Christian Binner

アルザス地方
クリスチャン ・ ビネール

アルザスで250年続く名門 ビオディナミが奏でるキュヴェの数々
アルザス地方のコルマールよりすぐ北のAmmerschwihrという村に位置するDomaine
Binnerは1770年からワイン造りを行っている、非常に名門の家族です。
醸造に関しては農業本来の姿をモットーとして、無農薬を徹底し、SO2もほとんど使用し
ておりません。今でこそ無農薬のスタイルが見直されておりますが、お父様の時代には化学
肥料がもてはやされた頃でした。その時代にもかたくなに一貫して無農薬の農業を続けま
した。まわりの人に変わっていると散々言われましたが、このスタイルを一貫して守り続けた
造り主です。収穫も手で行っている為、家族だけで手入れが出来る11haの畑を大切に
守っております。アルザスでは決して大きな造り主ではありませんが、先祖代々から大切に
受け継がれた財産は、カーブの中１つとってもうかがえます。
まず古いヴィンテージのワインが数多くストックとして残っており、アイテムが多い為に各ス
トック場所がCaveの地図で管理されているのです。歩いていると偶然1955年のリースリング
を発見、珍しいヴィンテージなので、譲ってくれないかと申し出たら瓶を見せてくれて、「目減
りがすごいので譲りたいが残念ながら出来ない」と、品質に関する徹底した姿勢が伺えまし
た（実際は大丈夫な程度なものですが…）。
Binner家のワインの味わいはウルトラ自然、一度飲んだら誰でも忘れることが出来ない
程、印象的な香りと厚みとエレガンスを備えたスーパーワイン。看板商品です。アルザスリー
スリングと言えば、ビネールと言われる程、最近ではお陰様にも認知度もあがって参りまし
た。こういうワインを扱わさせて頂く事に誇りを感じます。（新井順子）

【43795】
Katzʼen Bulles Riesling カッツ アン ブル

リースリング19 【43076】
Cremant dʼAlsace クレマン ダルザス 16

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

呼称

Crémant d'Alsace クレマン・ダルザス

参考小売

￥4,800

参考小売

￥3,500

規格/タイプ 750ml×12 ／白泡・辛口

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール ヴァン・メソッド・ナチュール

栽培／認証

テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

花崗岩

200m・南西

0.6ha・50hl/ha

リースリング100%
（手摘み／平均55年）
品種
（収穫/樹齢）（ル シャン デ アルエットで使用するカッツェンタールのブドウ（貴腐ブドウを含む））

テロワール

無添加 トータル：12mg/L未満

特徴

面積・収量
0.5ha・60hl/ha

醸造 酵母 自生酵母
発酵 水平式と垂直式圧搾機でプレス／セメントタンクで11ヶ月発酵・熟成
・
熟成 オーセロワ2017のジュースを添加しティラージュ
瓶内二次発酵・瓶内熟成
無濾過・無清澄／ノンドザージュ／デゴルジュマン：2020年8月28日
SO2
ガス圧

無添加 トータル：18mg/L
6.0気圧

アルコール度 12%

「ルシャンデアルエット」
で使用するカッツェンタールの花崗岩で育 特徴
つリースリングで造ったペットナットです。
貴腐ブドウを含むリース
リングを11 ヶ月間発酵・熟成、糖がわずかに残った状態で瓶詰め、
ノンデゴルジュマン仕上げです。
濁る黄金色にわずかな泡、
マンダ
リンオレンジを絞った時のジューシーな香り、
泡のプチプチ感は口
中に拡がり黄桃の香りと旨味が溶け込み、
長い余韻へと続きます。

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください（基本的に15度以下の保存をお願いします）

標高・向き

品種（収穫/樹齢） リースリング65％ ピノグリ35％（手摘み／平均30年）

発酵 フードルで11 ヶ月間発酵・熟成後、
・
熟成 糖がわずかに残った状態で瓶詰め
ノンデゴルジュマン
無濾過・無清澄
SO2

土壌

レス 石灰岩 泥土 300m・南西

醸造 酵母 自生酵母

アルコール度 13.5%

UT

SOLD O
ビオディナミ／エコセール デメテール

規格/タイプ 750ml×12 ／白微泡・辛口

16年は特に8月中旬の夜が涼しく9月の少雨のおかげでブドウが熟
しすぎずクレマンを造る上で理想的な年でした。
アムルシュヴィー
ル村カイザルスベルグ谷の入り口、
南向き斜面の畑でよく熟した小
粒のブドウ2種を発酵し瓶内二次次発酵・熟成しました。
輝く黄金色、
パングリエや金木犀の香り、
きめ細やかな泡、滑らかなファースト
アタックに均衡のとれた味わいに仕上がっています。

【43683】
Cremant dʼAlsace KB クレマン ダルザスKB13
呼称

Cremant dʼAlsace クレマン・ダルザス

参考小売

￥5,000

規格/タイプ 750ml×12 ／白泡・辛口

【43852】
Saveurs サヴール20&21

T

U
SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

花崗岩

280 〜 320m・南東

1.5ha・20hl/ha

呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,300

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

醸造 酵母 自生酵母

標高・向き

面積・収量
ComigSoon

品種（収穫/樹齢） ピノブラン リースリング オーセロワ主体
シャスラ シルヴァネール ミュスカ（手摘み／ ComigSoon）
醸造 酵母 自生酵母

発酵 水平式と垂直式圧搾機でプレス、フードルで12ヶ月間発酵・熟成
・ 自社のジュースを添加しティラージュ
熟成
瓶内二次発酵後、ノンドザージュでデゴルジュマン
SO2 無添加 トータル：11mg/L

発酵 直接圧搾
・
熟成 100年以上のフードルで7 ヶ月間発酵・熟成した
2020年と2021年をアッサンブラージュし、フードルで熟成
無濾過・無清澄

7.1気圧

SO2

アルコール度 13.5%

無添加 トータル：9mg/L

アルコール度 14%

13年はミルデュの被害を受けた年でした。
カイゼルスベルグの花 特徴
崗岩で育ったピノオーセロワ主体の辛口クレマンで、
フードルで
12 ヶ月発酵・熟成し自社ジュースを添加しティラージュし瓶内二次
発酵後、
ノンドザージュ・SO2無添加でデゴルジュマンしました。
ラ
イトイエロー色、
綺麗な泡立ち、
花の蜜や柑橘の香り、
キレのある
酸にミネラル感のあるクリアな味わい、
スッキリとした後口です。

特徴

土壌

SOLD O

花崗岩 砂利 石灰 ComigSoon

ピノオーセロワ75％
品種
（収穫/樹齢） ピノグリとピノブランとその他25％（手摘み／平均40年）

ガス圧

UT

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

アムルシュヴィール村、ピノブラン・リースリング・オーセロワを主
体とした 6 品種をフードルで 7 ヶ月発・酵熟成した 20 年と 21 年
という気候条件が正反対の 2 ミレジムをアッサンブラージュしフー
ドルで熟成しました。淡いグリーンを帯びたゴールド、完熟みかん
や金柑、アップルミント香、旨味のあるアタックに複雑味が増す丸
みのある果実味に溶け込んだ酸、長いアフターが心地よいです。

【43467】
Riesling Le Champ des Alouettes リースリング ル シャン デ アルエット18

【43596】
Muscat ミュスカ19
呼称

Alsace アルザス

呼称

Alsace アルザス（カッツェンタール村のリューディ「Lerchenfeld」）

参考小売

￥3,500

参考小売

￥3,600

UT

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

土壌

SOLD O

標高・向き

面積

栽培／認証

LD OUT
O
S
ビオディナミ／エコセール デメテール

テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

花崗岩 粘土

200m・南西

0.6ha・50hl/ha

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

花崗岩 砂 レス 石灰岩 シルト 220ｍ・南南東 0.5ha

リースリング100%（セレクションマサール）
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均54年）

品種（収穫/樹齢） ミュスカオットネル40% ミュスカダルザスロゼ30%
ミュスカダルザスブラン30%（手摘み／平均39年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 水平式と垂直式圧搾機でプレス
・
フードルで18 ヶ月間発酵・シュールリー熟成
熟成 、
無濾過・無清澄

発酵 50％は除梗・50％は全房で醸し、
・
熟成 空気圧式と垂直式で圧搾
100年以上のフードルで8ヶ月発酵・熟成
無濾過・無清澄
SO2

SO2

無添加 トータル：13mg/L
ビネール家お気に入りの GC ケフェルコフのすぐ下の区画で、花崗
岩と砂質はエレガンスとアロマを、レス土壌と石灰岩シルト土壌は
奥行きとスムースさをもたらしてくれます。
ミュスカ 3 品種の半分は
除梗して 100 年前の古いフードルで 8 ヶ月発酵・熟成しました。黄
金色でしっかりとした粘性、金木犀やライチ香、ドライなアタックに
ほろ苦さと骨格のしっかりとした味わいが印象的です。

特徴

無添加 トータル：15mg/L

アルコール度 14%

アルコール度 13.5%

カッツェンタール渓谷のリューディ・レルヒェンフェルトは朝露がか
かり一定の割合で貴腐葡萄が混ざり複雑な香味をワインにもたら
します。
暖かかった18年、花崗岩のリースリングをプレスしフードル
で発酵・熟成しました。輝くアンバーゴールド色、ハニーオレンジや
メントールの香り、
滑らかなアタックに瑞々しく上品な味わい、穏や
かな酸とミネラルが織り成す綺麗な余韻が印象的です。

特徴

【43594】
Riesling Le Salon des Bainsリースリング ル サロン デ バン19 【42570】
Hinterberg ヒンテルベルク12
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,600

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

T

U
SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール ヴァン・メソッド・ナチュール
テロワール

土壌

標高

面積・収量

花崗岩 砂質

200ｍ・東

0.85ha・45hl/ha

リースリング100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均37年）
醸造 酵母 自生酵母

呼称

Alsace Lieux-dits アルザス・リューディ

参考小売

￥4,400

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

SO2
特徴

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください（基本的に15度以下の保存をお願いします）

土壌

標高・向き 面積

花崗岩

320m・南

1.5ha

醸造 酵母 自生酵母
発酵 水平式と垂直式圧搾機でプレス
・
熟成 フードルで11ヶ月間発酵・シュールリー熟成
無濾過・無清澄

無添加 トータル：18mg/L
アムルシュヴィール村のリューディ Badstub はかつてローマ人の
共同浴場があった場所である事からサロンデバン＝バスルームを
冠しました。
リースリングをフードルで 12 ヶ月シュールリー熟成し
SO2 無添加で瓶詰めしました。
グリーンイエロー色、ペトロールや
金柑の香り、クリスピーなタッチにカテキンのニュアンス、ビター且
つ柑橘のエキスが漂う心地良い余韻がアフターに続きます。

SOLD O

品種（収穫/樹齢） リースリング ピノオーセロワ ピノノワール
ピノグリ1/4づつ（手摘み／ ComingSoon）

発酵 フードルで発酵後、
・
熟成 そのまま12 ヶ月間シュールリー熟成
無濾過・無清澄

アルコール度 14.5%

UT

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

SO2

無添加 トータル：14mg/L

アルコール度 15%
特徴

GCヴィネック・シュロスベルグの延長線上にあるリューディ、
ヒンテ
ルベルクは傾斜の急な丘で、12年はミルデュの被害を受けた年で
した。4品種をフードルで11 ヶ月発酵・シュールリー熟成しSO2無添
加で瓶詰めしたワインはうっすら濁りのあるイエローでペトロール
香、柑橘のエキスに塩味とビターな味わい、熟成感があり余韻に旨
味が拡がり、ややベジーなニュアンスのアフターが続きます。

【43684】
Cotes d'Ammerschwhir コート ダムルシュヴィール18
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥4,500

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

土壌

UT
SOLD O

標高

面積・収量

花崗岩 砂岩 石灰 200ｍ・東

【43720】
Si Roseシ ローズ18＆19＆20
呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥4,500

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

1ha・30hl/ha

品種（収穫/樹齢） リースリング50％ ピノグリ30％
ゲヴュルツトラミネール ミュスカ ピノオーセロワ20％
（手摘み／ 30 〜 80年）
醸造 酵母 自生酵母

面積・収量

220 〜 300m・南

1ha・50hl/ha

発酵 60％は8日間醸した2020年のシローズ
・
熟成 30％は永久保存版、セレクションマサールの2品種を醸した2018年&2019年のシローズ
10％は２つの石灰土壌のグランクリュのブドウの2ヶ月醸したシローズ
をアッサンブラージュし、数ヶ月熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年5月
SO2

無添加 トータル：14mg/L

アルコール度 14%

アムルシュヴィール村の最も美しい丘に位置しグランクリュケフェル
コフと境界線を共にする混植畑で育つ 5 種のブドウを地元の石や
木材などの自然素材のみを用いて建設したユニークなカーヴで直
接圧搾しフードルで 24 ヶ月発酵・熟成しました。やや濃いイエロー
の外観、蜜やオレンジの香り、
クリスピーなタッチに柑橘のピールの
ニュアンス、
しっかりとしたエキス感に余韻長く蜜香が拡がります。

特徴

標高・向き

魚卵石の石灰
醸造 酵母 自生酵母

無添加 トータル：19mg/L

アルコール度 14%

土壌

品種（収穫/樹齢） ゲヴュルツトラミネール65％ ピノグリ35％（手摘み／平均50年）

発酵 5種のブドウを一緒に直接圧搾
・
熟成 フードルで24 ヶ月間発酵・シュールリー熟成
無濾過・無清澄
SO2

UT

SOLD O

規格/タイプ 750ml×12 ／オレンジ・辛口

【43743】
Auxerrois Hinterberg オーセロワ ヒンテルベルグ18

バラの香りを彷彿とさせるゲヴュルツトラミネールに由来したキュ
ヴェ名で、8日醸した20年のシローズを60％、
セレクションマサール
の2品種を醸した18＆19年30％、2つの石灰土壌のグランクリュの
ブドウを2 ヶ月醸した10%をアッサンブラージュし熟成しました。や
や濁りのあるオレンジティー色、黄桃やマンゴーの香り、
エキスとミ
ネラル感、
ピーチティーの妖艶な香りが全体を包みます。

特徴

【43744】
Riesling Hinterberg リースリング ヒンテルベルグ18

呼称

Alsace Lieux-dits アルザス・リューディ

呼称

Alsace Lieux-dits アルザス・リューディ

参考小売

￥4,800

参考小売

￥4,800

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

UT
SOLD O

土壌

標高・向き

面積・収量

花崗岩

320ｍ・真南

0.25ha・35hl/ha

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

花崗岩

320ｍ・真南

0.25ha・35hl/ha

品種（収穫/樹齢） ピノオーセロワ100％（手摘み／平均49年）

品種（収穫/樹齢） リースリング100%（手摘み／ ComingSoon）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 空気圧式圧搾・垂直式圧搾
・
熟成 100年以上のフードルで11ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・熟成
無濾過・無清澄
SO2

発酵 空気圧式圧搾・垂直式圧搾
・
熟成 フードルで11ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・熟成
無濾過・無清澄

無添加 トータル：20mg/L

SO2

アルコール度 15%

無添加 トータル：20mg/L

アルコール度 13.5%

グランクリュ・ヴィネック・シュロスベルグの延長線上にあるカッ
ツェンタール谷の南向き斜面にあるリューディで風が吹かず昼の
気候が夜まで続くテロワールが特徴です。
オーセロワをフードルで
11 ヶ月発酵・熟成しました。
粘性あるグリーンゴールド色、洋梨ジャ
ムやアプリコット、
ユリやバラ香、
しっかりとした果実味に甘味と奥
行き、
複雑味が相まったドライなアフターが印象的です。

特徴

【43374】
GC Kaeﬀerkopf グランクリュ ケフェルコフ15

グランクリュ・ヴィネック・シュロスベルグの延長線上にあるカッツェン
タール谷の南向き急斜面にあるリューディで風が吹かず昼の気候が夜
まで続く独自のテロワールが特徴です。粘性のある輝きのある濃い黄
金色、
アカシアのハチミツや金木犀、金柑フルーツのコンポートの香り、
口中に拡がる果実味とたっぷりのエキスと旨味、果実味は熟した柑橘
の甘さと上質な味わいで長いアフターが続きます。

特徴

【43747】
Riesling GC Schlossberg リースリング グランクリュ シュロスベルグ18

呼称

Alsace Grand Cru アルザス・グランクリュ

呼称

Alsace Grand Cru アルザス・グランクリュ

参考小売

￥5,500

参考小売

￥6,500

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

土壌

UT
SOLD O

標高・向き

面積・収量

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

花崗岩 砂利 炭酸塩砂岩 260 〜 300m・南東 1.1ha・40hl/ha
ゲヴュルツトラミネール主体
品種
（収穫/樹齢）リースリング ミュスカ
（手摘み／平均40年）
醸造 酵母 自生酵母

特徴

標高・向き

面積・収量

花崗岩 砂質

280m・真南

0.4ha・20hl/ha

発酵 空気圧式圧搾・垂直式圧搾
・
熟成 フードルで24ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・熟成
無濾過・無清澄
SO2

無添加 トータル：19mg/L

アルコール度 13.5%

村を囲むように6つの丘から成るグランクリュ・ケフェルコフの花崗 特徴
岩・砂利・炭酸塩砂岩で育つゲヴュルツトラミネール・リースリング・
ミュスカの3品種をプレス後、
フードルで24 ヶ月発酵・熟成しました。
たっぷりの 粘 性と黄 金 色、
アプリコットジャムや 黄 桃、
アップル
ティーの香り、柑橘ピールのほろ苦さと完熟ジャム、ボリュームのあ
るアルコール感や旨味が拡がり長く続きます。

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください（基本的に15度以下の保存をお願いします）

土壌

醸造 酵母 自生酵母

無添加 トータル：20mg/L

アルコール度 15%

UT

SOLD O

品種（収穫/樹齢） リースリング100％
（手摘み／ 7 〜 47年）

発酵 アッサンブラージュし空気圧式圧搾・垂直式圧搾
・
熟成 100年以上のフードルで24ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・熟成
無濾過・無清澄
SO2

UT

SOLD O

1975年にアルザスで最も早くグランクリュに制定されたシュロスベ
ルグ、
南向き花崗岩土壌の高樹齢リースリングをフードルで24 ヶ月
発酵・熟成し無清澄・無濾過で瓶詰めしました。
グリーンを帯びたク
リアなイエロー、金木犀やハッサク、バジル、
レモネードの香り、
じ
わりと拡がる味わいと酸味、
オレンジピールの酸味と渋味が心地よ
く上質でライムの酸味がアフターを彩ります。

【43748】
Liberté N33 Orange リベルテ N33 オレンジ19
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥5,500

規格/タイプ 750ml×12 ／オレンジ・辛口

UT
SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール ヴァン・メソッド・ナチュール
テロワール

土壌

標高・向き

粘土石灰

ComingSoon ComingSoon

面積・収量

【43749】
Liberté N33 Rouge リベルテ N33 ルージュ 19
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥6,000

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

栽培／認証 ビオディナミ／デメテール エコセール
テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

粘土石灰

ComingSoon

ComingSoon

品種（収穫/樹齢） ゲヴュルツトラミネール75%
ピノグリ25%（手摘み／ ComingSoon）

品種

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 醸し後、
トロンコニック樽で発酵・熟成
・
熟成
SO2

ピノノワール100%
（手摘み／ ComingSoon）
発酵 10ヶ月間発酵・熟成
・
熟成

無添加 トータル：15mg/L

SO2

アルコール度 14.5%

無添加 トータル：22mg/L

アルコール度 12.5%

シゴルスハイム村のアルザス33番目のGCマンブールで育ったゲ 特徴
ヴュルツトラミネールとピノグリを購入して造る新キュヴェ、
醸し後
トロンコニック樽で発酵・熟成したRAREワインです。
しっかりとした
粘性、
濃く綺麗なオレンジ色、
ビワやあんずジャム、干し柿、
ピーチ
ティーの香りを感じます。
ゆっくり拡がる果実味は収斂性があり、
しっかりとしたエキスと旨味は良質で口中に複雑味が増します。

特徴

UT

SOLD O

クリスチャンが実践するRARE（何かを添加したり取り除いたりすること
が何にもないという意味の頭文字）
ワインの一つで購入したピノノ
ワールを10 ヶ月発酵・熟成しました。淡く透明感のあるガーネット色、
穏やかな香りが立ちフランボワーズやザクロ、摘みたて苺のアロマ、
ま
ろやかでやさしいアタックに果実味が拡がる上質で上品な味わいにエ
レガントな酸味と心地よいアフターが印象的です。

【43746】
Blanc de Noir Cuvée Excellence ブラン ド ノワール キュヴェ エクセロンス10 【43745】
Pinots Hinterberg ピノ ヒンテルベルグ18
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,500

UT
SOLD O

規格/タイプ 375ml×12 ／白・甘口
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

土壌

面積・収量

標高・向き

花崗岩 粘土石灰 300ｍ・南

呼称

Alsace Lieux-dits アルザス・リューディー

参考小売

￥4,800

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

1ha・35hl/ha

ピノノワール100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均30年）

SO2

￥3,700

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

土壌

UT
SOLD O

標高

レス 砂化した石灰岩 泥土 220ｍ

面積

醸造 酵母 自生酵母
発酵 ステンレスタンクでピジャージュしながら
・
発酵
熟成 2 〜 3週間醸し、
フードルでシュールリー熟成
無濾過・無清澄

呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥7,000

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

19年はアルザスらしく涼しい気候と暑すぎない晴れた夏がブドウ
を静かに成熟させました。
風化した石灰岩と泥土が長年蓄積され
た土壌のピノノワールをステンレスタンクでピジャージュしながら
醸し・発酵後、
フードルで熟成しました。
オレンジを帯びた淡いガー
ネット色、
野イチゴやフランボワーズ、
ハーブ香、
エキス感にトマト
の酸、
細やかなタンニンがアクセントとなる繊細なフォルムです。

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください（基本的に15度以下の保存をお願いします）

UT

SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

ローム 石灰

300ｍ・南東

0.8ha・45hl/ha

品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％
（手摘み／平均35 〜 50年）
醸造 酵母 自生酵母
足でピジャージュしながら醸し、
プレス
発酵 全房で、
・
熟成 フードルで24 ヶ月発酵・シュールリー熟成
無濾過・無清澄

無添加 トータル：8mg/L

アルコール度 12.5%
特徴

GCヴィネック・シュロスベルグの延長線上のリューディ・ヒンテルベ
ルグの混植畑の6品種をアッサンブラージュしピジャージュしなが
ら醸し後プレスし11 ヶ月フードルで発酵・熟成しました。粘性しっ
かりと流れるブラウンカラー、
フランボワーズや金柑のコンフィ
チュールの香り、酸味に拡がりのあるアタック、
オレンジピールのほ
ろ苦さがアクセントとなったアフターの長い逸品です。

0.5ha

（手摘み／平均30年）
品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％

SO2

無添加 トータル：11mg/L

【43686】
Pinot Noir Cuvée Excellence ピノノワール キュヴェ エクセロンス15

【43395】
Pinot Noir ピノノワール19
参考小売

1.2ha・20hl/ha

アルコール度 13.5%

貴腐菌が付いたブドウを直接圧搾し白ワイン仕立てで造りました。 特徴
プレス後フードルで11 ヶ月発酵・熟成しSO2無添加で瓶詰めしまし
た。
しっかりとした粘性でブラウンを帯びた黄金色、ハチミツや黄
金糖、
ドライアプリコット、
黒糖の香り、
口中にしっかりとした甘さが
拡がりオレンジピールや完熟みかん、
貴腐の甘さとはまた違った
やさしい甘さが感じられるワイン単品で楽しめる逸品です。
Alsace アルザス

面積・収量

300m・南

発酵 混植畑に植わる6品種をアッサンブラージュ
・
熟成 足でピジャージュしながら2週間醸し／12時間かけ空気圧式と垂直式でプレス
デブルバージュせず100年以上の古いフードルで11ヶ月間発酵・シュールリー熟成
無濾過・無清澄／下弦の月の時フードルから直接瓶詰め

無添加 トータル：21mg/L

アルコール度 13.5%

呼称

標高・向き

花崗岩

ピノグリ60％ ピノノワール30％
ピノブーロ ピノブラン ピノオーセロワ シャルドネ10%
（手摘み／平均15年）
醸造 酵母 自生酵母

発酵 直接圧搾後、100年以上のフードルで11ヶ月間
・
熟成 発酵・マロラクティック発酵・熟成
軽く濾過・無清澄／残糖：77.6g

特徴

土壌

品種

醸造 酵母 自生酵母

SO2

UT
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SO2

無添加 トータル：12mg/L

アルコール度 15.5%
特徴

全房のピノノワールを昔ながらの足でピジャージュを施しながら
長めに醸し、
プレス後フードルで24 ヶ月発酵・シュールリー熟成し
SO2無添加で瓶詰めしました。落ち着きのあるガーネットの外観、
スパイシーでカシスやザクロの香り、
ミネラルや果実のエキス感は
強くパワフルで、
黒いイメージを思い起こすタンニンとエレガント
なニュアンス、
アルザスとは到底信じられません。

【43469】
Eau de Vie Marc de Pinot Noirオー・ド・ヴィ マール・ド・ピノノワール16 【43689】
Eau de Vie Cerise Noire オー・ド・ヴィ スリーズ ノワール03
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥7,500

規格/タイプ 700ml×12 ／蒸留酒・-

UT
SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

-

-

-

Alsace アルザス

参考小売

￥9,000

規格/タイプ 700ml×12 ／蒸留酒・栽培／認証 ビオディナミ／エコセール
テロワール

ピノノワール100％
（手摘み）

品種

呼称

品種

醸造 酵母 自生酵母

￥9,000

規格/タイプ 700ml×12 ／蒸留酒・-

UT

SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール
品種

土壌

標高・向き

面積・収量

-

-

-

ミュスカ100％
（手摘み）

醸造 酵母 自生酵母
発酵 自家栽培しているよく熟したミュスカを手摘み
・
熟成 プレスした後の搾りかすを容器へ移し4 ヶ月間発酵
2月に200Lの銅製アランビックで蒸留
25Lのボンボンヌと呼ばれるガラス製の丸い容器で熟成
販売前に瓶詰め
SO2 トータル：8mg/L
アルコール度 40%
特徴

-

チェリー
（ノワー ド バル）100％（手摘み）

SO2 トータル：5mg/L

【43856】
Eau de Vie Marc de Muscat Kaeﬀerkopf オー・ド・ヴィ マール・ド・ミュスカ ケフェルコフ15
-

面積・収量

-

アルコール度 40%

グランクリュ・ケフェルコフに植わるピノノワールを醸してプレスし 特徴
た後の搾りかす(マール）
を銅製のアランビックでゆっくりと蒸留し、
25Lのガラス製のボンボンヌで熟成、
最終的に残った搾りかすは畑
に戻して循環させます。
やや濁りある透明の外観、梨のまろやかな
香り、
とがり無く柔らかな口当たりはアルコール感も控えめでしっ
かりとした甘味が下支えしてくれる優しい味わいです。

参考小売

標高・向き

-

発酵 自家栽培しているよく熟したチェリーを手摘み
・ 何も加えず果実のみで３週間発酵、そのまま
熟成
２月にドメーヌ内にあるアランビックで蒸留
銅製200Lのアランビックで湯煎
25Lのボンボンヌと呼ばれるガラス製の丸い容器で熟成
販売直前に瓶詰め

SO2 トータル：9mg/L
アルコール度 40%

呼称

土壌

醸造 酵母 自生酵母

発酵 完熟のピノノワールを醸しプレスした後の絞りかすを
・
熟成 ドメーヌ内にある銅製のアランビックで蒸留
25Lのボンボンヌと呼ばれるガラス製の丸い容器で熟成

特徴

UT
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ミュスカを収穫しプレスした後の搾りかすを容器へ移し4 ヶ月間発
酵、200Lの銅製アランビックで蒸留し25Lのボンボンヌと呼ばれる
ガラス製の丸い容器で熟成し販売前に瓶詰めしました。
トロピカル
フルーツ香、百合やバナナ、
パパイヤ、マスカットの香りを感じます。
舌触りがまろやかで上品に拡がりをみせ、
角がとれたスムーズさと
口中に甘さが拡がっていきます。

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください（基本的に15度以下の保存をお願いします）

自家栽培している小ぶりのスリーズ（品種名Noire de Bâle）に何も
加えず、
そのまま3週間発酵しドメーヌ所有のランビックで父ジョセ
フ・ビネールが蒸留、25Lのボンボンヌと呼ばれる丸いガラスの容
器で熟成、発売前に瓶詰めしました。
クリアで透明な色合い、
さくら
んぼのアロマを感じます。
甘やかなチェリーのニュアンスが隅々ま
で拡がりアフターを華やかに演出します。

