日本登場も3VTG目となりました!!コスパ抜群のオーストリア『シャウアー』、アロマティックで華やかな白達 人気をしっか
り確立されております。どうぞお早めに！

オーストリア南部シュタイヤーマルク地域、標高500ｍのスレート土壌で育つソーヴィニヨンブランを除梗後ステンレスタンクで醸しプレス、
500Lの古樽で23ヶ月発酵・熟成しました。グリーンイエロー色、ライムや柚子、セルフィーユ、フローラルな香り、綺麗なアタックにエキス
が溢れる上品な味わい、バランスのとれたテイストがアフターまで続きます。

キツェックザウザル村の現在オーガニック認証取得中の数区画で育つモリヨンを除梗しステンレスタンクで4時間醸し後プレスし、500Lの
古樽で11ヶ月発酵・熟成しました。グリーンイエロー色、カボスや瀬戸内レモン、わずかに樽香を感じます。エキス感に包まれたアタック、
じわりと拡がる旨みにレモンピールのような心地よいほろ苦さが特徴です。

アルプス山脈の影響を受けるオーストリア南部で育つブドウ3種で造ることから「一つのグラスにシュタイヤーマルク州」という意味のキュ
ヴェ名を冠しました。除梗して8時間醸しプレス後、ステンレスタンクで11ヶ月発酵・熟成しました。ライトグリーン色、すりおろしリンゴや
パイナップル、ライムの香り、青りんごの爽快なアタックにジューシーで喉越しの良い味わいです。

現在オーガニック認証取得中のシスト土壌と砂質土壌の2区画で育ったヴァイスブルグンダーを9月中旬に収穫後、除梗しステンレスタ
ンクで4時間醸しプレス、フードルで11ヶ月発酵・熟成しました。ライトグリーン色、柚子やライム、お花、マッシュルーム香、プチプチしたフ
レッシュなアタックに爽やかな柚子の香りが拡がり、余韻は短めでスッキリ終わります。
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3.L'épicurieux レピキュリユー

ワ　イ　ン　名 VIN 呼称 種類 品種 参考小売

43954
Beaujolais-Lantignié Gamayléon
ボージョレ・ランティニエ ガメレオン

19
Beaujolais-Lantignié
ボージョレ・
ランティニエ

赤 ガメイ100％ ¥3,600

43955 Régnié Chacha レニエ シャシャ 19
Régnié
レニエ

赤 ガメイ100％ ¥3,900

43956 Chacha シャシャ 20
VdF

ヴァン・ド・フランス
赤 ガメイ100％ ¥3,900

43959 Morgon Hey Joe モルゴン ヘイジョー 20
Morgon
モルゴン

赤 ガメイ100％ ¥4,500

43957 Morgon Zélébrité モルゴン ゼレブリテ 19
Morgon
モルゴン

赤 ガメイ100％ ¥4,500

43958 Morgon Zélébrité モルゴン ゼレブリテ 20
Morgon
モルゴン

赤 ガメイ100％ ¥4,500

4.Olivier Riviere オリヴィエ・リヴィエール

ワ　イ　ン　名 VIN 呼称 種類 品種 参考小売

43511 Trotamundos Granit トロタムンドス グラニット 17
Vino de Mesa

ヴィノ・デ・メサ
赤

マンドン40％
トウリガフランカ30％
ブルニャル30％

¥4,500

リオハの『オリヴィエ・リヴィエール』は珍しい3品種で造った赤が再入荷♪以前より増した熟成感の深まりを味わって頂け
ることと思います～！

トロタムンドスは「世界を旅する人」の意で、グラニットは花崗岩を指します。3品種を50%除梗しピジャージュやルモンタージュをしなが
らステンレスタンクで発酵、600Lの木樽で24ヶ月熟成しました。ブラックガーネット色、カシスジャムやカカオ、チェリーの香り、骨太のア
タックにしっかりとした味わい、エキスの拡がりが素晴らしく、奥行きがあり長めの余韻が印象的です。

ボージョレ『レピキュリユー』はガメイ祭♪♪サンスフルのキュヴェもいくつかあり、ヴァン・メトード・ナチュールの認証
も取得！ナチュラル星人がまた1人…★

2014年から無農薬栽培に移行したモルゴンのピンクがかった花崗岩土壌で育つ樹齢70年のガメイを収穫後、木製解放桶で醸しデ
キュヴェしプレス、別タンクで発酵後、木樽で熟成しました。紫ガーネット色、ブラックチェリーやプルーン、アタックに摘みたてベリーの酸味
と拡がるエキスとじわじわ溢れる旨味、後半に拡がりのあるタンニンと中程度の余韻を感じます。

2014年から無農薬栽培に移行したモルゴンのピンクがかった花崗岩土壌で育つ樹齢70年のガメイを収穫後、木製解放桶で醸しデ
キュヴェしプレス、別のタンクで発酵後、木樽で熟成しました。レンガ色のガーネット、フランボワーズジャムやプルーンの香りを感じます。
旨味のある果実味が拡がり心地の良いタンニン、奥行きのある上質な味わいです。

ピンク花崗岩土壌で育つガメイをスミマセラシオンカルボニック後プレス、フリーランジュースとアッサンブラージュしセメントタンクで発酵、5
年落ちの樫樽で熟成しました。紫ガーネットの外観、フランボワーズやザクロの香り、アタックは滑らかなテクスチャーで甘やかに拡がり、果
実味に溶け込む丸みあるタンニンはやわらかく、心地よいアフターが長く続きます。

セバスチャンがボージョレで義父のワイン造りを手伝いながら16年に立ち上げたドメーヌでランティニエ村の同区画は青い石がゴロゴロし
ていることからカメレオンと掛けたキュヴェ名です。開放桶で醸し後デキュヴェしプレス、別のタンクで発酵後、木樽で熟成しました。朱色
の入った淡いガーネット色、プルーンやカシスの香り、塩味と心地の良いタンニンが溶け込んだ綺麗な味わいです。

月のリズムが必要だとビオディナミを取り入れ始めたセバスチャンがレニエ村の標高250mの馬耕した畑で育つガメイを収穫後、木製の
開放桶で醸しデキュヴェしプレス、別のタンクで発酵後、木樽で熟成しました。紫ガーネット色、プラムやフランボワーズ、梅、チェリーの香
り、穏やかなアタックから、じわじわと拡がる酸味やほろ苦さ、高めの酸が溶け込んだ心地の良い余韻が続きます。

綺麗なワインを造るためには月のリズムが必要となりビオディナミを取り入れ始めたセバスチャンがレニエ村の標高250mの馬耕した畑で
育つガメイを収穫後、木製の開放桶で醸しデキュヴェしプレス、別タンクで発酵後、木樽で熟成しました。濃いガーネット色、プラムやス
モモの香り、摘みたてベリーの酸味やほろ苦さのアタック、山椒のニュアンスや高めの酸味を感じます。
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5.Nautile ノティール

ワ　イ　ン　名 VIN 呼称 種類 品種 参考小売

43041 L'étoile de Séris レトワール ド セリ 18
IGP Côte Vermeille
コート・ヴェルメイユ

赤
ムールヴェードル

100％ ¥3,600

43589 L'étoile de Séris レトワール ド セリ 20
IGP Côte Vermeille
コート・ヴェルメイユ

赤
ムールヴェードル

100％ ¥3,800

43043 L'odyssée ロディセ 18
IGP Côte Vermeille
コート・ヴェルメイユ

赤 シラー100% ¥3,600

43918 L'odyssée ロディセ 21
IGP Côte Vermeille
コート・ヴェルメイユ

赤 シラー100% ¥3,800

43327 L'essaim レサム 19
IGP Côte Vermeille
コート・ヴェルメイユ

赤
甘口

グルナッシュ70%
グルナッシュグリ20％
グルナッシュブラン10％

¥5,000

6. Dom Le Sang des Cailloux ドメーヌ・ル・サン・デ・カイユ

ワ　イ　ン　名 VIN 呼称 種類 品種 参考小売

35674 Doucinello ドゥシネッロ 20
Vacqueyras
ヴァケラス

赤
グルナッシュ、シラー、ムールヴェー

ドル
サンソー、カリニャン

¥4,800

ルーションの9caveメンバー『ノティール』、ファビアン自筆の鉛筆画のエチケットはインパクト大なんですヨ!!
南仏のエレガンスなエキス系赤達 入荷本数少な目なキュヴェもございます～

Le S risは区画名で北向きで冬は太陽が一切当たらないためセリの星というキュヴェ名を冠しました。ムールヴェードルを9月15日に
収穫し醸し後プレスし、ステンレスタンクで発酵し木樽で熟成しました。黒いガーネット色、しっかりとした粘性、カシスジャムやイチジク、
土壌由来の香り、口中に拡がるタンニンに骨太なボディ、熟成感を楽しめる長いアフターです。

ヴァケラスの『ル・サン・デ・カイユ』は3人の娘さんの名前をキュヴェ名にしているシリーズの新VTGをご紹介！
ついに3人目の娘さんのキュヴェ名ドゥシネッロ、しっとり上質な仕上がりをお楽しみ下さいませ。

20年は暑くて乾燥した年でした。毎年3人の娘の名前を代わる代わる付けているキュヴェでグルナッシュを主体に5品種を除梗し醸し
後プレス、セメントタンクでルモンタージュを施しながら発酵し、フードルで熟成しました。ブラックガーネットの外観、ラズベリーやフランボ
ワーズの香り、ジューシーで果実味豊か、上品でしっとりしなやかな味わいです。

スレート土壌で育つシラーを8月上旬に収穫後、除梗し20日間間醸しプレス、ステンレスタンクで発酵後、木樽で熟成し瓶詰めしまし
た。黒色のしっかりとした濃い紫ガーネット色、プルーンやカシスジャム、火打石や湿った土、還元由来のアロマを感じます。完熟の果実
味が甘く、たっぷりのエキスとフレッシュなタンニン、バランスのよい味わいが心地良く、温暖な気候を連想する味わいです。

バニュルス・地中海沿岸近くのスレート土壌に植わるムールヴェードルを醸し後プレス、ステンレスタンクで発酵、木樽で熟成しSO2無
添加で瓶詰めしました。黒い色調の強い濃いガーネット色の外観、プルーンやカシス、黒胡椒やスパイスの香りがしっかりと拡がり、アタッ
クには渋みが感じられボリュームとコクもあり、アフターにはタンニンと酸味もしっかり残ります。

キュヴェ名は長編叙事詩のオデュッセイアから発想を得ました。スレート土壌で育つシラーを8月末に収穫しプレス、ステンレスタンクで発
酵し木樽で熟成後、瓶詰めしました。透明感のある朱色の入ったガーネット、プルーンやフランボワーズ、木材、トースト香、甘みたっぷ
りの果実味とタンニンや酸、熟成により上手く溶け込み奥行きのある味わいとたっぷりの果実味が印象的です。

9カーヴのメンバーのファビアン、レサムとは群れと言う意味で蜜蜂と糖を表しています。3品種をステンレスタンクで醸し・発酵、アルコール
を添加し発酵を止めプレス、木樽で熟成しました。淡いブラックガーネット色、甘く熟した香りでカシスやヒノキのアロマ、ジャムのような甘
さのアタック、熟したベリー系の甘さと口中じわじわと味わいが拡がりアフターも長いです。


