Domaine Marc Tempé

アルザス地方
ドメーヌ ・ マルク ・ テンペ

2005年から国内で大人気！ジャポン大好きビオディナミの巨匠
ドメーヌ・マルクテンペはアルザス南部の中心、コルマールから7kmほど進んだ南西向きの
ツェレンベルグ村に有ります。アルザスは南仏のペルピニャンの次に降雨量が少なく、乾燥
した地域。南向きの夏の畑は「目玉焼きが焼けるほど」暑いため、ブドウにもしっかりと糖
度がのります。標高は225 ～ 260m、粘土石灰土壌をベースに、ヴォージュ山脈の花崗
岩や黄色みを帯びた石灰の混じる多様な土壌は、さまざまなブドウ品種に適合し、ミネラ
ルたっぷりなふくよかな味わいを生み出します。
初夏、マルクの畑の土からはなんともいえない深い土の香りが漂います。雑草も元気に
生い茂り、ブドウの樹の根元には直径１cm弱のミミズの穴がポコポコ。そう彼の畑はビオ
ディナミ。総面積8haの畑で、93年からビオロジック、96年からビオディナミに取り組む彼は、
化学肥料や農薬をいっさい使わず、芽かきによる収量制限や夏季剪定も行ないません。
ブドウの樹が自分の力でうまいこと育っていくのを助ける以外は何もしません。見れば樹に
は太ったエスカルゴ（かたつむり）も。除草剤や化学肥料を使った近くの畑と比べて生き物
の数は雲泥の差。「おいしい畑はかたつむりも知ってるよ！」
太陽の光を一杯に浴び糖度が充分にのったブドウは9月に選果しつつ手摘み収穫。
房、茎をつけたまま優しく5 ～ 6時間かけてプレスします。「テントウ虫が生きたまま出てこら
れるくらいやさしいプレスなんだよ」と彼は言います。地つきの天然酵母で仕込むマルクのワ
インからは明るく前向きな温かさを感じます。

D'Alsace Brut Nature Selectionne Par Marc Tempé
Crémant d'Alsace Brut Solera Selectionné par Marc Tempé
【33874】Cremant
クレマン・ダルザス ブリュット ナチュール セレクショネ パー マルク・テンペNV 【35517】
クレマン・ダルザス ブリュット ソレラ セレクショネ パー マルク・テンペNV

呼称

Crémant d'Alsace クレマン・ダルザス

呼称

Crémant d'Alsace クレマン・ダルザス

参考小売

￥2,700

参考小売

￥3,800

JAN：4571455206256

規格/タイプ 750ml×12 ／白泡・辛口

規格/タイプ 750ml×12 ／白泡・辛口

栽培／認証 ビオロジック／ AB
テロワール

土壌

栽培／認証 ビオロジック／エコセール
標高

収量

テロワール

花崗岩 石灰 泥灰土 砂岩 100 〜 200m 55hl/ha
ピノノワール ピノオーセロワ
品種
（手摘み）
（収穫/樹齢） ピノブラン １/3ずつ

アルコール度 12.5%
特徴

収量

いろいろ

250 〜 300m

70hl/ha

発酵 2016年（66％）
・2012 〜 2015年（33％）9月に収穫／空気圧式圧搾
・
熟成 ステンレスタンクで発酵した各ミレジムのクレマン用のワインをアッサンブラージュ
ビオのキビ糖を22g添加し2017年6月6日ティラージュ
62ヶ月間瓶内二次発酵・熟成／ノンドサージュ／デゴルジュマン：2022年7月／濾過あり・無清澄
SO2
ガス圧

熟成中：20mg/L デゴルジュマン時：20mg/L トータル：42mg/L
6.5気圧

アルコール度 12.5%

テンペが日本の皆様にセレクトしたとっておきのクレマン・ダルザスで 特徴
す。
ブドウ3種を直接圧搾後、
ステンレスタンクで発酵、5 ヶ月熟成、ティ
ラージュ、デゴルジュマンを経て2年瓶内熟成を行いました。ほんのり
グリーンを帯びたイエローの外観に細かな泡が輝き、丸みのあるふく
よかな果実に柑橘の酸、長熟由来の奥深さはシャンパーニュに匹敵す
る味わいです。

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）

標高

醸造 酵母 自生酵母

発酵 3時間直接圧搾後、ステンレスタンクで1 〜 2 ヶ月間発酵
・ （1 ヶ月間マロラクティック発酵）
熟成 ステンレスタンクで5 ヶ月熟成後、
2年間瓶内二次発酵／ドサージュ：3g/L
発酵前：25mg/L 熟成前：15mg/L デゴルジュマン時：20mg/L トータル：44mg/L

土壌

品種（収穫/樹齢） シャルドネ50％ピノノワール25％ピノブラン25％（手摘み／いろいろ）

醸造 酵母 培養酵母

SO2

UT

SOLD O

各ミレジムのクレマン用のワイン
（16年=66%、12 〜 15年=33%）
を
アッサンブラージュし17年6月にビオのキビ糖を22gを添加しティ
ラージュ、62 ヶ月瓶内発酵・熟成しノンドザージュでデゴルジュマン
しました。
グリーンイエロー色、細かな泡、
リンゴや豊水梨がジュー
シーに香り、バランスのよいしっかりとした味わいで酸がアクセント
となった飲み飽きしない味わいです。

【33875】
Epice エピス13

【35529】
Alliance アリアンス19
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,500

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

T

U
SOLD O

栽培／認証 ビオロジック 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

粘土泥灰土

300m・南東

0.8ha

呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,500

規格/タイプ 750ml×12 ／白・やや辛口
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

醸造 酵母 自生酵母

発酵 除梗・破砕なし／空気圧搾機にて5 〜 6時間圧搾
フードルで24 〜 36時間発酵

発酵 10月2日・22日・24日収穫／空気圧式圧搾
・
熟成 37hlのフードルで24時間デブルバージュ
37hlのフードルで18 ヶ月間発酵・シュールリー熟成
濾過あり・無清澄／瓶詰め：2021年5月5日

熟成 そのまま24 ヶ月シュールリー熟成
軽くフィルター
SO2

収穫後・発酵中・熟成中・瓶詰め前：少量 トータル：77mg/L

ツェレンベルグの樹齢 50 年のゲヴュルツをフードルで 24 ヶ月発
酵・熟成しましたが、通常のツェレンベルグの出来としてはマルク
の納得がいかなかったため、村名ではなくエピスとしてリリースす
ることになりました。輝くイエローの液面、ゼラニウムやバラ、ラフ
ランスの華やかなアロマが拡がります。柑橘の甘酸っぱさとはちみ
つの優しい甘みが鼻から抜けるリッチなアフターが印象的です。

「協力」
「結婚指輪」
という意でブドウが仲睦まじくという思いを込め、 特徴
3種 のブドウをアッサンブラージュし、
フードルで18 ヶ月発 酵・
シュールリー熟成しました。
クリアなグリーンイエロー色、
フレッ
シュミントや青りんご、
スウィーティのアロマ、
摘みたて柑橘の酸味
と甘さ、
アタックの果実味はアフターまでじわじわと拡がり、程よい
余韻に包まれます。

【34781】
Riquewihr Anne リクヴィル アンヌ17
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,500

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

プレス時と瓶詰め時：少量

アルコール度 14%

アルコール度 12.5%
特徴

収量

標高・向き

泥灰土 石灰 280 〜 320ｍ・南東 30hl/ha
品種（収穫/樹齢） ゲヴュルツトラミネール100％（手摘み／平均50年）

シルヴァネール シャスラ
品種
（手摘み／平均50年）
（収穫/樹齢） ピノブラン

SO2

土壌

UT

SOLD O

UT
SOLD O

土壌

標高・向き 面積・収量

砂 粘土 泥灰土

300ｍ・南東 0.23ha・54hl/ha

【35082】
Amzelle Riesling Zellenberg アムゼル リースリング ツェレンベルグ18
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,900

UT

SOLD O

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

粘土 泥灰土

300ｍ・南東

0.87ha・50hl/ha

品種（収穫/樹齢） リースリング60％ピノグリ40％（手摘み／平均50年）

品種（収穫/樹齢） リースリング100％（手摘み／平均50年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母
発酵 9月17日収穫／空気圧式圧搾
フードル（大樽）
で24時間デブルバージュ
フードル（大樽）
で23 ヶ月発酵・シュールリー熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年8月12日
残糖：5.9g/L

発酵 9月20日収穫／空気圧搾機でプレス
・
熟成 フードルで24 ヶ月発酵・シュールリー熟成
（マロラクティック発酵あり）
無濾過・無清澄／瓶詰め：2019年9月12日
残糖：13g/L
SO2

少量添加 トータル：129mg/L

SO2

2018年は寒い冬、厳しい遅霜、早い開花、
早く来た穏やかな夏と少
量の雨で収量減でしたが品質は太鼓判付です。
プレスし24時間の
デブルバージュ後、
フードルで23 ヶ月発酵・シュールリー熟成しま
した。
淡く透明感のあるクリーム色、
ハーブやハワイトペッパーの奥
に柑橘香、
滑らかでピュアなアタックに果実の甘味を感じつつ、
たっぷりのエキス感と心地の良い素晴らしいアフターが続きます。

ツェレンベルグ村から西へ2km、
リクヴィル村のアンヌさんが所有する 特徴
畑の2品種を古樽で24 ヶ月発酵・熟成しました。1月は寒く霜の後開花
が早まり穏やかな初夏を経た後、熱波に見舞われたため低収量でした
がクオリティの高い年でした。
ゴールドの外観から金柑のシロップ漬け、
コンフィチュールやアプリコットのアロマ、厚みのあるジューシーなエ
キス、金柑の甘味が余韻を彩ります。

特徴

【35467】
Pinot Blanc Amzelle ピノブラン アムゼル19
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,800

規格/タイプ 750ml×12 ／白・やや辛口

UT
SOLD O

栽培／認証 ビオロジック ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール

土壌

瓶詰め時：少量 トータル：90mg/L

アルコール度 13.5%

アルコール度 13.5％

標高・向き

粘土 泥灰土 300ｍ・南東

面積

【35465】
Riesling Granite リースリング グラニット19
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥4,300

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

UT

SOLD O

栽培／認証 ビオロジック 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

砂化した花崗岩 200ｍ・南南東

1.33ha

面積・収量
0.64ha・20hl/ha

品種（収穫/樹齢） ピノブラン60％ ピノオーセロワ40％（手摘み／平均50年）

（手摘み／平均40年）
品種（収穫/樹齢） リースリング100％

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母
発酵 9月18日収穫／空気圧式圧搾
・
熟成 25hlのフードルで24 ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・熟成
軽く濾過・無清澄
瓶詰め：2021年9月10日／残糖：5.6g/L

発酵 10月1日収穫／空気圧式圧搾
・
熟成 37hlのフードルで27 ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2022年1月18日
残糖：11.7g/L
SO2
特徴

SO2

収穫直後・発酵中・熟成中・瓶詰め時：少量 トータル：135mg/L

アルコール度 13.5%
AOC のお達しにより村名はキュヴェ名に冠する事が出来なくなり
Amzelle（クロウタ鳥）
と名付けました。
ツェレンベルグ村のブドウ 2
種をプレスし、フードルで 27 ヶ月発酵・熟成しました。
グリーンイ
エロー色、おとなしい香り立ちに瀬戸内レモンとカボスの香り、摘
みたてレモンの爽やかさと旨味が拡がり、後半は柑橘の甘さを感じ
るジューシーな味わいです。

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）

収穫直後・発酵中・熟成中・瓶詰め時：少量 トータル：105mg/L

アルコール度 14%
特徴

旧区画名がサンティポリットで村名のギリシャ語の由来が跳ね馬
である事からエチケットに描きました。砂化した花崗岩土壌のリー
スリングをプレスし、25hlのフードルで24 ヶ月発酵・熟成しました。
クリーンイエローの外観、洋ナシやリンゴジャム、
キャラメル、
フ
ローラル香、甘みと旨味が拡がるアタック、
カリンと洋ナシの香りを
伴いたっぷりのエキスがアフターまで続きます。

、

【35468】
AmzelleGewurztraminer Zellenbergアムゼル ゲヴュルツトラミネール ツェレンベルグ18 【35219】
Riesling Burgreben リースリング ビュルグレーベン18
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥5,200

規格/タイプ 750ml×12 ／白・やや辛口

LD OUT

SO

栽培／認証 ビオロジック ビオディナミ／エコセール
テロワール

土壌

標高・向き

面積

粘土泥灰土

300ｍ・南東

0.46ha

品種（収穫/樹齢） ゲヴュルツトラミネール100％（手摘み／平均50年）
醸造 酵母 自生酵母
発酵 9月収穫／空気圧式圧搾
・
熟成 37hlのフードルで23 ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・熟成
軽く濾過・無清澄
瓶詰め：2020年7月22日／残糖：11.7g/L
SO2

Alsace Lieux-dits アルザス・リューディ

参考小売

￥5,300

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

土壌

標高・向き

泥灰土 石灰 シリス 300m・東

面積・収量
0.3ha・25hl/ha

品種（収穫/樹齢） リースリング100％
（手摘み／平均40年）
醸造 酵母 自生酵母
発酵 9月18日収穫／空気圧式圧搾／ 24時間デブルバージュ
・
熟成 228Lの古樽で23 ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・シュールリー熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年8月3日／残糖：23.9g/L

収穫直後・発酵中・熟成中・瓶詰め時：少量 トータル：195mg/L

アルコール度 12.5%

SO2

収穫時：少量 瓶詰め時：少量 トータル：90mg/L

アルコール度 13%

ツェレンベルグ村の粘土泥灰土壌、少収量のゲヴュルツトラミネー
ルをやさしくプレス後、37hl のフードルで 23 ヶ月発酵・熟成し瓶
詰めしました。緑色がかった黄金色、ライチやパイナップル、フロー
ラルで華やかな香り、しっかりとした旨味と完熟の柑橘のアタックは
ボリュームたっぷりで、バランス良く口中に拡がり長い余韻が楽しめ
る逸品です。

特徴

呼称

2018年は穏やかな冬と春に続き7月は熱波でしたが8月の雨で健
全なブドウが育った年でした。
ツェレンベルグ村内の東側で日射量
が多く早熟なブドウが育つリューディ・ビュルグレーベンのリースリ
ングをプレス、古樽で発酵・熟成しました。
ゴールドイエロー色、
完
熟リンゴやアプリコットジャムの香り、
まろやかなアタックに果実の
甘さが丸く、上質で味わい深く長いアフターが印象的です。

特徴

Gewurztraminer Furstentum ゲヴュルツトラミネール フルシュタンチュム18
【35202】
Riesling Grafenreben リースリング グラフェンレーベン 18 【35220】
呼称

Alsace Lieux-dits アルザス・リューディ

呼称

Alsace Grand Cru アルザス・グランクリュ

参考小売

￥6,000

参考小売

￥7,500

規格/タイプ 750ml×12 ／白・やや甘口

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

土壌

標高・向き

粘土石灰 泥灰土 300m・南東

面積・収量

栽培／認証 ビオロジック ビオディナミ／エコセール
テロワール

面積・収量

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月18日収穫／空気圧式圧搾／ 24時間デブルバージュ
・
熟成 228Lの古樽で22 ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・シュールリー熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年7月27日
残糖：49.9g/L

発酵 9月19日収穫／空気圧式圧搾／ 24時間デブルバージュ
・
熟成 228Lの古樽で22 ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・シュールリー熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年7月30日／残糖：7.2g/L

SO2

収穫時：少量 瓶詰め時：少量 トータル：124mg/L

収穫時：少量 瓶詰め時：少量 トータル：138mg/L

アルコール度 14％

アルコール度 14.5%

マンブールと同じ尾根に位置する急な斜面で日光を得やすく熱と
水を蓄えるのに適したテロワールの貴腐がついた樹齢70年のゲ
ヴュルツトラミネールを収穫後、
228Lの古樽で発酵・熟成しました。
綺麗な黄金色、
シロップ漬けの金柑やリンゴジャム、
ハチミツの香
り、
しっかりとした甘さのアタック、
わずかにシャープな酸が溶け込
みミネラルも感じられるクオリティの高い逸品です。

ツェレンベルグ村からリボヴィレ村の途中にある1950年代と77年 特徴
に植樹した2区画からなるリューディで粘土石灰・泥灰土のリースリ
ングをプレスし24時間デブルバージュ後ブルゴーニュ樽で22 ヶ月
発酵・熟成しました。
緑を帯びた黄金色、
すりおろしりんごや豊水梨、
アプリコット香、
ドライなアタックに拡がる香り、
上質なエキス感と
リッチな味わいがアフターに長く留まります。

特徴

標高

品種（収穫/樹齢） ゲヴュルツトラミネール 100％（手摘み／平均70年）

品種（収穫/樹齢） リースリング100％
（手摘み／平均51・68年）

SO2

土壌

泥灰土 石灰 砂岩 350ｍ・南〜南西 0.16ha・45hl/ha

0.3ha・15hl/ha

【35466】Riesling Schoenenbourg リースリング シュナンブール19

【35085】
Gewurztraminer Mambourg ゲヴュルツトラミネール マンブール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

￥7,800

参考小売

￥8,200

規格/タイプ 750ml×12 ／白・やや辛口

LD OUT

SO

栽培／認証 ビオロジック 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

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

砂岩 貝殻石灰岩 珪質砂利 泥灰土 石膏 350ｍ・南 0.078ha・38hl/ha

UT

SOLD O

土壌

標高

面積・収量

石灰岩 泥灰土

500ｍ・南

0.46ha・40hl/ha

品種（収穫/樹齢） リースリング100％（手摘み／平均70年）

品種（収穫/樹齢） ゲヴュルツトラミネール100％（手摘み／平均60年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月収穫／空気圧式圧搾
・
熟成 225Lの古樽で23 ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・熟成
無濾過・無清澄
瓶詰め：2021年7月30日／残糖：21.6g/L
SO2

収穫直後・発酵中・熟成中・瓶詰め時：少量 トータル：134mg/L

アルコール度 14.5%
特徴

発酵 9月4日収穫／空気圧式圧搾
・
熟成 228Lの古樽で24時間デブルバージュ
228Lの古樽で23 ヶ月発酵・シュールリー熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年7月27日
残糖：46g/L
SO2 瓶詰め時：少量 トータル：204mg/L

ムッシェルカルクとヴォージュ山脈の砂岩からくる珪質砂利の薄層
で表面を覆われた泥灰土と硫酸カルシウムを主成分とする石膏土
壌のリースリングをプレスし225Lの木樽で23 ヶ月発酵・熟成しまし
た。輝きのあるゴールド色、
すりおろしリンゴや完熟みかん、
ミント
の香り、
口中ドライなアタックで果実味が豊かな中にほろ苦さもあ
り、
皮の旨味も感じられ樽香ものった余韻の長い逸品です。

アルコール度 14%
特徴

特級畑マンブールはアルザス平野で最も突き出た真南向きの丘陵
地でGCシュロスベルグの並びです。
プレス後、24時間デブルバー
ジュし、
ブルゴーニュ樽で23 ヶ月間シュールリー熟成しました。輝く
イエローゴールド色、
ライチの後にスパイシーで複雑なアロマ、たっ
ぷりと果実のエキス感と心地の良い苦みを伴う味わい、透明感のあ
る酸が支える見事な味わいと長い余韻に魅了されます。

Mambourg Vendanges Tardives
【35121】
Pinot Gris La Demoi Zelle SGN ピノグリ ラ ドモワゼル セレクション グラン ノーブル15 【33326】Gewurztraminer
ゲヴュルツトラミネール・マンブール ヴァンダンジュタルディブＳ12

呼称

Alsace アルザス

呼称

アルザス グランクリュ

参考小売

￥9,000

参考小売

￥9,200

JAN：4571455196090

規格/タイプ 500ml×12 ／白・甘口

規格/タイプ 750ml×12 ／白・やや甘口

栽培／認証 ビオロジック ビオディナミ／エコセール

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

テロワール

面積・収量

発酵 除梗・破砕なし／空気圧搾機にて5 〜 6時間圧搾
フードル（大樽）
で24 〜 36時間発酵
熟成 フードル（大樽）
で24 ヶ月シュールリー熟成
軽くフィルター

熟成 228Lの古樽で45ヶ月発酵・シュールリー熟成
無濾過・無清澄
瓶詰め：2019年7月30日／残糖：132.4g/L
SO2 瓶詰め時：少量 トータル：147mg/L

SO2

04年に植樹したドメーヌ内で最も若いブドウで、
ラドモワゼルと名
付けました。
15年は乾燥した冬と雨に恵まれた春、
暑い夏を経てこ
の区画全体にボトリティスが綺麗に付き選果も必要としない良好
な収穫後、
プレスし228Lのブルゴーニュ古樽で45 ヶ月発酵・熟成し
ました。
クリアなオレンジにマスカットやマロングラッセの香り、
フ
ルーツティーのニュアンスにフレッシュな印象です。

【35203】Pinot Noir AmZelle ピノノワール アムゼル18
￥5,500

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

【35313】
Pinot Noir Altenbourg ピノノワール アルテンブール17

T

U
SOLD O

土壌

標高・向き

面積・収量

粘土 泥灰土

300ｍ・東

0.3ha・40hl/ha

発酵 9月収穫／除梗後、収穫箱で5週間醸し、空気圧式圧搾
・
熟成 228Lの古樽で22 ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・シュールリー熟成
（発酵中にピジャージュ 2回・ルモンタージュあり）
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年8月27日

Alsace アルザス

参考小売

￥8,000

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
土壌

UT

SOLD O

標高・向き 面積・収量

石灰 礫岩 泥灰土 鉄分を含んだ石灰 300ｍ・南 0.11ha・45hl/ha
（手摘み／平均40年）
品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％
醸造 酵母 自生酵母
発酵 9月収穫／開放桶で2週間醸し
・
熟成 デキュヴェし空気圧式圧搾
フリーランジュースとプレスジュースをアッサンブラージュし、
228Lの木樽で24ヶ月間発酵・マロラクティック発酵・熟成
無濾過・無清澄
無添加 トータル：38mg/L

アルコール度 14%
特徴

土壌

標高

泥灰岩 石灰 砂岩

225 〜 260ｍ 0.85ha

面積

醸造 酵母 自生酵母
発酵 除梗後、開放樽で24 〜 36時間発酵
熟成 フードル（大樽）
で24 ヶ月シュールリー熟成
無濾過
瓶詰め時：少量 トータル：49mg/L

アルコール度 13%

【35314】
Pinot Noir Sans Soufre M ピノノワール サンスフル M18
呼称

UT

SOLD O

栽培／認証 ビオロジック ビオディナミ／エコセール

SO2

ツェレンベルグ村の粘土・泥灰土で育つピノノワールを除梗して5
週間醸し後ゆっくりプレスし、
ブルーゴーニュ樽で22 ヶ月発酵・熟
成し20年8月末にSO2無添加で瓶詰めしました。
クリアなガーネット
色、
クランベリーやイチゴの香りを感じます。
上品なアタック、
ほん
のりとしたタンニンをアクセントに柔らかい味わいがしっとりとした
アフターを演出してくれます。

SO2

￥6,000

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

無添加 トータル：35mg/L

アルコール度 13.5%

テロワール

Alsace Lieux-dits アルザス・リューディ

参考小売

ピノノワール100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均60年）

醸造 酵母 自生酵母

特徴

呼称

テロワール

（手摘み／平均30年）
品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％

SO2

特級畑マンブールの中でも高樹齢のゲヴュルツトラミネールを粒選り
した特別キュヴェ Sは急斜面の区画名で特別な年のみ造られます。ほ
んの少し黄緑を帯びた黄金色で、
ライチの香りや白こしょうのスパイス
のニュアンスを感じます。甘く豊潤な上品な口当たりと、遅摘みにも関
わらず目を見張るような美しい酸とのバランス、
ミントやメンソールの
アフターがエレガントな味わいを演出します。

特徴

栽培／認証 ビオロジック ビオディナミ／エコセール
テロワール

瓶詰め時：少量

アルコール度 12%

アルコール度 13%

Alsace アルザス

0.2ha・20hl/ha

醸造 酵母 自生酵母

発酵 10月5日収穫／空気圧式圧搾

参考小売

面積・収量

品種（収穫/樹齢） ゲヴュルツトラミネール100％（手摘み／平均80年）

醸造 酵母 自生酵母

呼称

標高

石灰 礫岩 泥灰土 290ｍ・南

粘土 泥灰土 石灰 300ｍ・南東 0.388ha・35hl/ha
品種（収穫/樹齢） ピノグリ100％
（手摘み／平均11年）

特徴

土壌

UT

SOLD O

マンブールのピノノワールで造りましたが、
ピノノワールではグラ
ンクリュを語ることができません。
開放桶で2週間醸し後デキュヴェ
してプレス、
フリーランジュースとプレスジュースを合わせブルゴー
ニュ樽で24 ヶ月間発酵・熟成しました。
ガーネット色、
ブラックベ
リーの香り、
黒果実のボリュームあるアタックにしっかりとしたタン
ニンがアクセントとなりアフターへのアプローチが美しい逸品です。

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）

特徴

貴腐が付いた年は白（ローズソヴァージュ）に仕上げる為、生産量
は限られます。泥灰岩と砂岩を含む複雑な石灰土壌の高樹齢ピノ
ノワールを除梗後フードルで 24 ヶ月シュールリー熟成し無濾過で
瓶詰めしました。
クリアなガーネット色、ベリーやバラ、アニスのア
ロマ、スムースなアタックにベリーの旨味と甘味が華やかで、穏や
かなタンニンに酸のバランスよくアフターの統一感が良いです。

