Domaine Petit Roy

ブルゴーニュ地方
ドメーヌ･プティ・ロワ

コートドボーヌで静逸、静謐なる挑戦 エレガント×ナチュラル
2017年、ブルゴーニュ／ショレイレボーヌでドメーヌ･プティ・ロワを立ち上げた斉藤政一
氏は、1982年中国生まれ。幼少期は中国北部で育ち11歳で日本へ帰国。東京農
工大在学中に、砂漠化の分析で中国を訪問した時、現地でぶどう栽培がおこなわれ
ていたのを見てワインに興味を持ちます。砂漠化という環境問題は経済と密接な関係
を持っており、ただ緑化するだけでは根本的な問題解決にはならない事、そしてその土
地に合った作物、なおかつ経済効果のある作物を植えて育てていかないと継続的な取
り組みができないと感じた事。中国訪問をきっかけとして「ワイン用のぶどう栽培」が、砂
漠化問題解決にぴったりと合致している、糸口になりうるとの考えにいたります。ぶどうは
水分ストレスに強く、しかも原料を加工することによって付加価値が上がるため、緑化と
経済効果をもたらす作物だからです。
この経験と考えが知らず知らずのうちに彼の人生を決定づけます。ワイン造りをもっと
知りたいと思うようになった彼は、在学中から日本のワイナリーを廻るようになります。そし
てその後、長野県の小布施ワイナリーで研修を開始、自然に本場のワイン造りを見た
いという欲望が湧いてきます。
2006年に渡仏。ブルゴーニュで本格的にワイン造りの勉強を開始すると同時に、著
名なワイナリーでぶどう栽培と醸造の仕事の経験を積み始めます。
（シモン・ビーズ、ジャック‐フレデリック・ミュニエ、アルマン・ルソー、リュイ・シェニュ）
ワインの魅力にのめり込む彼がいつしか自分自身のワインを造りたいという夢を抱くよう
になるのもこれも自然の流れです。彼の真骨頂は、ここで焦らずにじっくりと経験と準備を積み上げ始めたこと。技術、知識、経験、資金を蓄え現地
での人間関係を広げ、自らのポテンシャルを高めていきます。
ワインの勉強、仕事以外に、ボーヌに『ラ・リュンヌ』という和食店を立ち上げ、さらにはワイン機材の輸出を手掛ける等、自らがオーナーとなるビジネス
も合わせて手掛け、栽培と醸造の仕事をしながらいつか自分のドメーヌをと2足3足のわらじをはき続けます。
その努力は身を結ぶまでに10年の時がかかります。
まずは2016年にネゴシアンの「メゾン・プティ・ロワ」を立ち上げます。デビュー作となる『アルテス』はサヴォワの友人のブドウを買い、醸造所を借りて仕
込んだキュヴェになります。
そして遂に！ 2017年に「ドメーヌ･プティ・ロワ」を立ち上げ、自社畑をもち、ショレイ・レ・ボーヌの現在の場所へ引っ越しをします。地下のカーヴを整
え、隣接してる古い建物を工事して住居とし、奥様、娘さん2人の家族4人で生活をされております。
オート・コート・ド・ボーヌに1.2haの土地を借り、そこには0.8haのピノノワールが植わっております。他に、ポマール村に1haのピノノワール、サヴィニー近
郊に0.2haのアリゴテ、0.1haのシャルドネの畑があります。最終的にはブルゴーニュで4 ～ 6haのぶどう畑を持ちたいという目標を持っていますが、現在は
合計2.5haの土地をもち(借り)、2.1haの畑でブドウを栽培しております。
11歳で日本へ、22歳でフランスへ、33歳という若さでブルゴーニュでドメー
ヌを立ち上げた斎藤氏。
『11年というサイクルで新たな挑戦が回ってくる人生なんですよね』としみじみ
語ります。
次の11年を迎える44歳になった時の彼が見てる風景は？そしてその時の新
たな挑戦とは？大きな挑戦を続ける生産者とのお付き合いは紹介する側
も興奮を隠せません。
どこか中性的で風をまとっているような爽やかで淀みない雰囲気の彼の人
間性はワインにも本当に素直に表現されております。「日本人がブルゴー
ニュでワイン造り」、そんな話題性よりもずっとワインが彼について如実に語っ
てくれます。

【35000】
Vin Mousseux Fou du Roy ヴァン・ムスー フー デュ ロワ18 【35175】
Bourgogne Aligoté ブルゴーニュ アリゴテ19
呼称

Vin Mousseux ヴァン・ムスー

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／ テロワール

土壌

UT
SOLD O
面積

標高・向き

粘土石灰 泥灰土 240m・コルトンの丘の南側の平地

呼称

Bourgogne Aligoté ブルゴーニュ アリゴテ

参考小売

￥3,900

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

土壌

向き

UT

SOLD O

面積・収量

粘土石灰 泥灰土 240m・コルトンの丘の南側の平地 0.35ha・57hl/ha

0.44ha

品種（収穫/樹齢） アリゴテ50％（手摘み／平均40年）シャルドネ50％（手摘み／平均20年）

品種（収穫/樹齢） アリゴテ100％（手摘み／平均38年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母
発酵 9月22日収穫／空気圧式圧搾
228Lの古樽で発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで2 ヶ月間熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月

発酵 全房で空気圧式圧搾／デブルバージュ後、ステンレスタンクで発酵
・
熟成 アッサンブラージュしタンクへ移し、ビュジェイ（サヴォワ）の友人の
醸造所へ持ち込み、ティラージュし瓶内2次発酵
8 ヶ月間瓶内熟成／少量ドザージュしデゴルジュマン
SO2
ガス圧

瓶詰め前：無添加 瓶詰め後：ComingSoon トータル：12mg/L
5.2気圧

SO2

自社のアリゴテとシャルドネを全房でプレス、デブルバージュ後各々 特徴
をステンレスタンクで発酵、タンクへ移しサヴォワでビュジェセルドン
を造る友人の醸造所へ運びティラージュし瓶内二次発酵、瓶内熟成、
18 年はドザージュ少量行いデゴルジュマンしました。
ライトイエロー
色、梨やもぎたてのリンゴの香り、ふくよかな果実を感じるアタックに
ボリューム感と程よい酸がバランスよくアフターまで伸びます。

特徴

【35174】
Altesse アルテス19
呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥4,000

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 ビオロジック／ テロワール

土壌

マロラクティック発酵時：少量 トータル：57mg/L

アルコール度 12.5%

アルコール度 12.5%

向き

19 年は暑い夏でした。1983 〜 84 年に植樹したアリゴテを収穫し
228L の木樽で発酵・マロラクティック発酵を行い、古樽で 12 ヶ月
熟成後さらにステンレスタンクで 2 ヶ月追熟させ、晴天の果実の日
に瓶詰めを行いました。
ライトイエロー色、青りんごやハーブの香
り、しっかりとした粘性に、ふくよかな果実味とボリューム感、穏やか
な酸に中程度の余韻が続きます。

【35176】
Bourgogne Chardonnay ブルゴーニュ シャルドネ19

UT
SOLD O
面積・収量

呼称

Bourgogne ブルゴーニュ

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／ テロワール

土壌

向き

UT

SOLD O

面積・収量

粘土石灰 泥灰土 240m・コルトンの丘の南側の平地 0.09ha・68hl/ha

泥灰土 石灰岩 南西向きの急勾配斜面 0.17ha・58.8hl/ha
（手摘み／平均60年）
品種（収穫/樹齢） アルテス100％

品種（収穫/樹齢） シャルドネ100％（手摘み／平均22年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月15日収穫／空気圧式圧搾
228Lの古樽で発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで2 ヶ月間熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月
SO2

マロラクティック発酵時：少量 トータル：84mg/L

アルコール度 14%

SO2

マロラクティック発酵時：少量 トータル：56mg/L

アルコール度 13.5%

ブルゴーニュの醸造家・斉藤政一が Bugey の友人からアルテスを
購入し仕込んだネゴシアンラインです。
プレス後、228L の木樽で発
酵・マロラクティック発酵を経て古樽で 12 ヶ月熟成後、ステンレス
タンクでさらに 2 ヶ月熟成させました。
グリーンイエロー色、バター
やチーズ、金木犀やアプリコットのアロマ、粘性しっとりとしたアタッ
クに上質な酸とミネラルが柔らかく伸びます。

特徴

発酵 9月13日収穫／空気圧式圧搾
228Lの古樽で発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで2 ヶ月間熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月

暑い夏を経て生育が早まった 19 年、1999 年〜 2000 年に植樹した
シャルドネをプレス後、228L の木樽で発酵・マロラクティック発酵
を行い、古樽で 12 ヶ月熟成後さらにステンレスタンクで 2 ヶ月追熟
させました。青みがかったイエロー色、白桃や杏、ハーブ香、
しっかり
とした粘性、白桃の優しい果実味に旨味のある酸とミネラルがたっ
ぷりと拡がり、
アフターまで存在感が光ります。

特徴

【35183】
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Blancブルゴーニュ・オート･コート･ド･ボーヌ ブラン19 【35178】
Maranges Bas des Loyèresマランジュ バ・デ・ロワイエール 19
呼称

Bourgogne Hautes Côtes de Beauneブルゴーニュ・オート･コート･ド･ボーヌ

参考小売

￥4,800

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 - ／ テロワール

土壌

向き

UT
SOLD O
面積・収量

呼称

Maranges マランジュ

参考小売

￥6,000

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 - ／ テロワール

粘土石灰 泥灰土 ComingSoon 0.21ha・54hl/ha

土壌

向き

UT

SOLD O
面積・収量

粘土石灰 泥灰土 ComingSoon 0.11ha・27hl/ha

品種（収穫/樹齢） シャルドネ100％（手摘み／ ComingSoon）

品種（収穫/樹齢） シャルドネ100％（手摘み／ ComingSoon）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月20日収穫／空気圧式圧搾
228Lの古樽で発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで2 ヶ月間熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月
SO2

マロラクティック発酵時：少量 トータル：57mg/L

アルコール度 13%
特徴

発酵 9月14日収穫／空気圧式圧搾
228Lの古樽で発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで2 ヶ月間熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月

暑い夏を経て生育が早まった 19 年、買いブドウのシャルドネをプ
レスし 228L の木樽で発酵、マロラクティック発酵し古樽で 12 ヶ月
熟成後さらにステンレスタンクで 2 ヶ月追熟させました。
グリーンイ
エロー色、バターやフレッシュなリンゴ、白い花の蜜の香りを感じま
す。柔らかく拡がるエキスにミネラル感と塩気、柑橘系の酸が拡が
り、
リッチな仕上がりとなっています。

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）

SO2

マロラクティック発酵時：少量 トータル：71mg/L

アルコール度 14%
特徴

暑い夏を経て生育が早まった 19 年、買いブドウのシャルドネをプ
レスし 228L の木樽で発酵、マロラクティック発酵し古樽で 12 ヶ月
熟成後さらにステンレスタンクで追熟させました。輝くグリーンを帯
びたイエロー色、
ミルキーでハーブ、
りんごの香りを感じます。瑞々し
い果実味拡がるアタック、しっかりとしたストラクチャーに塩味と酸
がアクセントとなりミネラル感としっかりとした余韻が光ります。

【35184】
Pernand Vergelesses ペルナン・ヴェルジュレス19

【35177】
Coteaux Bourguignons コトー・ブルギニヨン19

呼称

Pernand Vergelesses ペルナン・ヴェルジュレス

呼称

Coteaux Bourguignons コトー・ブルギニヨン

参考小売

￥7,000

参考小売

￥3,900

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 - ／ テロワール

土壌

向き

UT
SOLD O
面積・収量

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

粘土石灰 泥灰土 ComingSoon 0.17ha・52hl/ha

UT

SOLD O

土壌

向き

粘土石灰

ComingSoon 0.81ha・30hl/ha

面積・収量

品種（収穫/樹齢） シャルドネ100％（手摘み／ ComingSoon）

品種（収穫/樹齢） ガメイ100％（手摘み／ 24 〜 30年）

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
228Lの古樽で発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで2 ヶ月間熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月
SO2

マロラクティック発酵時：少量 トータル：58mg/L

アルコール度 12%

暑い夏を経て生育が早まった 19 年、シャルドネをプレスし 228L の
木樽で発酵、マロラクティック発酵し古樽で 12 ヶ月熟成後さらにス
テンレスタンクで 2 ヶ月追熟させました。
グリーンイエロー色、青り
んごやパセリ、ミントの香りを感じます。文旦やグレープフルーツの
柑橘の酸に瑞々しい果実味、中程度のボリュームにアフターにまで
拡がる果実香が好印象です。

【35179】
Bourgogne Les Lormes ブルゴーニュ レ ロルム 19
呼称

Bourgogne ブルゴーニュ

参考小売

￥4,700

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

SO2

マロラクティック発酵時：少量 トータル：68mg/L

アルコール度 14%
特徴

発酵 9月17日収穫／除梗しプレス
11hlの木製開放樽でピジャージュしながら発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで2 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月

UT

SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

ComingSoon 0.81ha・20hl/ha

Flagey Echezeaux 村で育つ 92 〜 98 年に植樹したガメイを除梗、
少しピジャージュし木製の発酵槽で発酵・マロラクティック発酵、古
樽で 12 ヶ月熟成した後ステンレスタンクで 2 ヶ月追熟しました。輝
くルビー色、
ブラックチェリーやカシスの香り、瑞々しい果実のアタッ
クにグロゼイユなど酸味のあるベリーのニュアンス、紅茶のタンニ
ンに短めの余韻と冷涼感が美しい仕上がりです。

特徴

【35180】
Bourgogne De Sousa ブルゴーニュ ドゥ スーザ19
呼称

Bourgogne ブルゴーニュ

参考小売

￥5,400

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

UT

SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

ComingSoon 0.17ha・20hl/ha

（手摘み／ 24 〜 30年）
品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％

品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％（手摘み／平均73年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

ピジャージュ
発酵 9月15日収穫／除梗しプレス後、
37hlのステンレスタンクで発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで2 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月
SO2

SO2

マロラクティック発酵時：少量 トータル：34mg/L

アルコール度 12.5%

マロラクティック発酵時：少量 トータル：23mg/L

アルコール度 12.5%

92 〜 98 年に植樹しビオディナミ農法で育つ自社のピノノワールを
除梗し少しピジャージュ後、
ステンレスタンクで発酵・マロラクティッ
ク発酵、古樽で 12 ヶ月熟成後ステンレスタンクで 2 ヶ月追熟しまし
た。ややオレンジを帯びた明るいガーネット色、ザクロや野イチゴ
の香り、黒果実を思わせるベリーのアタック、エキスと抜け感のある
バランスの良いタンニン、可憐でありつつ力強さも感じられます。

特徴

発酵 9月14日収穫／全房でピジャージュ
16hlのステンレスタンクで発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで2 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月

1949 年に植樹した自社ブドウで、ビオディナミ農法で育つピノノ
ワールを全房でほんの少しピジャージュしステンレスタンクで発酵・
マロラクティック発酵し古樽で 12 ヶ月熟成後ステンレスタンクで
2 ヶ月追熟しました。濃い紫色、湿った土やマッシュルーム、苺、ザク
ロの香り、カシスや黒果実、スミレを連想しビロードのようなタンニ
ン、余韻まで細やかに美しくエキスが拡がります。

特徴

【35182】
Bourgogne Hautes Côtes de Beauneブルゴーニュ・オート･コート･ド･ボーヌ19 【35181】
Cote de Nuits Villages La Montagneコート・ド・ニュイ・ヴィラージュ ラ・モンターニュ 19
呼称

Bourgogne Hautes Côtes de Beauneブルゴーニュ・オート･コート･ド･ボーヌ

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／ テロワール

UT
SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

南

0.85ha・13hl/ha

呼称

Cote de Nuits Villages コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ

参考小売

￥6,500

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム
栽培／認証 - ／ テロワール

UT

SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

北東

0.2ha・29hl/ha

（手摘み／ 37 〜 39年）
品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％

品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％（手摘み／平均40年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月21日収穫／全房でピジャージュ
16hlのステンレスタンクで発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで2 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月

発酵 9月16日収穫／全房でピジャージュ
16hlのステンレスタンクで発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで6 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年4月

SO2

SO2

マロラクティック発酵時：少量 トータル：56mg/L

アルコール度 12.5%
特徴

1982 〜 84 年に植樹しビオディナミで育てた自社ブドウのピノノ
ワールを全房でほんの少しピジャージュを施しステンレスタンクで
発酵・マロラクティック発酵し古樽で 12 ヶ月熟成後ステンレスタ
ンクで 2 ヶ月追熟しました。
クリアなガーネット色、プルーンやワイ
ルドベリーの香り、酸味の美しいベリー系のニュアンス、細やかに
タンニンとエキスが拡がる綺麗で立体感のあるボディです。

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）

マロラクティック発酵時：少量 トータル：46mg/L

アルコール度 13%
特徴

穏やかな北東向きで一日中太陽を浴びる粘土石灰で育つピノノ
ワールを全房でほんの少しピジャージュを施しステンレスタンクで
発酵・マロラクティック発酵後、古樽で 12 ヶ月熟成後ステンレスタ
ンクで 6 ヶ月追熟しました。
しっかりとしたガーネット色、カシスやな
めし革、しっかりとしたエキス感、綺麗な酸に力強いタンニンとカシ
スのニュアンス、
アフターは綺麗にフィニッシュします。

【35186】
Chorey les Beaune ショレイ・レ・ボーヌ19
呼称

Chorey les Beaune ショレイ・レ・ボーヌ

参考小売

￥6,500

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム
栽培／認証 - ／ テロワール

UT
SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

すべて

0.19ha・35hl/ha

【35185】
Monthelie 1er Cru Le Meix Batailleモンテリー・プルミエ・クリュ・ル・メ・バタイユ19
呼称

Monthelie 1er Cru Le Meix Batailleモンテリー・プルミエ・クリュ・ル・メ・バタイユ

参考小売

￥8,000

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム
栽培／認証 - ／ テロワール

UT

SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

すべて

0.14ha・48hl/ha

（手摘み／平均100年）
品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％

品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％（手摘み／平均100年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月6日収穫／全房でピジャージュ
16hlのステンレスタンクで発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで6 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年4月
SO2

SO2

マロラクティック発酵時：少量 トータル：38mg/L

アルコール度 13.5%
特徴

発酵 9月15日収穫／全房でピジャージュ
16hlのステンレスタンクで発酵
（マロラクティック醗酵あり）
熟成 古樽で12 ヶ月間熟成後、ステンレスタンクで6 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年4月

ショレイ・レ・ボーヌのなだらかで広々とした日照に優れる畑で育っ
た買いブドウのピノノワールを少しピジャージュしステンレスタンクで
発酵・マロラクティック発酵、12 ヶ月熟成後ステンレスタンクで 6 ヶ月
追熟しました。
ガーネット色、ブルーベリーや黒胡椒、グロゼイユの香
り、柔らかく洗練された黒果実の味わいになめし革のニュアンス、滑ら
かで存在感のあるタンニンが溶け込んだ上品な仕上がりです。

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）

マロラクティック発酵時：少量 トータル：53mg/L

アルコール度 13%
特徴

暑い夏を経て収穫したピノノワールを少しピジャージュし、ステン
レスタンクで発酵・マロラクティック発酵し 12 ヶ月古樽で熟成後
ステンレスタンクで 6 ヶ月追熟し 21 年 4 月に瓶詰めしました。明
るいガーネット色、ワイルドベリーやザクロのアロマを感じます。
滑
らかなベリーの果実味に柔らかいタンニンと心地の良い酸が溶け
込み、やや短めの余韻ではありますが整った印象を受けます。

【35002】
Bourgogne Les Lormes ブルゴーニュ レ ロルム 18MAG
呼称

Bourgogne ブルゴーニュ

参考小売

￥11,000

規格/タイプ 1500ml×6 ／赤・ミディアム
栽培／認証 ビオディナミ／ テロワール

UT
SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

ComingSoon 0.81ha・30hl/ha

【35003】
Bourgogne De Sousa ブルゴーニュ ドゥ スーザ18MAG
呼称

Bourgogne ブルゴーニュ

参考小売

￥13,000

規格/タイプ 1500ml×6 ／赤・ミディアム
栽培／認証 ビオディナミ／ テロワール

UT

SOLD O

土壌

向き

粘土石灰

ComingSoon 0.17ha・60hl/ha

面積・収量

（手摘み／ 20 〜 26年）
品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％

品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％（手摘み／平均69年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月1日収穫／除梗し空気圧式圧搾
37hlの木製開放樽でピジャージュを行いながら
18日間発酵（20日間マロラクティック醗酵）
熟成 228Lの木樽で16 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年2月
SO2

SO2

発酵中：20mg/L トータル：24mg/L

アルコール度 14%

瓶詰め時：少量 トータル：20mg/L

アルコール度 12.5%

暑い夏を経て生育が早まった 2018 年、自社でビオディナミ農法で
育つピノノワールを除梗しプレス、木製の開放桶でピジャージュを
行いつつ発酵、228L の木樽で 16 ヶ月熟成し無濾過・無清澄で瓶
詰めしました。
オレンジを帯びたガーネット色、ワイルドベリーや少
し土のニュアンス、カシスやブラックベリーの果実味、ピュアでタン
ニンも細やかで柔らかい酸が溶け込んでいます。

特徴

発酵 9月2日収穫／除梗せず空気圧式圧搾
16hlの木製開放樽でピジャージュを行いながら
15日間発酵（20日間マロラクティック醗酵）
熟成 228Lの木樽で16 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年2月

暑い夏を経て生育が早まった 2018 年、自社でビオディナミ農法で
育つピノノワールは除梗せずプレス、木製の開放桶でピジャージュ
を行いつつ発酵、228L の木樽で 16 ヶ月熟成し無濾過・無清澄で
瓶詰めしました。やや憂いあるルビー色、穏やかなフランボワーズ
やカシスの香り、滑らかなタンニンと高めの酸、野性味のある味わ
い、滋味深い旨味が永遠に続くようなブルゴーニュの銘品です。

特徴

【35001】
Maranges Bas des Loyèresマランジュ バ・デ・ロワイエール ルージュ 18MAG【35004】
Cote de Nuits Villages La Montagneコート・ド・ニュイ・ヴィラージュ ラ・モンターニュ 18MAG
呼称

Maranges マランジュ

参考小売

￥14,000

規格/タイプ 1500ml×6 ／赤・ミディアム
栽培／認証 - ／ テロワール

UT
SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

南
（急斜面） 0.19ha・48hl/ha

呼称

Cote de Nuits Villages コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ

参考小売

￥14,000

規格/タイプ 1500ml×6 ／赤・ミディアム
栽培／認証 - ／ テロワール

UT

SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

北東

0.14ha・48hl/ha

品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％（手摘み／平均100年）

品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％（手摘み／平均40年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

空気圧式圧搾
発酵 9月6日収穫／除梗後、
16hlの木製解放桶で20日間発酵
（そのまま20日間マロラクティック発酵）
熟成 228Lの古樽で17 ヶ月間熟成後、
ステンレスタンクで1 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年5月
SO2 少量添加 トータル：30mg/L
アルコール度 12.5%

アルコール度 12.5%

買いブドウの決め手である高樹齢で健全という条件を満たした粘
土石灰土壌で育つ樹齢 100 年のピノノワールを除梗しプレス、木
製開放桶で発酵後、228L の古樽で 17 ヶ月熟成、ステンレスタンク
で 1 ヶ月寝かせました。

特徴

空気圧式圧搾
発酵 9月7日収穫／除梗後、
16hlの木製解放桶で20日間発酵
（そのまま20日間マロラクティック発酵）
熟成 228Lの古樽で17 ヶ月間熟成後、
ステンレスタンクで1 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年5月
SO2 少量添加 トータル：22mg/L
穏やかな北東向きで一日中太陽を浴びる粘土石灰で育つピノノ
ワールを除梗しプレス、木製開放桶で発酵・マロラクティック発酵
を行い、228L の木樽で 17 ヶ月熟成、ステンレスタンクで 1 ヶ月寝
かせました。

特徴

【35005】
Bourgogne Hautes Côtes de Beauneブルゴーニュ・オート･コート･ド･ボーヌ18MAG 【35006】
Chorey les Beaune ショレイ・レ・ボーヌ18MAG
呼称

Bourgogne Hautes Côtes de Beauneブルゴーニュ・オート･コート･ド･ボーヌ

呼称

Chorey les Beaune ショレイ・レ・ボーヌ

参考小売

￥14,000

参考小売

￥14,000

規格/タイプ 1500ml×6 ／赤・ミディアム
栽培／認証 ビオディナミ／ テロワール

UT
SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

南

0.85ha・24hl/ha

規格/タイプ 1500ml×6 ／赤・ミディアム
栽培／認証 - ／ テロワール

UT

SOLD O

土壌

向き

面積・収量

粘土石灰

すべて

0.19ha・48hl/ha

（手摘み／ 36 〜 38年）
品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％

品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％（手摘み／平均100年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月8日収穫し、全房で空気圧式圧搾
16hlの木製解放桶で15日間発酵
（そのまま20日間マロラクティック発酵）
熟成 228Lの古樽で16 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年2月1日
SO2

熟成中：少量 トータル：37mg/L

アルコール度 12.5%
特徴

空気圧式圧搾
発酵 9月6日収穫／除梗後、
16hlの木製解放桶で20日間発酵
（そのまま20日間マロラクティック発酵）
熟成 228Lの古樽で17 ヶ月間熟成後、
ステンレスタンクで1 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年5月
SO2 少量添加 トータル：20mg/L

自社ブドウで、粘土石灰土壌のピノノワールを全房でプレスし木製
の開放桶で発酵、228L の古樽で 16 ヶ月間熟成しました。熟成中の
19 年 7 月末にカーヴの温度が上がったため SO2 を少量添加しま
した。

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）

アルコール度 13.5%
特徴

ショレイ・レ・ボーヌのなだらかで広々とした日照に優れる畑で育っ
た買いブドウの樹齢 100 年のピノノワールをプレス後、木製開放桶
で発酵し 228L の古樽で 17 ヶ月熟成後ステンレスタンクで１ヶ月
寝かせました。

