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酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

1 ALSACE1
アルザス

33874

ドメーヌ・マルク・テンペ

VIN NV

アルザス

A

Cremant D'Alsace Brut Nature Selectionne Par Marc Tempé

35467

アルザス

VIN 2019

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

ドメーヌ・マルク・テンペ
ピノブラン アムゼル

呼称/ Crémant d'Alsace クレマン・ダルザス
参考小売/

2700

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

A

Dom Marc Tempé Pinot Blanc Amzelle

呼称/ Alsace アルザス

4571455206256

参考小売/

白泡 ・ 辛口

3800

規格/ 750ml × 12
ビオロジック

AB

栽培/ ビオディナミ
土壌/ 粘土 泥灰土

土壌/ 沖積土 花崗岩 粘土石灰
ピノノワール ピノオーセロワ ピノブラン
１/3ずつ

JAN/

4573461671455

タイプ/
認証/

白 ・ やや辛口
エコセール デメテール

SOLD OUT

ピノブラン60％ ピノオーセロワ40％

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。

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。

マルク・テンペ
35468

アルザス

35219

アルザス

35202

アルザス

VIN 2018

Dom Marc Tempé AmzelleGewurztraminer Zellenberg

VIN 2018

Dom Marc Tempé Riesling Burgreben

VIN 2018

Dom Marc Tempé Riesling Grafenreben

ドメーヌ・マルク・テンペ
リースリング ビュルグレーベン

ドメーヌ･マルク･テンペ
アムゼル ゲヴュルツトラミネール ツェレンベルグ

呼称/ Alsace アルザス
参考小売/
規格/
栽培/

5200

750ml × 12
ビオロジック
ビオディナミ

ドメーヌ・マルク・テンペ
リースリング グラフェンレーベン

呼称/ Alsace Lieux-dits アルザス・リューディ
JAN/

4573461671950

タイプ/
認証/

土壌/ 粘土泥灰土

参考小売/

白 ・ やや辛口

規格/

エコセール

栽培/

在庫5ケース

5300

JAN/
タイプ/

750ml × 12
ビオロジック
ビオディナミ

認証/

土壌/ 泥灰土 石灰 シリス

ゲヴュルツトラミネール100％

土壌/ 粘土石灰 泥灰土

アルザス

35121

アルザス

VIN 2015

Dom Marc Tempé Pinot Gris La Demoi Zelle SGN

ビオロジック

認証/
栽培/ ビオディナミ
土壌/ 泥灰土 石灰 砂岩

白 ・ 辛口
エコセール
在庫1ケース

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。

アルザス

クリスチャン・ビネール

ドメーヌ・マルク・テンペ
ピノグリ ラ ドモワゼル セレクション グラン ノーブル

呼称/ Alsace Grand Cru アルザス・グランクリュ

呼称/ Alsace アルザス

4573461668530

タイプ/

認証/

リースリング100％

Dom Marc Tempé Gewurztraminer Furstentum

規格/ 750ml × 12

4573461667298

タイプ/

栽培/

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。

ドメーヌ･マルク･テンペ
ゲヴュルツトラミネール フルシュタンチュム

JAN/

在庫20ケース

35220

JAN/

規格/

6000

750ml × 12
ビオロジック
ビオディナミ

エコセール

VIN 2018

7500

参考小売/

白 ・ やや辛口

リースリング100％

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。

参考小売/

呼称/ Alsace Lieux-dits アルザス・リューディ

4573461668523

参考小売/

白 ・ やや甘口

9000

JAN/

規格/ 500ml × 12
ビオロジック

エコセール

認証/
栽培/ ビオディナミ
土壌/ 粘土 泥灰土 石灰

在庫1ケース

4573461666031

タイプ/

白 ・ 甘口
エコセール
在庫1ケース

ピノグリ100％

ゲヴュルツトラミネール100％
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。

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。

クリスチャン・ビネール
43795
VIN 2019

アルザス 酸化防止剤無添加

Nature

Christian Binner Katz en Bulles Riesling

43852

Christian Binner Saveurs

VIN 20/21

クリスチャン・ビネール
カッツ アン ブル リースリング
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4800

JAN/

クリスチャン・ビネール
サヴール
呼称/ Alsace アルザス

4573461672773

規格/ 750ml × 12

タイプ/ 白微泡 ・ 辛口

栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ 花崗岩

Nature

アルザス 酸化防止剤無添加

参考小売/

3300

タイプ/

エコセール
ヴァン・メソッド・ナチュール

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 花崗岩 砂利 石灰

「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
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。

4573461673954

VIN 2016

Christian Binner Eau de Vie Marc de Pinot Noir
クリスチャン・ビネール
オー・ド・ヴィ マール・ド・ピノノワール

参考小売/

7500

JAN/

4573461665744

規格/ 700ml × 12

タイプ/ 蒸留酒 ・ -

エコセール
エコセール

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ −

白 ・ 辛口

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
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。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

1

アルザス

呼称/ JAN/

規格/ 750ml × 12

リースリング100%

43469

SOLD OUT

ピノノワール100%
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。干しブドウやミルクチョコの柔らかい香り、
しっかりとしたフローラルな香りを纏った味わいが下支えしてくれる
優しい味わいです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

2 ALSACE2
アルザス

ドメーヌ・ジュリアン・メイエー

43355

Nature

アルザス 酸化防止剤無添加

Dom Julien Meyer Mer & Coquiliages

VIN 2019

43763

Dom Julien Meyer A-La-Vie

VIN 2020

ドメーヌ・ジュリアン・メイエー
メール エ コキヤージュ

ドメーヌ・ジュリアン・メイエー
アラヴィ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

呼称/ Alsace アルザス
参考小売/

2600

JAN/

4573461662903

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

参考小売/

白 ・ 辛口
エコセール デメテール

SOLD OUT

土壌/ 砂利 シルト（沈泥）

パトリック・メイエー
Nature

Dom Julien Meyer Riesling RN422

VIN 2019

43401

Dom Julien Meyer PG&PN LouLou

ドメーヌ・ジュリアン・メイエー
リースリング RN422

規格/

3100

750ml × 12

栽培/ ビオディナミ

4573461665621

タイプ/
認証/

土壌/ 沖積土

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

4000

750ml × 12

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ 砂 砂岩

4573461664082

タイプ/

VIN 2017

認証/

規格/

土壌/ -

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

Nature

43692

VIN 2020

Kleinknecht Orange is the New White

43728
VIN 2017

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3400

規格/ 750ml × 12
栽培/ ビオディナミ

4573461670649
オレ
タイプ/
・ 辛口
ンジ
認証/ デメテール

土壌/ 泥灰土 石灰

SOLD OUT

ゲヴュルツトラミネール30％
ピノグリ30％ リースリング15％
シルヴァネール15％ ミュスカ10％

ブドウ5品種を一緒に3週間醸しプレス後、ステンレスタンクで発酵
期間中に1回ピジャージュし、フードルとステンレスタンクで熟成し21
年5月に瓶詰めしました。玉ねぎカラーのオレンジ色にビワやシナ
モン、ドライマンゴーの香り、口中にトロピカルな香りが拡がり、リン
ゴの皮のような柔らかいほろ苦さとシャープな酸味が果実味をカ
バーしています。

2900

デメテール

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 泥灰土 石灰

Nature

4573461670625

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ 泥灰土 石灰

4573461669421
白 ・ 辛口
デメテール

SOLD OUT

ゲヴュルツトラミネール100％
1998年より自ら無農薬を実践し畑で学びを得てきた叩き上げの生
産者アンドレ、20年は暑く乾燥した年でした。泥灰土・石灰土壌で育
つゲヴュルツトラミネールをプレス、10hlのステンレスタンクで発酵・
熟成しました。グリーンイエローの外観、パイナップルや金柑、フ
ローラルな香り、プチプチ感じるアタックにジューシーでトロピカルな
ニュアンス、ほろ苦さがアフターを整えてくれます。

43456

白 ・ 辛口
デメテール

泥灰土
石灰
SOLD
OUT

ピノグリ100%

Nature

アルザス 酸化防止剤無添加

Kleinknecht Pinot Noir

VIN 2019

クラインクネヒト
ピノグリ GCゾッツェンベルク

3800

JAN/
タイプ/

Kleinknecht Pinot Gris GC Zotzenberg

参考小売/

Nature

呼称/ Alsace アルザス

規格/ 750ml × 12

呼称/ Alsace Grand Cru アルザス・グランクリュ

JAN/

在庫1ケース

Kleinknecht Gewurtztraminer

参考小売/

白泡 ・ 辛口

アルザス 酸化防止剤無添加

クラインクネヒト
オレンジ イズ ザ ニュー ホワイト

エコセール デメテール

クラインクネヒト
ゲヴュルツトラミネール

自ら無農薬を実践し畑で学び続けるアンドレのSO2無添加クレマン
です。3品種をプレス後、35hlの木樽で9ヶ月発酵、ティラージュし
15ヶ月の瓶内熟成を経てデゴルジュマンしました。グリーンイエロー
の外観から細かくクリーミーな泡、青りんごやライムの香り、バラン
スよく纏まった味わいで引き締まった酸とシンプルな果実感からドラ
イな印象を受け、中程度の余韻が続きます。

アンドレ・クラインクネヒト
Nature

認証/

アルザス 酸化防止剤無添加

VIN 2020

ピノブラン ピノグリ シャルドネ1/3ずつ

アルザス 酸化防止剤無添加

4573461664129

タイプ/ 蒸留酒 ・ -

レ ピュセルのゲヴェルツトラミネールの搾りかすをプレス機の抽出
口に集め振るい機にかけ枝を取り除き、残った部分を容器に密封
し自然発酵させます。その後、蒸留所から借りたランビックで蒸留、
ガラス製の丸い容器ボンボンヌで熟成後、瓶詰めしました。クリア
なホワイトの外観、ライチの香りを感じます。上品な甘さとナチュラ
ルで心地の良い味わいがアフターまでしっかりと続く逸品です。

4573461657381

土壌/ 泥灰土 泥砂利

43730

Nature

ゲヴュルツトラミネール100％

呼称/ Crémant d'Alsace クレマン・ダルザス

規格/ 750ml × 12

JAN/

SOLD OUT

クラインクネヒト
クレマン・ダルザス ブリュット

JAN/

7000

500ml × 12

栽培/ ビオディナミ

Kleinknecht Crémant d'Alsace Brut

3100

SOLD OUT

アルザス 酸化防止剤無添加

エコセール デメテール

アルザス 酸化防止剤無添加

参考小売/

白 ・ 辛口
エコセール デメテール

Dom Julien Meyer Eau de Vie de Marc de Gewurztraminer

参考小売/

赤 ・ ミディアム

砂・砂岩で育つピノグリとピノノワールを全房で3週間ステンレスタン
クでスミマセラシオンカルボニック後プレス、600Lの古樽で発酵しそ
のままマロラクティック発酵・熟成しました。淡いアンバーオレンジ
色、ホワイトペッパーや野生のハーブ、スパイシーな香り、たっぷり
のエキス分に心地良いタンニンと高めの酸、じっくり染み渡るナチュ
ラルなテイストが良い仕上がりです。

43069

クラインクネヒト

認証/

ドメーヌ・ジュリアン・メイエー
オー・ド・ヴィ・ド・マール・ド・ゲヴュルツトラミネール

ピノグリ50％ ピノノワール50％

19年は暑くて乾燥した気候でした。国道RN422号線から程近いサン
ピエール村の沖積土壌に植わるリースリングをプレス後、ステンレ
スタンクで発酵しセメントタンクで9ヶ月熟成しました。粘性のある黄
金色、金木犀やトロピカルフルーツやエスニックな香り、エキスの拡
がりを大きく感じるアタックで、中盤にはオレンジピールのほろ苦さ
と酸味が心地よくアフターへと続きます。

栽培/ ビオディナミ

4573461671899

呼称/ -

JAN/

エコセール デメテール

リースリング100％

アルザス

43405
VIN 2018

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
JAN/

タイプ/

ナチュールからアラヴィへキュヴェ名を変更しました。沖積層の砂
利・シルト土壌に植わるシルヴァネールを主体にプレス後、セメント
タンクで発酵・熟成しました。やや粘性がありグリーンイエロー色、
レモングラスやビワの穏やかな香りが立ち、口中に拡がるまろやか
な酸味が心地よく、すべてのエッセンスや骨組みが整い、ドライで
良質な仕上がりを楽しめます。

ドメーヌ・ジュリアン・メイエー
ピノグリ＆ピノノワール ルル

呼称/ Alsace アルザス
参考小売/

Nature

アルザス 酸化防止剤無添加

VIN 2019

JAN/

シルヴァネール主体 ピノブラン

「海と貝」と名付けられたキュヴェ、海が隆起してできた砂利・シルト
土壌で育つ樹齢30〜50年のシルヴァネール主体で、プレス後ステ
ンレスタンクで発酵・シュールリー熟成しました。ライトイエロー色、
八朔や柑橘系の香りを感じます。柑橘の旨味とエキスが織り成す
味わい、集中力もあり例年より果実味も濃く、コンポートのニュアン
スにピールの苦味がアクセントとなっています。
アルザス 酸化防止剤無添加

2800

規格/ 750ml × 12

土壌/ 砂利 シルト

シルヴァネール主体
リースリング

43482

Nature

アルザス 酸化防止剤無添加

クラインクネヒト
ピノノワール
呼称/ Alsace アルザス
参考小売/

3200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/

4573461664624
赤 ・ ミディアム
デメテール

SOLD OUT

ピノノワール100%

泥灰土・石灰土壌で育つ樹齢30年のピノグリをプレス後、10hlのス
テンレスタンクで発酵、14hlのフードルで熟成し20年8月にサンスフ
ルで瓶詰めしました。輝きのあるグリーンイエロー色、ゆずピール
やスウィーティの香りを感じます。口中に拡がる果実と酸味、たっぷ
りのエキスとレモンジャムのようなニュアンスに上品な口当たりが
心地よい逸品です。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

2

1998年より自ら無農薬を実践し2014年にデメテールを取得、畑で
学びを得てきたアンドレが樹齢32年のピノノワールを全房で3週間
醸し後プレス、フードルで10ヶ月発酵・熟成を行いサンスフルで仕
上げました。やや詰まったパープルルビー色、フランボワーズや赤
果実のアロマ、たっぷりとしたエキスにタンニン滑らかで優しい酸味
とナチュラルテイストがアフターへと流れます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

3 JURA
ジュラ

ドメーヌ・デ・キャヴァロド

34381

Nature

ジュラ 酸化防止剤無添加

Dom des Cavarodes Savagnin Presse

VIN 2017

34787
VIN 2018

ドメーヌ･デ･キャヴァロド
サヴァニャン･プレッセ

ドメーヌ･デ･キャヴァロド
トゥルソー ド メサジュラン
呼称/ Arbois アルボワ

呼称/ Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ
参考小売/

4200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461655165

参考小売/

白 ・ 辛口
-

土壌/ 粘土石灰（キンメリジャン）SOLD

OUT

43645
VIN 2018

Nature

ジュラ 酸化防止剤無添加

Dom Julien Labet Chardonnay En Chalasse

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

栽培/

6500

JAN/

750ml × 12
ビオディナミ
ビオロジック

タイプ/
認証/

土壌/ 泥灰土 青粘土

ジュラ

Dom Julien Labet La Paille Perdue
ドメーヌ・ジュリアン・ラベ
ラ パイユ ペルデュ
呼称/ Vin Liquoreux ヴァン・リクルー

4573461668844

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 青色泥土

43842

ジュラ

認証/

藁 ・ 甘口
-

SOLD OUT

Dom des Marnes Blanches Poulsard
ドメーヌ・デ・マルヌ・ブランシュ
プールサール

呼称/ Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

4900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

リアス期の泥灰土 小石 石灰

Nature

ジュラ 酸化防止剤無添加

ドメーヌ・デ・マルヌ・ブランシュ
シャルドネ アン キャトル ヴィス

土壌/

4571455205914

タイプ/

3種のブドウを藁の上で4ヶ月陰干しし糖度を高めてからプレスし木
樽で発酵、48ヶ月熟成しました。アルコール度14％以上からヴァン・
ド・パイユの呼称になりますが、11.2％しかないので「ペルデュ（失
われた）」と名付けられました。ウィスキーのような琥珀色、とろりと
した液面から糖度を感じます。マロングラッセや蜂蜜の香り、上品
な甘さとほのかな酸から気品の高さが覗えます。

Dom des Marnes Blanches Chardonnay En Quatre Vis VIN 2020

参考小売/

JAN/

シャルドネ サヴァニャン プールサール

43833
VIN 2019

7000

375ml × 6×2

エコセール

セレクションマサールとクローンでリアス期の青粘土と泥灰土に
1950年、1985年、2006年に植樹したシャルドネを228Lの木樽でウ
イエしながら20ヶ月発酵・熟成しました。輝くイエローゴールド色、ほ
のかなセサミやカスタードクリーム、白胡椒の香りを感じます。高め
の酸とジューシーなテイスト、クリアな味わいがアフターの隅々まで
拡がりをみせる逸品です。

ジュリアン・ラベ
ドメーヌ・デ・マルヌ・ブランシュ

OUT

42359

シャルドネ100％

ジュラ

赤 ・ ミディアム
-

VIN 2011

呼称/ Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

規格/

4573461661890

キンメリジャン・粘土石灰土壌で育つ30〜70年のトゥルソーを除梗
しプレス、ステンレスタンクで発酵、15hlのフードルで熟成し4〜5月
にサンスフルで瓶詰めしました。綺麗な薄いパープルガーネット色、
プルーンやプラム、カシスをしっかり感じるアロマ、甘やかなアタッ
クに柔らかいタンニンと酸、やや骨太ですが全体的にエレガントな
仕上がりです。

ドメーヌ・ジュリアン・ラベ
シャルドネ アン シャラス

参考小売/

JAN/

トゥルソー100％

春と秋に年二回馬耕した樹齢10〜30年の粘土石灰土壌のサヴァ
ニャンを全房でゆっくりプレス、10hlのフードルで発酵・熟成し冬を
二度越し春にサンスフルで瓶詰めしました。やや憂いを含んだレモ
ンイエロー色、やや還元の奥からセサミの香ばしさ、わずかにガス
を含んだナチュラルなアタックに、高めの酸とミネラル感、素晴らし
いバランスのピュアな味わいが続きます。

エティエンヌ・ティボー
ドメーヌ・ジュリアン・ラベ

4500

規格/ 750ml × 12

土壌/ 粘土石灰（キンメリジャン）SOLD

サヴァニャン100％

ジュラ

Nature

ジュラ 酸化防止剤無添加

Dom des Cavarodes Trousseau de Messagelin

呼称/ Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

4573461673763

参考小売/

5000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

エコセール AB

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/

白 ・ 辛口

リアス期の泥灰土 小石 石灰

4573461673855
赤 ・ ミディアム
AB

SOLD OUT

プールサール100％

シャルドネ100％

19年は春の遅霜の被害を受けましたが暑くて乾燥した夏のおかげ 泥灰土、小石混じりの石灰土壌のプールサールを全房でスミマセラ
で結果的に品質に恵まれた年でした。泥灰土や小石混じり石灰土 シオンカルボニック後プレス、ステンレスタンクで発酵、古樽とフード
壌で育つ樹齢66年のシャルドネをプレスし、古樽で発酵・熟成しま ルで熟成しました。
した。

ジュラ

ジェロー・フロモン
ドメーヌ・ビュロンフォッス

43867

ジュラ

43567

ジュラ

VIN 2019

Dom Buronfosse L'Hôpital

VIN 2018

Dom Buronfosse Sous Le Monceau
ドメーヌ・ビュロンフォッス
ス ル モンソー

ドメーヌ・ビュロンフォッス
ロピタル
呼称/ Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ
参考小売/

5200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

認証/
栽培/ ビオロジック
小石混じりの粘土石灰
土壌/
灰色泥灰土

4573461674128
白 ・ 辛口
Alpes Contrôle

SOLD OUT

呼称/ Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ
参考小売/

4600

規格/ 750ml × 12

JAN/
タイプ/

認証/
栽培/ ビオロジック
小石混じりの粘土石灰
土壌/
灰色泥灰土

4573461667823
赤 ・ ミディアム
Alpes Contrôle

SOLD OUT

プールサール100％

サヴァニャン100％
小石混じりの粘土石灰や灰色泥灰土で育った3区画のセレクション
マサールのサヴァニャンをプレス後、228Lと350Lの木樽でウイエし
ながら18ヶ月発酵・熟成しました。ライトイエロー色の外観、ライム
やハーブ、セロリの香り、とろりとした粘性に綺麗な酸を感じるア
タック、ふくよかな味わいにミネラル豊かで、塩味がアクセントとなっ
た逸品です。

ペギー & ジャン・パスカル・ビュロンフォッス
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

3

粘土石灰と泥灰土壌に植わるセレクションマサールのプールサー
ルを除梗後、ステンレスタンクで醸し・発酵後、228Lと500Lの木樽
で9ヶ月熟成しました。透明感のあるレンガルビー色、クランベリー
や森の中の香り、甘酸っぱい酸味と果実味にプチプチとしたガス感
もあり、アップルミントやフランボワーズの香りが口中に優しく拡が
る上品なアフターです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

4 BOURGOGNE1
ブルゴーニュ

ドメーヌ・キャホンセット・エヌ・トワ・ウ

35339

ブルゴーニュ

VIN 2019

Dom 47N3E Chablis

35340

ブルゴーニュ

VIN 2019

Dom 47N3E Chablis Premier Cru Beauroy

ドメーヌ・キャホンセット・エヌ・トワ・ウ
シャブリ・プルミエ・クリュ・ボーロワ

ドメーヌ・キャホンセット・エヌ・トワ・ウ
シャブリ

Chablis Premier Cru Beauroy

呼称/ Chablis シャブリ
参考小売/

3800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

呼称/ シャブリ・プルミエ・クリュ・ボーロワ
JAN/ 4573461671028
参考小売/ 4500

4573461671011
白 ・ 辛口
-

土壌/ 粘土石灰(キンメリジャン) SOLD

OUT

認証/

白 ・ 辛口
-

OUT

シャルドネ100％

シャブリの西側、祖父や父の畑時代はネゴシアンへブドウを売って
いましたが現当主ギヨームが引き継ぎドメーヌを立ち上げました。
19年は美しい年でシャルドネをプレス後、ステンレスタンクで発酵・
熟成し20年7月に瓶詰めしました。グリーンイエロー色、シトラスや
ライム、青りんごの香りに爽やかな草原のアロマ、シャープなアタッ
クに豊かなミネラルとスッキリドライ感がたまりません。

ギヨーム・ミショー
ドメーヌ・デドワード

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

土壌/ 粘土石灰(キンメリジャン) SOLD

シャルドネ100％

ブルゴーニュ

規格/ 750ml × 12

シャブリの西側、祖父や父の時代はブドウをネゴシアンへ売ってい
ましたが、現当主ギヨームが引き継ぎドメーヌを立ち上げました。雨
にも気候にも恵まれた19年、シャルドネをステンレスタンクで発酵・
熟成しました。グリーンイエロー色、ライムや青りんご、摘みたてフ
ルーツの青い香り、旨味あるエキスとトロっとした粘性、前ミレジム
より酸味が落ち着いていてジューシーさと旨味が印象的です。

35471

ブルゴーニュ

35472

ブルゴーニュ

VIN 2019

Domaine d'Edouard Bourgogne Aligoté

VIN 2019

Domaine d'Edouard Bourgogne Côtes d'Auxerre Chardonnay

ドメーヌ・デドワード
ブルゴーニュ・アリゴテ

ドメーヌ・デドワード
ブルゴーニュ・コート・ドーセール シャルドネ
Bourgogne Côtes d'Auxerre

呼称/ Bourgogne Aligoté ブルゴーニュ アリゴテ
参考小売/
規格/

3500

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

4573461672926

タイプ/
認証/

呼称/ ブルゴーニュ・コート・ドーセール
JAN/ 4573461672933
参考小売/ 3800

白 ・ 辛口
エコセール

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

アリゴテ100％

シャルドネ100％

AOCブルゴーニュ・コート・ドーセール、巨大恐竜全盛期の約1億5
千年前のジュラ紀後期（キンメリジャン期・ポートランディアン期）の
粘土石灰で育つアリゴテをプレス、ステンレスタンクで発酵・熟成し
ました。黄色のしっかりとしたグリーンイエロー色、黄色リンゴや白
桃、フレッシュハーブの香り、ドライなアタックに柑橘の果実味と熟
した甘さも加わり、スッキリ感とエキス感が混ざります。

白 ・ 辛口
エコセール

AOCブルゴーニュ・コート・ドーセール、ジュラ紀後期（キンメリジャン
期・ポートランディアン期）の粘土石灰で育つシャルドネをプレスし、
ステンレスタンクと古樽で発酵・熟成しました。グリーンイエロー色、
厚めのディスク、ライムや白桃、伊予柑の香りを感じます。果実味
のあるアタック、ややトロっとしたしっとり滑らかなテクスチャーで心
地よい味わいがアフターへと続きます。

エドワード・ルペスム
35473

ブルゴーニュ

35124

ブルゴーニュ

VIN 2019

Domaine d'Edouard Bourgogne Côtes d'Auxerre Pinot Noir

VIN 2018

Domaine d'Edouard Bourgogne Côtes d'Auxerre Pinot Noir

ドメーヌ・デドワード
ブルゴーニュ・コート・ドーセール ピノノワール
Bourgogne Côtes d'Auxerre

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

Bourgogne Côtes d'Auxerre

呼称/ ブルゴーニュ・コート・ドーセール
JAN/ 4573461667250
参考小売/ 4000

赤 ・ ミディアム
エコセール

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

ピノノワール100％

ピノノワール100％

オセール地方、19年は春の霜害と夏の猛暑の年でした。ピノノワー
ルを70％全房・30％は除梗し、セメントタンクでスミマセラシオンカ
ルボニック後プレス、発酵と熟成を行いました。輝きのある綺麗な
ガーネット色、フランボワーズやイチゴ、干し柿の香り、摘みたてベ
リーの酸味を感じるアタック、中程度のタンニンとしっかりと果実味
のあるエキス感、バランスよく若々しいイメージです。

オレリアン・ヴェルデ

ドメーヌ・デドワード
ブルゴーニュ・コート・ドーセール ピノノワール

呼称/ ブルゴーニュ・コート・ドーセール
JAN/ 4573461672940
参考小売/ 4000
規格/ 750ml × 12

ブルゴーニュ

赤 ・ ミディアム
エコセール

オセール地方で2000年頃からビオロジック栽培を続けてきたドメー
ヌを購入したエドワードがピノノワールを60％全房・40％は除梗しセ
メントタンクで醸し後プレス、毎日ルモンタージュしながら発酵し熟
成しました。濃いブラックガーネット色、薄いディスク、カシスやブ
ラックチェリー、火打石の香り、骨格のしっかりとしたバランスに綺
麗なタンニン、しっかりとコク旨が続く逸品です。

オレリアン・ヴェルデ
35217

ブルゴーニュ

35414

VIN 2020

Aurelien Verdet Bourgogne Aligote

VIN 2020

ブルゴーニュ

Aurelien Verdet Bourgogne Blanc

オレリアン・ヴェルデ
ブルゴーニュ アリゴテ
呼称/ Bourgogne Aligoté ブルゴーニュ アリゴテ
参考小売/

2900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

4573461669292

オレリアン・ヴェルデ
ブルゴーニュ ブラン
呼称/ Bourgogne ブルゴーニュ
参考小売/

4400

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

エコセール AB

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

白 ・ 辛口

アリゴテ100％
ブルゴーニュ、標高400mの高地オート・コート・ド・ニュイの南向きの
畑のアリゴテをステンレスタンクで発酵した後マロラクティック発酵、
そのまま4ヶ月熟成しました。透明感のあるライトなグリーンイエ
ロー色、ミントや爽やかな青りんご、ハチミツの甘い香りを感じま
す。シャープなアタックにじわりと染み入る美しい酸味、アフターで
は味わいの層が拡がりを見せてくれます。

A

35415

ブルゴーニュ

VIN 2020

Aurelien Verdet Hautes-Cotes-De-Nuit Le Prieure Blanc

オレリアン・ヴェルデ
オート･コート･ド･ニュイ ル プリュレ ブラン
呼称/ Hautes-Cotes-De-Nuitオート・コート・ド・ニュイ

4573461672025
白 ・ 辛口
エコセール
在庫5ケース

シャルドネ100％

参考小売/

4500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

4573461672032
白 ・ 辛口
エコセール

SOLD OUT

シャルドネ100％

アルスナン村東に位置するミュレイ村にある畑「ルブーロワ」の樹齢
約20年のシャルドネを228Lの古樽で発酵後、マロラクティック発酵・
熟成しました。クリアなグリーンイエロー、青りんごやスウィーティ、
青竹の香りを感じます。夏みかんを食べた時の酸味と果実のバラ
ンスが良く、穏やかな仕上がりで後半に果実味や甘さがより強く感
じられます。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

4

本拠地のアルスナン村に所有の区画「ル・プリュレ」の粘土石灰土
壌で育つ樹齢約 41年のシャルドネを木樽（新樽率20%）で発酵、マ
ロラクティック発酵、熟成しました。透明感のある綺麗なグリーンイ
エロー色、シトラス系の爽やかな香りでリンゴや花梨のアロマ、しっ
かりとした旨味に口中に拡がるアタック、冷涼さもありつつ果実味
が溶け込んだ長めのアフターが心地よい逸品です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

5 BOURGOGNE2
35416

ブルゴーニュ

VIN 2020

Aurelien Verdet Bourgogne Rouge En Luteniere

35315
VIN 2020

オレリアン・ヴェルデ
ブルゴーニュ ルージュ アン リュトゥニエール

4400

JAN/
タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

参考小売/

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

VIN 2019

オレリアン・ヴェルデ
ジュヴレ・シャンベルタン
呼称/ Gevrey-Chambertinジュヴレ・シャンベルタン

4573461670762

参考小売/

ブルゴーニュ

Aurelien Verdet Vosne-Romanee Ｖ.Ｖ.

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

JAN/

認証/

土壌/ 粘土石灰

34863

ブルゴーニュ

Nuits-Saint-Georges 1er

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

赤 ・ ミディアム

ピノノワール100％

ブルゴーニュ

Vosne-Romanee 1er

呼称/ ヴォーヌ・ロマネ・プルミエクリュ
JAN/ 4573461663504
参考小売/ 15000
規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

赤 ・ フルボディ

ピノノワール100％

ブルゴーニュ

A

Alain Verdet Crème De Peche

VIN -

呼称/ -

53067

ブルゴーニュ

Liqueur リキュール

3500

JAN/

規格/ 700ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

アラン・ヴェルデ
ドメーヌ・ローラン・ルーミエ

A

Alain Verdet Crème De Cassis

VIN -

アラン・ヴェルデ
クレーム ド カシス
呼称/ -

4582138361445

参考小売/

- ・ 甘口
-

Liqueur リキュール

3500

JAN/

規格/ 700ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

ペシェ100％

カシス100％

ブルゴーニュのアラン・ヴェルデが無農薬栽培の果実から無着色
無香料で造るピーチリキュール、パリの高級菓子「ラ・デュレ」や
「フォション」で選ばれる実力です。人工香料は一切使用せず醸造
用のアルコールで３ヶ月間マセラシオンを行ないました。溢れんば
かりの旬の果実の香りが閉じ込められており、ひと口含んだだけで
とりこになるような自然な味わいです。アルコール度数18％

ブルゴーニュ

SOLD OUT

2009年からの借地で斜面に位置するレ ボーモンの平均樹齢50年
のピノノワールを除梗しスミマセラシオンカルボニック後プレスしル
モンタージュとピジャージュを行いながら発酵、古樽で15ヶ月熟成し
ました。粘性伴うルビー色、カシスやショコラ、バニラの香り、シル
キーでタンニン感じる口あたりに瑞々しさと凝縮感が共存する見事
なアフターに歓喜の声が上がります。

アラン・ヴェルデ
クレーム ド ペシェ

参考小売/

赤 ・ フルボディ
エコセール

ピノノワール100％

ヴォーヌロマネを見下ろす標高250ｍ・東向き斜面、粘土石灰土壌
で健康に育まれたピノノワールをセメントタンクで発酵、木樽に移し
マロラクティック発酵後14ヶ月熟成しました。カシスに近いルージュ
の外観から小粒のベリーや黒果実のアロマを感じます。アタックか
ら細やかなタンニンと酸が溶け合うバランスの良さが光り、ボリュー
ム感のある余韻が長くアフターへと続きます。

53005

アラン・ヴェルデ

SOLD OUT

オレリアン・ヴェルデ
ヴォーヌ・ロマネ・プルミエクリュ レ ボー モン

呼称/ ニュイ･サン･ジョルジュ プルミエクリュ
JAN/ 4573461657244
参考小売/ 12500

エコセール

銘譲地ヴォーヌロマネ、標高330m東向き斜面の粘土石灰で育つピ
ノノワールを50％全房50％除梗で醸し、ステンレスタンクで発酵、木
樽でマロラクティック発酵・熟成し澱引き、アッサンブラージュし瓶詰
めしました。鮮やかなガーネット色、とろりとした粘性、イチゴジャム
やクランベリー、キャラメリゼしたアロマ、果実味がしっかりと拡がり
旨味が甘味に繋がるアフターの長さも秀逸です。

赤 ・ ミディアム
-

平均的な気候で収量にも恵まれたミレジムでした。粘土石灰土壌
のピノノワールを30％除梗し、ステンレスタンクで20日間発酵後、軽
くプレスし木樽へ移し発酵、マロラクティック発酵を経て、そのまま
熟成しました。黒色の強い紫ガーネット色、ブラックチェリーやカシ
ス、スモーク香、しっかりとしたアタックにたっぷりのエキスと綺麗で
エレガントなアフターが長く続きます。

オレリアン･ヴェルデ
ニュイ･サン･ジョルジュ・プルミエクリュ オー ブドー

4573461670809

タイプ/

4573461670786

VIN 2017 Aurelien Verdet Nuits-St-Georges 1er Aux-Boudots VIN 2018 Aurelien Verdet Vosne-Romanee Les Beaux Monts

呼称/ Vosne-Romaneeヴォーヌ・ロマネ

12000

JAN/
タイプ/

アルスナン村に1971年から所有する区画ル プリュレの粘土石灰土
壌で育つ樹齢40年のピノノワールを除梗し、スミマセラシオンカル
ボニック後プレスし発酵、古樽で15ヶ月熟成しました。色調濃く綺麗
な紫ガーネット色、フランボワーズやイチゴ、森の中の香り、果実味
豊かで透明感のある味わいに、果実由来の上品な甘味と良質なブ
ドウの旨味がしっかりと表現されています。

オレリアン・ヴェルデ
ヴォーヌ・ロマネ Ｖ.Ｖ.

750ml × 12

9000

規格/ 750ml × 12

赤 ・ ミディアム

ピノノワール100％

34495

35319

ブルゴーニュ

ブルゴーニュ

Aurelien Verdet Gevrey-Chambertin

ピノノワール100％

VIN 2019

栽培/ ビオロジック

JAN/
タイプ/

ヴォーヌロマネ村の国道を挟んで東側にある畑「アンリュトゥニエー
ル」のピノノワールを除梗後、ステンレスタンクで醸しプレス、20日
間発酵し228Lの古樽でマロラクティック発酵・熟成を行いました。淡
いガーネット色、ラズベリーやベリーのジャミーな濃い香りが立ち込
みます。甘い果実のニュアンスが心地良く、さくらんぼの酸味が溶
け込み、バランスよくアフターが長く続きます。

規格/

4600

規格/ 750ml × 12

赤 ・ ミディアム

ピノノワール100％

参考小売/

35317

呼称/ Hautes-Cotes-De-Nuitオート・コート・ド・ニュイ
4573461672049

規格/ 750ml × 12

A

オレリアン・ヴェルデ
オート･コート･ド･ニュイ ル プリュレ

呼称/ Bourgogne ブルゴーニュ
参考小売/

ブルゴーニュ

Aurelien Verdet Hautes-Cotes-De-Nuit Le Prieure

4582138362138
- ・ 甘口
-

ブルゴーニュのアラン・ヴェルデが無農薬栽培のカシスをたっぷり
使い無着色無香料で造るリキュール、パリの高級菓子「ラ・デュレ」
や「フォション」で選ばれる実力です。人工香料は一切使用せず醸
造用のアルコールで３ヶ月間マセラシオンを行ないました。溢れん
ばかりの果実そのものの自然な甘みが凝縮した味わいで、カクテ
ルベースは勿論、製菓用にもお奨めです。アルコール度数20％

43738

ブルゴーニュ

43739

ブルゴーニュ

VIN 2019

Dom Laurent Roumier Haute-Cote De Nuits

VIN 2019

Dom Laurent Roumier Chambolle Musigny

ドメーヌ・ローラン・ルーミエ
オート・コート・ド・ニュイ
呼称/ Hautes-Cotes de Nuitsオート・コート・ド・ニュイ
参考小売/

5800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

土壌/ 粘土石灰

4573461671035

ドメーヌ・ローラン・ルーミエ
シャンボール・ミュジニー
呼称/ Chambolle Musigny シャンボール・ミュジニー
参考小売/

11000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ -

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

赤 ・ ミディアム

ピノノワール100％

4573461671042
赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

ピノノワール100％

ジョルジュ・ルーミエ氏の孫ローランがピノノワールを除梗し1日に
ルモンタージュ1回とピジャージュ1〜2回行い、セメントタンクで12〜
13日発酵、木樽とステンレスタンクでマロラクティック発酵後、木樽
で熟成し21年1月に瓶詰めしました。やや濃いガーネット色、プルー
ンやなめし革の香り、黒果実のエキスをしっかりと感じるアタックに
奥行きがありタンニンもエキスも拡がりを見せます。

ローラン・ルーミエ
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

5

粘土石灰土壌で育つピノノワールを除梗し、ルモンタージュとピ
ジャージュを行いながらセメントタンクで12〜13日発酵、木樽でマロ
ラクティック発酵後、15ヶ月熟成し21年1月に瓶詰めしました。鮮や
かなガーネット色、カシスやブルーベリーの香り、酸が美味しいベ
リーの果実味にミネラル感と瑞々しいニュアンス、柔らかいタンニン
がエレガントな仕上がりです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

6 BOURGOGNE3 & BEAUJOLAIS1
ブルゴーニュ

35122

サルナン-ベリュー

ブルゴーニュ 酸化防止剤無添加

Nature

Sarnin-Berrux Le Petit Têtu Blanc

VIN 2019

34150

ブルゴーニュ

VIN 2014

Sarnin-Berrux Beaune Rouge
サルナン-ベリュー
ボーヌ ルージュ

サルナン-ベリュー
ル プティ テテュ ブラン

Beaune ボーヌ

呼称/ Bourgogne ブルゴーニュ
参考小売/

4500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ 粘土石灰

呼称/ （Longboisロンボワ）
JAN/
参考小売/ 6800

4573461666963

規格/ 750ml × 12

タイプ/

エコセール

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

白 ・ 辛口

シャルドネ100％

35176

ブルゴーニュ

35182

ブルゴーニュ

VIN 2019

Dom Petit Roy Bourgogne Chardonnay

VIN 2019

Dom Petit Roy Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge

ドメーヌ･プティ・ロワ
ブルゴーニュ・オート･コート･ド･ボーヌ ルージュ
Hautes Côtes de Beaune

呼称/ Bourgogne ブルゴーニュ
参考小売/
規格/

4500

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオディナミ

認証/

呼称/ オート･コート･ド･ボーヌ
JAN/
参考小売/ 6000

4573461667656

タイプ/

土壌/ 粘土石灰 泥灰土

白 ・ 辛口

規格/

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

35439

4573461667717

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

ピノノワール100％

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。

VIN 2018

750ml × 12

-

シャルドネ100％

斉藤 政一
セリーヌ・エ・ローラン・トリポス

SOLD OUT

ボーヌのロンボワと呼ばれる日当たりの良い区画でビオディナミ栽
培された樹齢70年のピノノワールを、トロンコニック樽で発酵、古樽
で11ヶ月熟成し、無濾過・無清澄で瓶詰めしました。落ち着きのあ
るレンガ色の外観からきのこや腐葉土の熟成した香りを感じます。
細かいタンニンを感じるピュアな口当たり、茎のニュアンスが入り混
じる複雑味と旨味の余韻が見事な出来栄えです。

ドメーヌ･プティ・ロワ
ブルゴーニュ シャルドネ

ブルゴーニュ

赤 ・ ミディアム
-

ピノノワール100％

ピュリニーモンラッシェ村南に隣接するコルポー村の区画レ・リュー
のシャルドネを9月上旬に収穫しプレス、とても気温が低い年だった
ため長めに発酵・熟成、古樽で4〜6週間発酵し17ヶ月熟成しまし
た。ライトグリーンイエロー色、少しのムスクにフジリンゴや秋の果
実の香り、しっかりとした酸に少し樽のニュアンス、ミネラル感にエ
キスの濃さとしっかりとした余韻がアフターに響きます。

ジャン・パスカル・サルナン＆ジャン・マリー・ベリュー
ブルゴーニュ ドメーヌ･プティ・ロワ

4573461651303

ブルゴーニュ 酸化防止剤無添加

Nature

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。

ブルゴーニュ

ボワセ・コレクション

Céline et Laurent Tripoz Cremant de Bourgogne Nature

セリーヌ・エ・ローラン・トリポス
クレマン･ド・ブルゴーニュ ナチュール
呼称/ Cremant de Bourgogne クレマン・ド・ブルゴーニュ
参考小売/

3900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

4573461672261
白泡 ・ 辛口
エコセール デメテール

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰
シャルドネ100％

暑い年の18年、シャルドネを除梗しプレス後ステンレスタンク・セメ
ントタンク・木樽で発酵しステンレスタンクで熟成、19年6月に瓶詰
めし22年4月にデゴルジュマンしました。ビワのようなゴールド色に
細かくカプチーノ状の泡、すりおろしリンゴや黄桃、トースト香、完熟
みかんの甘さとスダチの酸、リンゴの種の周りの酸味と苦み、たっ
ぷりのエキスに長めのアフターを楽しめる逸品です。

ローラン・トリポス
34393
VIN NV

ブルゴーニュ

A

ボージョレ

ロミュアルド・ヴァロ

Comte Royer de Bravard Blanc de Blanc

35169

Romuald Valot Chénas
ロミュアルド・ヴァロ
シェナス

コン トロワイエ ド ブラヴァー
ブラン ド ブラン
呼称/ Vin Mousseux ヴァン・ムスー
参考小売/

1800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

Nature

ボージョレ 酸化防止剤無添加

VIN 2020

呼称/ Chénas シェナス

4571455199008

参考小売/

白泡 ・ 辛口

3300

規格/ 750ml × 12
ビオロジック

エコセール

JAN/

4573461667588

タイプ/

土壌/ 粘土石灰

認証/
栽培/ ビオディナミ
土壌/ 水晶が混ざった花崗岩

アイレン100％

ガメイ100％

赤 ・ ミディアム

-

SOLD OUT

ロミュアルドが守り続ける畑で育つ低収量のガメイをセメントタンク
でマセラシオンカルボニックした後プレスし、古樽で8ヶ月発酵・熟成
しSO2無添加で瓶詰めしました。鮮やかなパープルガーネット色、
穏やかで大人しい香り立ちでフランボワーズやアメリカンチェリーの
アロマを感じます。じわっとタンニンが拡がり酸度はやや高いです
が全体に心地よく伸びエキスも豊富で美味な仕上がりです。

有機栽培のスペイン品種アイレンをプレス後、シャルマ方式で二次
発酵し瓶詰め、清澄はせず軽く濾過し瓶詰めしました。輝きのある
イエローゴールドの色調、きめ細かい泡から白い花やレモン、ヨー
グルトの香りが次々と拡がります。爽やかな柑橘系のフルーティさ
の旨みが溢れる中、白コショウのニュアンスに柔らかな酸が交差
し、どんな場面にも合わせやすい万能スパークリングワインです。

ロミュアルド・ヴァロ
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

6

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

7 BEAUJOLAIS2
35106

ボージョレ

Nature

ボージョレ 酸化防止剤無添加

Domaine de la Gapette Charpenay

VIN 2019

35461

Domaine de la Gapette Jonchère

VIN 2020

ドメーヌ・ド・ラ・ガペット
シャルプネ

メーヌ・ド・ラ・ガペット
ジョンシェール

呼称/ Beaujolais Villages ボージョレ・ヴィラージュ
参考小売/

3600

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 花崗岩 泥土 粘土

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4573461666536

参考小売/

Alpes Contrôle

栽培/ ビオロジック

認証/

在庫8ケース

土壌/ 花崗岩 砂質

赤 ・ ミディアム

-

SOLD OUT

ボージョレ南部、紆余曲折ありながらもワイン造りを営む6代目とし
て家業を継いだヴィクトール、黒腐病の被害が大きく苦労した年で
した。ガメイを全房でプレス、セメントタンクでルモンタージュしなが
ら発酵しセメントタンクとグラスファイバータンクで熟成しました。ア
プリコットや梅、さくらんぼ飴の香り、やさしいタンニンに冷涼な酸味
と収斂性も露になり、梅の酸とタンニンが余韻を演出します。

43001

ボージョレ

43000

ボージョレ

VIN 2018

L'épicurieux Beaujolais-Lantignié Gamayléon

VIN 2018

L'épicurieux Régnié Chacha
レピキュリユー
レニエ シャシャ

呼称/ Beaujolais-Lantignié ボージョレ・ランティニエ
参考小売/
規格/

3400

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

セバスチャン・コングルテル
シリル・アロンソ

4573461672384

ガメイ100％

レピキュリユー
ボージョレ・ランティニエ ガメレオン

ボージョレ

JAN/
タイプ/

19年は太陽に恵まれた年でした。ヴィクトールのアグロフォレスト
リー（農林複合経営）の考えを下に耕運をほぼ行わず育ったガメイ
を全房でスミマセラシオンカルボニック後プレス、セメントタンクで発
酵・熟成しました。透き通ったレンガ色のガーネット、梅やプルーン、
干し柿の香り、おとなしいアタックに目立つ酸味、丸みのあるタンニ
ンがアクセントとなり、じわっと拡がる味わいです。

ヴィクトール・ブロンダン
レピキュリユー

3600

規格/ 750ml × 12

赤 ・ ミディアム

ガメイ100％

ボージョレ

Nature

ボージョレ 酸化防止剤無添加

タイプ/
認証/

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

3600

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

-

土壌/ ComingSoon

土壌/ ComingSoon

ガメイ100％

ガメイ100％

セバスチャンがボジョレー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。淡いガーネット色、フランボワーズやザクロ、ペパーミント香、や
さしいアタックは上品で酸味と果実が溶け込むエキスを楽しめま
す。

34828
VIN 2019

呼称/ Régnié レニエ

4573461656315

ボージョレ 酸化防止剤無添加

Nature

JAN/

4573461656308

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム

-

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12日間醸しデキュヴェし
プレス、別タンクで発酵後、木樽で熟成しました。ガーネット色、ブ
ラックチェリーやプラムの香り、骨格が良く果実味とタンニンのバラ
ンスよく、ブラックチェリーを食べたような味わいです。

ボージョレ

ドメーヌ・ジョベール

Cyril Alonso Voué Tzun Vin Que Pot Sola
シリル・アロンソ
ヴエ ツゥン ヴァン ク ポ ソラ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 灰色花崗岩 ピンク花崗岩

4573461662866
ロゼ ・ 辛口

-

SOLD OUT

ミュスカ ミュスカポロネーズ ローゼンミュスカテラー
マルサンヌ ガメイブラン
Tzun vin que pot solaはボジョレーの言葉で「あなたを幸せにする
ワイン」という意味です。ビオロジックをべースにパーマカルチャー
などを取り入れ育てた5品種を4日間醸し後プレスし発酵、古樽でマ
ロラクティック発酵と熟成を行いSO2無添加で瓶詰めしました。淡い
オレンジ色の外観、アプリコットやビワ、カリンが香り、シャープなア
タックに程よい渋味がアクセントとなります。

43874
VIN 2020

シリル・アロンソ
Nature

ボージョレ 酸化防止剤無添加

ボージョレ

ジャン・フランソワ・ドゥブール

Dom Joubert Cuvée À L'ancienne

43861
VIN 2020

カリーヌ・ジョベール
Nature

ボージョレ 酸化防止剤無添加

Dom Jean-François Debourg Les Prenelles
ジャン・フランソワ・ドゥブール
レ プレネル

ドメーヌ・ジョベール
キュヴェ ア ランシエンヌ
呼称/ Beaujolais Villages ボージョレ・ヴィラージュ
参考小売/

2900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

呼称/ Beaujolais ボージョレ

4573461674197

参考小売/

赤 ・ ミディアム

-

2800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土 花崗岩 砂岩

土壌/ 沖積土

ガメイ100％

ガメイ100％

4573461674043
赤 ・ ミディアム

エコセール

SOLD OUT

2020年は太陽燦燦の年で沖積土壌で育つガメイを除梗、フードル
で8日間スミマセラシオンカルボニックしプレス、フードルでルモン
タージュを1回行い発酵・熟成しました。鮮やかな紫ガーネット色、
少し粘性があり、フランボワーズや山ぶどう、プルーンの香り、骨太
なアタックに少し高めの酸、タンニン少し強めでじわじわと拡がるプ
ラムやプルーンの果実味がアフターに続きます。

アランシエンヌは昔ながらの方法という意味で何も足さずにブドウ
だけを用いた昔ながらの醸造法で造っています。ガメイを全房でス
ミマセラシオンカルボニック後、セメントタンクとグラスファイバータン
クで発酵・熟成しました。紫を帯びたガーネット色、フランボワーズ
や山葡萄、プルーンの香り、バランスよく骨太なアタックに少し高め
の酸と強めのタンニン、果実味がじわじわと拡がります。

ジャン・フランソワ・ドゥブール
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

7

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

8 COTES DU RHONE1
コート・デュ・ローヌ

ドメーヌ・デュ・クレ

35444

コート・デュ・ローヌ

VIN 2021

Matthieu Barret Petit Ours

34088

コート・デュ・ローヌ

VIN 2016

Matthieu Barret Côtes-du-Rhône Villages Visan Zinzin

マチュ・バレー
プティ ウルス

マチュ・バレー
コート・ド・ローヌ・ヴィラージュ・ヴィザン ザンザン
Côtes-du-Rhône Villages Visan

呼称/ Côtes du Rhône コート・デュ・ローヌ
参考小売/

3200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ・ヴィザン
JAN/ 4571455209646
参考小売/ 3400

4573461672308
赤 ・ フルボディ
エコセール

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

赤 ・ ミディアム
エコセール

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

シラー100％

ムールヴェードル カリニャン グルナッシュ1/3ずつ

エチケットのプティウルス（小熊）は生産者マチュの分身的になキャ
ラクターです。粘土石灰で育ったシラーをセメントタンクで発酵・熟
成しました。パープルガーネット色、カシスジャムやプルーン、白胡
椒、火打石の香りを感じます。ジューシーなアタックにしっかりとした
ボディは骨格良く、均等に溶け込んだタンニンが旨味やエキスを引
き出したバランスに優れた逸品です。

プティウルスと同じ地域にある区画ヴィザンの粘土石灰土壌で育つ
ムールヴェードル、カリニャン、グルナッシュを除梗後、セメントタン
クで9ヶ月発酵・熟成しました。やや紫を帯びたガーネットの外観に
スミレやベリーの香りが拡がります。スパイシーさとブルーベリーの
甘酸っぱい果実感に小豆のような旨味、アフターに、しっかりとした
タンニンが刻まれるドライでバランスの良い逸品です。

マチュ・バレー
35205

コート・デュ・ローヌ

VIN 2020

Matthieu Barret Crozes Hermitage Et La Banniere

コート・デュ・ローヌ

ドメーヌ･ル･ベル･アンドロワ

33979

コート・デュ・ローヌ 酸化防止剤無添加

マチュ・バレー
クローズ・エルミタージュ エ ラ バニエル

ドメーヌ･ル･ベル･アンドロワ
ラ キュヴェ シ ローズ

呼称/ Crozes-Hermitage クローズ・エルミタージュ
参考小売/
規格/

3700

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック
土壌/ 石灰岩

タイプ/
認証/

Nature

Dom Le Bel Endroit La Cuvée Six Rose

VIN NV（15）

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4573461668806

参考小売/

赤 ・ フルボディ

規格/

エコセール

3600

750ml × 12

JAN/

ビオロジック 栽培/
認証/

SOLD OUT

赤 ・ フルボディ
-

土壌/ 花崗岩 粘土石灰

シラー100％

4571455209097

タイプ/

SOLD OUT

シラー100％（サンジョセフとクローズエルミタージュ）

クローズ・エルミタージュ、ボーモン＝モントゥ村の石灰岩土壌で育
つシラーを全房でマセラシオンカルボニック後プレス、セメントタンク
で発酵・熟成しました。パープルガーネットやスミレ色の外観から、
ザクロやフランボワーズ、スパイシーな香り、心地よく拡がりのある
タンニンに溶け込んだ旨味がエッセンスとなる、しっかりとしたボ
ディが安定感を生みます。

伝統的なワイン造りを教える醸造学校の先生を辞めたセバスチャ
ンが花崗岩と粘土石灰に植わるシラーをセミマセラシオンカルボ
ニックで発酵し、セメントタンクと古樽で18 ヶ月熟成、SO2無添加で
瓶詰めしました。紫を帯びたルージュの色調、カシスやスミレのアロ
マを感じます。色や香りとは裏腹に優しく涼やかな印象が続き、プラ
ムや巨峰を頬張った時の心地の良いタンニンが特徴です。

セバスチャン・ヴァイマン
コート・デュ・ローヌ

ドメーヌ・ロマノーデストゥゼ

35252

コート・デュ・ローヌ

35256

コート・デュ・ローヌ

VIN 2020

Dom Romaneaux-Destezet Blanc

VIN 2020

Dom Romaneaux-Destezet Gamay La Souteronne

ドメーヌ・ロマノー・デストゥゼ
ブラン

ドメーヌ・ロマノー・デストゥゼ
ガメイ ラ ストゥロンヌ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4400

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 花崗岩

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461669643

参考小売/

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 花崗岩

35214

コート・デュ・ローヌ

34638

Dom de Villeneuve La Griffe

VIN 2016

在庫45ケース

コート・デュ・ローヌ

呼称/ Côtes du Rhône コート・デュ・ローヌ

4500

JAN/

ドメーヌ・ド・ヴィルヌーヴ
シャトーヌフ・デュ・パプ
呼称/ Châteauneuf du Pape シャトーヌフ・デュ・パプ
参考小売/

7000

JAN/

4573461659422

規格/ 750ml × 12

タイプ/

認証/ エコセール ビオディヴァン
栽培/ ビオディナミ
在庫17ケース
土壌/ 赤粘土 ガレ（丸石）

栽培/ ビオディナミ

認証/

グルナッシュ50％ ムールヴェドル20％
サンソー20％ シラー10％

グルナッシュ70％ ムールヴェドル16％
シラー8％ サンソー4％ クレレット2％

規格/ 750ml × 12

タイプ/

4573461669322

A

Dom de Villeneuve Châteauneuf du Pape

ドメーヌ・ド・ヴィルヌーヴ
ラ グリフ

赤 ・ ミディアム

ビオロジック

スタニスラス・ワリュット

赤 ・ ミディアム
-

全8区画のガメイのパーセルのうちの1つラ ストゥロンヌという区画
名でキュヴェ名に冠しました。花崗岩で育つガメイを全房でプレスし
ステンレスタンクで発酵、ステンレスタンクと225Lの古樽で熟成しま
した。濃いパープルガーネット色、カシスやブラックチェリー、湿った
土の香り、スモークな香りが口中に拡がり、中程度のタンニンと酸、
冷涼感のある繊細な味わいを感じます。

VIN 2020

参考小売/

4573461669681

ガメイ100％

サンジョセフ近郊の高地アルルボスク村のドメーヌに最も近い区画
の花崗岩で育つヴィオニエとルーサンヌをプレス後、ステンレスタン
クで発酵、ステンレスタンクと225Lの古樽で熟成しました。淡いクリ
アな黄金色、マスカットやライチ、トロピカルフルーツの香り、フルー
ティなアロマが拡がり、ほろ苦さとドライな味わいでキリッとしたアフ
ターで終えます。

エルヴェ・スオー
ドメーヌ・ド・ヴィルヌーヴ

JAN/
タイプ/

ヴィオニエ60％
ルーサンヌ40％

コート・デュ・ローヌ

4400

規格/ 750ml × 12

白 ・ 辛口

グリフとはメゾンで仕立てられた洋服のラベルでオートクチュールを
指す言葉として用います。赤粘土のガレで育つブドウを50％は除梗
し醸し後プレス、セメントタンクで発酵時に1日1回ピジャージュし、
熟成後下弦の月で果実の日に瓶詰めしました。ピンクを帯びた
パープルレッド色、黒豆の煮物や黒果実の香り、ほんのりプルーン
の甘味にたっぷりのタンニンと穏やかな酸、均整の取れた味わいで
す。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

8

赤 ・ フルボディ
エコセール ビオディヴァン

土壌/ 赤粘土 丸石（ガレ）

16年は素晴らしいミレジムでとてもバランスよくフレッシュさと酸に優
れています。赤粘土や丸石（ガレ）の土壌で育つグルナッシュを主
体とした5品種を除梗し内側にタイルを貼ったセメントタンクで醸し
後プレス、セメントタンクで発酵・熟成しました。黒い色調のブラック
ガーネット色、プルーンやカシス、山ぶどうの香り、ベリージャムの
甘い果実味にタンニンが溶け込んでいます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

9 COTES DU RHONE2
コート・デュ・ローヌ

ル・クロ・デ・グリヨン

35190

コート・デュ・ローヌ

VIN 2020

Le Clos des Grillons Primo Senso Rouge

コート・デュ・ローヌ

ドメーヌ・ル・サン・デ・カイユ

コート・デュ・ローヌ

セルジュ・フェリグール
ヘリオセントリック

ル・クロ・デ・グリヨン
プリモ サンソ ルージュ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461667908
赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

土壌/ 白色粘土 丸石
サンソー85％ グルナッシュ15％

ドメーヌの新酒であるプリモ＝プリムールという意味で樹齢9年のサ
ンソーと樹齢41年のグルナッシュをマセラシオンカルボニック後プレ
ス、ステンレスタンクで発酵、そのまま1ヶ月熟成しました。少しオレ
ンジを帯びた淡いロゼ色、野イチゴやワイルドチェリーの香り、やや
クリスピーなアタックにピュアで瑞々しく拡がる優しいベリーの果実
味が拡がり、中盤からドライな印象へと変化します。

ニコラ・ルノー
35431

コート・デュ・ローヌ

35432

コート・デュ・ローヌ

VIN 2020

Dom Le Sang des Cailloux Un Sang Blanc

VIN 2018

Dom Le Sang des Cailloux Azalaïs
ドメーヌ・ル・サン・デ・カイユ
アザライス

ドメーヌ・ル・サン・デ・カイユ
アン サン ブラン
呼称/ Vacqueyras ヴァケラス
参考小売/
規格/
栽培/

6800

750ml × 12
ビオロジック
ビオディナミ

JAN/

呼称/ Vacqueyras ヴァケラス
4573461672186

タイプ/
認証/

土壌/ 丸石 赤色粘土石灰

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

エコセール
ビオディヴァン

栽培/

SOLD OUT

4800

750ml × 12
ビオロジック
ビオディナミ

JAN/

4573461672193

タイプ/

赤 ・ フルボディ
エコセール
ビオディヴァン

認証/

土壌/ 丸石 赤色粘土石灰

グルナッシュブラン、クレレット、ヴィオニエ
ブールブラン、ルーサンヌ、マルサンヌ

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

ヴァケラスの高台に位置するガリッグと呼ばれる区域の丸石に覆
われた赤色粘土石灰質土壌で育つ6品種を除梗し醸しプレス後、
バトナージュしながら450Lの木樽で発酵・熟成しました。輝きのある
グリーンイエロー色、香水梨やすりおろしリンゴ、白桃、フローラル
な香り、アタックで拡がる甘さを感じる程の果実感は熟したみかん
のようで控え目の酸、アフターまで旨味が続きます。

3人の娘の名前をVTG毎に変えてキュヴェ名に冠しています。湿気
が多く病気が絶えなかった困難な年でしたが夏は乾燥した暑い夏
を迎え、トップキュヴェ・ロピの生産を諦めロピの古樹のブドウも混
ぜ合わせ発酵・熟成しました。紫を帯びたガーネット色、フランボ
ワーズやカシス、ナツメグの香り、タンニンを帯びた果実味で骨太
なボディにバランス良くたっぷりのエキス感が溶け込んでいます。

35095
VIN 2020

コート・デュ・ローヌ

A

Heliocentric Same River Twice Rosé

35420
VIN 2020

ヘリオセントリック
セイム リヴァー トワイス ロゼ

2500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

A

ジェームス・ダンスタン＆中川彰子
コート・デュ・ローヌ ドメーヌ・ベネデッティ

Heliocentric Same River Twice Rouge
ヘリオセントリック
セイム リヴァー トワイス ルージュ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

コート・デュ・ローヌ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461666420

参考小売/

ロゼ ・ 辛口
AB

2500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461672087
赤 ・ ミディアム
-

土壌/ 粘土石灰岩 小石

土壌/ 粘土石灰

クレレット88％ グルナッシュ12％

グルナッシュ75％ シラー15％
ムールヴェードルとカリニャン10％

クレレットは白ワイン同様ゆっくりプレスしステンレスタンクへ入れ、
ここへ全房のままのグルナッシュを入れ2週間醸し・発酵し、セメント
タンクで4ヶ月熟成しました。淡いサーモンピンク色の外観、リンゴ
やさくらんぼ、摘みたてアプリコットの香り、スッキリとしたアタックに
ドライでほのかな赤いフルーツの果実味が拡がり、タンニンと清涼
感が心地よくアフターに残ります。

在庫10ケース

地動説に基づく「宇宙の中心は太陽だ」という意を持つネゴシアン
でジェームス氏と中川さんが設立しました。ヴァントゥーの地元生産
者の収穫・醸造に立ち合いブレンドなどは共に行っています。4品種
を醸しプレス、ステンレスタンクで発酵、セメントタンクで熟成しまし
た。淡いガーネット色、摘みたてフランボワーズやプルーンの香り、
前ミレジムより果実味がアップした上質な仕上がりです。

クリスチャン・ベネデッティ
43821

コート・デュ・ローヌ

43820

VIN 2021

Dom Benedetti Cotes du Rhone Viognier

VIN 2021

コート・デュ・ローヌ 酸化防止剤無添加

Dom Benedetti Syrah Mère Nature

ドメーヌ・ベネデッティ
コート・デュ・ローヌ ヴィオニエ
呼称/ Côtes du Rhône コート・デュ・ローヌ
参考小売/

2600

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオロジック
土壌/ 粘土石灰 丸石

認証/

4573461673534
白 ・ 辛口

ドメーヌ・ベネデッティ
シラー メール ナチュール
呼称/ IGP Vaucluse ヴォクリューズ
参考小売/

2400

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

ビューロヴェリタス

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

ヴィオニエ100％
AOP Cotes du Rhone、21年は夏は暑くて乾燥した年でした。粘土
石灰や丸石で育つヴィオニエをプレスしステンレスタンクで6ヶ月発
酵・熟成しました。クリアで透明感のあるグリーンイエロー色、ライ
チやマスカット、白桃の香り、フレッシュな果実味にほろ苦さが溶け
込んでいて、甘さが際立つ心地の良い豊かな果実味がアフターへ
と続きます。

Nature

認証/

43822

コート・デュ・ローヌ

VIN 2019

Dom Benedetti Cotes du Rhone Vieilles Vignes
ドメーヌ・ベネデッティ
コート・デュ・ローヌ ヴィエイユ ヴィーニュ
呼称/ Côtes du Rhône コート・デュ・ローヌ

4573461673527
赤 ・ ミディアム

参考小売/

2800

ビューロヴェリタス

栽培/ ビオロジック

粘土石灰

土壌/

シラー100%

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
認証/

4573461673541
赤 ・ ミディアム
ビューロヴェリタス

グルナッシュ シラー

3代目のクリスチャンが息子と共に無農薬栽培で育てたシラーで醸
し時のフリーランジュースのみを1日2度のルモンタージュを施しセメ
ントタンクで発酵、ステンレスタンクでマロラクティック発酵・熟成し
SO2無添加で仕上げました。黒色ガーネット色、ブルーベリーやブ
ラックチェリー、山ブドウの香り、アタックに摘みたてベリーの酸味、
中程度のタンニンとじわじわと拡がる果実感、長めのアフターが続
きます。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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19年は暑くて乾燥した年でした。粘土石灰土壌で育つグルナッシュ
とシラーを除梗して醸し後、プレスしセメントタンクへ移し1日2回ル
モンタージュしながら発酵し225Lと500Lの古樽でマロラクティック発
酵・熟成しました。濃い紫のガーネット色、カシスやプルーン、黒胡
椒、火打石の香り、力強いアタックに渋味と酸味を感じる濃厚な果
実を纏うスモーク香が口中に拡がります。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

10 AUVERGNE
オーヴェルニュ

43814

ヴァンサン・トリコ

オーヴェルニュ 酸化防止剤無添加

Nature

Vincent Tricot White Light

VIN 2021

43710

オーヴェルニュ 酸化防止剤無添加

VIN 2020

ヴァンサン・トリコ
ホワイト ライト

ヴァンサン・トリコ
エスカルゴ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461673466

参考小売/

白 ・ 辛口

ヴァンサン・トリコ
Nature

Vincent Tricot Les Petites Fleurs

VIN 2021

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

規格/

750ml × 12

シャルドネ100％

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

オーヴェルニュ

43816

オーヴェルニュ

VIN 2021

Vincent Tricot Les Milans

ヴァンサン・トリコ
トワ ボンノム

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

4500

JAN/

750ml × 12

エコセール

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 花崗岩 砂質

ヴァンサン・トリコ
レ ミラン
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4573461673510

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム

参考小売/

粘土石灰土壌に植わる樹齢50年のガメイを全房で7日間マセラシ
オンカルボニック後、グラスファイバータンクで発酵・熟成しSO2無
添加で瓶詰めしました。明るい紫ガーネット色、とろりとした粘性、ス
モーク香と熟したブラックチェリーやカシスの香りに柔らかいアタッ
ク、口中でカシスの香りが拡がり、タンニンと酸のバランスが良く綺
麗に溶け込んでいます。

フランソワ・デュム

43338

エコセール

土壌/ 花崗岩 砂質 粘土石灰

SOLD OUT

ピノノワール60％ ガメイ・ドーヴェルニュ40％

Nature

Francois Dhumes Foin Foin

ピノノワールは除梗しセメントタンクで醸し、ピジャージュやルモン
タージュを施しながら発酵、木樽・大樽・アンフォラで熟成し、ガメイ
はマセラシオンカルボニック後、古樽で発酵・熟成し、瓶詰め前に
アッサンブラージュしました。輝きある紫ガーネット色、フランボワー
ズやカシス、マッシュルームの香り、柔らかいアタックは穏やかでプ
ラムの酸味をアクセントに、エキス感が口中に柔らかく拡がります。

43610
VIN 2020

オーヴェルニュ 酸化防止剤無添加

4000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

Nature

Francois Dhumes 0+0 On The Rock
フランソワ・デュム
0+0 オン ザ ロック

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4573461662569

4200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 花崗岩 砂質

白 ・ 辛口

シャルドネ100％

4573461668752
赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

ガメイ・ドーヴェルニュ100％

「自分の人生を共有するのは彼女だ」というラブメッセージのキュ
ヴェ名です。春の多雨に暑い夏の18年で粘土石灰土壌のシャルド
ネをグラスファイバータンクで醸しプレス後、発酵・熟成しました。透
明感あるグリーンイエロー色、グレープフルーツやハッサク、青いカ
リンの爽快な香り、熟した柑橘の味わいに、甘く心地のよい果実味
を伴い、アフターには柑橘の美味しい酸も感じられます。

フランソワ・デュム
ドメーヌ・ピエール・ボージェ

赤・

認証/

SOLD OUT

フランソワ・デュム
フォワン フォワン

オーヴェルニュ

4573461673480

タイプ/

栽培/ ビオロジック

オーヴェルニュ 酸化防止剤無添加

参考小売/

JAN/

エコセール

花崗岩、砂質土壌で育つピノノワールを80％除梗し15日間醸し、セ
メントタンクで発酵、アンフォラでマロラクティック発酵・熟成しまし
た。透明感のある綺麗なガーネット色、フランボワーズやリンゴ、土
の香り、しっかりとしたエキスに果実味、しっとりとタンニンも口中に
拡がり嫌味の全くない綺麗なアフターにはフランボワーズ香が香り
ます。

VIN 2018

4500

ミディアム
規格/ 750ml × 12

ピノノワール100％

ガメイ・ドーヴェルニュ100％

オーヴェルニュ

選果が必要ないほど質の良いブドウに恵まれた年でシャルドネを
収穫した日の終わりにプレスしタンクで発酵、4年落ちの木樽と
500Lの大樽で7ヶ月熟成、澱引きやバトナージュは行わずSO2無添
加で仕上げました。グリーンイエロー色、黄色いリンゴに洋梨の香
り、口当たりよくトロピカルな香りが口中に拡がり酸、ミネラル、程よ
いバランス、アフターにリンゴの種近辺の酸を感じます。

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

タイプ/

SOLD OUT

Vincent Tricot Trois Bonhommes

4573461673473

JAN/

白 ・ 辛口
エコセール

43819

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4000

4573461670182

VIN 2021

ヴァンサン・トリコ
レ プティット フルール

参考小売/

JAN/
タイプ/

白い灯りに例え命名されました。粘土石灰土壌に育つシャルドネを
プレス、ミュスカオットネルは醸し後プレスし、グラスファイバータン
クで発酵、アンフォラで熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。クリア
なグリーンイエロー色、マスカットやライチの香り、プチプチとした爽
快なアタックにトロピカルな香りが口中に拡がり、スッキリとした酸
味がアクセントとなっています。
オーヴェルニュ 酸化防止剤無添加

4200

規格/ 750ml × 12

シャルドネ50％ ミュスカ・オットネル50％

43815

Nature

Vincent Tricot Escargot

20年の悪天候により一致団結した収穫時を表したキュヴェ名で、ド
メーヌノーコントロールから購入したガメイドーヴェルニュをグラス
ファイバータンクでスミマセラシオンカルボニックしプレス後、発酵・
熟成しました。粘性のある濃いパープルガーネット色、ザクロやプ
ルーン、梅の香り、しっかりとしたアタックに若干の収斂味と中程度
のタンニン、強めのアルコール感があります。

43433

オーヴェルニュ

43437

オーヴェルニュ

VIN 2017

Dom Pierre Beauger LotSB

VIN 2017

Dom Pierre Beauger LotPG17A

ドメーヌ・ピエール・ボージェ
ソーヴィニヨンブラン
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

12000

JAN/

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461664341

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 砂岩

白 ・ 辛口

参考小売/

12000

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 石灰

ピエールの畑に植わるすべてのソーヴィニョンブランを収穫し区画
ごとに木樽で発酵・熟成、アッサンブラージュしました。憂いたっぷ
りの山吹色、ピーナッツバターの奥からマンゴーの甘い香りを感じ
ます。滑らかすぎる果汁のテクスチャーに穏やかな酸が溶け込ん
だあと、心地よい苦味へと変わり身体に染み込む様は大地のエネ
ルギーを飲み干すかのような感覚を味わえる逸品です。

ピエール・ボージェ
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

JAN/

4573461664389

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

-

ソーヴィニヨンブラン100％
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ドメーヌ・ピエール・ボージェ
ピノグリ

認証/

白 ・ 辛口
-

SOLD OUT

ピノグリ100％
Champeixに植わるピノグリを醸し後、古樽で発酵・熟成し瓶詰めし
ました。輝きのあるサーモンピンク色、ネーブルやさくらんぼ、黄
桃、カカオ、いちじくの香りを感じます。品がありピュアで丸い口あた
りと、じわりと拡がる奥行き、複雑に交差するアタックに、心地良い
苦味とシルキーなタンニンが溶け込んだ長い余韻が素晴らしい仕
上がりです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

11 CORSE & PROVENCE & LANGUEDOC1
コルス

ドメーヌ・ウ・スティリチオヌ

35419

コルス

VIN 2020

Dom U Stiliccionu Emy Lidia

35418

コルス

VIN 2018

Dom U Stiliccionu Antica

ドメーヌ・ウ・スティリチオヌ
エミ リディア

ドメーヌ・ウ・スティリチオヌ
アンティカ

呼称/ Ajaccio アジャクシオ
参考小売/

6000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ 砂化した花崗岩 シスト

呼称/ Ajaccio アジャクシオ
4573461672070

参考小売/

エコセール デメテール

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 砂化（風化）した花崗岩

34661

プロヴァンス

35102

プロヴァンス

Alexandre Dalet Ribambelle

VIN 2019

Alexandre Dalet Ribambelle

参考小売/
規格/

2900

JAN/

750ml × 6×2

アレクサンドル・ダレ
リバンベル
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4573461659910

タイプ/
認証/

栽培/ ビオロジック

赤 ・ ミディアム

規格/

リュベロン地方、春先の降雨や夏の水不足を経てしっかりと熟した
グルナッシュ、カラドック、シラーの3品種を除梗せず10日間スミカル
ボニック、ステンレスタンクで8ヶ月発酵・熟成しました。ガーネット
色、ブラックベリーやザクロの香り、やや野性味を帯びた味わいで
果実味の甘さが拡がるエキス感に豊かでバランスの良いタンニン
が溶け込み流れるようなさらっとした余韻を楽しめます。

35092

プロヴァンス 酸化防止剤無添加

Nature

Bastien Boutareaud Fort Beau Renard

JAN/

35091
VIN 2019

赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

プロヴァンス 酸化防止剤無添加

Nature

Bastien Boutareaud Cuvée Beaux Plaisirs
バスティアン・ブータロー
キュヴェ ボー プレジール
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4573461666383

参考小売/

3900

JAN/

4573461666376

赤 ・ ミディアム
規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
ビオロジック
認証/ 栽培/
ビオディナミ
在庫1ケース
土壌/ 粘土石灰 丸石

赤 ・ ミディアム
規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
ビオロジック
認証/ 栽培/
ビオディナミ
土壌/ 粘土石灰
SOLD OUT

カベルネソーヴィニヨン50％
カリニャン50％

グルナッシュ アリカンテ アラモン サンソ―
カベルネソーヴィニヨン マラガ クレレット その他

プロヴァンス、クレモン・ベルナールからのオーガニックの買いブド
ウですがバスティアンがアドバイスや収穫などを行っています。19
年は乾燥したとても暑い年で粘土石灰土壌で育つカベルネソー
ヴィニヨンとカリニャンを醸し後プレスしステンレスタンクと木樽で発
酵・熟成しました。ガーネット色、ラズベリーやブルーベリー、新緑の
香り、フレッシュで柔らかく上品でバランスの良い仕上がりです。

バスティアン・ブータロー
マス・デュ・シェーヌ

認証/

リバンベルとは糸状にあちこちへと続く沢山の人や物や状態のこと
を意味します。しっかりと熟したグルナッシュ、カラドック、シラーの3
品種を全房で10日間スミマセラシオンカルボニック、ステンレスタン
クで8ヶ月発酵・熟成しました。クリアなルージュ、ベリーやミント、熟
したリンゴのアロマ、優しくエキスのあるアタックに収斂味も感じな
がらピュアなエッセンスが美しい仕上がりです。

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

3600

4573461666512

タイプ/

土壌/ 粘土石灰

バスティアン・ブータロー
フォル ボー ルナール

参考小売/

JAN/

グルナッシュ45％ カラドック45％
シラー10％

グルナッシュ45％ カラドック45％
シラー10％

VIN 2019

3200

750ml × 6×2

栽培/ ビオロジック

-

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

ラングドック

SOLD OUT

VIN 2018

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

アレクサンドル・ダレ
バスティアン・ブータロー

赤 ・ ミディアム
エコセール デメテール

地中海コルシカ島の南西セラディフェロ村、砂化した花崗岩で育つ
シャカレロとグルナッシュを除梗後、醸しプレス、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・熟成しました。淡く
透明感のある澄んだルビー色、クランベリーやフランボワーズ、ザ
クロの香り、心地良いアタックで優しい味わい、クランベリーをジャ
ムにした甘い香りが加わり果実味が拡がり複雑味も増します。

アレクサンドル・ダレ
リバンベル

プロヴァンス

4573461672063

シャカレロ（スキアカレロ）99％ グルナッシュ1％

祖母の名前を冠したキュヴェで花崗岩・シストで育つヴェルメン
ティーノをプレス後、ステンレスタンクでゆっくり発酵・熟成しました。
グリーンイエロー色の外観から、リンゴやカリンの甘い香りやアップ
ルミントの香り、甘み感じる心地の良いアタックにたっぷりのエキス
と角のない味わい、余韻も長く完熟した旨味をたっぷり感じます。

セバスチャン・ポリ
アレクサンドル・ダレ

JAN/
タイプ/

ヴェルメンティーノ100％

プロヴァンス

5000

規格/ 750ml × 12

白 ・ 辛口

レ・ボー＝ド＝プロヴァンスのふもと、バスティアンが特別な畑だと
自負するこの区画は接木され未だ残っている古い品種と新たに植
えた若い7品種の混植畑で、醸し後ステンレスタンクと木樽で発酵・
熟成しました。紫を帯びたガーネット色、カシスやプラム、土の香
り、若々しくドライなイメージで、果実味に甘味と丸みのあるタンニン
が溶け込んでいて上質で長いアフターを楽しめる逸品です。

35208

ラングドック

35470

VIN 2019

Mas du Chêne Sangiovese

VIN 2021

Mas du Chêne Les Copains Glou Glou
マス・デュ・シェーヌ
レ コパン グルグル

マス・デュ・シェーヌ
サンジョヴェーゼ
呼称/ IGP Gard ガール
参考小売/

2400

呼称/ IGP Gard ガール
JAN/

4573461669087

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
認証/
栽培/ ビオロジック
赤い砂に覆われた石
土壌/
（グレス）

赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

サンジョヴェーゼ100％
グレスという石ころ土壌は雨水が石の間を抜けて地下水脈に蓄え
られ猛暑や水不足の時期に植物が水不足のストレスに陥ることが
ない利点があります。サンジョヴェーゼを除梗し醸し後ルモンター
ジュしながらセメントタンクで発酵し熟成しました。淡い紫ルビー色、
フランボワーズやほんのり苦いカシス、スミレのアロマ、全体的に控
えめで綺麗な酸味とおとなしいタンニン、冷涼な印象を受けます。

エマニュエル・ドゥロン&リュック・ヴィニャル
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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Nature

ラングドック 酸化防止剤無添加

参考小売/

2600

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
認証/
栽培/ ビオロジック
赤い砂に覆われた石
土壌/
（グレス）

4573461672919
赤 ・ ミディアム
Certi Paq

サンソー100％
一年を通じてドメーヌの手伝いに来る友人達のために造ったレコパ
ンシリーズでSO2無添加のキュヴェです。サンソーを全房でスミマセ
ラシオンカルボニック後プレス、セメントタンクで発酵・熟成しまし
た。淡く透明感のある菫カラーのガーネット、ブラックチェリーやアメ
リカンチェリー、フレッシュで若々しいアロマ、優しくまろやかなアタッ
クにタンニンや酸が纏まり穏やかな上品さのある仕上がりです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

12 LANGUEDOC2
ラングドック

35568

ドメーヌ・ド・ラ・ガランス

ラングドック

A

Dom de La Garance Kaze Chardonnay

VIN 2021

35462

ラングドック

VIN 2021

ドメーヌ・ド・ラ・ガランス
風 ロゼ

ドメーヌ・ド・ラ・ガランス
風 シャルドネ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

2500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

A

Dom de La Garance Kaze Rose

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4573461675026
白 ・ 辛口
エコセール

2500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 花崗岩 石灰

土壌/ 粘土石灰

シャルドネ100％

グルナッシュグリ100％

自然栽培にはなくてはならない気候因子「風」に敬意を表し、標高
500m・南向きの花崗岩・石灰土壌で育ったシャルドネで仕込んだ日
本限定キュヴェです。透明感のあるイエローの外観から甘やかな
果実の香りが拡がります。南国系フルーツの瑞々しい果実感が口
中に拡がりを見せ、前ヴィンテージと比較すると酸度は穏やかにな
り果実の芳醇さが際立つふくよかなスタイルに仕上がっています。

4573461672742
ロゼ ・ 辛口
エコセール
在庫23ケース

ピエールが自然栽培にはなくてはならない「風」に敬意を表し、特別
に仕込んだ日本限定ロゼです。標高500m南向きの粘土石灰土壌
で育ったグルナッシュグリを除梗せず直接プレス、グラスファイバー
タンクで6ヶ月発酵・熟成しました。ピンクオレンジの外観から野苺
の柔らかいアロマ、スッキリと爽快なアタックにスモモのような口角
の上がる控えめな酸と果実のニュアンスを楽しめます。

ピエール・キノネロ
35463

ラングドック

A

Dom de La Garance Kaze Rouge

VIN 2021

33739

ラングドック

VIN 2014

Dom de La Garance Les Armieres

ドメーヌ・ド・ラ・ガランス
風 ルージュ

規格/

2500

JAN/

呼称/ Coteaux du Languedoc コトー・デュ・ラングドック
4573461672759

タイプ/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

認証/

VIN 2015

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

3500

JAN/

認証/

土壌/ 岩 白亜砂質

ピノノワール50％ グルナッシュ50％

カリニャン95％ シラー5％

Nature

Les Herbes Folles Aristoloche Barrique No.2

カタロニア語で｢幸福の妖精｣の意を持つこの赤ワインは、白亜砂質
土壌で自然のままに育つ高樹齢低収量カリニャンから生み出され
ます。セメントタンクで発酵、木樽で12ヶ月熟成しました。濃い赤紫
の液面から梅やヨード、出汁の香りを感じます。軽やかなアタック、
ピュアなブドウのエキスが溶け込む凝縮感溢れる果実に存在感の
ある酸と細やかなタンニンが心地良いアフターへと誘います。

34190

Les Herbes Folles Erigeron

VIN 2017

JAN/

認証/

オリヴィエ・プルニエール
Nature

ラングドック 酸化防止剤無添加

Les Herbes Folles Cardamine

VIN 2017

レ・ゼルブ・フォル
カルダミン

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4573461650269

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオロジック

34191

レ・ゼルブ・フォル
エリジェロン

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

3000

Nature

ラングドック 酸化防止剤無添加

レ・ゼルブ・フォル
アリストロシュ バリックNo.2

参考小売/

赤 ・ フルボディ
エコセール

SOLD OUT

土壌/ 片麻岩 花崗岩

ラングドック 酸化防止剤無添加

4571455203934

タイプ/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

エコセール

ピエールが自然栽培にはなくてはならない「風」に敬意を表した日
本限定キュヴェです。標高500m南向きの片麻岩花崗岩土壌のピノ
ノワールとグルナッシュを除梗せず醸した後、ステンレスタンクで6ヶ
月発酵・熟成しました。ガーネット色、赤果実のアロマ、口に含んだ
瞬間より果実のエッセンスが拡がり、しっかりした甘味がスムース
に流れる良好なまろやかさです。

34189

レ・ゼルブ・フォル

ドメーヌ･ド･ラ･ガランス
レ ザルミエール

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

ラングドック

3200

JAN/

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

赤 ・ ミディアム
-

栽培/ ビオロジック

認証/

参考小売/

4573461650276

3200

栽培/ ビオロジック

-

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

シラー100％

シラー100％

シラー100％

ブドウ畑に自生するハーブの名前を冠しました。オレンジ帯びたル
ビーの色調に豊かな粘性、かすかにカシスの香り、エキスたっぷり
でジューシーな喉越し、まったりタンニンと強めの酸からまだ若い印
象を受けますが今後の伸びしろに期待大です。

ラングドック

ゼリージュ・キャラヴァン

JAN/

4573461650283

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

赤 ・ ミディアム

認証/

赤 ・ ミディアム
-

濃いめのパープルブラックの色調、ゴマや紫蘇の香り、まったりとし 暗めのルビー色、青紫蘇やストロベリーの香り、ピュアなアタックか
たピュアな口あたりに強めのタンニン、トーンは低めで穏やかな酸、 ら想像しがたい強めのタンニン、穏やかな酸にジューシーな味わ
アフターにポテンシャルの高さが伺えるまだ若干若さが否めない仕 い、バランス良くポテンシャルの高い逸品です。
上がりです。

43611

ラングドック

43111

ラングドック

VIN 2012

Zelige Caravent Nuit d'Encre

VIN 2015

Zelige Caravent Velvet

ゼリージュ・キャラヴァン
ニュイ ダンクル

呼称/ Pic St Loup ピク・サン・ルー

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3900

JAN/

規格/ 750ml × 12
ビオロジック

栽培/ ビオディナミ
土壌/ 粘土石灰

タイプ/
認証/

ゼリージュ・キャラヴァン
ヴェルヴェット

4573461668769

参考小売/

3900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

エコセール デメテール

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

赤 ・ フルボディ

4573461658333
赤 ・ フルボディ
エコセール デメテール

SOLD OUT

シラー90％ グルナッシュ10％

アリカント100％
インクのような黒いワインという意味合いで名付けられたキュヴェ名
です。2012年は雨が多い年でアリカントを除梗し醸した後、セメント
タンクで発酵・熟成しました。粘性豊かなオレンジを帯びたガーネッ
ト色、熟成を感じるカシスやバニラの香り、完熟黒果実の甘味と豊
かでエレガントなタンニンに心地の良い熟成感、長いアフターに魅
了される南仏のグランヴァンです。

リュック-マリー・ミッシェル
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

12

人気ロックグループ「ヴェルヴェットアンダーグラウンド」から命名さ
れました。粘土石灰土壌のシラーとグルナッシュをプレスしセメント
タンクで発酵、24 ヶ月熟成しました。詰まったブラックルビーの外観
から、カシスやバニラ、ハーブの香りを感じます。厚みの中にクリー
ンな口あたり、冷涼感の中にチャーミングな旨味・甘味・酸味のバラ
ンスが整った流れが心地の良いアフターへと続きます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

13 LANGUEDOC3
ラングドック

43764

シャトー・ド・ゴール

VIN 2020

ラングドック

A

Ch de Gaure Campagne De Gaure Chardonnay

43765

ラングドック

VIN 2020

Ch de Gaure Oppidum
シャトー・ド・ゴール
オピドゥム

シャトー・ド・ゴール
カンパーニュ ド ゴール シャルドネ
呼称/ Limoux リムー
参考小売/

2700

呼称/ Limoux リムー
JAN/

4573461671974

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
ビオロジック

認証/

栽培/ ビオディナミ
土壌/ 粘土石灰

参考小売/

4200

JAN/

4573461671981

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

白 ・ 辛口

ビオロジック

ビューロヴェリタス

認証/

栽培/ ビオディナミ
土壌/ 粘土石灰

SOLD OUT

白 ・ 辛口
ビューロヴェリタス

シャルドネ60％ シュナンブラン25％
モーザック15％

シャルドネ100％
カンパーニュシリーズ、シャルドネを除梗しプレス後、5hlの木樽と
30hlのフードルで発酵し、4hlと5hlの木樽で熟成しました。緑色の強
い淡い黄金色、とろりとした粘性、完熟みかんや金柑、マーマレード
の香りやシェリーのアロマ、完熟した旨味で酸味が感じられない程
のボリューム感と前ミレジムと比較するとしっかりとした味わいと香
りの存在感が顕著です。

オピドゥム（要塞）が建てられた場所に畑があることから命名しまし
た。粘土石灰に植わる3種の白ブドウを除梗しプレス、5hl・12hl・
30hlの木樽で発酵し、12hlと30hlのフードルで熟成しました。グリー
ンイエロー色、スウィーティや晩白柚、レモネードのアロマ、柔らか
いアタックに拡がる果実味、シャープな酸に中程度のエキス感、ア
フターはスッキリとした印象です。

ピエール・ファーブル
43777
VIN 2020

ラングドック

A

Ch de Gaure Campagne De Gaure Syrah Grenache

43586

ラングドック

43766

ラングドック

VIN 2020

Ch de Gaure Mathis

VIN 2020

Ch de Gaure Pour Mon Pere

シャトー・ド・ゴール
カンパーニュ ド ゴール シラー グルナッシュ

呼称/ Languedoc ラングドック

呼称/ Languedoc ラングドック
参考小売/
規格/
栽培/

2700

750ml × 6×2
ビオロジック
ビオディナミ

JAN/
タイプ/
認証/

土壌/ シスト

参考小売/

4573461672278
赤 ・ ミディアム

規格/

3000

JAN/

750ml × 6×2

呼称/ Languedoc ラングドック
4573461666994

タイプ/
認証/

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

JAN/

4573461671998

タイプ/

赤 ・ ミディアム

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ シスト

土壌/ シスト

メルロー100％

シラー40％ カリニャン30％
グルナッシュ20％ ムールヴェードル10％

大人気となったカンパーニュシリーズ、シスト土壌に植わるシラー主
体にグルナッシュとアッサンブラージュ、セメントタンクで醸し後プレ
ス、セメントタンクで発酵・熟成しました。黒に近い濃いガーネット
色、干しブドウやプラム、カシスの香り、アタックに湿った土の香りと
カシスジャムのアロマが拡がり、丸みのあるタンニンと完熟の旨
味、アフターは長くコスパの良い逸品です。

シャトー・ラ・バロンヌ

エコセール

4200

750ml × 6×2
ビオロジック
ビオディナミ

ビューロヴェリタス

シラー95％ グルナッシュ5％

ラングドック

シャトー・ド・ゴール
プール モン ペール

シャトー・ド・ゴール
マティス

栽培/

リムーの南向き粘土石灰土壌に育つメルローを除梗し、セメントタ
ンクで醸しと発酵、5年以上使用する木樽で8ヶ月熟成し仕上げた
キュヴェで2016年に生まれた初孫の名前を冠しました。濃いガー
ネット色、カシスジャムやブルーベリーの香り、スモーキーで焦ばし
さもあり、ボリュームのあるアタックにスパイシーなタンニンの厚み
がアフターにも感じられます。

43776
VIN 2021

ラングドック 酸化防止剤無添加

Nature

認証/

ビューロヴェリタス

2009年に他界したお父様を偲んで名付けたキュヴェです。シスト土
壌に植わる黒ブドウ4品種をプレス、セメントタンクで発酵後、木樽と
セメントタンクで熟成しました。濃いガーネット色、アルコール由来の
粘性、カシスジャムやいちごジャムの香り、しっかりと拡がる旨味の
アタックに完熟ベリーの香りが加わり、タンニンと果実味が溶け込
んだ心地の良い仕上がりです。

A

Ch la Baronne Carignan Sans Soufre Etiquette Bleue

シャトー・ラ・バロンヌ
カリニャン サンスフル エチケット ブルー
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

2700

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461672292
赤 ・ ミディアム
エコセール デメテール

★

土壌/ 粘土石灰
カリニャン100％

09年に新井順子と出会い誕生したキュヴェは収穫時にブルノが来
て醸造を手掛けます。粘土石灰土壌のカリニャンを除梗後、トロン
コニック樽で醸しプレス、そのまま発酵しステンレスタンクで熟成し
ました。紫帯びた濃いブラックガーネット色、完熟ベリーやカシス、
プルーン、白胡椒のアロマ、ジューシーな果実味が口中に拡がり、
穏やかなタンニンとともにアフターに心地良く続きます。

ラングドック

ジャン・リニエール
ジャック･フレラン

43167
VIN 2019

ラングドック 酸化防止剤無添加

Nature

A

43393

Jacques Frelin Herisson Malin Chardonnay Blanc VIN 2019
ジャック･フレラン
エリソン マラン シャルドネ ブラン
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

1900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

ラングドック 酸化防止剤無添加

Nature

A

Jacques Frelin Herisson Malin Merlot Rouge
ジャック･フレラン
エリソン マラン メルロー ルージュ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4573461654458

参考小売/

1900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

白 ・ 辛口

シャルドネ100％

4573461663818
赤 ・ ミディアム
エコセール

SOLD OUT

メルロー100％

モンペリエのネゴシアンが供給する無農薬ブドウ且つSO2無添加で
この価格、環境保全と生物多様性の象徴ハリネズミをラベルに冠し
ました。19年は天候が良く理想的な収穫ができたシャルドネを直接
圧搾しステンレスタンクで発酵後、シュールリー熟成しました。淡い
麦わら色から穀物やバナナの香り、果実の甘味に続き心地の良い
苦味、フルーティーな味わいがアフターを彩ります。

ジャック･フレラン
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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渡り鳥「マルエット」を冠しリリースしていましたが19年ミレジムは
キュヴェ名とラベルを刷新しました。メルローを除梗し、ステンレスタ
ンクで発酵・熟成、SO2無添加で瓶詰めしました。しっかりとした
ガーネット色、プルーンなどの赤や黒果実にミネラリーな香り、ワイ
ルドベリーや山ぶどうの果実味に中盤からのミネラル感と冷涼感、
アフターの細やかなタンニンがアクセントとなっています。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

14 LANGUEDOC4
ラングドック

35474

マス・ド・ジャニーニ

VIN 2021

ラングドック

A

Mas de Janiny C'est Bien Comme Ça Blanc

35036
VIN 2020

ラングドック

マス・ド・ジャニーニ
セ ビアン コム サ ルージュ

マス・ド・ジャニーニ
セ ビアン コム サ ブラン

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

1600

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

A

Mas de Janiny C'est Bien Comme Ça Rouge

参考小売/

4571455198971
白 ・ 辛口
エコセール

1600

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

ソーヴィニヨンブラン50％
ヴェルメンティーノ50％

シラー50％ カリニャン50％

生産者とディオニーが共同開発C'est bien commeça!=それええや
ん！という意味の気軽に楽しんでいただきたい辛口白ワイン、収穫
後プレスしステンレスタンクで発酵そのまま4 ヶ月熟成、清澄せず
軽く濾過し瓶詰めしました。透明感のあるレモンイエローの外観に、
レモンやライム、ミント、トロピカルフルーツの香り、フレッシュな酸と
果実味のバランスが取れています。

4571455198988
赤 ・ ミディアム
エコセール

生産者とディオニーで共同開発C'est bien commeça!=それええや
ん！という意味の気軽に楽しめる赤ワイン、樹齢25年のカリニャン
とシラーを収穫後ステンレスタンクで発酵と同時にマセラシオンカル
ボニック後、4 ヶ月熟成し清澄せず軽く濾過し瓶詰めしました。ル
ビーの色調に、ダークチェリーやカシスの香り、瑞々しい果実味とこ
なれたタンニンが口中に拡がります。

パスカル＆ティエリー・ジュリアン
33967
VIN NV

ラングドック

A

35498

Mas de Janiny Le Temps des Fruits Rose Pamplemousse VIN 2021

ラングドック

呼称/ -

規格/

JAN/

750ml × 12

タイプ/
認証/

参考小売/

4571455206881
ロゼ ・ やや甘口

規格/

1750

750ml × 12

タイプ/
認証/

パンプルムースはフランス語でグレープフルーツ、直接圧搾して
造ったジタン・ロゼに水、砂糖、グレープフルーツアロマを加えて造
られますが全てオーガニック原料を使用しています。ほんのり淡い
ピンクを帯びた透明の液面からフローラル香が拡がります。甘やか
なキャンディに程良い酸味が絡み合い、ピンクグレープフルーツの
砂糖漬けの甘酸っぱさがアフターを華やかに演出してくれます。

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

エコセール

A

35421
VIN 2021

ラングドック

JAN/

ラングドック

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

参考小売/

赤 ・ ミディアム
エコセール

A

35422

ラングドック

1750

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4582138363418
赤 ・ ミディアム
エコセール

1850

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

カリニャン100％

シラー100％

ピノノワール100％

35500

ラングドック

A

Mas de Janiny BIB Blanc

南仏オーガニックワインの人気シリーズ「ルタンデジタン」の青ラベ
ル、ニームとベジエの間にあるサン・ボジル・ド・ラ・シルビー村で健
康なブドウを育て丁寧に醸造しています。濃い赤紫色で、完熟した
シラーならではのスパイシーな香りの中にほんのりロースト香が感
じられます。果実の凝縮感が若干の力強さと深み、心地良い余韻
を与えつつも全体的にはフルーティーで優しい味わいです。

35152

ラングドック

マス・ド・ジャニーニ
BIB ブラン
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/
規格/

4000

3000ml

× 6

栽培/ ビオロジック

JAN/
タイプ/
認証/

A

Mas de Janiny BIB Rouge

VIN 2020

白 ・ 辛口
エコセール

参考小売/
規格/

4000

3000ml

JAN/

× 6

栽培/ ビオロジック

タイプ/
認証/

35475

ラングドック

A

マス・ド・ジャニーニ
BIB シラー
呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

4571455201343
赤 ・ ミディアム
エコセール

参考小売/
規格/

3300

2000ml

× 8

栽培/ ビオロジック

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

ソーヴィニヨンブラン60％ グルナッシュブラン20％
ヴェルメンティーノ20％

カリニャン100％

シラー100％

お馴染みのルタンデジタン・カリニャンと同じキュヴェを使用し、「美
味しいオーガニックワインをよりお手軽価格で」という思いで造った
ボクッスワイン、少し冷やして気軽に楽しめる、スルスル喉を通るこ
れぞカブ飲みタイプです。南仏の輝く太陽を浴びたカリニャン100％
の透明感のある紫色、スミレや乾燥ハーブなどの清涼感ある香り
に程良いボリュームを伴うジューシーな味わいです。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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赤 ・ ミディアム
エコセール

Mas de Janiny BIB Syrah

VIN 2021

土壌/ 粘土石灰

お馴染みのルタンデジタン・ブランと同じキュヴェを使用し、「美味し
いオーガニックワインをよりお手軽価格で」という思いで造ったボ
クッスワイン、キリッと冷やして気軽に楽しめる、スルスル喉を通る
これぞカブ飲みタイプです。透明感のある麦藁色で、ソーヴィニヨン
ブランが主体のハーブや柑橘系の香りとライムのような瑞々しい酸
と果実味がどれも突出せず程良くまとまった味わいです。

4571455194348

南仏生まれのピノノワールをセクシーイメージのピンナップガールと
かけてピナップと名付けました。キャップシールのキュートなピンク
色が印象的なコストパフォーマンス溢れる味わいです。深いルビー
色にイチゴやフランボワーズのチャーミングな香りが広がり、しばら
くすると煮詰めたジャムや白胡椒のスパイシーなニュアンスを感じ、
少し高めの酸ですが果実の旨味が綺麗に溶け込みます。

マス・ド・ジャニーニ
BIB ルージュ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4571455201350

A

マス・ド・ジャニーニ
ピナップ ド ジャニーニ

土壌/ 粘土石灰

VIN 2021

ロゼ ・ 辛口
エコセール

Mas de Janiny Pin'Up de Janiny

VIN 2021

土壌/ 粘土石灰

ワイン専門誌で「旨安ワイン大賞」受賞した人気キュヴェです。コミ
カルで陽気なエチケットとキュートなコルクが一際目を引く南仏ビオ
「ルタンデジタン」の赤ラベルは、ニームとベジエの間にあるサン・
ボジル・ド・ラ・シルビー村の高樹齢カリニャンを丁寧に醸造しまし
た。透明感のある紫色で、スミレや乾燥ハーブなどの清涼感ある香
りに程良いボリュームを伴うジューシーな味わいです。

認証/

南仏オーガニックワインの人気シリーズ「ルタンデジタン」のロゼワ
イン、ニームとベジエの間にあるサン・ボジル・ド・ラ・シルビー村で
健康なブドウを直接圧搾して造ります。輝くサーモンピンクの外観
から、さくらんぼやザクロの甘酸っぱい香りが顔を覗かせます。爽
やかな酸に続くチャーミングな果実と少しのミネラルが親しみやす
い辛口で気軽に飲める味わいで幅広いお料理と楽しめます。

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

4582138362947

4582138363180

タイプ/

サンソー60％ シラー20％
カリニャン10％ グルナッシュ10％

マス・ド・ジャニーニ
ル タン デ ジタン シラー

呼称/ IGP Pays de l'Hérault ペイ・ド・レロー

JAN/

土壌/ 粘土石灰

Mas de Janiny Le Temps des Gitans Syrah

マス・ド・ジャニーニ
ル タン デ ジタン カリニャン

1750

1750

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

ソーヴィニヨンブラン60％
ヴェルメンティーノ20％
グルナッシュブラン20％
南仏オーガニックワインの人気シリーズ「ルタンデジタン」の白、
ニームとベジエの間にあるサン・ボジル・ド・ラ・シルビー村で健康な
ブドウを育て丁寧に醸造しています。キリッと冷やして気軽に楽しん
でいただきたい辛口です。透明感のある麦藁色で、ソーヴィニヨン
ブランが主体のハーブや柑橘系の香りとライムのような瑞々しい酸
と果実味がどれも突出せず程良くまとまった味わいです。

Mas de Janiny Le Temps des Gitans Carignan

A

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

4582138365603

土壌/ 粘土石灰

ル タン デ ジタン ロゼのセパージュによる

参考小売/

JAN/

栽培/ ビオロジック

エコセール

土壌/ 粘土石灰

34913

ラングドック

Mas de Janiny Le Temps des Gitans Rose
マス・ド・ジャニーニ
ル タン デ ジタン ロゼ

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

1750

栽培/ ビオロジック

VIN 2020

35499
VIN 2021

マス・ド・ジャニーニ
ル タン デ ジタン ブラン

マス・ド・ジャニーニ
ル タン デ フリュイ ロゼ パンプルムース

参考小売/

A

Mas de Janiny Le Temps des Gitans Blanc

JAN/
タイプ/
認証/

4571455200889
赤 ・ ミディアム
エコセール

サン・ボジル・ド・ラ・シルビー村の特別区画で無農薬栽培する高樹
齢シラーから造るボックスタイプのプレミアムキュヴェです。ガー
ネットの綺麗な色調で、閉じ気味ながらスミレや甘草の香りの後に
スパイシーなロースト香が感じられます。落ち着いた果実味に優し
いタンニンが溶け込む滑らかな口当たりで、喉もとをするっと心地
良く通り過ぎるフルーティーでフレッシュな軽快さが特徴です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

15 LANGUEDOC5
ラングドック

35156

ドメーヌ・アザン

ラングドック

A

Dom Azan Petit AZAN Blanc

VIN 2020

34824

ラングドック

VIN 2019

ドメ−ヌ・アザン
プティ AZAN ルージュ

ドメ−ヌ・アザン
プティ AZAN ブラン

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック
参考小売/

1000

JAN/

栽培/ ビオロジック

認証/

参考小売/

4582138365344

規格/ 375ml × 12×2 タイプ/

A

Dom Azan Petit AZAN Rouge

1000

JAN/

4582138365337

規格/ 375ml × 12×2 タイプ/

白 ・ 辛口

栽培/ ビオロジック

エコセール

認証/

赤 ・ ミディアム
エコセール

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

ヴィオニエ100％

カベルネソーヴィニヨン50％ カリニャン50％

気軽に楽しめるスクリューキャップのオーガニックワインです。エチ
ケットのメッセージ「さあ！行こう！自然バンザイ！」のとおり、無農
薬栽培で丁寧に育てたヴィオニエのみを使用して醸造しています。
地中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴びて生まれたワインは、澄ん
だホワイトイエローの色調に、黄色い果実の香りとハチミツの風味
の中に程良いコクと舌触りを楽しめる爽やかな味わいです。

スクリューキャップがポイントのカジュアルなオーガニックワインで
す。エチケットのメッセージ「さあ！行こう！自然バンザイ！」のとお
り、無農薬栽培で丁寧に育てた黒ブドウのみを使用して醸造してい
ます。地中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴びて生まれたワインは、
ガーネット色に輝き、豊かな黒果実の香りの中にカシス系のしっか
りした凝縮感と渋味が強すぎないやわらかな飲み心地です。

オリヴィエ・アザン
35155

ラングドック

A

Dom Azan AZAN Blanc

VIN 2020

34823

ラングドック

ドメーヌ・アザン
AZAN ブラン

規格/

1500

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

認証/

ラングドック

白 ・ 辛口

規格/

1500

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

エコセール

認証/

呼称/ Picpoul de Pinet ピクプール・ド・ピネ
参考小売/

4582138365313

タイプ/

赤 ・ ミディアム

規格/

2000

栽培/ ビオロジック

エコセール

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

ヴィオニエ100％

カベルネソーヴィニヨン50％ カリニャン50％

ピクプール100％

ラングドック

スクリューキャップがポイントのカジュアルなオーガニックワインで
す。エチケットのメッセージ「さあ！行こう！自然バンザイ！」のとお
り、無農薬栽培で丁寧に育てた黒ブドウのみを使用して醸造してい
ます。地中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴びて生まれたワインは、
ガーネット色に輝き、豊かな黒果実の香りの中にカシス系のしっか
りした凝縮感と渋味が強すぎないやわらかな飲み心地です。

35427

ボンフィス

ラングドック

A

Living Earth Chardonnay

VIN 2021

35428
VIN 2021

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

35096

ラングドック

A

Nature Vivante Blanc

ラングドック

参考小売/

白 ・ 辛口
エコセール

参考小売/

1900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

ラングドック

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

A

Nature Vivante Rouge
ナチュール・ヴィヴァン
ルージュ

参考小売/

1800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

白 ・ 辛口

ソーヴィニヨンブラン100％
トロピカルなエチケットはハワイの海の守り神である亀（ハワイ語＝
ホヌ）、島の女神、太陽、海、山の恵みと自然の循環をテーマに、カ
ウアイ島のビーチで描かれたものです。南仏の粘土石灰土壌で無
農薬栽培されるソーヴィニヨンブラン100％で醸造しました。輝く薄
黄色で、清々しいハーブや柑橘系の香りの後によもぎの香りがやっ
てきます。キレのある酸が爽やかでドライな味わいです。

栽培/ ビオロジック

認証/

カベルネソーヴィニヨン100％

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

4582138363999

JAN/
タイプ/

シャルドネ100％

ナチュール・ヴィヴァン
ブラン
呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

1800

規格/ 750ml × 12

土壌/ 粘土石灰

35097

4582138364002
赤 ・ ミディアム
エコセール

カベルネソーヴィニヨン60％
メルロー40％
「海、太陽、動物、そして私たち、自然があるべき姿であるために」
という思いで、南仏産の無農薬ブドウ100%で造る「生き生きとした自
然」という名のワインです。トロピカルなエチケットはカウアイ島の
ビーチを描いたものです。照りのある赤紫、控えめながらスグリや
野生カシスの香りが顔を覗かせます。程良いタンニンと酸がうまく
融合したフレッシュさを感じる柔らかな飲み心地です。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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A

Living Earth Cabernet Sauvignon

土壌/ 粘土石灰

VIN 2020

白 ・ 辛口
エコセール

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

4582138362503

リヴィングアース（生きている地球）は、「オーガニック栽培＝自然回
帰が美しい星地球をこれ以上汚さない一歩になれば」との思いを込
めて誕生しました。地球をイメージした丸いエチケットに大地とブド
ウの味わいを表現しました。健康なシャルドネならではの輝く黄金
色にパイナップルやパッションフルーツなどの華やかな香り、ふっく
らとした果実味とやさしい酸味が心地良い味わいです。

VIN 2020

認証/

リヴィングアース
カベルネソーヴィニヨン

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック

1900

4582138364224

タイプ/

無農薬栽培で丁寧に育てたピクプール100％のワインです。ピク
プール･ド･ピネというエリアは地中海からわずか6kmで潮の香りを
たっぷり含んだ海風が心地良く吹きつけます。クリアな麦藁色でレ
モンやグレープフルーツの爽やかな香りが広がり、塩味を感じる豊
かなミネラルと芳醇な果実味がボリューム感をもたらし、キレの良
い酸が全体をまとめ、旬の魚介類にもぴったりな味わいです。

リヴィングアース
シャルドネ

参考小売/

JAN/

750ml × 12

土壌/ 粘土石灰

気軽に楽しめるスクリューキャップのオーガニックワインです。エチ
ケットのメッセージ「さあ！行こう！自然バンザイ！」のとおり、無農
薬栽培で丁寧に育てたヴィオニエのみを使用して醸造しています。
地中海に降り注ぐ南の太陽を一杯浴びて生まれたワインは、澄ん
だホワイトイエローの色調に、黄色い果実の香りとハチミツの風味
の中に程良いコクと舌触りを楽しめる爽やかな味わいです。

A

Dom Azan Picpoul de Pinet
ドメーヌ・アザン
ピクプール・ド・ピネ

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック
参考小売/

4582138365320

タイプ/

35576
VIN 2021

ドメーヌ・アザン
AZAN ルージュ

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック
参考小売/

A

Dom Azan AZAN Rouge

VIN 2019

4582138362497
赤 ・ ミディアム
エコセール

リヴィングアース（生きている地球）は、「オーガニック栽培＝自然回
帰＝環境保護＝身体に優しいをコンセプトに、美しい星地球をこれ
以上汚さない一歩になれば」との思いを込めて誕生しました。南仏
の輝く太陽を一杯浴びたオーガニック栽培のカベルネ100％で造ら
れます。艶のある紫色で赤いベリー系の果実やミントの香りに、程
良い渋味がバランス良く果実味に溢れた優しい味わいです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

16 LANGUEDOC6
ラングドック

35360

ジョセフ・ロッシュ

ラングドック

A

Joseph Roche Chardonnay

VIN 2021

35424

ラングドック

VIN 2021

ジョセフ･ロッシュ
ソーヴィニヨンブラン

ジョセフ･ロッシュ
シャルドネ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

1350

JAN/

参考小売/

3477602467031

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

白 ・ 辛口
-

34837

ラングドック

A

Joseph Roche Cabernet Sauvignon

規格/

1350

JAN/

750ml × 12

栽培/ -

認証/

認証/

ソーヴィニヨンブラン100％

35423

ラングドック

A

Joseph Roche Merlot

35151

赤 ・ ミディアム

規格/

1350

ラングドック

栽培/ -

-

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

タイプ/
認証/

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

-

1350

栽培/ 土壌/ 粘土石灰

カベルネソーヴィニヨン100％

メルロー100％

シラー100％

ラングドック

ワイン醸造用としては、カベルネソーヴィニヨンと栽培面積1位の座
を争うボルドー原産の黒ブドウ品種であるメルロー、語源はフラン
ス語でツグミを意味するメルルに由来し、ツグミが早熟なメルローを
真っ先についばむとも言われてます。ジョセフ・ロッシュは南仏のメ
ルロー100％で醸造しました。赤い果実にほんのりきのこの香りが
広がり、穏やかな渋味とふくよかな果実味が特徴です。

3477602467062

タイプ/
認証/

土壌/ 粘土石灰

35426

JAN/

750ml × 12

土壌/ 粘土石灰

カベルネソーヴィニヨンは、世界で最も栽培されている黒ブドウの
代表品種で原産地はボルドー地方と言われています。ジョセフ・
ロッシュは南仏の温暖な気候で育った凝縮感溢れるカベルネだけ
で醸造しました。艶のある赤紫色で、熟した果実や野生的なカシス
香と茎やほんの少し青い野菜を思わせる清潔感のある香りが広が
り、口に含むと舌の上に残る程良い渋味とドライな味わいが特徴で
す。

A

ジョセフ･ロッシュ
シラー

3477602467048

JAN/

750ml × 12

白 ・ 辛口
-

Joseph Roche Syrah

VIN 2020

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3477602467024

ソーヴィニヨンブランは鋭い香りと爽やかな酸を持ち、様々な特色
のある辛口白ワインを造るブドウ品種として世界中で人気がありま
す。ジョセフ・ロッシュは、南仏の温暖な気候で育つソーヴィニヨンブ
ランで醸造しました。クリアな薄黄色でグレープフルーツ、パッション
フルーツの香りにレモンなどの柑橘類を思わせる心地良いフレー
バーが広がり、程良く爽やかな酸味が特徴的な味わいです。

ジョセフ･ロッシュ
メルロー

3477602467055

タイプ/

栽培/ -

シャルドネ100％

VIN 2021

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

JAN/
タイプ/

土壌/ 粘土石灰

ジョセフ･ロッシュ
カベルネソーヴィニヨン

参考小売/

1350

規格/ 750ml × 12

土壌/ 粘土石灰

世界中で栽培していない産地がないほどポピュラーな品種で、冷
涼なフランスのシャンパーニュ地方から温暖なニューワールドまで
適応能力が幅広いことが特徴のシャルドネ100％で醸造した南仏産
ワインです。温暖な気候で育ったシャルドネは、ゴールドの色調に
熟したフルーツのような香りで、パイナップルやパパイヤなどの風
味と程良く落ち着いた酸味のボリューム感ある味わいが特徴です。

VIN 2019

A

Joseph Roche Sauvignon Blanc

赤 ・ ミディアム
-

近年世界各地で飛躍的に栽培面積が伸びているシラーは、濃厚で
スパイシーなパワフルタイプから、華やいだ香りと鮮烈な酸を含む
綿密でエレガントな上品タイプとの二面性が特徴的です。ジョセフ・
ロッシュは南仏の温暖な気候で育ったシラー100％で醸造しまし
た。濃い赤紫色で、食欲をそそるコショウやシナモンなどスパイシー
な香りの中にしっかりめの渋味と果実味が印象的な味わいです。

A

Joseph Roche Pinot Noir

VIN 2021

ジョセフ・ロッシュ
ピノノワール
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

1450

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

3477600300576
赤 ・ ミディアム
-

土壌/ 粘土石灰
ピノノワール100％
ジョセフロッシュから待望のピノノワールが誕生しました。ローヌとラ
ングドック・ルーション地方の温暖な気候で育ったピノノワールを
アッサンブラージュし６〜８日発酵し、３ヶ月ステンレスタンクで熟成
しました。ガーネットの外観から爽快なミントやクローブの香りが控
えめではありますが拡がります。果実と酸が溶け合ったピノの風味
が拡がり少しの苦味がアフターを引き締めてくれます。

ラングドック＆シュドウエスト ATURA

34647

シュドウエスト

A

Les Crouzes Blanc

VIN 2019

35348

ラングドック

レ クルーズ ブラン
呼称/ IGP Comté Tolosan コンテ・トロザン
参考小売/

1300

JAN/

4582138365146

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

白 ・ 辛口
-

SOLD OUT

土壌/ 石灰

ユニブラン80％ コロンバール20％
南仏旨安シリーズを代表する白、1980年代にはシャルドネの栽培
地の5倍を占めていたという温暖なガスコーニュで育つユニブラン
主体で造りました。お手頃価格で本格的なフランスワインを楽しん
でいただけます。透明感のある薄黄色で、香りは穏やかですが、し
ばらくすると、ほんのりメロンの皮の部分や、焼き菓子のような香り
が顔を覗かせ、穏やかな酸味が心地良いドライな味わいです。

グラン・ヴァン・サン・シニアン
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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A

Les Crouzes V.V.

VIN 2021

レ クルーズ V.V.
呼称/ IGP Pays de l'Hérault ペイ・ド・レロー
参考小売/

1350

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

4582138364613
赤 ・ ミディアム
-

土壌/ 粘土石灰
カリニャン100％
南仏旨安シリーズ、ワイン専門誌で「旨安ワイン大賞」に輝くコスト
パフォーマンス抜群のお手頃ワインです。樹齢40年以上のカリニャ
ンを14日間マセレーション後、4ヶ月熟成しました。色調は濃い紫色
で、熟した赤いベリーやバニラの甘い香りにスパイス香が複雑さを
増し、凝縮したタンニンがボリューム感を与えます。程良い酸が全
体をバランスよく支える果実味たっぷりな味わいです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

17 ROUSSILLON1
ルーション

53405

ジャン・プラ セレクション

VIN NV

ルーション

A

Jean Pla Selection Bulles de Passion Brut

35532

ルーション

VIN 2021

ジャン・プラ セレクション
ラ パッション ブラン

ジャン・プラ セレクション
ブル ド パッション ブリュット

呼称/ IGP Côtes Catalanes コート・カタランヌ

呼称/ Vin Mousseux ヴァン・ムスー
参考小売/

1700

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

参考小売/

4582138364057
白泡 ・ 辛口
-

35117

ルーション

A

Jean Pla Selection La Passion Grenache

規格/

1500

JAN/

750ml × 12

栽培/ -

認証/

規格/

1800

JAN/

認証/

グルナッシュ100％

グルナッシュ100％

南仏ルーションで生まれる旨安ワインの代表格パッション＝情熱、
ヴィンテージ毎に変わる「太陽君」のエチケットが話題です。モー
リーのシスト土壌×グルナッシュがミネラルと綺麗な酸をもたらしま
す。赤紫の色調にほんのりとガスが残り、イチゴやさくらんぼの赤
果実の香りが拡がります。イキイキとしたフレッシュな果実味と心地
よい酸による可憐なフレッシュ感が好印象な仕上がりです。
A

Jean Pla Selection Soleil du Sud

35040
VIN 2016

1200

JAN/
タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

栽培/ -

SOLD OUT

土壌/ シスト

ルーション

A

Jean Pla Selection Assemblage du Sud

Côtes du Roussillon Villages

赤 ・ ミディアム
エコセール

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

赤 ・ フルボディ
エコセール

土壌/ 粘土石灰

土壌/ シスト 粘土石灰

グルナッシュ50% シラー50%

グルナッシュ40％ シラー30％
カリニャン20％ ムールヴェードル10％

南仏ルーションの粘土石灰に植わる地ブドウ2品種をアッサンブ
ラージュした弊社ビオワイン最安値アイテムです。低温で醸し2日
間、セメントタンクで発酵後、9ヶ月熟成しました。ガーネットの色調
から黒スグリやスパイスのアロマを感じます。フレッシュなアタック、
綺麗な酸が流れる赤系果実のエキスにミネラルと少しのタンニンが
溶け込んだ味わいは皆様に気に入って頂ける飲み易さです。

ルーション

クロ・ド・ロリジンヌ

南仏ルーションのシスト土壌と粘土石灰土壌に植わる地ブドウ4品
種をアッサンブラージュしました。収穫後にセメントタンクで発酵し
60％はそのまま熟成、40％は木樽で12ヶ月熟成、清澄はせず軽く
濾過し瓶詰めしました。赤紫の外観からすみれや黒すぐりの香りを
感じます。しっかりとしたアルコール感と果実のバランスもよくコスト
パフォーマンスの高いフルボディに仕上がっています。

33847

ルーション

VIN 2015

Clot de L'Origine Les Quilles Libres Rouge
クロ・ド・ロリジンヌ
レ キーユ リーブル ルージュ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

A

× 12

JAN/

4571455201121

タイプ/
認証/

赤 ・ 甘口
-

グルナッシュ100％

呼称/ コート・ド・ルーション・ヴィラージュ
参考小売/ 1600
JAN/ 4571455198995

4571455203194

規格/

8000

5000ml

-

ジャン・プラ セレクション
アッサンブラージュ デュ シュッド

呼称/ IGP Pays d'Oc ペイ・ドック
参考小売/

参考小売/

赤 ・ フルボディ

南仏旨安ワインの人気者パッションの上級キュヴェはシスト土壌の
高樹齢グルナッシュから造られました。カジュアルなエチケットの中
に素晴らしいクオリティをお届けします。粘性あるやや褐色を帯び
た赤紫色に、干しブドウやビターチョコ、バニラ、シェリーの複雑で
チャーミングな香り、落ち着いた果実味と綺麗な酸に柔らかなタン
ニンが加わり、エレガントで熟成感たっぷりの味わいです。

ジャン・プラ セレクション
ソレイユ デュ シュッド

規格/ 750ml × 12

ルーション

Jean Pla Selection Paris By Night Rouge

呼称/ Vin de Liqueur ヴァン・ド・リキュール

4571455194430

タイプ/

750ml × 12

栽培/ -

-

ルーション

VIN NV

ジャン・プラ セレクション
パリ バイ ナイト ルージュ

呼称/ IGP Côtes Catalanes コート・カタランヌ
参考小売/

赤 ・ ミディアム

白 ・ 辛口
-

南仏旨安ワインの人気者ラパッションの白は、毎回話題騒然の「お
料理シリーズ」、21年の太陽くんはテンポ良くキャベツの千切りをし
ています。やや濃いめのイエローの外観から青りんごやミントの香
りを感じます。たっぷりのミネラル感とフルーティーさ全開の果実感
にアフターのピールの苦みが大人っぽさを演出してくれます。ボ
リューム感もありコスパ最高の逸品です。

ジャン・プラ セレクション
ラ パッション グルナッシュ V.V.

土壌/ シスト

33685

認証/

53742

ルーション

Jean Pla Selection La Passion Grenache V.V.

土壌/ 黒シスト 粘土石灰

VIN 2015

栽培/ -

4582138363500

マカブー70％ ユニブラン30％

35039

4582138361391

タイプ/

タイプ/

土壌/ 粘土石灰

ジャン・プラ セレクション
ラ パッション グルナッシュ

参考小売/

JAN/

グルナッシュブラン80％
グルナッシュグリ17％ ミュスカ3％

VIN 2015

呼称/ IGP Côtes Catalanes コート・カタランヌ

1500

規格/ 750ml × 12

土壌/ 火山灰 粘土

南仏ルーションの地場品種をバランス良くブレンドし、シャルマ方式
(タンク内二次発酵）で造るカジュアルなスパークリングワイン、パッ
ションシリーズの人気キャラクター「太陽君」がコルクに乗って宇宙
旅行をするエチケットです。淡いイエローのはじける泡立ちに、落ち
着いた香ばしい麦や甘酸っぱいレモン、ハーブの香り、活き活きと
した酸味と豊かな果実味を伴うブリュットタイプです。

VIN 2020

A

Jean Pla Selection La Passion Blanc

3800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

4571455206669
赤 ・ ミディアム
エコセール

土壌/ 黒色シスト

在庫1ケース

グルナッシュ60％ カリニャン20％
シラー20％
モーリーの鉱物を多く含むシスト土壌で育つ混植された樹齢70年
以上の畑のブドウを主体に、100％除梗しグラスファイバータンクと
古樽で12ヶ月熟成、無濾過無清澄で瓶詰しました。ガーネット色の
液面からプラムやカシス、煮詰めたダークチェリー、ムスク、腐葉土
の香りが複雑に拡がります。丸みのある赤系果実のアタック、中盤
からは高樹齢ブドウならではの旨みと深みが出てきます。

マルク・バリオ
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

17

南仏ルーション・モーリー村のラパッションを生み出した黒シスト土
壌で育ったグルナッシュをセメントタンクで10日間発酵後、アルコー
ルを添加し発酵を止め最低6ヶ月熟成しました。濁りのある黒みを
帯びた赤褐色の色調からシナモンやクランベリージャムの香りを感
じます。ふくよかな酒質とドライイチジクや干しぶどうの熟したニュア
ンスが拡がり、アフターへと続く深みある味わいです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

18 ROUSSILLON2
ルーション

ドメーヌ・ブルノ・デュシェン

43531

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

Dom Bruno Duchene La Luna Blanc

VIN 2020

43533

Dom Bruno Duchene La Luna

VIN 2020

ドメーヌ・ブルノ・デュシェン
ラ ルナ ブラン

ドメーヌ・ブルノ・デュシェン
ラ ルナ

呼称/ IGP Côte Vermeille コート・ヴェルメイユ
参考小売/

3800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ IGP Côte Vermeille コート・ヴェルメイユ
参考小売/

4573461666772
白 ・ 辛口
エコセール

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

JAN/
タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461666796
赤 ・ ミディアム
エコセール

SOLD OUT

グルナッシュ グルナッシュグリ グルナッシュブラン80％
カリニャン15％ ムールヴェードル5％

ブルノが醸造を手掛ける白キュヴェでジョアキムを含むバニュルス
の友人から購入したチャレッロ、ヴェルメンティーノ、シャルドネ3品
種をプレスし、ステンレスタンクで発酵、古樽で8ヶ月熟成しました。
オレンジがかったライトイエロー、ライムや枇杷、爽やかなグレープ
フルーツ香、フレッシュなアタックにシャープな酸味とほろ苦さ、ミネ
ラル感もたゆたい、キリっとしたアフターで終えます。

ブルノ・デュシェン
トゥティ・フルッティ・アナナス

3800

規格/ 750ml × 12

土壌/ シスト

チャレッロ60％ ヴェルメンティーノ30％
シャルドネ10％

ルーション

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

ルナは14年間共に過ごした愛犬の名前です。12パーセルの5品種
をアッサンブラージュし一部除梗し3つのタンクで10日・15日・20日
の醸し後プレス、3サイズのステンレスタンクで発酵し古樽で9ヶ月
熟成しました。鮮やかな紫ガーネット色、フランボワーズやブラック
チェリーの香り、穏やかなアタックにじわっと拡がるタンニンと摘み
たてベリーの酸、ミディアムボティで余韻は控え目です。

43905

ルーション

43904

ルーション

VIN 2021

Tutti Frutti Ananas Jujube

VIN 2021

Tutti Frutti Ananas Toranja

トゥティ・フルッティ・アナナス
ジュジュベ

トゥティ・フルッティ・アナナス
トランジャ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

呼称/ VdT ヴィーノ・ダ・ターボラ
参考小売/
規格/

3900

4573461674586
オレ
タイプ/
・ 辛口
ンジ
認証/ -

参考小売/

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

規格/

3900

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

JAN/

認証/

土壌/ 肥沃な火山性土壌

土壌/ 粘土石灰

ガルガーネガ100%

グルナッシュグリ マカブー

ジュジュベとはナツメを意味します。肥沃な火山性土壌で育つガル
ガーネガを全房でセメントタンクで醸し後プレスし、セメントタンクで
9ヶ月発酵・熟成しました。琥珀の入ったゴールドイエロー、香り立ち
大人しくドライフルーツやオレンジピール、アップルティー、スパイス
香、ほのかな渋味にオレンジピールの味わい、ドライだがじわじわ
と甘味と旨味が拡がり、長めのアフターへと流れていきます。

4573461674579

タイプ/

白 ・ 辛口
-

トランジャはポルトガル語でグレープフルーツの意味です。グルナッ
シュグリとマカブーをプレスし、ステンレスタンクで発酵、セメントタン
クでマロラクティック発酵・熟成しました。クリアな淡いゴールドイエ
ロー色、摘みたてアプリコットや黄桃、レモネード、黄色リンゴやマン
ゴーのアロマを感じます。シャープで心地の良いアタックには旨味
があり爽快な味わいがアフターまで長く続きます。

マニュエル・ディ・ヴェッキ＆ジョアキム・ロック
43903

ルーション

43907

VIN 2021

Tutti Frutti Ananas Nespola

VIN 2021

Tutti Frutti Ananas Morango

トゥティ・フルッティ・アナナス
ネスポーラ

3900

規格/ 750ml × 12
栽培/ ビオロジック
土壌/ シスト

参考小売/

4573461674562
オレ
タイプ/
・ 辛口
ンジ
認証/ -

SOLD OUT

ネスポーラはイタリア語で枇杷の意味です。グルナッシュブランと
ヴェルメンティーノを全房で醸し後プレス、ステンレスタンクで発酵、
セメントタンクでマロラクティック発酵・熟成しました。うっすら濁りあ
るグリーンイエロー色、クリスピーな口当たりにハッサクやリンゴ、
ペパーミントの香り、ボリュームある果実味で味わいは濃く、熟した
みかんの甘さや心地良い酸がアフターへと導きます。

ヴィネヤー・ド・ラ・ルカ

3900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

Tutti Frutti Ananas Mirtillo

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

赤 ・ ミディアム
-

4000

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

グルナッシュ40％ シラー30％
カリニャン20％ムールヴェードル10％

ムールヴェードル100％

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

Vinyer de la Ruca Silvano

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4500

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

赤 ・ ミディアム
-

41504

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

Vinyer de la Ruca Banyuls

VIN 2009

ヴィネヤー・ド・ラ・ルカ
バニュルス
呼称/ Banyuls バニュルス

4573461662132
赤 ・ ミディアム

認証/ エコセール
栽培/ ビオロジックビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ シスト

4573461674593

ミルティロはイタリア語でブルーベリーの意味でムールヴェードルを
全房で醸し後プレスしステンレスタンクで発酵、フードルでマロラク
ティック発酵・熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。透明感のある紫
ガーネット色、フランボワーズやブラックチェリー、ナツメグの香り、
心地よく上品なアタックに果実味が溶け込みしっかりと浮き上がる
旨味、綺麗でバランスの良い逸品です。

ヴィニヤー・ド・ラ・ルカ
シルヴァノ

参考小売/

JAN/

規格/ 750ml × 12

土壌/ ComingSoon

モランゴはポルトガル語でイチゴの意味で4種を全房で15日醸し後
プレスしステンレスタンクで発酵、セメントタンクでマロラクティック発
酵・熟成しました。紫ガーネット色、さらりと流れる粘性、フレッシュ
ベリーにザクロやカシス、白胡椒の香りを感じます。プチプチとした
フレッシュ感のあるアタック、いちごを食した時の果実味にやや甘
味、おだやかなタンニンに中程度のアフターです。

43308

参考小売/

4573461674609

土壌/ シスト

VIN 2019

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

トゥティ・フルッティ・アナナス
ミルティロ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

JAN/

グルナッシュブラン70％ ヴェルメンティーノ30％

ルーション

43906
VIN 2021

トゥティ・フルッティ・アナナス
モランゴ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

参考小売/

14000

JAN/

規格/ 650ml × 3

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ シスト

4571455190470
- ・ 甘味果実酒
-

SOLD OUT

グルナッシュ100％

グルナッシュ100％
ブルノの畑がある丘の中腹斜面に数区画ある畑で育ち、手作業で
管理する全房のグルナッシュを木製開放桶で足踏み後、ピジャー
ジュとルモンタージュを行い発酵、古樽で8ヶ月熟成しました。19年
の特徴はmore deep than usualで濃いガーネットの外観から、フラ
ンボワーズやプラム香、ボリューミーな完熟カシスの果実味にエキ
スが溶け込み、全体的にまろやかな印象を受けます。

マニュエル・ディ・ヴェッキ
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

18

地中海の影響を受けて乾燥した標高300m・南向きのシスト土壌に
植わるグルナッシュを除梗せずに45〜60日間醸し、オーガニックワ
インを加え発酵を止め、木製の古式圧搾機でプレスし50Lの木樽で
24〜30ヶ月熟成、SO2無添加で瓶詰めしました。やや茶を帯びた小
豆色の外観から、ドライベリーやいちじくのアロマ、程良い粘性に黒
糖の丸い甘みが透き通る様に爽やかに伸びます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

19 ROUSSILLON3
ルーション

43623

ドメーヌ・カルテロル

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

Dom Carterole Esta Fête Blanc

VIN 2020

42163

Dom Carterole Esta Fête Rouge

VIN 2015

ドメーヌ・カルテロル
エスタ フェット ブラン

ドメーヌ・カルテロル
エスタ フェット ルージュ

呼称/ IGP Côte Vermeille コート・ヴェルメイユ
参考小売/

3900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ IGP Côte Vermeille コート・ヴェルメイユ
参考小売/

4573461668257
白 ・ 辛口
-

SOLD OUT

土壌/ 茶シスト

9カーヴメンバーの一人ジョアキムがグルナッシュブランを主体とし
た2品種をアッサンブラージュ後プレス、寒い部屋での24時間デブ
ルバージュを経て228Lの木樽で7ヶ月発酵・熟成し、SO2無添加で
瓶詰めしました。ライトイエロー色、キウイやきび糖の香り、クリス
ピーなタッチに快活な柑橘のジュース、ミネラルと酸もクリアな印象
で綺麗な流れがアフターへと続きます。

ジョアキム・ロック
Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

Dom Carterole Esta Fête Rouge

VIN 2016

43022

Dom Carterole Esta Fête Rouge

呼称/ IGP Côte Vermeille コート・ヴェルメイユ

規格/

3800

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

JAN/
タイプ/
認証/

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

-

ルーション

3900

JAN/

認証/

土壌/ 茶シスト

ティエリー・ディアツ

認証/

43626

42647

Dom Carterole Cirera

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

8800

1500ml × 6

-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 茶シスト

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

Thierry Diaz Bang Bang Muscat Sec

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

42646

Thierry Diaz Machu Picchu

SOLD OUT

土壌/ シスト

Nature

ノティール
レサム
呼称/ IGP Côte Vermeille コート・ヴェルメイユ

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461656810
赤 ・ 甘口
-

土壌/ 茶シスト
シラー75% グルナッシュ25%
9カーヴのメンバーのファビアンは音楽業界に身を置いていました
がブドウ造りへ転向し17年がファーストヴィンテージです。レサムと
は群れと言う意味で蜜蜂と糖を表しています。2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。濃厚な黒ガーネット、バニュルス、カシスジャムの香り、
ボリュームがありチョコレートのように濃く複雑味があります。

ファビアン・ブラシェール
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

19

4573461650610
赤 ・ ミディアム
エコセール

グルナッシュノワール グルナッシュグリ
グルナッシュブラン

Nautile L'essaim

タイプ/

JAN/

認証/

ルーション 酸化防止剤無添加

JAN/

3500

栽培/ ビオロジック

43044

5000

参考小売/

エコセール

VIN 2018

規格/ 750ml × 12

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

VIN 2017

タイプ/

ティエリー・ディアツ

参考小売/

赤 ・ ミディアム
-

20年は雨が多く春先のうどん粉病に苦しんだ年でした。シスト土壌
で育った全房のムールヴェードル・カリニャン・シラーをアンフォラで
醸し後プレス、2hlのアンフォラで発酵、そのまま7ヶ月間熟成しまし
た。紫の輝く濃いめのルージュにスミレやブラックベリーの香りを感
じます。若いブルーベリーに綺麗なエキスと、フレッシュな印象を受
けるクリアなタンニンがアフターへと流れます。

規格/ 750ml × 12

白 ・ 辛口

9caveのティエリーが、ナンシー・シナトラの曲「Bang Bang」を冠した
シリーズです。粘土石灰土壌のミュスカプティグランをプレスしステ
ンレスタンクで7日間発酵そのまま7ヶ月間熟成しました。グリーンイ
エロー色、アプリコットジャムやピーチ、オレンジ、ペパーミントのア
ロマ、豊かな果実感と爽やかな風味、切れ味がありキリっと際立っ
た印象を受けます。

ノティール

認証/

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461650627

ミュスカプティグラン100％

ルーション

4573461668288

ティエリー・ディアツ
マチュピチュ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

3400

JAN/
タイプ/

ムールヴェードル80％
カリニャン10％ シラー10％

ティエリー・ディアツ
バンバン ミュスカ セック

参考小売/

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

VIN 2020

ドメーヌ・カルテロル
シレラ マグナム

グルナッシュ、グルナッシュグリ、
グルナッシュブラン80％
カリニャン20％
9CAVESの造り手の一人ジョアキムがAグルナッシュ主体の4品種
を半分はステンレスタンク、残りはフードルで醸しプレス、木樽で6ヶ
月発酵・熟成後、アッサンブラージュしSO2無添加で瓶詰めしまし
た。憂いのあるルビー色、青紫蘇や磯海苔の香り、強めの酸のア
タックに強めのタンニンを感じますが旨味とともに、バランス感良く
ジューシーでエレガントなアフターへ流れます。

VIN 2017

赤 ・ ミディアム
-

9CAVESの一人ジョアキムがグルナッシュ主体の4品種を半分はス
テンレスタンク、残りはフードルで醸し、プレス後ステンレスタンクで
発酵、すべての果汁をアッサンブラージュし木樽で発・酵熟成、SO2
無添加で瓶詰めしました。チェリーのアロマ、ピュアで冷涼感のある
テクスチャー、イチジクの白ワインコンポートやカルヴァドスを連想
する熟感は美しい年であった15年の産物です。

4573461656599

タイプ/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

土壌/ 茶シスト
グルナッシュ、グルナッシュグリ、
グルナッシュブラン80％
カリニャン20％
ブルノプロジェクトの一人ジョアキムがグルナッシュ主体の4品種を
半分はステンレスタンク、残りはフードルで醸し、プレス後ステンレ
スタンクで発酵、すべての果汁をアッサンブラージュし木樽で発酵
熟成、SO2無添加で瓶詰めしました。濁りのある赤紫の色調からベ
リーやカシスのアロマが上がります。シルキーなテクスチャー、ピュ
アで柔らかな目の詰まった果実が特徴のナチュールです。

栽培/ ビオロジック

4571455202456

土壌/ 茶シスト

呼称/ IGP Côte Vermeille コート・ヴェルメイユ

4571455207048

JAN/
タイプ/

ドメーヌ・カルテロル
エスタ フェット ルージュ

ドメーヌ・カルテロル
エスタ フェット ルージュ

参考小売/

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

VIN 2018

3900

規格/ 750ml × 12

グルナッシュ、グルナッシュグリ、
グルナッシュブラン80％
カリニャン20％

グルナッシュブラン90％
ルーサンヌ10％

42463

Nature

ルーション 酸化防止剤無添加

9caveのティエリーがマチュピチュのような傾斜の強い段々畑で育
つグルナッシュ3種を除梗しステンレスタンクで12日間醸しプレス、
15日間発酵後そのまま6ヶ月熟成し無濾過・無清澄・サンスフルで
瓶詰めしました。濃いガーネット色、大人しめの香立ち、フランボ
ワーズや若いカシスのアロマにタンニンが溶け込んだ丸みのある
ボディにミネラルと酸が溶けた18年よりライトな印象です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

20 SUD OUEST
シュドウエスト

34186

ロスタル

シュドウエスト 酸化防止剤無添加

Nature

L'ostal Le Tour

VIN 2016

34666

シュドウエスト 酸化防止剤無添加

VIN 2018

ロスタル
レ ヴィニャル

ロスタル
ル トゥール
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 酸化鉄を含む粘土石灰

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4573461652140

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

34632

シュドウエスト

34327

シュドウエスト

Le Petit Clos des Vents Claire

VIN 2015

Le Petit Clos des Vents Les Mayeuls

規格/

3100

ル・プティ・クロ・デ・ヴォン
レ マイユル
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

4573461659361
オレ
タイプ/
・ 辛口
ンジ
認証/

土壌/ 粘土石灰

参考小売/
規格/

3000

JAN/

750ml × 12

エコセール

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰 砂

ソーヴィニヨンブラン100％

4573461654229

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム
エコセール

SOLD OUT

メルロー100％

南仏出身のシルヴァン・ジュグラが粘土石灰土壌で育ったソーヴィ
ニヨンブランをグラスファイバータンクで18日間醸しプレス後、400L
の木樽で発9ヶ月発酵・熟成しました。愛娘の名前を冠しています。
淡いオレンジゴールド色、すりおろしリンゴや洋梨、シェリーの香り、
金柑をそのまま食べたようなピールのほろ苦さと拡がりのある余韻
が続きます。

ボルドーより内陸で高標高の砂の混ざった粘土石灰土壌で育った
メルローを除梗せずグラスファイバータンクで18日間醸し後、400L
の木樽で20ヶ月間熟成しました。詰まったブラックルビーの色調か
ら酒粕やコーンポタージュ、カカオの香りを感じます。ややクローズ
気味ですが滑らかなタンニンにじわりとキノコのニュアンスが拡がる
落ち着いた印象です。

43911

シュドウエスト

43912

シュドウエスト

VIN 2020

Valérie Courrèges Zinzolin

VIN 2020

Valérie Courrèges Ocrement-Dit
ヴァレリー・クレージュ
オクルモンディ

ヴァレリー・クレージュ
ザンゾラン
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3000

JAN/

規格/ 750ml × 12
ビオロジック
栽培/
ビオディナミ
土壌/ 粘土 石灰岩

呼称/ Cahors カオール
4573461674715

タイプ/
認証/

参考小売/

赤 ・ ミディアム
-

オーセロワ（マルベック）40% シラー30%
カベルネフラン20% メルロー10%

34912

シュドウエスト

A

Clos Siguier Cahors

VIN 2018

クロ・シギエー
カオール
呼称/ Cahors カオール
参考小売/

1950

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4571455193471
赤 ・ フルボディ
-

土壌/ 粘土石灰
オーセロワ（マルベック）80% タナ20％
流行りのテクニックなんて興味がないのでしょう。カオールは黒ワイ
ンの産地と呼ばれる程、ぎっしり渋味の多い味わいの中で「懐かし
くて、なんて上品」と、昔ながらの味わいを知ってる地元の人達にも
絶賛です。ステンレスタンク発酵、木樽で24ヶ月熟成後、ノンフィル
ターで瓶詰めしました。乾燥ハーブや鉄のニュアンス、軽やかでフ
レッシュな果実にアフターのタンニンが美しく溶けます。

ジル・ブレイ
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

20

3300

JAN/

4573461674722

タイプ/
赤 ・ ミディアム
規格/ 750ml × 12
ビオロジック
認証/ 栽培/
ビオディナミ
土壌/ 赤粘土 ジュラ紀の石灰
オーセロワ（マルベック）100%

カオールに22haの土地を購入したヴァレリー、4品種を除梗しセメン
トタンクで5日醸し後プレスしセメントタンクで1日に2回ピジャージュ
を施しながら発酵、セメントタンクとアンフォラでマロラクティック発
酵・熟成しました。ブラックガーネット色、カシスやブラックチェリー、
木材の香り、引き締まった酸とじわじわと拡がるタンニン、ブラック
ベリーのニュアンスもアフターに楽しめます。

ヴァレリー・クレージュ
クロ・シギエー

SOLD OUT

15年に取得した粘土石灰土壌のピュイレヴェックで育つオーセロワ
を除梗後プレスし、ステンレスタンクで15日発酵、古樽で13ヶ月熟
成しました。透明感のあるパープルガーネット色の外観から、カシス
やプラム、ナツメグ、スモーキーな香りを感じます。酸味が少し強め
のアタックに、凝縮したコクが溶け込んだ味わいでアフターの長さ
が印象的です。

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

シュドウエスト

赤 ・ ミディアム
エコセール

VIN 2018

参考小売/

シルヴァン・ジュグラ
ヴァレリー・クレージュ

4573461660022

オーセロワ（マルベック）100％

ル・プティ・クロ・デ・ヴォン
クレール

シュドウエスト

JAN/
タイプ/

酸化鉄を含む粘土石灰土壌の区画ル・トゥールの中で標高が高い
場所に植わる樹齢34年のオーセロワを収穫後、除梗して600Lの開
放桶で50日間醸し、木樽で12ヶ月熟成し無濾過無清澄SO2無添加
で瓶詰めしました。粘性あるパープルルージュの外観から、スモモ
やカシスの香りを感じます。冷涼感とエキスが調和した濃い果実感
の中の瑞々しい口当たりが特徴です。

ルイ・ペロ
ル・プティ・クロ・デ・ヴォン

3900

規格/ 750ml × 12

赤 ・ ミディアム

オーセロワ（マルベック）100％

シュドウエスト

Nature

L'ostal Les Vignals

カオールの石灰・赤粘土土壌で育つマルベックを除梗しセメントタン
クで5日醸し後プレスし、セメントタンクで1日に2回ピジャージュを施
しながら発酵、セメントタンクとアンフォラでマロラクティック発酵・熟
成しました。紫を帯びたルージュ色、レッドカラントとザクロの香り、
青さを感じるベリーの果実感に冷涼感としっかりとしたタンニン、短
めの余韻です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

21 BORDEAUX
ボルドー

クロ・レオ

35093

ボルドー

VIN 2019

Gang Vang

34137

ボルドー

VIN 2016

Clos Leo Cuvee S Magnum

ガン ヴァン

クロ・レオ キュヴェ S マグナム

Francs-Côtes de Bordeaux

Castillon Cotes de Bordeaux

呼称/ フラン・コート・ド・ボルドー
JAN/ 4571455202135
参考小売/ 2800
規格/ 750ml × 12
ビオディナミ

栽培/ ビオロジック
土壌/ 粘土石灰

タイプ/
認証/

呼称/ カスティヨン・コート・ド・ボルドー
JAN/ 4573461651716
参考小売/ 37000

赤 ・ ミディアム

規格/

エコセール

SOLD OUT

篠原麗雄
VIN 2014

Clos Leo Cuvee S Magnum

ボルドー

リリース4年目となるスペシャルキュヴェで粘土石灰質土壌の北向
きの畑で育てたブドウをステンレスタンクで1ヶ月発酵後、フリーラン
ジュースの中汲みのみを新樽へ移しマロラクティック発酵と熟成を
計30ヶ月行いました。豊かな粘性のある深いルビーの外観から、バ
ニラやカシスの香り、見事としか言いようのない均整のとれたボディ
でシルキーな味わいと上品な酸、すべてが美しきグランヴァンで
す。

34836

シャトー・オーマレ

VIN NV

ボルドー

シャトー・オー・マレ
ボルデュー クレマン・ド・ボルドー ブリュット

Castillon Cotes de Bordeaux

呼称/ カスティヨン・コート・ド・ボルドー
JAN/ 4571455203644
参考小売/ 40000
規格/

栽培/ -

タイプ/
認証/

Cremant de Bordeaux クレマン・ド・ボルドー

呼称/

参考小売/

赤 ・ フルボディ

規格/

-

2500

JAN/

750ml × 6×2 タイプ/

栽培/ ビオロジック

土壌/ 粘土石灰

A

Ch Haut Mallet Bourdieu Crémant de Bordeaux Brut

クロ・レオ キュヴェ S マグナム

1500ml × 2

赤 ・ フルボディ
-

土壌/ 粘土石灰

篠原麗雄とAOCフラン・コート・ド・ボルドーのシャトークリュゴダール
との共同プロデュースで土壌の厚い石の塊（岩盤）からネーミングし
ました。プレス時に4品種をブレンドしステンレスタンクで発酵、その
まま11ヶ月熟成しました。粘性豊かなガーネット色、カシスやショコ
ラの香り、スムーズな口当りに滑らかなタンニン、エレガントなテイ
ストに心地の良いアフターが光ります。
ボルドー

タイプ/
認証/

メルロー80％
カベルネフラン20％

メルロー 65% カベルネソーヴィニヨン15%
カベルネフラン10% マルベック10％

33697

1500ml × 2

栽培/ -

認証/

4573461663160
白泡 ・ 辛口
エコセール

土壌/ 粘土泥土

在庫5本

メルロー80％
カベルネフラン20％

セミヨン100％

篠原麗雄が造るリリース2度目となるスペシャルキュヴェです。粘土
石灰質土壌の北向きの畑で育てたブドウをステンレスタンクで30日
間発酵、フリーランジュースの中汲みのみを新樽へ移し、春に暖か
くなるとマロラクティック発酵が始まり、その後木樽で18ヶ月熟成し
ました。黒味を帯びた赤紫の色調から深い香りを感じます。しなや
かでシルキーなテクスチャー、グランヴァンの風格です。

ボルドーのアントルドゥメール地区南部で1963年よりビオロジック栽
培を続けてきたシャトー・オー・マレ一家が造るセミヨン100％のクレ
マンでスリニャックに所有する土地名を冠しています。グリーンを帯
びた淡いイエローから、ハーブ、レモンや白い花の香り、やさしい泡
に包まれたフルーティー且つミネラリーなテイストに心地良い酸を
伴う均衡のとれたアフター、素晴らしいコスパです。

パトリック・ブドン
35356

ボルドー

A

Ch Haut Mallet Blanc

VIN 2019

35320

ボルドー

シャトー・オー・マレ
ブラン
Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

ボルドー

ルシアン・リュルトン

シャトー・オー・マレ
ルージュ
呼称/ Bordeaux Supérieurボルドー・シュペリュール

呼称/ アントル･ドゥ・メール･オー･ブノージュ
参考小売/ 2500
JAN/ 4573461670816
規格/ 750ml × 12

A

Ch Haut Mallet Rouge

VIN 2018

参考小売/

白 ・ 辛口
エコセール

2600

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461667335
赤 ・ フルボディ
エコセール

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

セミヨン70％ ソーヴィニヨンブラン30％

メルロー80％ カベルネフラン15％
カベルネソーヴィニヨン5％

歴史あるオーガニックボルドー、ガロンヌ川とドルドーニュ川に囲ま
れたアントルドゥメール南部の粘土石灰土壌で育てたセミヨンとソー
ヴィニヨンブランをステンレスタンクで発酵、木樽で7ヶ月熟成しまし
た。イエローの外観にレモンや熟れた果実のアロマを感じます。柔
らかく滑らかなテキスチャーに果実と酸のバランスが良く、塩味や
少々スモーキーなタッチが大人な印象を与えてくれます。

歴史あるオーガニックボルドー、ガロンヌ川とドルドーニュ川に囲ま
れたアントルドゥメール南部の粘土石灰土壌で育てた黒ブドウをス
テンレスタンクで発酵後、木樽で12ヶ月熟成しました。クリアな赤紫
色からカカオやカシス、杏のコンポートの豊かな香りが広がり、酸
味と甘味が綺麗に溶け合い滑らかなタンニンを楽しめます。果実の
ボリュームをたっぷり感じつつ上品で心地良い味わいです。

ルシアン・リュルトン
35412

ボルドー

A

Château Haut Moulin Louise

VIN 2020

35065

ボルドー

Vignes Vertes Blanc

VIN 2019

シャトー・オー・ムーラン
ルイーズ
呼称/ Bordeaux ボルドー
参考小売/

1800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

A

赤 ・ ミディアム
エコセール

ボルドー

参考小売/

1800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

ヴィーニュ･ヴェルト
ルージュ
呼称/ Bordeaux ボルドー

4582138362015
白 ・ 辛口
エコセール

参考小売/

1800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

メルロー90％
カベルネソーヴィニヨン10％

ミュスカデル50％ ソーヴィニヨンブラン25％
セミヨン25％

メルロー70％
カベルネソーヴィニヨン30％

1650年にボルドーの地でブドウ樹の植樹を始めた代々続く大規模
経営のリュルトンファミリーが手がけるビオシリーズで、メルローとカ
ベルネソーヴィニョンをステンレスタンクで発酵後、12ヶ月熟成しま
した。褐色を帯びたレンガ色、カシスやダークチェリー、オークの香
り、やや直線的な印象ですが滑らかなタンニンが柔らかく、果実味
と熟成感が調和するシルキーなアフターが特徴です。

リュルトンが造るオーガニックボルドー、フルーティーで軽やかな酸
味が印象的な味わいです。キュヴェ名の「ヴィーニュ・ヴェルト」は
健康で活々とした畑の「緑のブドウ樹」を意味しています。色調は少
し緑がかったクリアな黄色、フレッシュなレモンやグレープフルーツ
の香りが爽やかでオレンジピールの香りが複雑感を与え、スワリン
グすると白い花のような甘い香りも現れます。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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A

Vignes Vertes Rouge

VIN 2018

ヴィーニュ･ヴェルト
ブラン
呼称/ Bordeaux ボルドー

4573461652461

34531

4582138362008
赤 ・ ミディアム
エコセール

キュヴェ名の「ヴィーニュ・ヴェルト」は、健康で活々とした畑の「緑
のブドウ樹」を意味しています。リュルトンが無農薬栽培畑を管理
し、ブドウ本来の持ち味を最大限にそのまま引き出すことが出来る
自然な醸造法で仕上げます。赤紫の色調でカシスやブラックベリー
など赤い果実やスパイスの香りがあり、程良い果実味と酸味そして
タンニンが上手く調和し、飲み飽きしない味わいです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

22 LOIRE1
ロワール

35534

レ・テール・ブランシュ

ロワール

A

Les Terres Blanches Brut Ancestral Blanc

VIN 2021

35469

ロワール

VIN 2021

Les Terres Blanches Blet Tendre

レ・テール・ブランシュ
ブリュット アンセストラル ブラン

レ・テール・ブランシュ
ブレ タンドル

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3400

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461674760

参考小売/

白泡 ・ 辛口
エコセール ビオディヴァン

3200

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ 白泥灰土

土壌/ 白泥灰土

シュナンブラン100％

シュナンブラン100％

メソードアンセストラルのスパークリングワインです。50hlのセメント
タンクで発酵後、残糖21gで瓶詰めしルミアージュしながら7ヶ月間
瓶内発酵・熟成してデゴルジュマンしました。大粒の活力ある泡立
ちに輝きのある黄金色、グレープフルーツや夏みかん、アップルミ
ント香、豊かなミネラルが溢れるシャープなイメージで、夏みかんの
フレッシュな酸味と金柑のほろ苦さがアフターへと続きます。

JAN/

規格/ 750ml × 12

4573461672698
白 ・ やや辛口
エコセール ビオディヴァン

ロワール南部オワロン村、ブレは生産者の苗字でありフランス語で
小麦でタンドル＝優しいです。パスリヤージュするのを待ってから
収穫後、プレスし50hlのステンレスタンクで発酵、糖を残すため熟成
時にSO2を添加しました。淡いゴールドホワイト色、桃のコンポート
やパイナップルの香り、旨味を伴う口あたりに滑らかさと果実感、噛
み応えのある味わいをアフターで楽しめます。

ブノワ・ブレ
35535

ロワール

VIN 2021

Les Terres Blanches Les 3 Poiriers

ロワール

35551

ラ・グラップリ

La Grapperie Petillant La Bueilloise

レ・テール・ブランシュ
レ トロワ ポワリエ

ラ・グラップリ
ペティアン ラ ブエロワーズ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/
規格/

3300

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオディナミ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461674203

タイプ/
認証/

参考小売/

白 ・ やや辛口

規格/

4500

土壌/ 白泥灰土

土壌/

シュナンブラン100％

シュナンブラン100％

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

La Grapperie Aphrodite

VIN 2019

35549

ルノー・ゲティエ
Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

認証/

エコセール

SOLD OUT

石灰 粘土 片岩

ロワール

ソンシャイン・ヴァン

La Grapperie Adonis

VIN 2020

ラ・グラップリ
アドニス

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

6500

4573461674234

タイプ/ 白微泡 ・ 辛口

水はけ良い片岩、ブドウに程よい水分をキープする粘土質、地中
深くまで水分を保つ石灰質で構成された畑で育つシュナンブランを
プレスし発酵、糖が残った状態で瓶詰めし瓶内発酵・熟成しデゴル
ジュマンしました。クリアなグリーンイエロー色、レモンやグレープフ
ルーツの香り、エキスのある柑橘の甘味にピールのニュアンス、集
中力があり余韻まで楽しめ仕上がりです。

ラ・グラップリ
アフロディット

参考小売/

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

エコセール ビオディヴァン

ロワール南部オワロン村の愛情溢れる家族経営のドメーヌが、白
泥灰土壌でビオディナミ栽培したシュナンブランを木樽で9ヶ月発
酵、10ヶ月熟成しました。緑色の残るゴールドイエロー、瀬戸内レモ
ンや伊予柑、スワリング後に蜜の甘い香りがプラスされます。果実
味が拡がるアタックに完熟した柑橘の甘味とグレープフルーツの
ピールの苦み、シャープな後口です。

35550

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

VIN 2020

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461674227

参考小売/

白 ・ 辛口
エコセール

5000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 石灰 粘土 片岩

土壌/ 石灰上の粘土 シレックス

シュナンブラン100％

ピノドニス100％

水はけのよい片岩、ブドウに程よい水分をキープする粘土質、地中
深くまでキープする石灰質で構成された土壌で育つ樹齢40〜100
年のシュナンブランをプレスし228Lの木樽で24ヶ月発酵・熟成しま
した。クリアなライトイエロー、グレープフルーツや金木犀の香り、ク
リスピーなタッチに柑橘の甘味あるジュースが拡がるボリューム感
のある味わいです。

4573461674210
赤 ・ ミディアム
エコセール

SOLD OUT

丘陵地の上に位置する日当たりの良い区画で周辺の森のおかげ
で北風に乗って谷を回って降り注ぐ強い雨がさえぎられます。樹齢
5〜80年のピノドニスを全房で醸し後プレスし発酵、古樽で熟成し
SO2無添加で瓶詰めしました。濃い紫ガーネット色、アメリカンチェ
リーやプルーン、茎、湿った土の香り、骨格のしっかりとしたボディ
に収斂性のある味わいは複雑味があります。

リザンヌ・ヴァン・ソン
35159
VIN 2020

Nature

34507

ロワール

35160

ロワール

Sonshine Vins Petillant Naturel Hasta la Vizsla

VIN 2018

Sonshine Vins Youno?

VIN 2019

Sonshine Vins Beau Gosse

ロワール 酸化防止剤無添加

ソンシャイン・ヴァン
ペティアン ナチュレル アスタ・ラ・ヴィズラ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3400

JAN/

ソンシャイン・ヴァン
ユーノー？
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4573461667441

参考小売/

3700

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/ 白微泡 ・ 辛口

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

デメテール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 雑色砂岩

土壌/ 花崗岩 粘土 石灰岩
リースリング50％ ピノグリ25%
オーセロワ25%

アルザスの複数区画に植わる3品種を醸し、そのうちリースリング
のみ12時間ゆっくりとプレスし他2品種と共に冷蔵車でロワールへ
運びグラスファイバータンクで発酵し瓶詰めしたメトードアンセストラ
ルです。細かなカプチーノの泡、黄金を含むグリーンイエロー色、グ
レープフルーツや青りんご、グリーンペッパーの香り、クリーミーな
口あたりに摘みたて柑橘の酸味が後口に爽快感を生みます。

ソンシャイン・ヴァン
ボウゴス
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4573461657312

参考小売/

3400

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰 シリス

白 ・ 辛口

リースリング100％

4573461667458
赤 ・ ミディアム
エコセール

SOLD OUT

カベルネフラン100％

約2憶5000年前に形成された様々な色調の砂状の堆積物が圧力
によってできた雑色砂岩の畑で育つブドウを収穫時に手で除梗し
グラスファイバータンクで12日醸しプレス、7ヶ月発酵後3ヶ月熟成し
ました。しっかりと濃いイエロー、金木犀やムスク、黄桃、バナナの
香り、ボリュームあるアタックにフローラルなエッセンシャルオイル
香、心地よい酸にほんのりビターなバランスの良い味わいです。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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逝去した南アフリカの友人へのオマージュとしてBeau Gosseと名付
け、南アフリカのライオンズヘッドをラベルに描きました。モンルイの
生産者から購入したカベルネフランを90%除梗し醸し後プレス、グラ
スファイバータンクで発酵、226Lの古樽で熟成しました。明るい
パープルガーネット色、ブラックチェリーやスミレの香り、穏やかな
口あたりにタンニンと酸味が好バランスです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

23 LOIRE2
ロワール

クレモン・バロー

43774

ロワール

VIN 2020

Clement Baraut Herbes Tendres Rose

43813

ロワール

VIN 2020

Clement Baraut Herbes Folles Blanc

クレモン・バロー
エルブ タンドル ロゼ

クレモン・バロー
エルブ フォル ブラン

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3000

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

JAN/

参考小売/

4573461672148
ロゼ
タイプ/
・ やや辛口
微泡
認証/ デメテール エコセール

規格/ 750ml × 12
ビオロジック

栽培/ ビオディナミ
土壌/ シスト

ビオロジック

栽培/ ビオディナミ
土壌/ シスト

SOLD OUT

シスト土壌で育つ樹齢45年のグロローグリとグロローノワールを9
月中旬以降に収穫、グロローグリをグラスファイバータンクで発酵し
発酵終盤に色の調整目的のためグロローノワールを加えその後、
ガスを注入し落ち着かせました。淡いピンクイエロー、びわやさくら
んぼ、白い花やバラのアロマ、完熟した果実味の甘さがまろやかで
上品な味わいを導き、ほんのりと甘いアフターが長く続きます。

クレモン・バロー
ロワール

43164

VIN 2020

Clement Baraut Herbes Douces

VIN 2018

Clement Baraut Le Coteau de L'ayre

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3200

栽培/

ビオロジック
ビオディナミ

土壌/ シスト

JAN/
タイプ/
認証/

参考小売/

白 ・ やや甘口

JAN/

栽培/

SOLD OUT

土壌/ シスト 石灰

認証/

呼称/ サヴニエール・ロッシュ・オー・モワンヌ
参考小売/ 6200
JAN/ 4573461672124

4573461659316
白 ・ 辛口

規格/ 750ml × 12

ドメーヌ・ジュリアン・プレヴェル

43657

認証/

白 ・ 辛口

栽培/

土壌/ スピリットと呼ばれる火山岩在庫5ケース

デメテール エコセール

シュナンブラン100％

Nature

Dom Julien Prével Le Jus Brifiant

AOCサヴニエールロッシュオーモワンヌ、プティットクーレからクー
レを削除してほしいというニコラジョリー氏から依頼を受けキュヴェ
名を変更しました。シュナンブランをプレスし2〜4年落ちの木樽で
発酵・熟成しました。濃いグリーンイエロー、カリンや上質でジュー
シーな香水梨のアロマ、たっぷりのエキスに完熟した上質な味わい
が拡がり前ミレジムよりもエキス感が増した印象です。

43658
VIN 2020

ドメーヌ・ジュリアン・プレヴェル
ル ジュ ブリフィアン

3400

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

Dom Julien Prével Perlant Free
ドメーヌ・ジュリアン・プレヴェル
ペルラン フリー
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売/

4573461668950
ロゼ
・ 辛口
微泡

3500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土

ガメイ100%

4573461668967
赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

ガメイ100%

ステファン・コサの畑を14年に引き継ぎマキシマムフルーツ！をフィ
ロソフィとするジュリアン、20年はリッチでサニーな年でした。ガメイ
を直接圧搾し、グラスファイバータンクで2ヶ月発酵、残糖25g/Lの
状態で瓶詰めしました。アセロラカラーの濃いピンクにスモモやすり
おろしリンゴ、摘みたてイチゴの香り、クリーミーな泡に丸みのある
豊富は果実味、旨味たっぷりで上品な仕上がりです。

ジュリアン・プレヴェル
ステファン・ベルノドー

タイプ/

SOLD OUT

ロワール 酸化防止剤無添加

参考小売/

ビオロジック
ビオディナミ

デメテール エコセール

18年は春の多雨、暑く乾燥した夏でした。区画ピトルイエの斜面上
部のブドウだけで仕込むキュヴェでシュナンブランを228Lと320Lの
3年落ちの木樽で3ヶ月発酵、そのまマロラクティック発酵・熟成しま
した。明るいグリーンイエロー色、アプリコットやカリン、白桃の香
り、とてもジューシーな果実感にエキスの濃い味わい、アフターは
長く火打石のようなニュアンスを感じます。

VIN 2020

ロワール

Clement Baraut Les Petites Combes
クレモン・バロー
レ プティット コンブ

シュナンブラン100％

シスト土壌に植わる樹齢40年のシュナンブランをプレスしグラスファ
イバータンクで4ヶ月発酵し21年1月に瓶詰めし熟成しました。醸造
段階で手を加えるときはビオディナミカレンダーの根っこの日に行っ
ています。淡いゴールドイエロー、僅かな泡、梨ジュースや金木製、
若いアプリコットの香り、しっとり柔らかいアタックにブドウ由来の甘
さが拡がり全体的に柔らかい印象を受けます。

白 ・ 辛口
デメテール エコセール

Savennières Roche Aux Moines

タイプ/

ビオロジック
ビオディナミ

デメテール エコセール

シュナンブラン100％

ロワール

4300

規格/ 750ml × 12

認証/

43772
VIN 2019

呼称/ Savennières サヴニエール
4573461672131

4573461673237

20年は良好な年で収穫時期もお天気に恵まれました。シスト土壌
で育つシュナンブラン、ソーヴィニョンブラン、グロローグリの3種を
プレスしグラスファイバータンクで発酵、地下の古樽で熟成、ビオカ
レンダーの根っこや果実の日にセラー仕事をしています。グリーン
イエロー色、ライムや青りんご、ディルの香り、ドライでスッキリした
酸味に拡がりのある丸い味わいはトロっとしたニュアンスもありま
す。

クレモン・バロー
ル コトー ド レール

クレモン・バロー
エルブ ドゥース

規格/ 750ml × 12

ロワール
Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

JAN/
タイプ/

シュナンブラン40％ ソーヴィニヨンブラン40％
グロローグリ20％

グロローグリ90％ グロローノワール10％

43773

3000

規格/ 750ml × 12

ルジュブリフィアンと同区画のガメイを3週間醸し、フリーランジュー
スとデキュヴェしてプレスした果汁をアッサンブラージュ、古樽で発
酵・熟成しました。透明感のある透き通ったルビー色、摘みたて苺
や梅、スモモの香り、上品で柔らかい口当たりに甘い果実味、タン
ニン控えめで赤というよりはロゼと思わせる仕上がりで酸味と旨味
が溶け込んだフレッシュイチゴの印象を受けます。

43695

ロワール

42370

ロワール

VIN 2019

Stéphane Bernaudeau Les Onglés

VIN 2015

Stéphane Bernaudeau Les Vrilles

ステファン・ベルノドー
レ ゾングレ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

6300

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ シスト

4573461669582

参考小売/

4500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 砂質 砂利

白 ・ 辛口

シュナンブラン100％
アンジューでワイン造りを行うステファンは「ワインはアペラシオンで
定義されるものでなく飲んでこそ分かる！」とすべてのワインをVDF
でリリースします。シスト土壌に植わる樹齢30年のシュナンブランを
木樽で12ヶ月発酵・熟成しました。グレープフルーツやスウィー
ティ、夏みかんの香り、ドライで緑みかんを食べたようなシャープな
酸に口中ミネラルが溢れます。

ステファン・ベルノドー
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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ステファン・ベルノドー
レ ヴリユ

4571455206232
赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

カベルネフラン100％
ステファンの造るワインはシュナンブランが大半を占めますが唯一
の赤キュヴェとなるのがレヴリユで、樹齢15年のカベルネフランを
全房で醸し、木樽で発酵後12ヶ月シュールリー熟成しました。濃い
オレンジガーネット色、しっかりとした粘性、苺やプルーン、ピーマン
の香り、丸みのあるタンニンにカシスなどの果実の旨味、しっかりと
した味わいと骨格の良さが印象的です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

24 LOIRE3
ロワール

ルドヴィック・シャンソン

43360

ロワール

VIN 2018

Ludovic Chanson Les Pions

43674

ロワール

VIN 2019

Ludovic Chanson Les Cabotines
ルドヴィック・シャンソン
レ カボティヌ

ルドヴィック・シャンソン
レ ピオン
Montlouis sur Loire
モンルイ・シュール・ロワール
参考小売/ 3500
JAN/ 4573461663030

Montlouis sur Loire
モンルイ・シュール・ロワール
JAN/ 4573461669148
参考小売/ 3300

呼称/

呼称/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

白微泡 ・ 辛口

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土 シレックス

土壌/ 粘土 シレックス

18年はとても暑い年でした。自社のシュナンブランを全房でプレス
後グラスファイバーで5ヶ月発酵、2回スーティラージュし不要な不純
物を取り除き19年2月に糖を残したままティラージュし瓶内で発酵・
熟成し21年5月にデゴルジュマンしました。輝くレモンイエロー色、
白桃のシロップやクッキーの甘い香り、たっぷりエキスが溶けた
泡、高めの酸とミネラル感、見事な熟成感です。

ルドヴィック・シャンソン
ドメーヌ・シャウ・エ・プロディージュ

43731

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

Dom Chahut et Prodiges La Mule

VIN 2020

19〜20世紀のパリのキャバレーを舞台に活躍した女性アーティスト
へオマージュしたキュヴェです。粘土・シレックス土壌で育つ自社の
シュナンブランを400Lの木樽で13ヶ月発酵・熟成しました。輝くク
リームイエロー、もぎたてオレンジやパングリエの香り、フルー
ティーな口あたりにやや残糖を感じるテイスト、ジューシーな味わい
を酸とミネラルが下支えしています。

43733
VIN 2020

Dom Chahut et Prodiges Coup de Canon
ドメーヌ・シャウ・エ・プロディージュ
クー ド カノン

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

規格/

3300

JAN/

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

参考小売/

4573461670656

タイプ/

750ml × 12

赤 ・ ミディアム

規格/

JAN/

4573461670670

タイプ/

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 粘土 シレックス

認証/

赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

グロロー100％

ドメーヌのあるシャルジェ村とシャルジェラミュール（アルコール過剰
摂取）の掛け言葉です。グラスファイバータンクで醸し後プレスしル
モンタージュを1回行い発酵・熟成し21年10月に瓶詰めしました。透
明感のある綺麗なガーネット色、カシスやグロゼイユ、黒コショウ、
ドライフルーツの香り、やや強めのタンニンを感じるアタック、しなや
かで柔らかい酸味、とがりが一切なく柔らかい印象です。

グレゴリー・ルクレール
ドメーヌ・フランツ・ソーモン

3300

750ml × 12

-

ガメイ100％

ロワール

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

ドメーヌ・シャウ・エ・プロディージュ
ラ ミュール

参考小売/

SOLD OUT

シュナンブラン100％

シュナンブラン100％

ロワール

白 ・ やや辛口
エコセール

飲みやすいワインという意味のキュヴェ名で粘土・シレックス土壌
に植わる樹齢90年のグロローをセメントタンクで醸し後プレス、グラ
スファイバータンクで発酵・熟成し21年10月に瓶詰めしました。紫色
の強いガーネット色、ラズベリーやプラム、黒果実のジャムの香り、
バランスのよいアタックに豊富なタンニンと甘さを感じる果実味、拡
がりのある印象で後半からはたっぷりのエキスが感じられます。

43909

ロワール

43910

ロワール

VIN 2021

Frantz Saumon Vin De Frantz Chardonnay

VIN 2021

Frantz Saumon Vin De Frantz Colombard
フランツ・ソーモン
ヴァン ド フランツ コロンバール

フランツ・ソーモン
ヴァン ド フランツ シャルドネ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

2900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4573461674661
白 ・ 辛口
エコセール

★

土壌/ 粘土石灰

2900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461674678
白 ・ 辛口
エコセール

土壌/ 粘土石灰

シャルドネ100％

コロンバール100％

2021年は8月まで雨が多く降ったミレジムでした。Le Gersで育った
買いブドウで、粘土石灰土壌のシャルドネをプレスし古樽で9ヶ月発
酵・熟成しました。ややグリーンを帯びたイエロー、白い花やハー
ブ、ネロリの香り、グレープフルーツのような旨みのある酸と程よい
塩味が溶け込んだ爽快感のある心地の良いボリュームに仕上がっ
ています。

粘土石灰土壌に植わるコロンバールをステンレスタンクなど複数容
器で6ヶ月発酵・熟成しました。透明感のあるクリアなグリーンイエ
ロー色の外観、ハッサクや黄色リンゴ、摘みたて青りんごなど爽や
かな香りが拡がります。豊かな果実味に酸味が溶け込んでいて、
口あたりは甘やかさを感じるほどジューシーながら、スッキリとした
後味が印象的です。

フランツ・ソーモン
43804

ロワール

VIN 2021

Frantz Saumon Vin De Frantz Rose

ロワール

43600

マリー・チボー

VIN 2019

ロワール 酸化防止剤無添加

マリー・チボー
ペティアン ラ ルー キ トゥルヌ

フランツ・ソーモン
ヴァン ド フランツ ロゼ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

2900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

Nature

Marie Thibault Pettilant La Roue qui Tourne

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4573461672728
ロゼ ・ 辛口
エコセール

認証/

土壌/ 粘土石灰
タナ100%

3400

規格/ 750ml × 12

粘土シレックス

JAN/

4573461668653

タイプ/ 白微泡 ・ 辛口

栽培/ ビオロジック

エコセール

土壌/

SOLD OUT

シュナンブラン100％

8月まで雨の多かった21年、Le Gersで育ったタナを友人より購入し
ました。9月に収穫後プレスし数種類のセメントタンクで7ヶ月発酵・
熟成し瓶詰めしました。綺麗なルビーピンク、佐藤錦やプラム、スト
ロベリーの香り、甘いベリーやフローラルなアロマ、バランスの良い
味わいに果実味の甘さが拡がっていき、アフターにもそのまま豊か
な果実感が続きます。

「時の流れは早い」というキュヴェ名で自社ブドウとAOCアゼルリ
ドーの買いブドウをステンレスタンクで2ヶ月発酵、糖が残った状態
で瓶詰め、10ヶ月瓶内発酵・熟成し翌年9月にデゴルジュマンしまし
た。活力あるプチプチとした細かい泡、グレープフルーツや黄キウ
イ、イースト香、シャープな酸にピールのほろ苦さ、喉越し良くバラ
ンスのよいシャープな辛口でアフターも切れ味が良い印象です。

マリー・チボー
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

25 LOIRE4
ロワール

ヴァンサン・ベルジュロン

43794

43141

ロワール

Vincent Bergeron Matin, Midi et Soir

VIN 2020

VIN 2018

ロワール

Vincent Bergeron Un Rouge Chez les Blancs
ヴァンサン・ベルジュロン
アン ルージュ シェ レ ブラン

ヴァンサン・ベルジュロン
マタン ミディ エ ソワール

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

4000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461672872
白 ・ 辛口
エコセール

ヴァンサン・ベルジュロン
レ・ヴァン・コンテ

43550
VIN 2020

3500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 泥土 粘土石灰

土壌/ 泥土 粘土

シュナンブラン100％

ピノノワール100％

モンルイ、泥土・粘土石灰土壌に育つ樹齢40年のシュナンブランを
プレスしグラスファイバータンク75％と古樽25％で13ヶ月発酵・熟成
し21年11月に瓶詰めしました。濃いゴールドイエロー色、パイナップ
ルやバナナの熟香や若いマンゴーのアロマを感じます。口中にボ
リュームのある味わいが拡がり、熟した果実の甘さと旨味が混ざり
アフターにはシェリーに似た香りが漂います。

ロワール

参考小売/

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

43512

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

規格/

栽培/ ビオロジック

認証/

参考小売/

4573461667359
ロゼ
・ やや辛口
微泡

タイプ/

750ml × 12

規格/

2900

JAN/

4573461666543

タイプ/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

-

SOLD OUT

土壌/ 粘土 シレックス

Nature

Les Vins Contés R20
レ・ヴァン・コンテ
エール ヴァン

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
JAN/

SOLD OUT

ロワール 酸化防止剤無添加

レ・ヴァン・コンテ
ペティアン ナチュレル ポー ブロップ ウィズ

3200

赤 ・ ミディアム
エコセール

馬耕する泥土と粘土土壌に植わるピノノワールを除梗し15日醸し
後、古樽で14ヶ月発酵・熟成しました。ブラウンの入ったガーネット
色、ディスクは薄いがしっかりとした粘性、熟したアプリコットに干し
柿、プルーンの香りを感じます。口中にプチプチと感じるフレッシュ
なアタック、土と草の香りや黒系ベリー香も拡がり、アフターにスパ
イシーなニュアンスが残る長めの余韻が印象的です。

Les Vins Contés Petillant Naturel Pow Blop Wizz VIN 2020

参考小売/

4573461658265

認証/

赤 ・ ミディアム
エコセール

SOLD OUT

土壌/ シレックス 粘土

カベルネフラン50％ グロロー40％
コー10％

カベルネフラン100％
カベルネフランをステンレスタンクで2日間醸し後15日間発酵、糖と
酵母が残った状態で瓶詰め、無濾過・無清澄・SO2無添加で仕上
げています。綺麗なアセロラカラーの外観から、グレナデンシロッ
プ、さくらんぼのアロマ、柔らかい泡立ちに野イチゴのような甘味と
キュッとした酸はもぎたてトマトのよう、じゅわっと拡がるエキスが
瑞々しくアフターへと拡がります。

「20年の赤」の意で2品種をガスを注入したグラスファイバータンク
にミルフィーユ状に重ねマセラシオンカルボニック、グラスファイ
バータンクで発酵後、木樽で熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。
クリアなルージュ色、紅玉リンゴやザクロの香り、優しいアタックにド
ライフルーツの熟感と華やかな樽感、控えめな酸の優しい味わい
がゆったりとした時間をもたらしくれそうです。

オリヴィエ・ルマッソン
ロワール

43554

ケヴィン・アンリ

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

Kevin Henry Captain Cuite

VIN 2019

43555

Kevin Henry Loup Garouge

ケヴィン・アンリ
キャプタン キュイット

ケヴィン・アンリ
ルー ガルージュ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土 砂質

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

VIN 2019

4573461667403

参考小売/

2800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土 シレックス

白 ・ 辛口

4573461667410
赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

ガメイ100％

シュナンブラン100％
ヒッチハイク時に止まったのが、なんとレ・ヴァン・コンテのオリヴィ
エ、そこから人生が急展開しオリヴィエやピュズラの下で働き19年
に正式に独立しました。プレスした後、グラスファイバータンクで発
酵・熟成しました。クリアなグリーンイエロー色、ライムや晩白柚の
白皮、グレープフルーツ香、瑞々しいアタックにスッキリとした酸と
二十世紀梨の果実味が混ざりエキス感を際立たせてくれます。

レ・ヴァン・コンテのオリヴィエの下で長年働き19年に正式に独立し
たケヴィンが造るヴァンドソワフで、ガメイを醸し後プレス、グラス
ファイバータンクで9ヶ月発酵、そのまま11ヶ月熟成しました。透明
感のある綺麗なガーネット色、フランボワーズやザクロ、スミレ、ク
ローヴの香り、活き活きとした酸味と心地良いタンニンのアタック、
フローラルな香りも加味された良質な印象です。

ケヴィン・アンリ
ロワール

ジェレミー・ショケ

43666

ロワール

43665

ロワール

VIN 2020

Jérémie Choquet Last Cow

VIN 2020

Jérémie Choquet Pic Noir

ジェレミー・ショケ
ラストコー

ジェレミー・ショケ
ピクノワール

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3300

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461669049
赤 ・ ミディアム
-

参考小売/

3600

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土 シレックス 石灰 砂

土壌/ 粘土 シレックス 石灰

コー100％

ピノノワール100％

ラスコーの壁画のような原始的なエチケットを選びました。コーをグ
ラスファイバータンクでマセラシオンカルボニック後プレス、グラス
ファイバータンクで発酵し木樽で6ヶ月熟成しました。黒色を帯びた
濃いガーネット、ブラックチェリーやブルーベリーの香り、しっかりと
した味わいが立ち、強めのタンニンですが酸味と交じることでまろ
やかさが生まれています。

ジェレミー・ショケ
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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4573461669032
赤 ・ ミディアム
-

石灰上の粘土シレックスで育つ樹齢35〜45年のピノノワールをステ
ンレスタンクでマセラシオンカルボニック後プレスし発酵、ボルドー
樽とブルゴーニュ樽で7ヶ月熟成しました。透明感のある落ち着いた
ガーネット色、ラズベリーやザクロ、カシスの香り、柔らかく拡がるア
タックに穏やかなタンニンと若い酸味、冷涼なイメージでアフターに
わずかに渋味が残ります。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

26 LOIRE5
ロワール

43524

ジェレミー・クアスターナ

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

ロワール

ジャン・クアスターナ

Jeremy Quastana Cot Lectif

VIN 2020

ジェレミー・クアスターナ
コー レクティフ
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3000

JAN/

規格/ 750ml × 12
ビオロジック

栽培/ ビオディナミ
土壌/ 粘土

4573461666697

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

コー100％
Collectif=「共同の」意味で、皆でコーの収穫を行ったことがキュヴェ
名の由来です。樹齢50年のコーをグラスファイバータンクでスミマセ
ラシオンカルボニック後、プレスし発酵、木樽で6ヶ月熟成しました。
ガーネット色にトロりとした粘性、カシスやプルーン、森の土の香り、
しっかりとしたボディにまずまずのタンニンと熟したブドウの果実、
拡がる旨味と控えめな酸が余韻へと続きます。

ジェレミー・クアスタ-ナ
Nature

43529

ロワール 酸化防止剤無添加

ロワール

43557

ドメーヌ・ジュリアン・ピノー

Jean Quastana Tierra y Libertad

VIN 2020

ジャン・クアスタ-ナ
Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

Dom Julien Pineau Roche Blanche

VIN 2020

ジャン・クアスターナ
ティエラ イ リベルタ

ドメーヌ・ジュリアン・ピノー
ロッシュ ブランシュ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/
規格/
栽培/

3200

750ml × 12
ビオロジック
ビオディナミ

JAN/

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461666741

タイプ/
認証/

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 砂質

シレックス 粘土

ガメイ ガメイ・タンチュリエ

Nature

Dom Julien Pineau Coup d'Jus

43346
VIN 2019

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ シレックス 粘土

ジュリアン・ピノー
Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

Dom Julien Pineau Cot Vinifie Par Junko

43715
VIN 2020

参考小売/

赤 ・ ミディアム

3500

JAN/

規格/ 750ml × 12

認証/
栽培/ ビオディナミ
土壌/ シレックス 粘土

SOLD OUT

参考小売/

赤 ・ ミディアム
-

レ・ジャルダン・ド・テゼィ

43384

ロワール 酸化防止剤無添加

Nature

Les Jardins de Theseiis Sauvignon Blanc Jardin de la Cabane

レ・ジャルダン・ド・テゼィ
ソーヴィニヨンブラン ジャルダン ド ラ キャバン
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

JAN/
タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461669797
赤 ・ ミディアム
エコセール

SOLD OUT

カベルネフラン100％

19年以降ボワルカの畑・醸造を担当するジュリアンがボワルカの
コーを全房でマセラシオンカルボニック中に毎日抜いたフリーラン
ジュースとプレス時のジュースをブレンドし、グラスファイバータンク
で9ヶ月発酵・熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。憂いをふくむ
パープルブラック色、梅紫蘇やホワイトペッパーの香り、瑞々しい口
あたりに硬質の酸、タンニンが溶け込んだふくよかな味わいです。

VIN 2018

3600

規格/ 750ml × 12

土壌/ シレックス 粘土石灰

コー100％

元クロ・ロッシュ・ブランシュの畑に植わる樹齢40年のコをグラス
ファイバータンクで15日間の醸し後プレスし、ステンレスタンクで4ヶ
月発酵、そのまま5ヶ月熟成しました。中程度の粘性に濁りのある
紫がかったルージュの外観、プラムやカシス、ナツメグの香りを感じ
ます。滑らかなテクスチャーにジューシーな口あたり、細やかなタン
ニンと酸味がバランス良く足並みを揃えます。

Dom Julien Pineau l'Ecumes des Nuits

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461662644

タイプ/

ビオロジック

エコセール

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

ドメーヌ・ジュリアン・ピノー
レキュム デ ニュイ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4573461653390

コー100％

ロワール

白 ・ 辛口
エコセール

SOLD OUT

ドメーヌ・ジュリアン・ピノー
コー ヴィニフィエ パー ジュンコ

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

3500

認証/

元クロ・ロッシュ・ブランシュの畑に植わるソーヴィニョンブン1/3を5
日間醸したものと、残りの直接圧搾したものをステンレスタンクで
1ヶ月発酵し、そのまま6ヶ月熟成しました。淡いグリーンイエロー
色、文旦やライム、ディルの香り、たっぷりのエキスはジューシーで
旨味もあり、綺麗な酸とスッキリとした果実味は心地よく口中に拡
がり、アフターにはライムの爽快感が残ります。

ドメーヌ・ジュリアン・ピノー
クー ド ジュ

参考小売/

4573461667533

タイプ/

ソーヴィニヨンブラン75％ ムニュピノ25％

ロワール 酸化防止剤無添加

VIN 2016

JAN/

土壌/

20世紀初頭メキシコで起きた革命時に土地開放運動で叫ばれたス
ローガンをキュヴェ名に冠しました。ガメイをグラスファイバーでスミ
マセラシオンカルボニック後プレスし発酵、古樽で熟成しました。鮮
やかなパープルガーネット色、さくらんぼ、フランボワーズの香り、
柔らかいアタックに摘みたてベリーの酸味、喉越し良く、さっぱりとし
たアフターにはフランボワーズの味わいが残ります。

42805

3600

750ml × 12

3900

JAN/

規格/ 750ml × 12
ビオロジック

栽培/ ビオディナミ
土壌/ 砂質

タイプ/
認証/

43661
VIN 2019

ロワール 酸化防止剤無添加

Nature

Les Jardins de Theseiis Gamay Jardin de la Grande Piece

レ・ジャルダン・ド・テゼィ
ガメイ ジャルダン ド ラ グランド ピエス
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス

4573461663665

参考小売/

3600

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

エコセール デメテール

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土 シルト 石灰 シレックス

白 ・ 辛口

ソーヴィニヨンブラン100％
2019年はとても暑い年でした。砂質土壌で育つソーヴィニヨンブラ
ンを最初はグラスファイバーで、その後350Lの木樽で発酵し熟成は
2サイズのグラスファイバータンクと木樽と半々に分けて行います。
緑を帯びたライトイエロー色、夏みかんやスウィーティ、トマトの香
り、味わいはまろやかに変化し、アフターは心地よく柑橘の酸がア
クセントとなっています。

ポール・アンドレ・リス
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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作家ボリス・ヴィアンの著書「L'ecumes des jours（日々の泡）」を
nuitsに変えました。全房でグラスファイバータンクで1週間マセラシ
オンカルボニック後、フードルで14ヶ月発酵・熟成しました。鮮やか
なパープルレッド色、フランボワーズやプルーン、ザクロ、湿った土
の香り、柔らかいアタックに旨味のあるエキスと酸、全体的に丸み
のあるボディが印象的です。

4573461668998
赤 ・ ミディアム
デメテール

SOLD OUT

ガメイ100％
粘土・シルト・石灰・シレックスの区画グランドピエスで育つガメイを
80％除梗しグラスファイバータンクでピジャージュを施しながら発酵
し225Lと350Lの木樽でマロラクティック発酵・熟成しました。鮮やか
なパープルエッジの綺麗なブラックガーネット色、乾燥イチゴとプ
ルーン、フランボワーズの香り、バランスよく柔らかい味わいで、全
体に丸みがありエキス感が溢れる上品な仕上がりです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

27 LOIRE6
ロワール

42563

ドメーヌ・デ・ボワ・ルカ

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

Dom des Bois Lucas Côt

VIN 2015

43170

Dom des Bois Lucas Côt

VIN 2018

ドメーヌ・デ・ボワ・ルカ
コー

ドメーヌ・デ・ボワ・ルカ
コー
呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
参考小売/

3200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ 粘土石灰

呼称/ VdF ヴァン・ド・フランス
4571455208892

参考小売/

新井 順子
セバスチャン・リフォー&新井順子

42500

JAN/
タイプ/

-

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

4573461659781
赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

コー100％

気候に恵まれた15年に収穫後カルボニックで仕込み、大きな開放
桶で醸し、樽の下から流れ出るフリーランジュースは500Lの新樽へ
移し、20日後にデキュベしプレスしたものとアッサンブラージュし熟
成しました。わずかな気泡、黒紫のガーネット色、アメリカンチェリー
やチェリーのシロップ漬けの香り、甘味たっぷりで美味しい果実味
が拡がり、フレッシュな泡と高めの酸、いちごジャムの甘味も詰まっ
ています。

VIN 2015

3500

規格/ 750ml × 12

赤 ・ ミディアム

コー100％

ロワール

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

ボワルカスタッフLaurentとドメーヌの醸造所で例年より早めに収穫
したコーを除梗したブドウの上に除梗なしのブドウを交互にミル
フィーユ状に入れ14日間漬け込みプレス、木の開放桶で40日間発
酵、木樽でマロラクティック発酵と熟成を行いました。やや紫を帯び
たルビー色、ふじ・紅玉のようなリンゴやプラムの香り、ピュアに流
れ込むエキス感に控えめなタンニンは素晴らしいです。

ロワール

セバスチャン・リフォー

Sebastien Riffault Sancerre Vinifie par Junko Arai
セバスチャン・リフォー
サンセール ヴィニフィエ パー ジュンコ・アライ
呼称/ Sancerre サンセール
参考小売/
規格/

5000

750ml × 12

栽培/ ビオディナミ

JAN/

4571455207673

タイプ/

白 ・ 辛口
カリテフランス
ビューロヴェリタス

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

SOLD OUT

ソーヴィニヨンブラン100％
新井順子自身が納得のいく味わいに仕上がった4年目となるコラボ
キュヴェです。粘土石灰区画のブドウを500Lと225Lの新樽で18ヶ
月発酵・熟成しました。濁りのある黄土色の外観から黒糖やサトウ
キビの蜜感や樽の香りが拡がります。オクシニスらしく重心低くス
モーキーでタニックなニュアンス、ボワルカを連想する美酸と濃厚な
エキスにアフターのナッティさから好印象を受けます。

セバスチャン・リフォー
Nature

セバスチャン・リフォー&新井順子
43669

ロワール

43848

VIN 2020

Sebastien Riffault Les Quarterons

VIN 2014

Sebastien Riffault Akmenine

セバスチャン・リフォー
レ カルトロン

3600

規格/ 750ml × 12

JAN/

ビオロジック

白 ・ 辛口
ビューロヴェリタス
デメテール

Nature

Sebastien Riffault Skeveldra

呼称/ Sancerre サンセール

規格/ 750ml × 12

JAN/
タイプ/

ビオロジック

認証/
栽培/ ビオディナミ
土壌/ シレックス（火打ち石）

呼称/ Sancerre サンセール
参考小売/

4573461673916

タイプ/

ビオロジック

白 ・ 辛口

43851

Nature

Sebastien Riffault Auksinis

白 ・ 辛口
ビューロヴェリタス
デメテール

SOLD OUT

ソーヴィニヨンブラン100％
「石のかけら」という意味でシレックス土壌のソーヴィニヨンブランを
ステンレスタンクで24ヶ月発酵・熟成後、古樽で12ヶ月間シュール
リー熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。粘性しっかりとした黄金
色、ハチミツや金木犀、アプリコットジャム、ママレードの香り、口中
に複雑味が拡がるまろやかな味わいでほろ苦さと綺麗な酸味が溶
け込み長いアフターにはハチミツ香がふわりと香ります。

5200

JAN/

規格/ 750ml × 12
ビオロジック

栽培/ ビオディナミ
土壌/ 粘土石灰

リトアニア語で「太陽の下」という意味でキンメリジャン土壌で育つ
樹齢50年の貴腐菌が付いたブドウ5割と熟したブドウ5割をプレス
後、ステンレスタンクで24ヶ月発酵・熟成後、古樽で12ヶ月熟成し
SO2無添加で仕上げました。黄金色、ハチミツやマンゴー、マーマ
レードの香り、しっかりとした旨味のあるアタック、複雑味が徐々に
増し密度濃くボリュームのある仕上がりです。

43755
VIN 2017

ロワール 酸化防止剤無添加

Nature

Sebastien Riffault Raudonas Rouge
セバスチャン・リフォー
ラウドナス
呼称/ Sancerre サンセール

4573461673947

タイプ/

白 ・ 辛口

認証/

カリテフランス
ビューロヴェリタス

SOLD OUT

ソーヴィニヨンブラン100％
リトアニア語で「黄金に輝く」という意味で、アクメニネと同じ粘土石
灰土壌で育った貴腐菌が付いたブドウ5割と熟したブドウ5割をプレ
ス後、ステンレスタンクで24ヶ月発酵・熟成、古樽で12ヶ月シュール
リー熟成しSO2無添加で仕上げました。黄金色、金柑シロップ漬
け、アプリコットジャム、白胡椒の香り、上品な酸と甘味の丸みある
複雑な味わいがしっかりと余韻へと続きます。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

27

白 ・ 辛口
ビューロヴェリタス

ビオロジック

セバスチャン・リフォー
オクシニス

参考小売/

4573461673923

タイプ/

ソーヴィニヨンブラン100％

呼称/ Sancerre サンセール
4573461673930

JAN/

認証/
栽培/ ビオディナミ
デメテール
土壌/ 粘土石灰（キンメリジャン） SOLD OUT

SOLD OUT

ロワール 酸化防止剤無添加

VIN 2014

5200

規格/ 750ml × 12

カリテフランス
ビューロヴェリタス

リトアニア語で「石だらけ」という意味です。粘土石灰質で育つ樹齢
30年のソーヴィニヨンブランをプレス後ステンレスタンクで24ヶ月発
酵・熟成、古樽で12ヶ月寝かせSO2無添加で瓶詰めしました。濃い
黄金色、ママレードやカリンジャム、干し柿、びわのアロマが一瞬で
拡がり、たっぷりのエキス感と溶け込んだ酸に完熟メロンのニュア
ンス、はちみつ香のあるアフターがふくよかな印象を与えます。

セバスチャン・リフォー
スケヴェルドラ

5200

Sebastien Riffault Sauletas
セバスチャン・リフォー
サウレタス

ソーヴィニヨンブラン100％

ロワール 酸化防止剤無添加

参考小売/

JAN/

認証/
栽培/ ビオディナミ
土壌/ 小石まじりの粘土石灰

SOLD OUT

父エチエンヌの時代から続くスタンダードなキュヴェでステンレスタ
ンクで3ヶ月発酵、そのまま9 ヶ月シュールリー熟成し21年9月17日
に瓶詰めしました。グリーンイエロー色の外観にとろっとした粘性、
20年はソーヴィニョンブランらしい青い香りにスダチやライム、口に
含むとバランス良く爽快な味わい、例年よりドライな味わいで、飲み
飽きしない優れたバランスが表現されています。

43850

4200

規格/ 750ml × 12

ソーヴィニヨンブラン100％

VIN 2016

ロワール 酸化防止剤無添加

VIN 2014

呼称/ Sancerre サンセール
参考小売/

4573461669070

タイプ/

認証/
栽培/ ビオディナミ
土壌/ 小石まじりの粘土石灰

43849

セバスチャン・リフォー
アクメニネ

呼称/ Sancerre サンセール
参考小売/

Nature

ロワール 酸化防止剤無添加

参考小売/

5000

規格/ 750ml × 12
ビオロジック

栽培/ ビオディナミ
土壌/ 粘土石灰

JAN/

4573461671561

タイプ/

赤 ・ ミディアム
ビューロヴェリタス
デメテール

認証/

SOLD OUT

ピノノワール100％
ラウドナスは奥さんの母国リトアニア語で「赤」の意味で牡馬オフェ
リーが耕作した畑の貴腐菌率45％のピノノワールを醸し後ステンレ
スタンクで発酵、古樽で熟成しサンスフルで瓶詰めしました。ややブ
ラウンを帯びた濃いガーネット色、力強い香りが立ちカシスやフラン
ボワーズ、火打石のアロマ、エキスたっぷりのアタックに酸味の強
い味わいがアフターへと続きます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

28 LOIRE8 & NORMANDIE
ロワール

シャトー・ド・ラ・ボンヌリエール

35352
VIN 2021

ロワール

A

Ch de La Bonneliere Touraine Sauvignon

35584
VIN 2021

ロワール

シャトー・ド・ラ・ボンヌリエール
シノン リーヴ ゴッシュ

シャトー・ド・ラ・ボンヌリエール
トゥーレーヌ ソーヴィニヨン

呼称/ Chinon シノン

呼称/ Touraine トゥーレーヌ
参考小売/

2100

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

A

Ch de La Bonneliere Chinon Rive Gauche

参考小売/

4582138361025
白 ・ 辛口
エコセール

2100

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土

土壌/ 砂利

ソーヴィニヨンブラン100％

カベルネフラン100％

1989年設立の歴史あるドメーヌが造るロワールのオーガニックワイ
ンのロングセラーです。果皮を少し破いて醸すマセラシオン・ペニ
キュレールを6時間行った後、デキュヴァージュし空気圧搾した果汁
を温度管理しながらステンレスタンクで発酵、シュールリーで熟成し
ました。淡いイエローの外観からフレッシュバジルやレモンの香りを
感じます。爽やかかつ美しい酸、安定感はさすがです。

JAN/

規格/ 750ml × 12

4582138361049
赤 ・ ミディアム
エコセール

教会で隣に座った男性が描いた素敵な落書きをエチケットデザイン
にしたシノンのロングセラーです。ロワール川左岸で育つカベルネ
フランを4週間醸し発酵、セメントタンクでマロと熟成を行いました。
紫帯びたルビー色から赤果実やお花の香りが拡がります。青くさい
フランを微塵も感じさせないストレートでピュアな果実に、少しのタン
ニンが溶け込むバランスの良いナチュラルな味わいです。

マルク･プルゾー
ロワール

A

34170

ロワール

Bonnet-Huteau Muscadet Les Bonnets Blancs

VIN 2017

Bonnet-Huteau Muscadet Les Gautronnieres

35365

ボネ・ユトー

VIN 2021

ロワール

ボネ・ユトー
ミュスカデ レ ゴートロニエール

ボネ・ユトー
ミュスカデ レ ボネブラン
Muscadet Sèvre et Maine

Muscadet Sèvre et Maine

呼称/ ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ
参考小売/ 1900
JAN/ 4573461655493
規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ
参考小売/ 1900
JAN/ 4582138363043

白 ・ 辛口
エコセール

ジャンジャック・ボネ
フェルム・ド・ラ・モット

認証/

土壌/ 緑岩 角閃石

ミュスカデ100％

ミュスカデ100％

35476
VIN 2020

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

土壌/ 緑岩 片麻岩

ミュスカデで絶え間ない進化を続ける家族経営のドメーヌであるボ
ネ・ユトー、エコセール認証を取得した区画タルシエールのキュヴェ
名を変更し新たな装いでお目見えです。地下のセメントタンクで発
酵後そのまま6〜10ヶ月熟成しました。 淡いクリーム色、レモンライ
ムなどの柑橘の香り、キレのある酸とふっくらとした果実感がボディ
を構成し塩気がアフターのアクセントとして彩ります。

ノルマンディ

規格/ 750ml × 12

ノルマンディ

A

Ferme de La Motte Poire Domfront

参考小売/

1600

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオロジック

認証/

4582138365412
白泡 ・ やや辛口
エコセール

SOLD OUT

無農薬栽培を基本にビオディナミを取り入れ進化を続けるボネ・ユ
トーの区画名を冠したキュヴェです。セメントタンク発酵後そのまま6
ヶ月熟成しました。淡いイエローの外観からメロンや時間と共に南
国系果実の甘い香りが拡がります。アタックにしっかりとした酸を感
じますが、柔和な果実と共に流れ出す酸は丸みを帯び土壌由来の
ミネラルとほろ苦さがバランスの良さを演出してくれます。

35494

ノルマンディ

VIN 2018

Ferme de La Motte Pommeau de Normandie

フェルム・ド・ラ・モット
ポワレ ドンフロン
呼称/ Poiré Domfront ポワレ・ドンフロン

フェルム・ド・ラ・モット
ポモー・ド・ノルマンディ
呼称/ Pommeau de Normandieポモー・ド・ノルマンディ
参考小売/

2600

JAN/

規格/ 700ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 泥土石灰

土壌/ 泥土石灰

ノルマンディ産洋梨100％

ノルマンディ産リンゴ100％

ノルマンディ地方で自家無農薬栽培の洋梨（プラン・ド・ブラン）100%
で造るポワレで、10月に収穫しプレス後、グラスファイバータンクで
一次発酵を2週間行い果醪をフィルターで取り除きそのまま7ヶ月間
発酵、瓶に詰め替えて65日間の瓶内熟成を経て仕上がりました。ラ
イトイエローの色調、落ち着いた泡立ち、フレッシュなジュースは優
しい旨味に甘みが安心感をもたらします。

ジェローム・ルクロニエ

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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白 ・ 辛口
エコセール ビオディヴァン

4582138367201
- ・ 甘味果実酒
エコセール

SOLD OUT

ノルマンディから限定入荷のオーガニックポモー、2018年のリンゴ
ジュースと2016年に蒸留したカルヴァドスを3：1の割合でアッサンブ
ラージュ、古樽で熟成しました。粘性豊かな黄金色で芳醇なリンゴ
の香りがたっぷりと広がり、自然な甘さとフルーティさと綺麗な酸、
マイルドなアルコール感が絶妙のバランスです。キリッと冷やしてス
トレートがお奨めです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

29 BRETAGNE
ブルターニュ

35042

ラ・シードルリー・デュ・ゴルフ

ブルターニュ 酸化防止剤無添加

Nature

La Cidrerie du Golfe Hors-Norme

VIN NV(19)

35043

ブルターニュ 酸化防止剤無添加

ラ・シードルリー・デュ・ゴルフ
オールノルム
呼称/ 参考小売/

ラ・シードルリー・デュ・ゴルフ
プティ キュヴェ

Cidre シードル

2200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土 砂質 花崗岩

呼称/ -

4573461664419

参考小売/

La Cidrerie du Golfe Le Hoops

VIN NV(18)

34652

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土 砂質 花崗岩

ブルターニュ 酸化防止剤無添加

ラ・シードルリー・デュ・ゴルフ
ル ウープ
呼称/ -

2500

750ml × 12

規格/

栽培/ ビオロジック

JAN/
タイプ/
認証/

呼称/ -

4573461659811
白泡 ・ やや辛口

規格/

2500

JAN/
タイプ/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

エコセール

SOLD OUT

土壌/ 粘土砂質

Nature

33775

認証/

土壌/ 粘土 砂質 花崗岩

SOLD OUT

ブルターニュ 酸化防止剤無添加

Nature

La Cidrerie du Golfe Lambig

VIN NV

ラ・シードルリー・デュ・ゴルフ
ランビッグ

Cidre シードル

参考小売/

白泡 ・ やや辛口
エコセール

複雑な過程を経て造るので細かい仕事が必要とされる事からプ
ティキュヴェと名付けました。酸の強いギルヴィック種を11月中旬に
収穫し軽くプレス後、グラスファイバータンクで発酵し翌年3月にティ
ラージュ、3ヶ月間瓶内発酵・熟成しました。イエローゴールド色、ア
プリコットやオレンジ、ジンジャーの香り、じゅわっと拡がる果実味に
控えめな酸、まるで若々しいリンゴのようです。

ラ・シードルリー・デュ・ゴルフ
シュフ

Cidre シードル

参考小売/

4573461664426

ギルヴィック（酸味）100％

La Cidrerie du Golfe Chouff

VIN NV(18)

JAN/
タイプ/

ブルターニュ沿岸Morbihan湾近くの果樹園で熟すのを待ち収穫した
4種のリンゴを選果し破砕し1950年に製造されたパケット・プレスで
圧搾、グラスファイバータンクで4ヶ月発酵し瓶詰め、3ヶ月瓶内発
酵・熟成しました。オレンジイエロー色、すりおろしリンゴやジン
ジャーの香り、心地良い泡と苦味のアタック、甘・酸・苦のバランス
が良く摘みたてのフレッシュさが拡がります。

マルク・アベル＆フランソワ・ドゥフォルジュ
ブルターニュ 酸化防止剤無添加
Nature

Cidre シードル

2200

規格/ 750ml × 12

白泡 ・ やや辛口

マリ・メナル（苦味）40％デュース・モエン（甘味・苦味）35％
デュース・コエトリニエ（甘味）10％ジュドール（酸味）15％

34651

Nature

La Cidrerie du Golfe P'tite Cuvee

VIN NV(19)

呼称/ -

4573461659828

参考小売/

白泡 ・ やや辛口

規格/

7000

500ml × 12

エコセール

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 粘土砂質

JAN/

4571455204993

タイプ/

蒸留酒 ・ -

認証/

エコセール

SOLD OUT

マリ・メナル（苦味） デュース・モエン（甘味・苦味）
ギルヴィック（酸味）100％
デュース・コエトリニエ（甘味）
ジュドール（酸味） ギルヴィック（酸味）
摘み取り後、洗浄、分類、粉砕したギルヴィックの発酵時にホップ 2品種を収穫し選果、破砕後プレスしたジュースにアルデッシュのハ 日本初上陸、ブルターニュ沿岸Morbihan湾近くのシードルリーが丹
（strisselpaltとペルルアルザス）を加え低温浸漬しながらグラスファ チミツを添加しグラスファイバータンクで3ヶ月半発酵、翌年3月に
精込めて造るシードルのオードヴィです。円柱型のアランビックで蒸
イバータンクで100日発酵、3月にティラージュし瓶内で90日発酵し ティラージュし瓶内発酵・熟成をしました。ハチミツシードル＝シュ 留後、12年の熟成期間を経てアルコール度数を50度へ下げ、ほん
ました。透明感のあるオレンジゴールド、ほんのり還元香にジュー フェールから名付けられました。イエローゴールド色、メンソールや の少し水を添加しながら44度まで下げました。琥珀色の色調からカ
シーなリンゴ感と心地良い泡が喉越し良く、ホップの香ばしさとアフ いちごミルクの甘い香り、優しい泡とクリーミーな口あたり、リンゴの ラメルや麦あめの香り、リンゴの香水にアルコールが溶け合うエキ
皮やハーブが溶け込んだ複雑な味わいを楽しめます。
ターのほんのりとした苦みがアクセントとなります。
スにコーヒーのニュアンスが余韻を引き締めます。
ギルヴィック（酸味）55％
ジュドール（酸味）45％

ブルターニュ

53449

ル セリエ ド ボール

VIN NV

ブルターニュ 酸化防止剤無添加

A

Le Cellier de Boal Cidre Fermier Petit Brut
ル･セリエ･ド･ボール
シードル フェルミエ プティ ブリュット
呼称/ 参考小売/

JAN/

規格/ 330ml × 12×2 タイプ/
栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ 参考小売/

4582138365054

ビューロヴェリタス

VIN NV

A

Le Cellier de Boal Cidre Fermier Brut
ル･セリエ･ド･ボール
シードル フェルミエ ブリュット
呼称/ 参考小売/

Cidre シードル

1350

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4582138363760
白泡 ・ 辛口
ビューロヴェリタス

53295
VIN NV

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 火山灰 粘土

ブルターニュ産リンゴ100％

ブルターニュ産リンゴ100％

ブルターニュ 酸化防止剤無添加

A

Le Cellier de Boal Cidre Fermier Demi Sec
ル･セリエ･ド･ボール
シードル フェルミエ ドゥミセック
呼称/ 参考小売/

Cidre シードル

1350

JAN/

4582138363753

規格/ 750ml × 12

タイプ/

白泡 ・ やや辛口

栽培/ ビオロジック

認証/

ビューロヴェリタス

土壌/ 火山灰 粘土

土壌/ 火山灰 粘土

ブルターニュ産リンゴ100％

ブルターニュ産リンゴ100％

リンゴ栽培家が無農薬無添加で造るブルターニュ産のシードル、ア
ルコール度数5.5％の本格派ブリュットです。日本より小ぶりな地元
産リンゴを数種類ブレンドしグラスファイバータンクで4ヶ月間発酵、
SO2無添加で瓶詰めしました。輝く濃い麦わら色でキレのある完熟
リンゴの旨みとコクに微かに感じる塩気が奥行をもたらしリンゴの
皮のような渋味が全体をバランス良く整えてくれます。

JAN/

土壌/ 火山灰 粘土

ミシェル・ブゴー
ブルターニュ 酸化防止剤無添加

リンゴ栽培家が無農薬無添加で造るブルターニュ産のシードルで
す。ブリュットと同じ自然な醸造法ですがフィルタリングにより途中
で発酵を止めることによりアルコール度数は控えめの4％で、やや
甘口に仕上げています。輝く濃い麦わら色で熟したリンゴの芳醇な
香りの中にパインやシナモン、ハニートーストのニュアンスを感じな
がら口に含むとジューシーで心地良い甘みが一杯に拡がります。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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A

Cidre シードル

850

規格/ 330ml × 12×2 タイプ/

白泡 ・ 辛口

無農薬無添加で造るリンゴ酒、小ぶりな地元産リンゴを数種類ブレ
ンドしグラスファイバータンクで4ヶ月間かけて発酵、SO2無添加で
瓶詰しました。日本向けに特別小容量で瓶詰めしたアルコール度
数5.5％の本格派シードルです。輝く濃い麦わら色で、キレのある完
熟リンゴの旨みとコクに微かに感じる塩気が奥行をもたらし、リンゴ
の皮のような渋味が全体をバランス良く整えてくれます。

53296

ブルターニュ 酸化防止剤無添加

Le Cellier de Boal Cidre Fermier Petit Demi Sec
ル･セリエ･ド･ボール
シードル フェルミエ プティ ドゥミセック

Cidre シードル

850

53448
VIN NV

4582138365047
白泡 ・ やや辛口
ビューロヴェリタス

無農薬無添加のシードル、ブリュットと同じ自然な醸造法ですが、
フィルタリングにより途中でアルコール発酵を止めてやや甘口に仕
上げています。日本向けに特別小容量で瓶詰めしたアルコール度
数4％のドゥミセックです。輝く濃い麦わら色で熟したリンゴの芳醇な
香りの中にパインやシナモン、ハニートーストのニュアンスを感じ、
口に含むとジューシーで心地良い甘みが一杯に広がります。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

30 CHAMPAGNE1
シャンパーニュ

ムーゾン・ルルー・エ・フィス

34893

シャンパーニュ

A

Mouzon Leroux et Fils L'Atavique

VIN NV

35300

シャンパーニュ

Mouzon Leroux et Fils L'Ascendant

VIN NV

ムーゾン・ルルー・エ・フィス
ラタヴィック

ムーゾン・ルルー・エ・フィス
ラサンドン

呼称/ シャンパーニュ グランクリュ ヴェルジー
JAN/ 4573461664273
参考小売/ 6500

Champagne Grand Cru Verzy
シャンパーニュ グランクリュ ヴェルジー
参考小売/ 10000
JAN/ 4573461670571

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

Champagne Grand Cru Verzy

栽培/ ビオディナミ

認証/

呼称/

白泡 ・ 辛口
デメテール

認証/
栽培/ ビオディナミ
粘土 泥灰土 石灰
土壌/
（下にチョーク）

土壌/ 粘土石灰 シレックス
ピノノワール65％ シャルドネ35％

白泡 ・ 辛口
デメテール

SOLD OUT

ピノノワール60％ シャルドネ40％

グランクリュ・ヴェルジー、ピノノワールとシャルドネの収穫年は14
年と15年は50％、16年が50％でそれぞれ木樽とステンレスタンクで
発酵し36ヶ月瓶内二次発酵・熟成、20年4月にデゴルジュマンしまし
た。ピンクゴールド、細かくクリーミーな泡、柚子やカリンやレモン
ジャム香、拡がるボリューミーな味わい、豊富な果実味にたっぷり
のエキス、しっかりとした酸味が溶け込んでいます。

2010〜2015年までソレラ法で足し続けたラタヴィックと2016年のラ
タヴィック50%を木樽で発酵後、ティラージュし瓶内二次発酵・熟成、
21年3月にデゴルジュマンしました。綺麗な黄金色、クリーミーな
泡、すりおろしリンゴや熟したカリン、ハチミツの香りを感じます。上
品な口あたりで複雑味を増し、酸が溶け込んだエッセンスからはハ
ニーがふわりと拡がっていきます。

セバスチャン・ムーゾン
35301

シャンパーニュ

35298

シャンパーニュ

35299

シャンパーニュ

VIN 2015

Mouzon Leroux et Fils L Angélique

VIN 2015

Mouzon Leroux et Fils L'Ineffable

VIN 2017

Mouzon Leroux et Fils L'Incandescent

ムーゾン・ルルー・エ・フィス
ランジェリック

ムーゾン・ルルー・エ・フィス
リネファーブル

Champagne Grand Cru Verzy
シャンパーニュ グランクリュ ヴェルジー
JAN/ 4573461670588
参考小売/ 12000

Champagne Grand Cru Verzy
シャンパーニュ グランクリュ ヴェルジー
参考小売/ 12500
JAN/ 4573461670557

呼称/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオディナミ
土壌/

認証/

粘土 泥灰土 石灰
（下にチョーク）

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

白泡 ・ 辛口
デメテール

認証/
栽培/ ビオディナミ
粘土 泥灰土 石灰
土壌/
（下にチョーク）

SOLD OUT

呼称/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ ロゼ泡 ・ 辛口

白泡 ・ 辛口

栽培/ ビオディナミ

デメテール

SOLD OUT

土壌/

ピノノワール100％

「身体と魂に健康をもたらす」というキュヴェ名でヴェルジー村グラ
ン・クリュで育った15年のシャルドネをプレスし木樽で発酵しティ
ラージュ、瓶内二次発酵・熟成しドザージュ、20年10月にデゴル
ジュマンしました。15年は温暖な年でした。クリアなグリーンイエ
ロー色、黄リンゴや若いカリンの酸を感じるアロマ、シャープなア
タックに綺麗な酸味とドライな果実味が印象的です。

35303

Champagne Grand Cru Verzy
シャンパーニュ グランクリュ ヴェルジー
参考小売/ 9000
JAN/ 4573461670564

呼称/

シャルドネ100％

VIN NV

ムーゾン・ルルー・エ・フィス
ランカンデサン

トーマ･ペルスヴァル

Mouzon Leroux et Fils L'Exaltant Ratafia

35222

シャンパーニュ

VIN 2015

Thomas Perseval Tradition Brut
トーマ･ペルスヴァル
トラディション ブリュット

Ratafia de Champagne
ラタフィア・ド・シャンパーニュ
JAN/ 4573461670601
参考小売/ 7500

Champagne 1er Cru Chamery

呼称/

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

粘土 泥灰土 石灰

土壌/ （下にシレックスとチョーク）

SOLD OUT

ヴェルジー村の特級畑パーセル名Cumaineのピノノワールを22時
間醸し後プレス、ステンレスタンクで6ヶ月発酵、18年4月にティラー
ジュし瓶内二次発酵・熟成、21年4月にデゴルジュマンしました。オ
レンジピンクに細かい泡立ち、フレッシュイチゴやさくらんぼ、フロー
ラル香、前ミレジムより果実味がプラスされアタックの泡がクリー
ミーで上品さが増したワインランク上の上質な味わいです。

ムーゾン・ルルー・エ・フィス
レグザルタン ラタフィア

規格/ 500ml × 3

デメテール

ピノノワール100%

1776年より父から子へ受け継がれてきたワイン造り、ヴェルジー村
グランクリュのピノノワールをプレスし木樽で発酵、16年4月にティ
ラージュし瓶内二次発酵・熟成、20年10月にデゴルジュマンしまし
た。グリーンイエロー色、クリーミーな泡、梨やカリンの香り、じわっ
と拡がっていくエレガントな酸味、温度上昇と共にふくよかで上品な
印象へ変化し長いアフターを楽しめます。

シャンパーニュ

シャンパーニュ

認証/

粘土 泥灰土 石灰
（下にシレックスとチョーク）

呼称/ シャンパーニュ プルミエクリュ シャムリー
参考小売/ 7000
JAN/ 4573461669438
規格/ 750ml × 12

タイプ/

デメテール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 泥灰土 砂 粘土石灰

- ・ 甘味果実酒

白泡 ・ 辛口
エコセール

SOLD OUT

ピノノワール40% ピノムニエ40%
シャルドネ20%

ピノノワール100％
ヴェルジー村のグランクリュで育ったピノノワールを25時間醸し、発
酵はせずブドウジュースに自家製アルコールを添加し木樽で24ヶ
月熟成し瓶詰めしたラタフィアです。ブラウンガーネット色、マロング
ラッセやメープルシロップ、キャラメリゼの甘い香り、柔らかいアタッ
クは干しブドウの甘味で口中にたっぷりと拡がり、トロッとした完熟
の甘味と心地よい旨味が溶け込んでいます。

モンターニュ・ド・ランス北西麓、一級格付けのシャムリー村の3品
種をプレス後、木樽で11ヶ月発酵・熟成し16年8月にティラージュ、
瓶内二次発酵時にルミアージュを1日1回行い、一本ずつデゴル
ジュマンしました。少しピンクを帯びたイエローゴールド色、泡立ち
しっかりでベリーミルクやもぎたてリンゴ香、厚みのあるアタックに
杏のフリーズドライの味わい、程よい酸が心地良いです。

トーマ･ペルスヴァル
35223

シャンパーニュ

35226

シャンパーニュ

35230

シャンパーニュ

VIN 2014

Thomas Perseval Brut Grande Cuvée

VIN 2018

Thomas Perseval La Pucelle Rose Maceration

VIN 2019

Thomas Perseval Coteaux Champenois Blanc Sous le Cerisier

トーマ･ペルスヴァル
ブリュット グランド キュヴェ
Champagne 1er Cru Chamery

呼称/ シャンパーニュ プルミエクリュ シャムリー
JAN/ 4573461669445
参考小売/ 11000
規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土 石灰 砂 泥灰土

トーマ･ペルスヴァル
ラ ピュセル ロゼ マセラシオン
Champagne 1er Cru Chamery

呼称/ シャンパーニュ プルミエクリュ シャムリー
参考小売/ 12500
JAN/ 4573461669476

トーマ･ペルスヴァル
コトー・ シャンプノワ・ブラン ス ル スリジエ
呼称/ Coteaux Champenoisコトー・ シャンプノワ
参考小売/

12000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/ ロゼ泡 ・ 辛口

規格/ 750ml × 12

タイプ/

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

エコセール

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 砂 泥灰土

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

白泡 ・ 辛口

ピノノワール ピノムニエ シャルドネ１/3ずつ
斜面の中腹にある畑は北東向きに位置し雑草が生えた耕さない土
で育つ3品種をプレス、木樽で発酵・熟成後15年5月にティラージュ
し瓶内二次発酵・熟成しました。ゴールドイエロー、クリーミーで細
かな泡、アプリコットやバタートースト、豊水梨の香り、細かな泡の
中に細かな香りが詰まっていてドライで拡がりある柑橘の酸に心地
良い旨味、上品でしなやかな味わいがアフターまで続きます。

4573461669513
白 ・ 辛口
エコセール

SOLD OUT

シャルドネ50 % プティ・メリエ30 %
ピノブラン10 % アルバンヌ10%

ピノムニエ100％
モンターニュ・ド・ランスの北西の麓シャムリー村の区画La Pucellの
ピノムニエを木樽で発酵・熟成し19年8月にティラージュ後瓶内二次
発酵・熟成しました。18年は日照量が多く暑く乾燥した年でした。ピ
ンク色、カプチーノのような細かな泡、さくらんぼやすりおろしリンゴ
の香り、香りを纏ったジューシーなアタックに酸味と果実味が合わさ
り旨味も溶け込んだ中程度のアフターです。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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1本の桜の木（スリジエ）がこのブドウ畑に枝を張り出しているため
名付けられました。19年は気温と降雨量のバランスの良い年でシャ
ルドネを主体とした4品種をプレス、木樽で発酵・熟成し21年4月に
瓶詰めしました。ゴールドに輝くクリーンイエロー、伊予柑やすだち
がジューシーに香り、ミネラルとエキスがたっぷりと拡がり、旨みの
凝縮感はアフターまで長く華やかに続きます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

31 CHAMPAGNE2
シャンパーニュ

35495

モイヤ・ジョウリー・ギルボー

VIN NV（15）

シャンパーニュ

A

Moyat-Jaury Guilbaud Tradition Brut
モイヤ・ジョウリー・ギルボー
トラディション ブリュット
Champagne

呼称/ シャンパーニュ
参考小売/ 5000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

4573461673220
白泡 ・ 辛口
HVEレベル3

土壌/ キンメリジャン
ピノノワール78％ シャルドネ19％ ピノブラン3％
コート・デ・バール地区ピリゾ村に親子三代に渡る栽培家のローラ
ン・ギルボーが最良のブドウ1/3を使用して造るシャンパーニュ、3
品種をプレスし一番搾りのみをステンレスタンクで発酵後、瓶内二
次発酵、70ヶ月瓶内熟成しデゴルジュマンしました。濃い黄金色に
しっかり続く細かな泡、カボスやハッサク、橙の香り、完熟柑橘の香
りを伴うエッセンスは甘味があり上品で上質な味わいです。

シャンパーニュ

ローラン・ギルボー
フランク・ボンヴィル

31157

シャンパーニュ

A

Franck Bonville Brut Selection

VIN NV

53002

シャンパーニュ

フランク・ボンヴィル
ブリュット セレクション ハーフ

フランク・ボンヴィル
ブリュット セレクション

Champagne Grand Cru

Champagne Grand Cru

呼称/ シャンパーニュ グランクリュ
参考小売/ 3400
JAN/ 4582138367041
規格/ 375ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

土壌/ 白亜の石灰

A

Franck Bonville Brut Selection

VIN NV

呼称/ シャンパーニュ グランクリュ
JAN/ 4582138361407
参考小売/ 5500
規格/ 750ml × 12

タイプ/

HVEレベル3

栽培/ -

認証/

SOLD OUT

土壌/ 白亜の石灰

白泡 ・ 辛口

シャルドネ100％

白泡 ・ 辛口
HVEレベル3

SOLD OUT

シャルドネ100％

エペルネワインコンテスト金賞等数々の受賞歴を持つハーフサイズ
です。コート・デ・ブランの特級畑アヴィズとオジェのシャルドネをス
テンレスタンクで発酵、アッサンブラージュし瓶内二次発酵・熟成し
ました。輝くゴールドの色調にシトラス等柑橘系の爽やかな香りや
僅かにマンゴーやナッツやニュアンスがあり、高めのスッキリとした
酸とクリーミーな泡が滑らか且つ清涼感ある仕上がりです。

エペルネワインコンテスト金賞等数々の受賞歴を持つロングセラー
です。コート・デ・ブランの特級畑アヴィズとオジェのシャルドネをス
テンレスタンクで発酵、アッサンブラージュし瓶内二次発酵・熟成し
ました。輝くゴールドの色調にシトラス等柑橘系の爽やかな香りや
僅かにマンゴーやナッツやニュアンスがあり、高めのスッキリとした
酸とクリーミーな泡が滑らか且つ清涼感ある仕上がりです。

オリヴィエ・ボンヴィル
35031

シャンパーニュ

A

Franck Bonville Extra Brut

VIN 2013

35030

シャンパーニュ

Champagne Grand Cru Avize

Champagne Grand Cru

呼称/ シャンパーニュ グランクリュ アヴィズ
参考小売/ 6400
JAN/ 4573461665393
タイプ/

栽培/ -

認証/

土壌/ 白亜の石灰

呼称/ シャンパーニュ グランクリュ
参考小売/ 6500
JAN/ 4573461665386
規格/ 750ml × 12

タイプ/

HVEレベル3

栽培/ -

認証/

SOLD OUT

土壌/ 白亜の石灰

白泡 ・ 辛口

白いエチケットのエクストラブリュット、ドザージュが極小の為ブドウ
本来の味わいが感じられる極辛口の繊細なタイプです。特級畑ア
ヴィズのシャルドネをステンレスタンクで2ヶ月間発酵、78ヶ月間瓶
内二次発酵・熟成しました。クリアな麦わら色に柑橘系のフレッシュ
なフルーツ香やほのかなトースト香、果実というよりも鉱物的なミネ
ラルの硬さとキレのあるキリットした酸が特徴です。

53311

シャンパーニュ

タイプ/
認証/

SOLD OUT

土壌/ 白亜の石灰

ノーベル賞晩餐会に選ばれ世界的に高評価を得たヴィンテージ
シャンパーニュでコート・デ・ブランの特級畑アヴィズのシャルドネを
ステンレスタンクで5ヶ月発酵、ティラージュし69ヶ月瓶内二次発酵・
熟成しました。ライトイエローの外観から白い花や柑橘のコンポート
の香り、ミネラルたゆたう口あたりに穀物のニュアンスとしっかりとし
た酸が骨格を形成しています。

A

Champagne Grand Cru

土壌/ 白亜の石灰

タイプ/
認証/

白泡 ・ 辛口
HVEレベル3

SOLD OUT

シャルドネ100％

呼称/ シャンパーニュ グランクリュ
参考小売/ 11500
JAN/ 4582138363883
1500ml × 6

Champagne Grand Cru Oger

呼称/ シャンパーニュ グランクリュ オジェ
JAN/ 4573461671820
参考小売/ 13000
規格/ 750ml × 12

フランク・ボンヴィル
ブリュット セレクション マグナム

栽培/ -

A

フランク・ボンヴィル
レ ベール ヴォア

栽培/ -

白泡 ・ 辛口

Franck Bonville Brut Selection

規格/

シャンパーニュ

Franck Bonville Les Belles Voyes

HVEレベル3

シャルドネ100％

シャルドネ100％

VIN NV

35394
VIN 2014

フランク・ボンヴィル
ブリュット ミレジム

フランク・ボンヴィル
エクストラ ブリュット

規格/ 750ml × 12

A

Franck Bonville Brut Millesime

VIN 2014

白泡 ・ 辛口
HVEレベル3

SOLD OUT

シャルドネ100％
エペルネワインコンテスト金賞等の受賞歴を持つマグナムサイズで
す。コート・デ・ブランの特級畑アヴィズとオジェのシャルドネをステ
ンレスタンクで発酵、アッサンブラージュし瓶内二次発酵・熟成しま
した。輝くゴールドの色調にシトラス等柑橘系の爽やかな香りや僅
かにマンゴーやナッツやニュアンスがあり、高めのスッキリとした酸
とクリーミーな泡が滑らか且つ清涼感ある仕上がりです。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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フランク・ボンヴィルが誇るトップキュヴェで特級畑オジェのレ・ベー
ル・ヴォアで育つ最高樹齢のシャルドネを木樽で6ヶ月発酵し、同区
画の発酵中ワインを樽出しで添加し81ヶ月瓶内二次発酵・熟成しま
した。緑の残る淡いゴールドイエロー色、リンゴタルトや洋梨ジャム
の香り、丸みあるアタックで綺麗な果実味が上品に拡がり、奥行き
のある味わいで温度が上がると柑橘の香りが増します。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

32 SPAIN1
カタルーニャ

53535

カステル・ダージュ

VIN NV

スペイン／カタルーニャ

A

Castell d'Age Cava Anne Marie Brut Nature Reserva

34301
VIN NV

カステル・ダージュ
カヴァ アンヌマリー ブリュット ナチュレ レセルヴァ

2400

A

カステル・ダージュ
カヴァ オーレリア ブリュット ナチュレ レセルヴァ

呼称/ D.O.Cava カヴァ
参考小売/

スペイン／カタルーニャ

Castell d'Age Cava Aurèlia Brut Nature Reserva

呼称/ D.O.Cava カヴァ
JAN/

参考小売/

4582138365825

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

白泡 ・ 辛口
デメテール

2900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

4573461653307
白泡 ・ 辛口
デメテール

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

チャレッロ40％ マカベオ40％
パレリャーダ20％

チャレッロ40％ マカベオ40％
パレリャーダ10％ シャルドネ10％

バルセロナ近郊でビオディナミ栽培されるブドウを丁寧に手造りし
た賜物です。ゆっくりプレスしステンレスタンク内発酵、24ヶ月間瓶
内2次発酵後、ノンドザージュで瓶詰めしました。輝くレモンイエロー
の色調で、ほのかに青リンゴやライムのような爽やかな香りを感じ
つつ、極め細かく滑らかな泡とシャープで上品な酸が織り成す口当
たりは、シャンパーニュと遜色ないリッチな味わいです。

シャンパーニュファンをも魅了する味わいです。バルセロナ近郊で
ビオディナミ栽培されるブドウをゆっくりプレスしステンレスタンク内
発酵、36ヶ月間瓶内2次発酵後、ノンドザージュで瓶詰めしました。
輝くイエローの滑らかで上品な泡にグレープフルーツやリンゴ、熟
成感ある複雑な香りが拡がり、キレのある酸が特徴です。シャルド
ネをブレンドすることで更にエレガントさが増しました。

ジュニェント・ファミリー
53536
VIN NV

スペイン／カタルーニャ

A

カタルーニャ

35391

SIN プロジェクト

Castell d'Age Cava Anne Marie Brut Rosé

アモス・バニェレス
シン カヴァ チャレッロ

呼称/ D.O.Cava カヴァ

規格/

2700

750ml × 12

栽培/ ビオディナミ

D.O.Cava カヴァ

呼称/
JAN/

4582138365832

参考小売/

2500

タイプ/ ロゼ泡 ・ 辛口

規格/

認証/

栽培/ ビオロジック

デメテール

750ml × 12

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

ピノノワール100％

チャレッロ100％

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

Nature

A

Amós Bañeres SIN Xarel-lo

VIN 2021

35489
VIN 2021

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

白泡 ・ 辛口

-

★

アモス&アレックス
Nature A

Amós Bañeres SIN Ull de Llebre

呼称/ D.O.Penedès ペネデス
4573461673152

参考小売/

白 ・ 辛口

-

★

土壌/ 粘土石灰

2500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461673169
赤 ・ ミディアム

-

★

土壌/ 石灰
ウイ・ダ・リェブレ（テンプラニーリョ）100％

チャレッロ100％
20年の水害被害を経て21年は乾燥した気候で健全なブドウが育ち
ました。一部除梗したチャレッロをステンレスタンクで6ヶ月発酵・熟
成しました。淡いグリーンイエロー色、青りんごやシトラス系の香り、
ペパーミントやローズマリーのアロマ、20年よりクリアな味わいで
ハッサクのような柑橘由来の酸味がシャープな印象、バランスよく
スーッとフェードアウトする素直なアフターが印象的です。

カタルーニャ

認証/

アモス・バニェレス
シン ウイ ダ リェブレ

呼称/ D.O.Penedès ペネデス

2500

4573461671837

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

アモス・バニェレス
シン チャレッロ

参考小売/

JAN/
タイプ/

カタルーニャ・ペネデス、アレックスとアモスのSINプロジェクトで
2020年は降雨量にも収量にも恵まれました。チャレッロをプレス後
ステンレスタンクで発酵、糖が残った状態で瓶詰めしルミアージュし
ながら瓶内発酵・熟成しました。細かなクリーミーな泡、グリーンイ
エロー色、レモングラスやライムの香り、スッキリして瑞々しいアタッ
クにハッサクの酸味と果実味、切れ味の良いアフターです。

ピノノワールならではの上品な膨らみと柔らかな喉ごしを楽しめる
旨味あるロゼカヴァです。バルセロナ近郊でビオディナミ栽培され
るブドウをゆっくりプレスしステンレスタンク内発酵、15ヶ月間瓶内2
次発酵後、ドザージュ5g/Lで瓶詰めしました。輝きある赤みを帯び
たピンクの色調に極め細やかな泡、イチゴやラズベリーの香りが魅
力的で優しい甘みと爽やかな酸が絶妙のバランスです。

35488

A

Amós Bañeres SIN Cava Xarel-lo

カステル・ダージュ
カヴァ アンヌマリー ブリュット ロゼ

参考小売/

Nature

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

VIN 2020

エンリック・ソレール

畑の専門家と醸造家がタッグを組むプロジェクトSIN、酸とフレッシュ
さの追求で全体の2/3を早く収穫しプレス、遅めに収穫した完熟さ
せたブドウは醸し、ステンレスタンクで発酵・熟成しました。エッジは
綺麗なパープル、摘みたてカシスやプルーン、白胡椒の香り、ほん
のりプチプチとしたガス、柔らかいアタックとタンニン、酸味とタンニ
ンのバランスよく力強さのある逸品です。

35025

スペイン／カタルーニャ

35027

スペイン／カタルーニャ

VIN 2019

Enric Soler Improvisació

VIN 2019

Enric Soler Nun Vinya dels Taus

エンリック・ソレール
インプロヴィサシオ

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
参考小売/

5200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 砂礫 粘土石灰

エンリック・ソレール
ヌン ヴィニャ デルス タウス

4573461665324

参考小売/

8000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

CCPAE

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 砂礫 粘土石灰

白 ・ 辛口

チャレッロ100％

4573461665348
白 ・ 辛口

CCPAE

SOLD OUT

チャレッロ100％

元スペイン・ベストソムリエのエンリックは大学で教鞭をとっていまし
たが祖父の死を機にワイン造りの道へ。ペネデス自生の品種チャ
レッロをプレスし高樹齢のブドウは卵型セメントタンクで、残りはフー
ドルで発酵し、そのまま8〜9ヶ月熟成しました。クリアで透明感ある
淡いグリーンイエロー色、スダチやライム、ミント香、スッキリとした
清涼感と豊かなミネラル、喉越しキリっとした印象です。

エンリック・ソレール
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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インプロヴィサシオの隣の区画ヴィニャ・デルス・タウスの樹齢80年
以上のチャレッロは古株独特のうねる枝をゆったりと伸ばしていま
す。プレスしフレンチオークで発酵・熟成したワインは粘性少しでグ
リーンがかった黄色、摘みたて金柑や青いバナナやベジタブル香
を感じます。果実味と酸味がバランスよく心地よく拡がる味わいで、
ピールのほろ苦さに、じわじわと旨味が湧き出します。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

33 SPAIN2
カタルーニャ

クロ･デ･レ･ソレレス

35009

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

VIN 2018

Clot de les Soleres Xarello

Nature

35010

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

VIN 2018

クロ･デ･レ･ソレレス
シャルドネ

クロ･デ･レ･ソレレス
チャレッロ
呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
参考小売/

2900

JAN/

Nature

Clot de les Soleres Chardonnay

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

4573461657077

参考小売/

3000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/ 白微泡 ・ 辛口

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

栽培/ ビオロジック

認証/

CCPAE

土壌/ 石灰 砂利 石

土壌/ 石灰岩 砂利 石

チャレッロ100％

シャルドネ100％

ペネデスのペイラ村、石灰・砂利・石の土壌で育つチャレッロをプレ
スし、ステンレスタンクで8ヶ月発酵・熟成、糖が残った状態で19年4
月に瓶詰めしました。クリアなグリーンイエロー、細かな泡立ち、
シャープな香りが立つ二十世紀梨や黄色いリンゴ香、ミネラリーで
キリッと引き締まった酸味、ドライな味わいで八朔を食べた後のよう
なスッキリな後口が特徴です。

4573461657084
白 ・ 辛口
CCPAE

SOLD OUT

ペネデスのペイラ村のボデガ、クロ・デ・レ・ソレレスがシャルドネを
プレス後ステンレスタンクで50日間発酵、8ヶ月熟成し19年6月に糖
が残った状態で瓶詰めしましたが瓶内発酵・熟成は進まず泡はほ
とんどない状態です。輝きのあるレモンイエロー色、青りんごやフ
レッシュハーブのアロマ、残糖感があり丸みのある口当たり、マン
ゴーやパパイヤの果実感を味わえます。

カルレス・モーラ
カタルーニャ

シクス

34735

スペイン／カタルーニャ

34737

スペイン／カタルーニャ

VIN 2010

Sicus Cru Blanc

VIN 2018

Sicus Cartoixà Brisat

シクス
クリュ ブランク

シクス
カルトゥシャ ブリサット

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
参考小売/
規格/

4500

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

タイプ/
認証/

土壌/ 砂 石灰岩 粘土

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
参考小売/

4573461660664
白泡 ・ 辛口

規格/

-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 砂 石灰岩 粘土

Cartoixaカルトゥシャ（チャレッロ）100％

エドゥアール・ピエ・パロメール
スクセス・ヴィ二コラ

35270

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

Nature

Succés Vinícola La Trompa

VIN 2020

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

Succés Vinícola Feed Back

マリオナ・ヴェントレイ＆アルベール・カネラ
Nature

35273

VIN 2018

Succés Vinícola Feed Back

VIN 2017

呼称/ Conca de Barberà コンカ・デ・バルベラ
参考小売/

4573461669810

呼称/ Conca de Barberà コンカ・デ・バルベラ
参考小売/

3300

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土 石灰

4573461669605

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土 石灰

呼称/ Conca de Barberà コンカ・デ・バルベラ

3500

JAN/

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土 石灰

2018年は春先から降雨が続いた年でした。ワインが完成するまで
マリオナとアルベールの間で妥協点を見出すのに苦労した事から
フィードバックと名づけました。2品種を除梗し醸しプレス後発酵、古
樽で14ヶ月熟成しさらにボトル内で熟成しました。濃いガーネットに
黒果実やグローヴの香り、クリアなアタックにブラックベリーやアニ
スの風味、中盤から細やかなタンニンが美しく拡がります。

4573461669827
赤 ・ ミディアム

-

SOLD OUT

2017年の夏は記録的な高温でした。トレパットとカベルネソーヴィニ
ヨンを除梗し20日醸しプレス、ステンレスタンクで発酵後、古樽で
14ヶ月熟成しその後ボトル内で24ヶ月熟成しました。少しオレンジを
帯びたガーネット色、カシスやブルーベリーの香り、黒果実の旨味
に少しビターな風味、ほんのり収斂味を感じつつ程良い酸がバラン
スよくアフターまで導きます。

35274

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

4573461669834

スクセス・ヴィ二コラ
エル ソラー
呼称/ Conca de Barberà コンカ・デ・バルベラ
参考小売/

5000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土

赤 ・ ミディアム

トレパット100％

Nature

Succés Vinícola El Sola

VIN 2017

スクセス・ヴィ二コラ
エル メンティデー

タイプ/

トレパット50％ カベルネソーヴィニヨン50％

Nature

Succés Vinícola El Mentider

参考小売/

JAN/
タイプ/

トレパット50％ カベルネソーヴィニヨン50％

規格/ 750ml × 12

赤 ・ ミディアム

3300

規格/ 750ml × 12

ロゼ ・ 辛口

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

スクセス・ヴィ二コラ
フィードバック

Nature

スクセス・ヴィ二コラ
フィードバック

2020年は春先から夏まで降雨・晴れが繰り返されミルデュの被害を
受けた年でした。キュヴェ名は象の鼻という意味やカタルーニャ語
で 酔っぱらう という意味です。トレパットを除梗し48時間醸し後プ
レスし発酵後、グラスファイバータンクで熟成しました。鮮やかな
コーラル色、紅玉リンゴやサボンの香り、リンゴの果実にほんのりタ
ンニンからチェリーのエキス感に変化していきます。
スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

SOLD OUT

35271

トレパット100％

35272

認証/

4573461660688
オレ
・ 辛口
ンジ
CCPAE

VIN 2017

呼称/ Conca de Barberà コンカ・デ・バルベラ

2500

タイプ/

単一畑のLa Caseta-Pallisaで育つチャレッロを8月末に収穫し全房
でアンフォラで醸し、ステンレスタンクとアンフォラで発酵し、そのま
ま3ヶ月熟成、ムーンカレンダーを考慮し瓶詰めしました。透明感の
ある濃いイエローゴールド色、白い花、摘みたての若い桃や青りん
ごの香り、ボリューム感があり綺麗な酸とエキスがじわじわと拡がり
をみせます。

スクセス・ヴィ二コラ
ラ トロンパ

参考小売/

JAN/

Cartoixaカルトゥシャ（チャレッロ）100％

タラゴナのボネストレ村、100年前から続く25haの土地を所有する農
家の三代目エドゥアールがチャレッロをステンレスタンクで発酵し
オーガニック砂糖を添加しティラージュ、約8年瓶内二次発酵・熟成
しました。グリーンイエロー色、クリーミーで活力のある泡、花梨や
金木犀の密度の濃いアロマ、詰まったエキス感にほんのり溶け込
む酸味、苦味がスーッとフェイドアウトするような爽やかな泡です。

カタルーニャ

3800

750ml × 12

4573461669841
赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

トレパット100％

嘘つき という意味で、トレパットでは凝縮感ある上質の赤ワイン
が造れないという概念を覆すのが目的のキュヴェです。除梗したブ
ドウを30日醸しプレス後ステンレスタンクで発酵し古樽で9ヶ月熟成
しました。アマレットのような赤茶系カラー、カカオやカシスの香り、
しっかりとしたボリュームあるアタックに果実のエキス感、タンニン
が拡がり余韻にほんのりウッディなニュアンスが感じられます。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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日当たり良く常に日光が当たる区画であることからソラー＝ 日が
当たる という意味の区画名をそのままキュヴェ名にしました。トレ
パットを除梗し25日醸し後ステンレスタンクで発酵し木樽で14ヶ月
熟成しました。クリアなガーネット色、レッドカラントやスミレの香り、
プルーンの風味に活発なタンニン、エキスとボリューム感のある膨
らみのある味わいがアフターまでしっかり続きます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

34 SPAIN3
カタルーニャ

35395

ヴェガ･アイシャーラ

Nature

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

Vega Aixalà Ancestral Fa Sère

VIN 2020

35399

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

VIN 2018

ヴェガ･アイシャーラ
エマ ヴィラノヴァ デ プラデス

ヴェガ･アイシャーラ
アンセストラル ファ セレ
呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
参考小売/

3200

JAN/

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

4573461671103

参考小売/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

栽培/ ビオロジック

認証/

CCPAE

OUT

土壌/ llicorellaという粘板岩

カタルーニャ

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

4000

750ml × 12

JAN/

4573461665256

タイプ/
認証/

土壌/ llicorellaという粘板岩

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 石灰 泥灰土

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

Nature

Jordi Llorens Blankaforti

4573461667120

認証/

赤 ・ ミディアム
CCPAE

キュヴェ名はジョルディの住むブランカフォルト村の住人のことを指
します。4品種を除梗しステンレスタンクで醸し・発酵、アンフォラで
6ヶ月熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。ガーネット色の外観、ク
ランベリーや熟したリンゴにスパイスの香り、クリスピーなタッチに
ザクロの果実感とやや紅茶っぽいニュアンスが漂い、ジューシーな
エキスがピュアな味わいを演出します。

35457

ジョルディ・ロレンス
Nature

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

セリェール・タランナ・ポエティック

ジョルディ・ロレンス
アティケテ
呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

3300

カタルーニャ

Jordi Llorens Atikete

VIN 2019

ジョルディ・ロレンス
ブランカフォルティ

4573461672421
赤 ・ ミディアム
CCPAE

参考小売/

3900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461672438
赤 ・ ミディアム
CCPAE

SOLD OUT

土壌/ 石灰岩

土壌/ 石灰岩

カベルネソーヴィニヨン ガルナッチャ主体
シラー マカベオ パレリャーダ

カベルネソーヴィニヨン45％ ガルナッチャ45％
マカベオ10％

キュヴェ名はジョルディの住むブランカフォルト村の住人のことを指
します。カベルネソーヴィニヨンとガルナッチャを主体に5品種を醸し
後、デブルバージュし上澄みの綺麗なジュースのみをアンフォラで
9ヶ月発酵・熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。ブラウンガーネット
色、ザクロやカシスの香り、カシス系果実のアタック、甘味の中に冷
涼さがあり細かなタンニンがアフターを彩ります。
スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

Nature

特別なイベントやお祝いのためにドレスアップするという意味のキュ
ヴェ名で3品種を醸し後、デブルバージュし上澄みの綺麗なジュー
スのみをアンフォラで18ヶ月発酵・熟成しSO2無添加で瓶詰めしま
した。オレンジを帯びた濃いガーネット色、ナツメグやプルーン、ザ
クロの香り、果実味豊かでボリューム感のあるボディに優しいベ
リーのエキスがバランスよく柔らかく拡がります。

カタルーニャ

43379

メンダール

Celler Tarannà Po-ètic Trapella

アイトール・エスパニョール・ヴァレス
Nature

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

Mendall BB Blanc

VIN 2019

メンダール
BB ブラン

セリェール・タランナ・ポエティック
トラペーリャ

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
参考小売/

JAN/
タイプ/

カベルネソーヴィニヨン40％ ガルナッチャ40％
シラー10％ パレリャーダ10％

冬はよく雨が降り、夏のブドウが熟す時期はとてもドライでした。シ
ラーを除梗し14日間醸しプレス後、毎日のピジャージュと3日に1度
のルモンタージュを行いながらセメントタンクで発酵、アンフォラと木
樽で熟成しました。紫の強いブラックガーネット色、ブルーベリーや
いちごジャム、スモーキーな香りで果実味豊か、完熟した甘さと柔
らかく上品なタンニンがジューシーな仕上がりです。

参考小売/

3200

750ml × 12

CCPAE

シラー100％

VIN 2020

Nature

Jordi Llorens Blankaforti

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

栽培/ ビオロジック

VIN 2019

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

VIN 2019

ジョルディ・ロレンス
ブランカフォルティ

規格/

35073

SOLD OUT

ヴェガ･アイシャーラ
エマ シラー

参考小売/

35456

赤 ・ ミディアム
CCPAE

キュヴェ名はワイナリーと畑のある村の名前です。カリニェナとマル
セランを除梗し、セメントタンクで14日間醸し後プレス、セメントタン
クで毎日2回のピジャージュやルモンタージュを行いながら発酵・熟
成しました。しっかり濃いブラックガーネット色、カシスやザクロ、杉
や黒コショウのアロマ、ジューシーな味わいでタンニン、ミネラルの
バランスよく中程度のアフターが続きます。

35138

ジョルディ・ロレンス

Vega Aixalà Emma Syrah

VIN 2019

4573461671141

カリニェナ マルセラン

ファセレとはカタルーニャで北風を意味するスラングでこの風が畑
をミルデューなどから守ってくれます。通常はマカベオで造りますが
ミルデュー被害のためチャレッロを使用しました。濃い黄金色、泡は
細かくグラスの中で消える微発砲で柑橘の白い皮やペパーミント、
ディルの香り、細かな泡がクリーミーに感じられピールのほろ苦さ、
柑橘の心地の良い酸がアフターまで残ります。

エヴァ・ヴェガ
Nature

JAN/

タイプ/ 白微泡 ・ 辛口

チャレッロ100％

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

3400

規格/ 750ml × 12

土壌/ 粘土石灰 炭素質角礫岩 SOLD

35018

Nature

Vega Aixalà Emma Vilanova de Prades

3700

規格/ 750ml × 12
ビオディナミ

栽培/ ホメオパシー
土壌/ 粘土 石灰岩

JAN/

4573461666109

タイプ/
認証/

参考小売/

3600

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ -

認証/

SOLD OUT

土壌/ 石灰 石灰岩 堆積土

赤 ・ ミディアム

4573461663535
白 ・ 辛口

-

SOLD OUT

ガルナッチャブランカ80%
マカベオ20%

トレパット100％
いたずらっ子というキュヴェ名でトラペットとトラペーリャをかけまし
た。アンフォラで醸し、グラスファイバーで60日もしくは17日醸し、94
日と43日のマセラシオンカルボニックしたものをアッサンブラージュ
し、発酵・熟成しました。輝きある淡いパープルガーネット色、フラン
ボワーズや梅、プラムの香り、柔らかくゆったりと拡がるアタックに
穏やかな酸が溶け込みます。

乾燥した気候の19年は健康的なブドウに恵まれました。風がよく吹
くパーセルで育つ2品種を選果し一日かけて優しくプレスし、ステン
レスタンクで8ヶ月発酵・熟成しました。グリーンイエロー色、スゥィー
ティや八朔、スワリング後に麦藁や草原の香り、シャープなアタック
に青みかんのすっきりとした酸と石のようなミネラル、アフターも
シャープな出で立ちでフェードアウトしていきます。

ラウレアーノ・セレス
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

35 SPAIN4
カタルーニャ

43103

フリサック

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

Nature

Frisach La Foradada

VIN 2018

43409

スペイン／カタルーニャ

VIN 2019

フリサック
ラ フォラダダ

フリサック
ラブルネット ティント

呼称/ DO Terra Alta テラ・アルタ
参考小売/

3000

呼称/ DO Terra Alta テラ・アルタ

JAN/

規格/ 750ml × 12
栽培/ ビオロジック

4573461657947
オレ
タイプ/
・ 辛口
ンジ
認証/ CCPAE

参考小売/

SOLD OUT

土壌/ 粘土

35440

スペイン／カタルーニャ

A

Alterovinum Ciutats Garnatxa Blanca

VIN 2021

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

35490

規格/

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

スペイン／カタルーニャ

A

アルテロヴィヌム
シウタッツ ガルナッチャ ネグラ
呼称/ DO Terra Alta テラ・アルタ

4573461659590

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム
CCPAE

Alterovinum Ciutats Garnatxa Negra

VIN 2021

呼称/ DO Terra Alta テラ・アルタ

2100

4573461664198

小さな村Corbera d Ebre、タラゴナの農学部を卒業し家業のブドウ
栽培を手伝いつつメンダールのラウレアーノなどに師事し醸造スキ
ルを身につけたフランセスクが、粘土石灰で育つ2品種をプレスしセ
メントタンクで発酵・熟成しました。クリアなルージュに熟したリンゴ
やプルーンのアロマ、滑らかな口あたりに心地の良いタンニンと冷
涼感が感じられる纏まりのある仕上がりです。

アルテロヴィヌム
シウタッツ ガルナッチャ ブランカ

参考小売/

JAN/

土壌/ 粘土石灰

2008年からDOテッラ・アルタでワイン造りを始めたフランセスク、
キュヴェ名は彼が住む村のコミューン名です。ガルナッチャブランカ
をステンレスタンクで醸し後、プレスせずにフリーランジュースを発
酵・熟成しました。ゴールドイエロー色、レモンジャムやすりおろしリ
ンゴや洋梨、少しペトロール香、複雑味ある上質で滑らかな味わい
に、塩味のあるミネラルとほろ苦さがアクセントとなっています。

フランセスク・フリサック
アルテロヴィヌム

2100

規格/ 750ml × 12

ガルナッチャネグラ50％
カリニェナ50％

ガルナッチャブランカ100％

カタルーニャ

A

Frisach L'abrunet Tinto

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

CCPAE ヴィーガン

2100

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

ガルナッチャブランカ100％

ガルナッチャ100％

プリオラートやテラ・アルタで学んだウリオルがコンサルタントとして
プロデュースするシリーズでシウタッツはCityの意味です。ガルナッ
チャブランカをプレス後ステンレスタンクで発酵・熟成しました。クリ
アなグリーンがかったライトイエロー、爽快なライムやレモネードの
香り、軽快でフレッシュなアタックにミネラリーな中盤、柑橘のほろ
苦さをアクセントにスッキリとしたアフターを迎えます。

JAN/

4573461659606

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム

CCPAE ヴィーガン

プリオラートやテラ・アルタで学んだウリオルがコンサルタントとして
プロデュースするシリーズでガルナッチャをプレスし、セメントタンク
で発酵、木樽とステンレスタンクで9ヶ月熟成しました。明るいガー
ネット色、フランボワーズや摘みたてベリー、土、クローヴの香りを
感じます。やわらかいアタック、バランスよく短いアフター、デイリー
に楽しめる気楽なイメージの逸品です。

ウリオル・ペレス・トゥデラ
35441
VIN 2021

スペイン／カタルーニャ

A

Alterovinum Sine Blanc Garnatxa Blanca

35442
VIN 2021

スペイン／カタルーニャ

アルテロヴィヌム
シーネ ブラン ガルナッチャ ブランカ

規格/

4000

3000ml × 6

栽培/ ビオロジック

JAN/

認証/

呼称/ DO Terra Alta テラ・アルタ

4573461659613

タイプ/

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

CCPAE ヴィーガン

4000

栽培/ ビオロジック
土壌/ 粘土石灰

ガルナッチャブランカ100％

ガルナッチャ100％

ラテン語のフレーズ「SINE QUA NON（本質的な)」に由来し食卓に
なくてはならなかったワインを再び身近に感じて欲しいという気持ち
を込めています。クリアなライトグリーン色、ライムやグレープフ
ルーツの爽快な香りを感じます。フレッシュでライムやスウィーティ
の果実味にスッキリとした酸が溶け込み柑橘の白皮のほろ苦さが
アクセントとなっています。
スペイン／カタルーニャ

A

Cyclic Beer Farm Saison

VIN NV

4573461659620

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム
CCPAE ヴィーガン

ラテン語のフレーズ「SINE QUA NON（シーネ・クア・ノン）（本質的
な)」に由来し食卓になくてはならなかったワインを再び身近に感じ
て欲しいという気持ちを込めて命名しました。色調の濃い黒みを帯
びたガーネット色、摘みたてカシスや完熟ベリーの甘い香りを感じ
ます。バランスの良い口当たり、完熟の果実味に控えめな酸味と穏
やかなタンニンが交じり合います。

35497

スペイン／カタルーニャ

A

Cyclic Beer Farm XinoXano

VIN NV

35310

2100

JAN/

4573461673244

Cyclic Beer Farm Camaradas

VIN 2020

サイクリック・ビア・ファーム
カマラダ

呼称/ -

呼称/ -

ジョシュア＆アルベルト
Nature

スペイン／カタルーニャ 酸化防止剤無添加

サイクリック・ビア・ファーム
チャノチャノ

サイクリック・ビア・ファーム
セゾン

参考小売/

JAN/

3000ml × 6

土壌/ 粘土石灰

35496

サイクリック・ビア・ファーム

アルテロヴィヌム
シーネ ネグレ ガルナッチャ ネグラ

呼称/ DO Terra Alta テラ・アルタ
参考小売/

カタルーニャ

A

Alterovinum Sine Negre Garnatxa Negra

参考小売/

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

2300

JAN/

4573461673251

参考小売/

3000

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ ビール ・ -

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ ビール ・ -

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

栽培/ -

栽培/ -

栽培/ ビオロジック

認証/

-

認証/

土壌/ -

土壌/ -

大麦モルト、水、酵母
糖分、ホップ

大麦モルト、小麦、水
酵母、糖分、ホップ

ベルギー産有機大麦モルトを挽き1時間水に浸し麦汁を濾過し湯に
かけそこにホップ（独産ペール、独産ハラータウトラディション）を入
れ90分煮ます。その麦汁を30度まで冷まし、発酵槽へ移し、自家製
酵母を添加し10〜15日間発酵、5〜10度まで温度を下げ冷やし、樽
や瓶に詰めて2週間冷蔵貯蔵します。

粘土石灰

在庫1ケース

穀物を挽き1時間水に浸し麦汁を濾過し湯にかけ煮て、その麦汁を
35度まで冷まし発酵槽へ移し、自家製酵母と乳酸菌を入れ10〜15
日間発酵、そこに乾燥ホップを入れ3日間冷やし、5〜10度まで温度
を下げ樽や瓶に詰めて2週間冷蔵貯蔵します。白濁したグリーンイ
エロー色、クリーミーな泡、華やかでホップ由来の香り、レモンピー
ルの爽快さにレモネードの酸味とほろ苦さを感じます。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

35

認証/

4573461670748
赤 ・ ミディアム
-

土壌/
スモイ ウイ・ダ・リェブレ（テンプラニーリョ）
パレリャーダ

カタルーニャの買いブドウで造った赤ワインで、全房のスモイとウ
イ・ダ・リェブレは足でピジャージュし、そこにパレリャーダの果汁を
混ぜ3週間発酵させプレス後、熟成しました。ややオレンジを帯びた
淡いルージュにレッドカラントやザクロ、チェリーのアロマ、山ぶどう
やワイルドベリーの瑞々しい果実味に細やかに拡がるタンニン、夏
向きのイージードリンクタイプであります。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

36 SPAIN5
アラゴン

ボデガ・アラゴネサス

34681

スペイン／アラゴン

A

ムルシア

ラ デル テッレーノ

Bodegas Aragonesas Aragus

VIN 2018

ボデガ・アラゴネサス
アラグス
呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
参考小売/

1500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461659637
赤 ・ ミディアム
CAAE

SOLD OUT

土壌/ 石灰岩
ガルナッチャ100％

500万年前に形成された氷河由来の堆積物が見られるカンポ・デ・
ボルハはラ・リオハの南部で、コーペラティブを前身に1984年に設
立したドメーヌです。ガルナッチャを14日間醸し、ステンレスタンクで
28日間発酵、そのまま10ヶ月間熟成しました。透明感あるガーネッ
ト色、白胡椒やブルーベリーの香り、摘みたてベリーの若い酸と控
えめな果実に引きの良い後口、コスパの高い逸品です。

フリア・カサド・マルコ
43209

スペイン／ムルシア

VIN 2018

La Del Terreno La Del Terreno

マドリッド

ボディガ・マラニョネス

43151

スペイン／マドリッド

VIN 2017

Bodega Marañones Marañones

ラ デル テッレーノ
ラ デル テッレーノ

ボディガ・マラニョネス
マラニョネス

呼称/ DO Bullasブーリャス
参考小売/
規格/

3200

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

JAN/

呼称/ DO Vinos de Madrid ヴィノス・デ・マドリッド
4573461659699

タイプ/
認証/

土壌/ ローム 花崗岩

参考小売/

赤 ・ フルボディ

規格/

3600

JAN/

750ml × 12

ECO VINEYARD

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ 片麻岩にシストを含む

モナストレル95％ アイレン、マカベオ5％

4573461658869

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

ガルナッチャ100%

地場品種モナストレルがla del terreno（この土地のもの）と地元民
に認識されているためキュヴェ名に冠しました。開放桶で醸し後フ
リーランジュースをセメントタンクで発酵、マロラクティック発酵後、
5ヶ月熟成しました。淡い色調のパープルガーネット、フランボワー
ズやブラックチェリー、ワイルドな香り、柔らかいアタックに上品な口
あたりが拡がり、スモモの渋みと甘みが混在しています。

標高750〜850mの片麻岩・シスト土壌で育ったガルナッチャを全房
で低温で醸し後、木樽で発酵し500Lの木樽とフードルで12ヶ月熟成
しました。わずかに朱色のあるルビー色、ザクロやナッツ、フランボ
ワーズの香り、柔らかく上品な酸味に穏やかなタンニンが溶け込ん
でいて全体に丸みもあり、角の取れた美味しさと滑らかなボ
ディー、余韻が長くフランボワーズの香りが残ります。

フェルナンド・ガルシア
43503

スペイン／マドリッド

43148

スペイン／マドリッド

VIN 2018

Bodega Marañones Labros

VIN 2017

Bodega Marañones Labros

ボディガ・マラニョネス
ラブロス

4300

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

呼称/ DO Vinos de Madrid ヴィノス・デ・マドリッド

4573461666246

参考小売/

赤 ・ ミディアム
-

4300

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ 小石混じりの砂利

土壌/ 小石混じりの砂利

ガルナッチャ100%

ガルナッチャ100%

標高650mの単一畑で小石混じりの砂利土壌に植わる平均樹齢70
年のガルナッチャを全房で低温で醸し、開放桶で発酵後フレンチ
オークで12ヶ月熟成しました。朱色の入ったルビー色、ブラックチェ
リーやフランボワーズ、プルーン、ローリエの香りを感じます。キュッ
と締まった酸に穏やかなタンニン、酸味もありながらしっかりとした
味わいで長いアフターを楽しめます。

ボデガ・シンコ・レグアス

ボディガ・マラニョネス
ラブロス

呼称/ DO Vinos de Madrid ヴィノス・デ・マドリッド
参考小売/

マドリッド

4573461658838
赤 ・ ミディアム
-

標高650mの単一畑で小石混じりの平均樹齢70年のガルナッチャを
全房で低温で醸し、開放桶で発酵後、フレンチオークで12ヶ月熟成
しました。黒色の入った薄いガーネット色、グロゼイユやブラック
チェリー、ザクロ、湿った森の土の香り、複雑味がありしっかりと活
力のあるタンニンと収斂性のあるコクの旨味、味わいの構成がしっ
かりとした骨格の良さが感じられます。

マルク・イサール
35452

スペイン／マドリッド

34738

スペイン／マドリッド

35451

スペイン／マドリッド

VIN 2019

Bodegas Cinco Leguas La Maldición Malvar en Bota

VIN 2019

Bodegas Cinco Leguas La Maldición Valdilecha

VIN 2019

Bodegas Cinco Leguas Rompecepas Tinto Fino

ボデガ・シンコ・レグアス
ラ マルディシオン マルヴァール エン ボタ
呼称/ DO Vinos de Madrid ヴィノス・デ・マドリッド

3200

4573461672377
オレ
・ 辛口
規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
ンジ
認証/ 栽培/ ビオロジック

参考小売/

土壌/ 粘土石灰

JAN/

SOLD OUT

マルヴァール100％
2019年は暑くて乾燥した年でした。粘土石灰土壌で育つマルヴァー
ルを除梗し10日間醸し後プレスしステンレスタンクで発酵後、BOTA
というシェリー樽へ移し発酵・熟成しました。透明感のある濃い琥珀
ゴールド、金木犀や黄桃、カリンジャムの香り、上品に柔らかく拡が
るアタックに酸化熟成のニュアンスのある果実感で厚みもあり、ア
フターの苦みがアクセントとなります。

ボデガ・シンコ・レグアス
ラ マルディシオン ヴァルディレチャ
呼称/ DO Vinos de Madrid ヴィノス・デ・マドリッド
参考小売/

1800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

4573461660695
赤 ・ ミディアム
-

ボデガ・シンコ・レグアス
ロンペセパス ティントフィノ
呼称/ DO Vinos de Madrid ヴィノス・デ・マドリッド
参考小売/

2900

JAN/

4573461672360

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオロジック

認証/

赤 ・ ミディアム
-

土壌/ 粘土石灰

土壌/ 粘土石灰

テンプラニーリョ マルヴァール

ティントフィノ（テンプラニーリョ）100％

天才醸造家マルク・イサールの新プロジェクトです。過去15年で最
も暑く乾燥した2019年、標高700m以上の石灰質の石に覆われた畑
で育つテンプラニーリョとマルヴァールをセメントタンクで発酵・熟成
しました。詰まったパープルブラック色から、ザクロや小豆の香り、
ジューシーなアタックに高めの酸と多めのタンニンがバランス良く溶
け込み、カジュアルにお楽しみいただけます。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

36

キュヴェ名は天才醸造家マルク・イサールの地元マドリッドとチン
チョンを繋いでいた電車の名前で走行中に電車を下車しブドウ畑の
ブドウをつまみ食いし電車に再び戻る程ゆっくり走る電車でした。
ティントフィノ（テンプラニーリョ）を醸し・発酵、古樽で発酵・熟成しま
した。濃いガーネット色、ブルーベリーやフランボワーズ、木材の香
り、強いアタックにコクが拡がる心地良い仕上がりです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

37 SPAIN6
カスティーリャ・イ・レオン ルベン・ディアス

35276

スペイン／カスティーリャ・イ・レオン

35277

スペイン／カスティーリャ・イ・レオン

VIN 2020

Ruben Diaz DORE & +

VIN 2019

Ruben Diaz La Escalera
ルベン・ディアス
ラ エスカレラ

ルベン・ディアス
ドレー アンド プラス

呼称/ DO Cebreros セブレロス

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
参考小売/

2800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 花崗岩

4573461669865

参考小売/

-

栽培/ ビオロジック

認証/

在庫12ケース

土壌/ 花崗岩

35267

スペイン／ガリシア

35268

スペイン／ガリシア

Alberto Nanclares Dandelión

VIN 2020

Alberto Nanclares Tempus Vivendi

参考小売/
規格/

3000

JAN/

750ml × 6×2

栽培/ -

アルベルト・ナンクラレス
テンプス ヴィヴェンディ

認証/

呼称/ D.O. Rías Baixas リアス・バイシャス

4573461670311

タイプ/

土壌/ 花崗岩 砂質

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

SOLD OUT

土壌/ 花崗岩 砂質

スペイン／ガリシア

35143

Adega Entre Os Ríos Komokabras Espumoso

VIN 2020

SOLD OUT

スペイン／ガリシア

アデガ・エントレ・オス・リオス
サラス
Vino de la Tierra de Barbanza e Iria

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
JAN/

呼称/ ヴィノ・デ・ラ・ティエラ・デ・バルバンサ・エ・イリア
JAN/ 4573461667342
参考小売/ 2600

4573461666765

規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ -

認証/

SOLD OUT

土壌/ 花崗岩 シスト

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ 白微泡 ・ 辛口
認証/

土壌/ 花崗岩 頁岩（泥板岩）

A

Adega Entre Os Ríos Saras

アデガ・エントレ・オス・リオス
コモカブラス エスプモッソ

アルバリーニョ100％

白 ・ 辛口
-

アルバリーニョ100％

スペイン・ガリシア、コモカブラスとはスペイン語でクレイジーな振る
舞いを指します。泥板岩のアルバリーリョをプレスし、ステンレスタ
ンクで発酵後ティラージュし15ヶ月瓶内発酵・熟成、21年1月にデゴ
ルジュマンしました。濁りあるライトイエロー、レモングラス、フジリン
ゴ、スダチの香り、ほんのり泡を感じるやさしい口あたりにトマトやカ
イエンペッパーの味わい、塩味が全体をタイトにまとめます。

ホセ・クルサット
イリア・オテロ・マソイ

白 ・ 辛口
-

生存時間や寿命を意味したキュヴェ名でリアス・バイシャスの砂化
した花崗岩・砂質土壌で育つアルバリーニョをプレスし、ステンレス
タンクで発酵、マロラクティック発酵を避けたいのでSO2添加で人為
的に発酵を止め熟成しました。クリアなグリーンの色調、ハッサクや
スィーティの香り、熟した柑橘の甘さと酸が心地よく、緑豊かな草原
を思わせるスッキリ感と植物香がアフターに残ります。

35115

栽培/ -

4573461670328

タイプ/

アルバリーニョ100％

VIN 2019

3500

JAN/

認証/

栽培/ -

ヴァル・ド・サルネスでワイン造りを行うアルベルト、6月にミル
デューに見舞われた後、暑い夏が続き9月2日に収穫したアルバ
リーニョをプレス後、ステンレスタンクで発酵しSO2添加で人為的に
発酵を止め熟成しました。クリアな輝きのあるイエローに伊予柑や
完熟みかん、金木犀の香り、グレープフルーツピールの酸とほろ苦
さをアクセントに口中に豊かなミネラル感が膨らみます。

参考小売/

3300

750ml × 6×2

-

アルバリーニョ100％

ガリシア

在庫2ケース

VIN 2020

呼称/ D.O. Rías Baixas リアス・バイシャス

アルベルト・ナンクラレス
アデガ・エントレ・オス・リオス

赤 ・ ミディアム
-

キュヴェ名は梯子、階段の意味です。19 年は直近20年で最も気温
が高く乾燥した年で、ガルナッチャを除梗しプレスし発酵、20hlの
フードル・500Lと225Lの古樽で熟成しました。ブラックガーネット色、
ブラックチェリーやカシスのアロマにヒノキや麦、湿った土やゴボウ
の香りも感じられます。口中バランスよく、とがりなくスムーズな味
わいに酸とミネラルが溶け込んだ味わいで中程度の余韻です。

アルベルト・ナンクラレス
ダンデリオン

ガリシア

4573461669872

ガルナッチャ100％

鳥がブドウを好んで食べるので年間400本程の生産量の年もありま
す。農家の収入が少ない時代の救世主としてもてはやされた生育
サイクルが早いシャスラを主体とし、ステンレスタンクで発酵・熟成
しました。グリーンイエローの外観、グレープフルーツやカリン、フ
レッシュミントの香り、アタック軽やかで爽やかな味わいはスッキリ
とした酸味にグレープフルーツのジューシーさを感じます。

ルベン・ディアス
アルベルト・ナンクラレス

JAN/
タイプ/

シャスラ35% チェルバ25%
ハエン10%パロミノ10%その他20%

ガリシア

2900

規格/ 750ml × 12

白 ・ 辛口

ヴィーニョ・ダ・テーラ・ド・バルバンサ・エ・イリアという沿岸部から車
で10分ほど内陸に位置する山に囲まれた緑深い独特な気候の花
崗岩やシスト土壌で育ったアルバリーニョをプレスしステンレスタン
クで18ヶ月発酵・熟成しました。濃いイエローカラー、メロンや黄リン
ゴ、ジューシーなブドウの香り、たっぷりとした果実の甘さとほろ苦
さ、口中にリンゴの香りが拡がり、ドライで短めの余韻です。

35459

スペイン／ガリシア

35460

スペイン／ガリシア

VIN 2021

Iria Otero Mazoy Sal Albarino

VIN 2021

Iria Otero Mazoy Mica Godello

イリア・オテロ・マソイ
サル アルバリーニョ
呼称/ D.O.Rías Baixas リアス・バイシャス
参考小売/

2800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

土壌/ 花崗岩 砂

4573461672452

呼称/ D.O.Valdeorras ヴァルデオラス
参考小売/

2800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ -

認証/

在庫10ケース

土壌/ 花崗岩 スレート シスト

白 ・ 辛口

アルバリーニョ100％
ガリシアから初紹介の女性醸造家イリア・オテロ・マソイが買いブド
ウで造るキュヴェでアルバニーリョを除梗しステンレスタンクで醸し
後プレス、ステンレスタンクで発酵・熟成しました。21年は夏の熱さ
と太陽が特徴でした。透明感のあるグリーンイエロー色、ライム、
ハッカ、草花の香り、心地よく口あたりシャープで森林浴のような涼
しいイメージでスダチのスッキリとした酸味が感じられます。

イリア・オテロ・マソイ
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

37

イリア・オテロ・マソイ
ミカ ゴデーリョ

4573461672469
白 ・ 辛口
-

ゴデーリョ100％
信頼できるブドウ農家からの買いブドウをヴァルデオラスのボデガ
を間借りして醸造しています。ゴデーリョを除梗しステンレスタンク
で醸しプレス、ステンレスタンクで発酵・熟成しました。クリアなグ
リーンイエロー色、黄リンゴやライム、スウィーティ、ペパーミントの
香り、拡がる甘味と酸味に完熟みかんを食べたような甘酸っぱさが
アクセントとなっていて温度が上がるとボリュームも増す良品です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

38 SPAIN7
ガリシア

アウガレヴァーダ

43329

スペイン／ガリシア

VIN 2017

Augalevada Ollos de Roque

43546

スペイン／ガリシア

VIN 2019

Augalevada Mercenario Tinto

アウガレヴァーダ
オロスデロケ

アウガレヴァーダ
メルセナリオ ティント

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
参考小売/

3900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

4573461662347

参考小売/

白 ・ 辛口
-

SOLD OUT

土壌/ 花崗岩

タイプ/

栽培/ -

認証/

43159

スペイン／ガリシア

43153

Fazenda Prádio Rosado

VIN 2018

スペイン／ガリシア

規格/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 花崗岩 スレート シスト

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ

4573461658210

タイプ/

A

ファゼンダ・プラディオ
メンシア ティント

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
JAN/

SOLD OUT

Fazenda Prádio Mencia Tinto

ファゼンダ・プラディオ
ロサード

2900

赤 ・ ミディアム
-

元スペインサッカー三部リーグ選手イアゴがガリシアで始めたワイ
ナリーでメルセナリオは直訳すると「傭兵」で買いブドウを意味しま
す。19年は冷涼で高湿度な春先に、夏から収穫の頃は高温という
安定した年で5品種をスミマセラシオンカルボニックし発酵、木樽と
アンフォラで熟成しました。ルビー色、いちごやブルーベリーの香
り、滑らかな口あたりにピュアでジューシーな味わいが光ります。

VIN 2018

参考小売/

4573461666925

カイーニョ・ロンゴ ブランセリャオ エスパデイロ
ソウソン Caiño de Terra

全て自社ブドウのキュヴェでイアゴの個性を最も表現している「ロケ
の瞳（ロケは息子の名前）」というキュヴェ名です。花崗岩の畑に混
植する3品種をプレスし木樽とアンフォラで3週間発酵し10ヶ月熟成
しました。輝くイエローゴールド色、クロワッサンやハニーバターの
濃厚な香り、果実の厚み感じる口あたりにシャープな酸と上品な味
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。

イアゴ・ガリード
ファゼンダ・プラディオ

JAN/

土壌/ 花崗岩 シスト

トレイシャドゥーラ60% アグデロ25％
ラド15％

ガリシア

3300

規格/ 750ml × 12

参考小売/

ロゼ ・ 辛口

規格/

2800

JAN/

750ml × 12

-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 花崗岩

メンシア100％

4573461658883

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム
在庫4ケース

メンシア100％

スペイン・ガリシア、元スペインサッカー二部リーグで活躍したシャ
ビエルが花崗岩・スレート・シストで育つメンシアをプレスし、古樽で
7〜8日発酵しマロラクティック発酵、そのまま10ヶ月熟成しました。
夕日のようなうすいピンクの色調から、オレンジピールやさくらんぼ
の香りを感じます。バランス良く上品な味わいにスッキリとしたエキ
スが立ち、アフターは短めです。

元スペインサッカー2部リーグの選手だったシャビエルは02年に祖
父の代から続く農薬不使用の畑を受け継ぎました。花崗岩土壌で
育つメンシアを除梗後7日間醸し、古樽で10ヶ月発酵・熟成しまし
た。紫ルビー色、クランベリーやフランボワーズ、梅の香り、上品で
綺麗な酸に穏やかなタンニンが上品で、ミルキーなニュアンスも感
じられるしっとりとした味わいです。

シャヴィエル・セオアネ
リベラ・デル・ドゥエロ ゴヨ・ガルシア・ヴィアデロ

35402

Nature

スペイン／リベラ・デル・ドゥエロ

Goyo Garcia Viadero Finca Guigarrales

VIN 2019

35401
VIN 2019

ゴヨ・ガルシア・ヴィアデロ
フィンカ ギハラレス

ゴヨ・ガルシア・ヴィアデロ
フィンカ ロス ケマド

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
参考小売/

4200

JAN/

栽培/ ビオロジック
土壌/ 赤砂 小石

認証/

呼称/ D.O. Ribera del Dueroリベラ・デル・ドゥエロ

4573461671172

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

参考小売/

VIN 2016

ゴヨ・ガルシア・ヴィアデロ
Nature

栽培/ ビオロジック

在庫11ケース

土壌/ 赤砂 小石

リオハ

マクロバート＆カナルス

42820

スペイン／リオハ

VIN 2016

MacRobert & Canals Lanave Tinto

栽培/ ビオロジック
土壌/ 赤砂質 石灰岩

認証/

呼称/ DOCa Rioja リオハ

4573461665294

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

赤 ・ フルボディ
-

マクロバート＆カナルス
ラナヴェ ティント

呼称/ D.O. Ribera del Dueroリベラ・デル・ドゥエロ
JAN/

認証/

区画ケマドは赤砂と小石の土壌でテンプラニーリョを除梗しスミマセ
ラシオンカルボニック後、ステンレスタンクで発酵し225Lの古樽で熟
成しました。しっかり濃い黒色ガーネット色、黒コショウやカシスジャ
ム、ブラックチェリーの香り、骨太のタンニンで凝縮した味わいのア
タック、赤果実の力強い味と収斂性がしっかり感じられ濃い果実味
がアフターまで続きます。

ゴヨ・ガルシア・ヴィアデロ
フィンカ ヴァルデオモス

5500

4573461671165

テンプラニーリョ100％

Goyo Garcia Viadero Finca Valdeolmos

参考小売/

JAN/

-

スペイン・リベラデルドゥエロ、標高約900mの赤砂で育つグラシ
アーノを10月に収穫し除梗後10〜15日スミマセラシオンカルボニッ
クし発酵、225Lの古樽で熟成し22年4月に瓶詰めしました。粘性の
ある濃い黒ガーネット色、黒胡椒やカシスジャム、ブラックチェリー
の香りを感じます。骨太のタンニンがしっかりした味を表現し、赤果
実のピールの力強い果実味が引き立ちます。
スペイン／リベラ・デル・ドゥエロ 酸化防止剤無添加

4400

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

赤 ・ フルボディ

グラシアーノ100%

35022

Nature

スペイン／リベラ・デル・ドゥエロ

Goyo Garcia Viadero Finca Los Quemados

参考小売/

赤 ・ フルボディ

1900

規格/ 750ml × 12

-

-

SOLD OUT

石灰 砂岩

テンプラニーリョ95％
アルビーリョ5％

JAN/
タイプ/

4573461653543
赤 ・ ミディアム

認証/栽培/
土壌/

SOLD OUT

ガルナッチャ50％
テンプラニーリョ50％

ボデガから18km離れた赤砂質・石灰岩土壌の畑はゴヨ曰く最もエ
レガントなキュヴェに仕上がります。混植するテンプラニーリョとア
ルビーリョを除梗し10〜15日の醸し後、20〜30日発酵し、8〜10年
落ちボルドー樽で36ヶ月熟成しました。黒味がかった深いガーネッ
ト色、ベリーやカシス、フランボワーズジャムの香り、ボリュームの
あるアタックに酸味と渋味がうまく溶け込みます。

南アフリカで生まれ育ったブライアンが妻とリオハに設立、ラナヴェ
は大海原へ航海用の「船」の意です。天候に恵まれた2016年、醸し
後プレスしステンレスタンクで発酵、木樽とセメントタンクで8ヶ月熟
成しアッサンブラージュしました。深いブラックレッドの外観から、カ
シスやバニラアイスの香り、上品な酸味のアタックに豊かなミネラ
ル、ボリュームのある逸品です。

ブライアン・マクロバート
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

39 SPAIN8 ＆ ITALIA1
リオハ＆アルランサ オリヴィエ・リヴィエール

43185

スペイン／リオハ

A

Olivier Riviere Rayos Uva

VIN 2018

43496

スペイン／リオハ

VIN 2019

オリヴィエ・リヴィエール
ライヨス ウヴァ

オリヴィエ・リヴィエール
ライヨス ウヴァ

呼称/ DOCa Rioja リオハ
参考小売/

2500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ DOCa Rioja リオハ
4573461659651

参考小売/

赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

土壌/ 丸石 泥土 砂

A

Olivier Riviere Rayos Uva

2500

JAN/

4573461666178

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 丸石 泥土 砂

ガルナッチャ45％ グラシアーノ30％
テンプラニーリョ25％

赤 ・ ミディアム
-

ガルナッチャ40％ テンプラニーリョ40％
グラシアーノ20％

オリヴィエのネゴスシリーズ、標高450m、丸石と泥土を含む砂質土
壌で育つガルナッチャ、グラシアーノ、テンプラニーリョをステンレス
タンクとフードルで10ヶ月発酵・シュールリー熟成しました。黒みを
帯びたガーネットの外観から、フレッシュイチゴや摘みたてカシスの
香り、やさしく拡がる果実感にフレッシュな酸、バランス良く、ほのか
な渋みがアフターに残るミディアムに仕上がっています。

19年は暑く乾燥した年で収量にも恵まれ、ここ10年で最も素晴らし
いミレジムです。ガルナッチャ、テンプラニーリョ、グラシアーノをス
テンレスタンクのみで10ヶ月発酵・熟成しました。濃い紫ガーネット
色、しっかりとした粘性、プルーンやカシス、火打石、香ばしいス
モークのアロマ、果実味豊かでジャミーなニュアンスとミディアムフ
ルなタンニンと渋味、アフターにはカシス香が漂います。

オリヴィエ・リヴィエール
42809

スペイン／アルランサ

43187

スペイン／リオハ

41961

スペイン／リオハ

VIN 2017

Olivier Riviere La Vallada

VIN 2017

Olivier Riviere Trotamundos Granit

VIN 2013

Olivier Riviere Ganko

オリヴィエ・リヴィエール
ラ ヴァリャーダ

オリヴィエ・リヴィエール
トロタムンドス グラニット

呼称/ DO Arlanza アルランサ
参考小売/
規格/

3000

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

JAN/

呼称/ Vino de Mesa ヴィノ・デ・メサ
4573461653437

タイプ/
認証/

土壌/ 砂礫

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

4500

JAN/

750ml × 6×2

-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 花崗岩

テンプラニーリョ100％

タイプ/
認証/

呼称/ DOCa Rioja リオハ

4573461659675

規格/

在庫8本

42806

スペイン／アルランサ

41968

スペイン／リオハ

Olivier Riviere El Cadastro

VIN 2013

Olivier Riviere Eusebio

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 砂利

4571455198773

タイプ/
認証/

赤 ・ フルボディ
-

ガルナッチャ50％ マスエロ（カリニャン）50％
オリヴィエのネゴスシリーズ、収穫時とても寒く雨が降りましたが暑
くて乾燥したミレジムです。カルデナスの標高550〜600m、粘土石
灰・砂質土壌に植わる樹齢50〜80年のブドウをステンレスタンクで
発酵し600Lの大樽で24ヶ月熟成しました。黒いガーネット色、きの
こや枯葉、カシスの熟成香、程良い酸味とこなれたタンニンの上品
な味わい、見事にバランスのとれたアフターです。

バジリカータ州 カンティーネ・マドンナ・デレ・グラッツィエ

オリヴィエ・リヴィエール
エウゼビオ

呼称/ DO Arlanza アルランサ
JAN/

JAN/

土壌/ 砂岩 粘土石灰 砂 粘土

トロタモンドスは「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の大樽で24ヶ月熟成しました。淡い
ガーネット色、ストロベリーやフランボワーズの甘い香り、フレッシュ
な酸を伴う滑らかなアタック、スムースなタンニンと赤果実の凝縮
感、すっきりした上品なアフターが心地よいです。

オリヴィエ・リヴィエール
エル カダストロ

5000

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

-

VIN 2016

5000

参考小売/

赤 ・ フルボディ

マンドン40％ トウリガフランカ30％ ブルニャル30％

オリヴィエが1erクリュと同じ価値があると考えるDO Arlanzaの
Covarrubias村のテンプラニーリョを丁寧に除梗し醸し後、新樽で
12ヶ月発酵・熟成しました。やや憂いを含むブラックレッドの外観か
ら甘いカシスやフランボワーズの香り、豊かなタンニン、高めの酸
が溶けこんだ滑らかなテクスチャーに穏やかな余韻が程良く続く、
ボリューム感のある逸品です。

参考小売/

オリヴィエ・リヴィエール
ガンコ

呼称/ DOCa Rioja リオハ
参考小売/

4573461653406

8000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

赤 ・ フルボディ

テンプラニーリョ95％ ガルナッチャ5％
土地台帳という意味のキュヴェ名でアルランサ・コバルビアスの高
標高、砂利土壌の高樹齢テンプラニーリョとガルナッチャを50%除梗
しステンレスタンクで発酵、600Lの木樽で24ヶ月熟成しアッサンブ
ラージュしました。粘性豊かなパープルブラック、カシスやバニラの
香り、ピュアなアタックに細かいタンニン、長い余韻とエレガントなテ
クスチャー、全てにおいてグランヴァンの風格が漂います。

4571455198841
赤 ・ フルボディ
-

SOLD OUT

テンプラニーリョ100％
区画名「エウゼビオ」をキュヴェ名に冠しました。標高500メートルの
粘土石灰で育つテンプラニーリョを木樽で15日の醸し後、18ヶ月熟
成しました。濃い赤紫の色調から完熟したカシスやブラックチェ
リー、ビターチョコの香りを感じます。まとまりのあるふくよかな果実
にピュアな酸が溶け合い、余韻の輪郭を浮き彫りにする美しいタン
ニンが滑らかに寄り添った上質な味わいの逸品です。

パオロ・ラトラーカ
43368

イタリア／バジリカータ

43750

VIN 2019

Cantine Madonna Delle Grazie Sagaris Rose

VIN 2018

カンティーネ・マドンナ・デレ・グラッツィエ
サガリス ロゼ
IGT Aglianico del Vulture

呼称/ アリアニコ・デル・ヴルトゥーレ
JAN/ 4573461663320
参考小売/ 2200
規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 粘土石灰

イタリア／バジリカータ

Cantine Madonna Delle Grazie Messer Oto
カンティーネ・マドンナ・デレ・グラッツィエ
メッセール オト
DOC Aglianico del Vulture

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 小石を含む粘土石灰

アリアニコ100％
ザガリスとはアッピア街道のVenosaの路上で発見されたラテン語
の碑文の一つで解放された奴隷について言及しています。二区画
のアリアニコを除梗しプレス後、8時間醸しステンレスタンクで低温
発酵、バトナ―ジュを加えながら熟成しました。鮮やかなサーモン
の色調、やや粘性があり、ハーブのニュアンスと高めのアルコール
感、控えめな酸と輪郭のしっかりとした味わいが印象的です。

43366
VIN 2015

イタリア／バジリカータ

Cantine Madonna Delle Grazie Bauccio
カンティーネ・マドンナ・デレ・グラッツィエ
バウチョ

呼称/ アリアニコ・デル・ヴルトゥーレ
参考小売/ 2200
JAN/ 4573461671363

ビオアグリチェルト

ロゼ ・ 辛口

A

DOC Aglianico del Vulture

呼称/ アリアニコ・デル・ヴルトゥーレ
JAN/ 4573461663306
参考小売/ 3800

赤 ・ ミディアム

規格/ 750ml × 12

タイプ/

ビオアグリチェルト

栽培/ ビオロジック

認証/

★

アリアニコ100％

赤 ・ フルボディ
ビオアグリチェルト

土壌/ 粘土
アリアニコ100％

イタリア南部の丘陵地で自然農法を実践するカンティーネ・マドン
ナ、粘土石灰で育つアリアニコをステンレスタンクで醸し発酵後、8
ヶ月シュールリー熟成しました。明るいルビー色、赤果実の香りや
茎枝、果皮のニュアンス、口に含むと舌に乗るジューシー感と、そ
の後の骨格を造る苦味が味わいの幅を広げ、果実由来の甘味にド
ライさと苦みが交じり合い少しアダルトな印象を与えてくれます。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

39

収穫した日にセラー外のステンレスタンクで一晩醸し、翌朝プレスし
ステンレスタンクで発酵、澱から一度ワインだけを取り出しステンレ
スタンクへ戻しマロラクティック発酵、新樽を含む500Lの木樽で12
ヶ月熟成しました。粘性のあるブラックガーネットの外観から、フラ
ンボワーズジャムや焚き火のアロマ、しっかりとしたアタックに円熟
したニュアンスが拡がるフルボディです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

40 ITALIA2
35235

アブルッツォ州 ファビュラス

イタリア／アブルッツォ 酸化防止剤無添加

Nature

A

Fabulas Spumante Pecorino

VIN 2021

35304
VIN 2021

ファビュラス
スプマンテ ピノグリージョ
呼称/ Vino Spumante ヴィーノ・スプマンテ

呼称/ Vino Spumante ヴィーノ・スプマンテ

2300

JAN/

規格/ 750ml × 12
栽培/

ビオロジック
ビオディナミ

8053839490476

タイプ/
認証/

参考小売/

白泡 ・ 辛口

35364

イタリア／アブルッツォ

A

Fabulas Fabulas Malvasia

土壌/ 粘土石灰

ペコリーノ100％

ピノグリージョ100％

35351

イタリア／アブルッツォ

規格/

栽培/ ビオディナミ
土壌/ 石灰

35445

白 ・ 辛口

750ml × 6×2

規格/

デメテール

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT ★

土壌/

マルヴァジア85% その他15%

アブルッツォ州 ルナーリア

・

栽培/ ビオディナミ

35266

イタリア／アブルッツォ

VIN 2021

Lunaria Malvasia

A

× 6

栽培/ ビオディナミ

★

35349

イタリア／アブルッツォ

呼称/ IGT Terre di Chietiテッレ・ディ・キエーティ
参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

デメテール ヴィーガン

イタリア／アブルッツォ

A

Lunaria Cerasuolo d'Abruzzo

VIN 2021

DOC Cerasuolo d'Abruzzo
チェラスオーロ・ダブルッツォ
JAN/ 4571455205396
参考小売/ 4500

規格/

3000ml

× 6

栽培/ ビオディナミ

栽培/ ビオディナミ

JAN/

認証/

ピノグリージョ85% その他15%

35350

イタリア／アブルッツォ

A

Lunaria Montepulciano d'Abruzzo

VIN 2020

ルナーリア
モンテプルチアーノ・ダブルッツォ
DOC Montepulciano d'Abruzzo
モンテプルチアーノ・ダブルッツォ
参考小売/ 4500
JAN/ 4571455203972

呼称/

ロゼ
辛口
（薄赤） ・

規格/

認証/

デメテール ヴィーガン

栽培/ ビオディナミ

3000ml

× 6

土壌/ 石灰 石

土壌/ 石灰 石

モンテプルチアーノ100％

モンテプルチアーノ100％

タイプ/
認証/

赤 ・ フルボディ
デメテール ヴィーガン

イタリア・アブルッツォ州で30年前よりビオで栽培を行う協同組合が
05年よりビオディナミ農法で育ったモンテプルチアーノをステンレス
タンクで15日間発酵後、24ヶ月熟成しました。深く黒味を帯びた赤
紫の外観から、ブルーベリーやカシスジャム、ヨーグルトの香りを感
じます。濃厚でボリュームある果実味が溢れ、タニックでナチュラル
なフルボディをお求めの方にお勧めいたします。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

40

4571455203965

タイプ/ オレンジ

マルヴァジア85% その他15%

タイプ/

イタリア・アブルッツォ州で30年前よりビオで栽培を行う協同組合が
05年よりビオディナミ農法で育てたモンテプルチアーノをステンレス
で8時間醸し、30日間発酵、4ヶ月熟成しました。クリアなアセロラカ
ラー、Cerasa（伊語＝さくらんぼ）を由来としたワイン名のごとく、
チェリーやあんずの香りが拡がり、薄旨の味わいはシャープな酸が
骨格を成し美しきアフターへと流れます。

× 6

土壌/ 石灰 石

ルナーリア
チェラスオーロ・ダブルッツォ
呼称/

4500

3000ml

土壌/ 石灰 石

イタリア・アブルッツォ州で30年前よりビオで栽培を行う協同組合が
05年よりビオディナミ農法で育てたマルヴァジアを主体にステンレ
スで30日間発酵、3ヶ月熟成しました。淡いイエローの外観から青り
んごや桃、ゼラニウムや花の蜜の芳香性の高いアロマを感じます。
クリアではありますが熟した果実と上品な酸が交じり合うボリュー
ムあるワインでミネラルの存在が華を添えてくれます。

35363

A

Lunaria Pinot Grigio
ルナーリア
ピノグリージョ

4571455203958

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム
デメテール

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内にあるビオディナミ農
法でブドウ栽培を行うワイナリー、フランス軍の前に突如現れた年
配の紳士が、樫の木を火柱に変え兵士を蹴散らしたという物語の
一幕をラベルに起用しました。モンテプルチアーノを主体にフードル
で発酵後、アンフォラと木樽で熟成しました。カシス色の外観、プ
ルーンの香り、冷涼感と優しいタンニンが好印象の逸品です。

VIN 2021

呼称/ IGT Terre di Chietiテッレ・ディ・キエーティ

3000ml

認証/

土壌/ 石灰

ルナーリア
マルヴァジア

規格/

A

モンテプルチアーノ85% その他15%

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内にあるビオディナミ農
法を行うワイナリー、19世紀後半に母から娘や義娘に受け継がれ
た月形イヤリング「sciacquajje」をラベルに施しました。ピノグリー
ジョを主体にフードルで発酵後、アンフォラと木樽で熟成しました。
ルビー色の外観に、ハーブやチェリーの香り、さくらんぼを連想する
愛らしい果実に控えめな酸が印象的です。

JAN/

・ 辛口

イタリア／アブルッツォ

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

辛口

デメテール

★

4500

デメテール エコセール

呼称/ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ
JAN/ 8053839490124
参考小売/ 2400

8053839490001

石灰

参考小売/

認証/

ファビュラス
ファッラ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

ピノグリージョ85% その他15%

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内にあるビオディナミ農
法でブドウ栽培を行うワイナリー、ラベルに描かれるのはプレアデ
ス星団（すばる）でその中のMaja（マイア）星を女神に仕立てた伝説
を題材にしています。マルヴァジアを主体にフードルで発酵後、アン
フォラと木樽で熟成しました。ライトイエローの外観に、リンゴやスモ
モの香り、心地よい苦みがアフターに流れます。

オレンジ
泡

DOC Montepulciano d'Abruzzo

タイプ/ オレンジ
認証/

8053839490490

Fabulas Fara Montepulciano d'Abruzzo

VIN 2019

IGT Terre di Chieti

8053839490063

JAN/
タイプ/

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内にあるワイナリー、醸
しプレスし、温度を保ちながらステンレスタンクで20日間発酵、糖度
が下がったところでティラージュし瓶内2次発酵熟成したSO2無添加
のスプマンテです。憂いを含むアンバーロゼの外観、控えめな泡か
らイチゴやマンゴーの甘い香り、高めの酸が口あたり心地よく、ミネ
ラルをたっぷり含む極辛口の仕上がりです。

ファビュラス
フォエミネ ピノグリージョ
呼称/ テッレ・ディ・キエーティ
JAN/
参考小売/ 2400

タイプ/
認証/

A

Fabulas Foeminae Pinot Grigio

VIN 2021

IGT Terre di Chieti

750ml × 6×2

栽培/

デメテール エコセール

ビオロジック
ビオディナミ

土壌/ 粘土石灰

ファビュラス
ファビュラス マルヴァジア
呼称/ テッレ・ディ・キエーティ
JAN/
参考小売/ 2400

2300

規格/ 750ml × 12

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内のワイナリー、軽くプ
レスし温度を保ちながらステンレスタンクで20日間発酵、糖度が下
がったところでティラージュし瓶内2次発酵熟成したSO2無添加のス
プマンテです。憂いを含んだクリーム色、優しく繊細な泡、ネクタリン
や白桃の甘い香り、フレッシュな酸を伴うアタックに柑橘系の味わ
いと塩気伴う心地の良いアフターが印象的です。

VIN 2021

A

Fabulas Spumante Pinot Grigio

ファビュラス
スプマンテ ペコリーノ

参考小売/

Nature

イタリア／アブルッツォ 酸化防止剤無添加

・

辛口

デメテール ヴィーガン

イタリア・アブルッツォ州で30年前よりビオで栽培を行う協同組合が
05年よりビオディナミ農法で育てたピノグリージョを主体に醸し後、
ステンレスで発酵、そのまま熟成しました。淡いピンクの外観に、り
んごキャンディやハーブ、桜餅の甘やかな香りが拡がります。グ
レープフルーツとリンゴジュースをミックスしたフレッシュな味わい
で、果実と穏やかな酸のバランスが好印象の逸品です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

41 SLOVENIA & GERMANY1
ヴィパーヴァ・ヴァレー

ユンク

35307

スロヴェニア／ヴィパーヴァ・ヴァレー

34852

スロヴェニア／ヴィパーヴァ・ヴァレー

VIN 2016

JNK Malvazija

VIN 2012

JNK Sv.Mihael

ユンク
マルヴァジア

ユンク
スヴェティ ミハエル

呼称/ Slovenia スロヴェニア
参考小売/

6000

呼称/ Slovenia スロヴェニア

JAN/

4573461670243
オレ
タイプ/
・ 辛口
ンジ
認証/ -

規格/ 750ml × 9
栽培/ ビオロジック

参考小売/

SOLD OUT

土壌/ 泥灰土 粘土

6000

JAN/

規格/ 750ml × 9

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461663276
オレ
・ 辛口
ンジ
-

SOLD OUT

土壌/ 泥灰土 粘土

ソーヴィニヨンブラン60% ピノブラン20％
レブーラ（リボッラ・ジャッラ）10% マルヴァジア10%

マルヴァジア100%
スロヴェニアのユンク、親子で始めたワイナリーです。樹齢35年と
10年のマルヴァジアで造ったキュヴェで72時間の醸し後、古樽で
18ヶ月発酵・熟成し瓶詰め後、セラーで長期瓶熟しています。琥珀
の入った黄金色、金木犀やトロピカルフルーツ、ドライいちじくの香
り、口中に旨味が拡がり綺麗な酸と上品で心地の良い味わいで、
バランスの整ったスムーズな仕上がりが印象的です。

スロヴェニア、標高350mの小さなŠmihel村にある教会名をキュヴェ
名に冠しました。泥灰土・粘土土壌で育ったソーヴィニヨンブランを
主体とした4品種をアッサンブラージュし5日間醸し、バリックで18ヶ
月発酵・熟成しました。濃い黄金色、みかんジャムや夕張メロンの
香りがおだやかに拡がり、コクがありしっかりとした味わいに溶け込
んだ心地の良い酸味、長いアフターが続きます。

メルヴィッチ・ユンク
35305

スロヴェニア／ヴィパーヴァ・ヴァレー

35308

スロヴェニア／ヴィパーヴァ・ヴァレー

34854

スロヴェニア／ヴィパーヴァ・ヴァレー

VIN 2013

JNK Sv.Mihael

VIN 2012

JNK Rebula

VIN 2005

JNK Chardonnay

ユンク
スヴェティ ミハエル

呼称/ Slovenia スロヴェニア

呼称/ Slovenia スロヴェニア
参考小売/
規格/

6000

750ml × 9

栽培/ ビオロジック
土壌/ 泥灰土 粘土

参考小売/

JAN/

4573461670229
オレ
タイプ/
・ 辛口
ンジ
認証/ -

規格/

SOLD OUT

スロヴェニア、標高350mの小さなŠmihel村にある教会名をキュヴェ
名に冠しました。ソーヴィニヨンブランを主体とした4品種を醸し後バ
リックで18ヶ月発酵・熟成しました。しっかり濃い黄金色、みかん
ジャムやアプリコットジャムの完熟香、金柑シロップ漬けの甘味とほ
ろ苦さ、口中が潤うコクとドライ感と骨格のしっかりとしたボディ、複
雑味のある味わいがアフターまで続きます。

マイヤー・ネーケル

6500

呼称/ Slovenia スロヴェニア

JAN/

750ml × 9

栽培/ ビオロジック

4573461670250
オレ
タイプ/
・ 辛口
ンジ
認証/ -

土壌/ 泥灰土 粘土

ソーヴィニヨンブラン60% ピノブラン20％
レブーラ（リボッラ・ジャッラ）10% マルヴァジア10%

アール

ユンク
シャルドネ

ユンク
レブーラ

参考小売/
規格/

ドイツ／アール

A

34272

ドイツ／アール

VIN 2016

WG Meyer-Näkel Grauwacke Spätburgunder
WGマイヤー・ネーケル
グラウヴァッケ シュペートブルグンダー
呼称/ Q.b.A クーベーアー

呼称/ Q.b.A クーベーアー
JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

青粘板岩 硬砂岩（グラウ

土壌/ ヴァッケ）

参考小売/

4573461658005

35522
VIN 2021

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 硬砂岩（グラウヴァッケ）

Nature

Jan Matthias Klein Party Panda Pet Nat

呼称/ Landwein ラントヴァイン
JAN/

35521
VIN 2021

Nature

Jan Matthias Klein Little Bastard
ヤン・マティアス・クライン
リトル バスタード
呼称/ Landwein ラントヴァイン

4573461673596

参考小売/

3600

JAN/

タイプ/ 白微泡 ・ 辛口

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

ECOVIN、EU-Organic

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 灰色スレート

4573461673589
白 ・ 辛口
ECOVIN、EU-Organic

リースリング60% ソーヴィニョンブラン25%
ミュラートゥルガウ12% ミュスカ3%

リースリング50％
バッフス50％

ヤン・マティアス・クライン

SOLD OUT

ドイツ／モーゼル 酸化防止剤無添加

規格/ 750ml × 12

土壌/ 青色スレート

赤 ・ ミディアム
Fair̀n green

赤ワイン産地の北限と言われる北緯50度に位置するドイツ・アール
地方、グラウヴァッケと呼ばれる硬砂岩で育ったシュペートブルグン
ダーをステンレスタンクで18日間醸し、228Lの木樽で発酵・熟成し
ました。透明感のある綺麗な紫ルビー色、クランベリーやラズベ
リー香、上品で優しいアタック、綺麗な酸味とほんのり柔らかな味
わいが続き、クランベリー香がアフターで開きます。

ヤン・マティアス・クライン
パーティ パンダ ペットナット

4000

認証/

4573461653710

シュペートブルグンダー100％
［V.D.P.Gutsweinグーツヴァイン］

ドイツ／モーゼル 酸化防止剤無添加

参考小売/

JAN/

Fair̀n green

赤ワイン産地の北限と言われる北緯50度のドイツ・アール地方、太
陽熱を蓄える粘板岩と硬砂岩土壌で育つシュペートブルグンダーを
ステンレスタンクで12日間醸し、フードルで発酵・熟成しました。や
や橙を帯びたガーネットの外観からもぎたてイチゴに少しウッディな
ニュアンス、口に含むとバラの妖艶な香りを感じます。エキス感に
薄っすらとしたタンニン、リッチなアフターが続きます。

ヴェルナー・ネーケル
ヤン・マティアス・クライン

4400

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

赤 ・ ミディアム

シュペートブルグンダー100％

モーゼル

SOLD OUT

スロヴェニア、親子でワイナリーを始めたワイナリーユンク、南東か
ら南向きの泥灰土・粘土土壌で育ったシャルドネを温度コントロー
ルせず5日間醸し、古樽で16ヶ月発酵・熟成しました。しっかりとした
黄金色、アプリコットやマロンペースト、シェリー香を感じます。骨太
のボディに存在感のある果実味はアプリコットジャムのような味わ
いで、ピールの苦味もアクセントとなったコク旨の逸品です。

WGマイヤー・ネーケル
シュペートブルグンダー

3300

認証/

4573461663290
オレ
・ 辛口
ンジ
-

シャルドネ100%

WG Meyer-Näkel Spätburgunder

参考小売/

タイプ/

土壌/ 泥灰土 粘土

在庫2ケース

スロヴェニア、親子で始めたワイナリーユンク、収穫したレブーラ
（イタリア名：リボッラ・ジャッラ）を温度コントロールせず全房で12〜
13日間の醸し後、22ヶ月バリックで発酵・熟成しました。黄金色の外
観、オレンジやアプリコット、マロンペーストの香り、しっかりとしたア
タックが拡がり、アプリコットジャムの甘い味わいに深みのあるコク
や複雑味も感じられる充実した仕上がりです。

34562

JAN/

栽培/ ビオロジック

レブーラ（リボッラ・ジャッラ）100%

VIN 2017

6800

750ml × 9

地元の小規模生産者をサポートするためのコラボプロジェクトで買
いブドウのバッフスとヤンのリースリングをブレンドしプレス後ステン
レスタンクで発酵、糖が残った状態で瓶詰めし瓶内発酵・熟成しデ
ゴルジュマンしました。クリーミーな細かい泡のグリーンイエロー
色、白桃や二十世紀梨、すりおろしリンゴ香、プチプチ細かな泡、
スッキリした酸味がじわじわと拡がりスムーズに飲み終える上品な
仕上がりです。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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リースリング、ソーヴィニョンブラン、ミュラートゥルガウは数時間の
醸し、ミュスカのみ3日醸し後、品種ごとにステンレスタンクで発酵し
アッサンブラージュ、19hlのフードルで発酵・熟成しました。白濁した
グリーンイエロー色、スダチや青りんご、二十世紀梨の香り、酸味
の高いアタックにミネラルが口中に拡がり、旨味たっぷりなポン酢
や摘みたて梨のような味わいを感じます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

42 GERMANY2
ラインヘッセン ヴァイングート・ヴェルナー

35501

ドイツ／ラインヘッセン 酸化防止剤無添加

Nature

WG Wörner Marto Riesling

VIN 2020

35507

ドイツ／ラインヘッセン 酸化防止剤無添加

VIN 2020

WGヴェルナー
マルト アル デンテ

WGヴェルナー
マルト リースリング
RheinischerLandwein

RheinischerLandwein

呼称/ ライニッシャー・ラントヴァイン
参考小売/ 4400
JAN/ 4573461673305

呼称/ ライニッシャー・ラントヴァイン
JAN/ 4573461673367
参考小売/ 4500

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 砂岩

白 ・ 辛口
-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ ローム 砂岩

2020年は暑く乾燥した年で予定より少し早めの9月20日に収穫した
リースリングをプレス後、フードルで12ヶ月発酵・熟成しSO2無添加
で瓶詰めしました。やや濃いめのイエロー色、シークワーサーや
ハーブ、ぺトロール香を感じます。柔らかな口あたりに亜鉛の鉱物
的ニュアンスにしっかりとした酸、アフターにかけてワイルドハーブ
の香りが漂う中程度のボリュームです。

マルティン・ヴェルナー
ヴァイングート・マン

35518

ドイツ／ラインヘッセン 酸化防止剤無添加

35519

ドイツ／ラインヘッセン

WG Mann Qhimmel Grauburgunder

VIN 2020

WG Mann Rotlich
WGマン
ロートリヒ

RheinischerLandwein

RheinischerLandwein

呼称/ ライニッシャー・ラントヴァイン
参考小売/ 3000
JAN/ 4573461673565
規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 石灰

彼にとって特別な区画ですが、ワイン法でキュヴェ名に記載できな
い名のため区画名をもじったキューヒンメルを冠しました。グラウブ
ルグンダーを一部除梗、800Lのキューヴボックスで醸し後プレスし
発酵、古樽で熟成しました。ややロゼがかった綺麗なオレンジカ
ラー、柿や野いちご、さくらんぼの香り、フレッシュなアタックにタン
ニンを思わせる苦味と酸が押し寄せるドライでスモーキーな逸品で
す。

35513

ドイツ／ラインヘッセン 酸化防止剤無添加

Nature

WG Walldorf Sekt Hannes

VIN NV

ラインヘッセンの土壌の多様性を熱く語るアンディマン、石灰や斑
岩で育つ4品種を収穫後混醸、10％は醸し後プレス、90％は直接
圧搾し、ステンレスタンクで発酵、フードルで熟成しました。紫を帯
びたガーネット色、フランボワーズやザクロ、山ブドウの香りを感じ
ます。柔らかなアタックに摘みたてベリーのフレッシュな味わい、穏
やかな酸が飲みやすさに拍車をかけてくれます。

35516

ドイツ／ラインヘッセン 酸化防止剤無添加

VIN 2018

WG Walldorf Pinot Noir

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ レス 粘土石灰

呼称/ Landwein Rhein ラントヴァイン・ライン
参考小売/

4573461673428

EU BIO

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ レス 粘土石灰

VIN 2020

JAN/

4573461673459

認証/

赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

ピノノワール100％

20年は例年より暖かくドライな年で収穫も9月上旬へと早めになりま
した。Maxのニックネームを冠したキュヴェ名で三品種を古樽で発
酵し同品種の発酵前のブドウを添加しティラージュ、27ヶ月瓶内二
次発酵・熟成しデゴルジュマンしました。黄金色、すりおろしリンゴ
やセルフィーユ香、上品で心地の良い泡に華やかなアタック、ク
リーミーで上品な酸が心地よく長い余韻へと続きます。

35384

4500

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

白泡 ・ 辛口

ピノノワール シャルドネ ピノムニエ

マキシミリアン・デクスハイマー
WGベルククロシュター

Nature

WGヴァルドルフ
ピノノワール

呼称/ Deutscher Sekt ドイチャー・ゼクト

4900

赤 ・ ミディアム
EU-BIO

SOLD OUT

土壌/ 斑岩 石灰岩

WGヴァルドルフ
ゼクト ハネス

参考小売/

認証/

メルロー30％ リースリング30％ シルヴァネール30％
ドルンフェルダー10％

グラウブルグンダー100%

ラインヘッセン

SOLD OUT

VIN 2020

呼称/ ライニッシャー・ラントヴァイン
JAN/ 4573461673558
参考小売/ 3800
オレ
750ml
タイプ/
×
6×2
・ 辛口
規格/
ンジ
ビオロジック
認証/
EU-BIO
栽培/

アンドレアス・マン
ヴァイングート・ヴァルドルフ

赤 ・ ミディアム
-

ピノグリは14日間、ピノノワールは24日間木樽でスミマセラシオンカ
ルボニックしプレス、各々ステンレスタンクで発酵、フードルで熟成
し、瓶詰め日にアッサンブラージュしました。クリアなガーネット色、
熟したりんご、フランボワーズ、ザクロの香りを感じます。ややクリス
ピーなタッチにワイルドブルーベリーの果実と酸、タイトでブラックベ
リーを連想する味わいがアフターへ流れていきます。

WGマン
キューヒンメル グラウブルグンダー

ラインヘッセン

認証/

ピノノワール ピノグリ

リースリング100％

ラインヘッセン

Nature

WG Wörner Marto Al Dente

ドイツ／ラインヘッセン 酸化防止剤無添加

Nature

WG Bergkloster Cuvée weiß
WGベルククロシュター
キュヴェ ヴァイス
RheinischerLandwein

ドイツ国内の常連顧客のみで完売するWGヴァルドルフ、ピノノワー
ルを除梗し木製開放桶で醸し・発酵、12hlのフードルと228Lの古樽
で36ヶ月熟成しました。朱色の入った淡いガーネット色、イチゴジャ
ムやプルーン、干し柿、ドライフィグやナツメ香、しっかり拡がりのあ
るアタック、たっぷりのエキスとバランスの優れた果実味にタンニン
が溶け込んだ全体的に丸みのある逸品です。

34587
VIN 2018

ドイツ／ラインヘッセン 酸化防止剤無添加

Nature

WG Bergkloster Cuvée Rot
WGベルククロシュター
キュヴェ ロート
RheinischerLandwein

呼称/ ライニッシャー・ラントヴァイン
参考小売/ 3000
JAN/ 4573461671752

呼称/ ライニッシャー・ラントヴァイン
参考小売/ 2800
JAN/ 4573461658517

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

栽培/ ビオロジック
土壌/ 石灰岩 レス

認証/

白 ・ 辛口
EU bio Logo

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 石灰岩 レス

ピノグリ ピノブラン リースリング バッカス
ソーヴィニヨンブラン フクセルレーベ
Westhofen村の味わいを表現するのに最も適しているキュヴェで6
品種を全房で10日間醸し後600Lのフードルと2種類のステンレスタ
ンクで発酵・熟成しました。透明感のあるグリーンイエロー色、カリ
ンや早生の梨、金木犀、すりおろしリンゴの香りを感じ、果実味たっ
ぷりな旨味のアタックが口中に拡がります。うちに秘めたエキスが
じわじわと湧いてくる美味しい味わいです。

ジェイソン・ベルククロシュター
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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認証/

赤 ・ ミディアム
EU bio Logo

SOLD OUT

レゲント ザンクト・ラウレント
ラインヘッセン、傍に流れるライン川の影響により温暖な地域で18
年は乾燥していました。全房で2週間醸し後ステンレスタンクやフー
ドルで発酵し12hlのフードルで10ヶ月熟成しました。エッジは明るい
パープルのブラックガーネット色、フランボワーズや赤色リンゴ、ナ
ツメグ香、摘みたてベリーの酸味と渋味がゆっくり拡がる冷涼なイ
メージでドライフルーツの甘い香りがプラスされます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

43 GERMANY3
フランケン

WGシュテファン・フェッター

35369

ドイツ／フランケン

VIN 2020

WG Stefan Vetter Müller-Thurgau

35372

ドイツ／フランケン

VIN 2020

WG Stefan Vetter Sylvaner

WGシュテファン・フェッター
ミュラートゥルガウ

WGシュテファン・フェッター
シルヴァーナー

呼称/ Landwein ラントヴァイン
参考小売/

3200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ Landwein ラントヴァイン
4573461671608

参考小売/

白 ・ 辛口
EU-Standart

JAN/

ミュラートゥルガウ100%

4573461671639

タイプ/

認証/
栽培/ ビオロジック
貝殻石灰岩 コイパー
土壌/
赤砂岩

SOLD OUT

土壌/ 赤砂岩 石灰

3200

規格/ 750ml × 12

白 ・ 辛口
EU-Standart

SOLD OUT

シルヴァーナー100％

ラインヘッセンの南西エッケルスハイム村、赤砂岩・石灰土壌で育
つミュラートゥルガウを全房で10日間醸しプレス、ステンレスタンクと
フードルで発酵しフードルで熟成しました。グリーンを帯びたクリア
なイエロー、柚子、かぼす、黄色リンゴ、草原や芝生の青い香り、
スッキリとしたアタックにシャープな酸味が心地よく旨味もあり、ハッ
サクを食べたときの酸とほろ苦さが溶け込んでいます。

ドイツの銘醸地フランケンで馬耕を取り入れたブドウ栽培を行うシュ
テファンが複数区画に植わるシルヴァーナーを300〜500Lの木樽で
12ヶ月間発酵・熟成しました。クリアなグリーンイエローの外観、
ハッサクや夏みかん、アップルミントの香り、口中が爽やかになり喉
を潤す塩味とバランスの良い酸味と果実味、カボスのような爽快な
アフターが印象的です。

シュテファン・フェッター
35371

ドイツ／フランケン

35375

ドイツ／フランケン

35378

ドイツ／フランケン

VIN 2019

WG Stefan Vetter Riesling Steinterrassen

VIN 2019

WG Stefan Vetter Sylvaner Himmelslücke

VIN 2020

WG Stefan Vetter Spätburgunder Steinterrassen

WGシュテファン・フェッター
シルヴァーナー ヒンメルスリュッケ

WGシュテファン・フェッター
リースリング シュタインテラッセン
呼称/ Landwein ラントヴァイン
参考小売/
規格/

5000

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

土壌/ 赤砂岩 貝殻石灰岩

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

5800

JAN/

750ml × 12

EU-Standart

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 貝殻石灰岩

4573461671660

タイプ/
認証/

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

まるでプルミエクリュと称されるシュタインテラッセン、急勾配の段々
畑の赤砂岩・貝殻石灰岩土壌で育ったリースリングを木樽で発酵・
熟成しました。グリーンイエロー色、スウィーティや豊水梨、ほのか
にトロピカルフルーツ、青竹の若い香り、つまったエキスに綺麗な
酸とレモンピールの爽やかなほろ苦さがアクセントとなり、複雑味が
相まったドライなアフターが印象的です。

ヴァイングート・ヴァイガント

35379

Nature

WG Weigand Pet Nat

35380

ドイツ／フランケン 酸化防止剤無添加

WGヴァイガント
ホワイト

WG Weigand Sylvaner

35382

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ 白微泡 ・ 辛口

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

Naturland
EU-Organic

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ 泥土岩（コイパー）

4573461671721
白 ・ 辛口

3500

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

Naturland
EU-Organic

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ 泥土岩（コイパー）

シルヴァーナー100％
フランクフルトから南西へ約130kmのフランケンでナチュラルワイン
造りを行うアンディが、コイパー土壌で育つシルヴァーナーをプレス
しフードルで9ヶ月発酵・熟成、SO2無添加で瓶詰めしました。わず
かに濁る淡いグリーンイエロー色、グレープフルーツやハッサク、レ
モネードの香り、完熟柑橘の甘酸っぱい味わいにミネラリーで旨味
のあるエキスのたっぷり感、良質の仕上がりです。

認証/

4573461671738

土壌/ 泥土岩（コイパー）

白 ・ 辛口
Naturland
EU-Organic

SOLD OUT

34760

ドイツ／フランケン 酸化防止剤無添加

Nature

WG Weigand Pinot Noir

VIN 2017

呼称/ Landwein Main ラントヴァイン・マイン
参考小売/

4500

JAN/

4573461660916

規格/ 750ml × 12

タイプ/

Naturland
EU-Organic

栽培/ ビオディナミ

認証/

赤 ・ ミディアム
Naturland
EU-Organic

SOLD OUT

土壌/ 泥土岩（コイパー）

白 ・ 辛口

ミュラートゥルガウ100％
ドイツ・フランケンでナチュラルなワイン造りに没頭するアンディ、コ
イパー土壌で育つ樹齢60年のミュラートゥルガウをプレス後フード
ルで9ヶ月発酵・熟成を行いSO2無添加で瓶詰めしました。綺麗な
透明感のあるグリーンイエロー色、伊予柑や夏みかん、エスニック
な香りを感じます。上品で柔らかい酸味とたっぷりのエキスに柑橘
の綺麗な果実味が溶け込んだ逸品です。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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認証/

4573461671714

WGヴァイガント
ピノノワール

呼称/ Landwein Main ラントヴァイン・マイン
参考小売/

JAN/

ミュラートゥルガウ25％ シルヴァーナー 25％
ショイレーベ20％ バッカス10％
リースリング10％ピノブラン10％
親から譲り受けた高樹齢ブドウで20代からナチュラルなワイン造り
を行うアンディ、この地方特有の白ブドウ6品種をプレス後フードル
で9ヶ月発酵・熟成しSO2無添加で仕上げました。濁りのあるグリー
ンイエロー色、ミントやライム、ハッサク、パイナップルの香り、
シャープなアタックにハッサクの味わいと、ドライですが旨味のある
酸が溶け込んだアフターの長い逸品です。

WGヴァイガント
ミュラートゥルガウ

呼称/ Landwein Main ラントヴァイン・マイン

3500

Nature

WG Weigand Muller Thurgau

3200

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

ドイツ／フランケン 酸化防止剤無添加

VIN 2020

WGヴァイガント
シルヴァーナー

参考小売/

呼称/ Landwein Main ラントヴァイン・マイン
参考小売/

認証/

Nature

WG Weigand White

VIN 2020

ミュラートゥルガウ25％ シルヴァーナー 25％
ショイレーベ20％ バッカス10％
リースリング10％ピノブラン10％
ドイツ・フランケン、コイパー土壌に植わる平均樹齢35年のシル
ヴァーナー、ミュラートゥルガウを中心にこの地方特有の白ブドウ6
品種をプレスし、ステンレスタンクで4週間発酵、9月末にティラー
ジュしました。濁りのあるレモンイエロー色、ライムやレモンバーブ、
青竹、酵母などの香りを感じます。わずかに残る程度の泡と文旦の
果実感と白皮の苦味がバランスよく良質な仕上がりです。

VIN 2020

SOLD OUT

まるでプルミエクリュと称されるシュタインテラッセンは急勾配の
段々畑で砂岩と貝殻を含む石灰岩の土地です。シュペートブルグ
ンダーを１週間醸し後、発酵・熟成しました。淡く透明感のある淡い
ガーネット色、クランベリーやラズベリー、干し柿の香り、しっかりと
した酸味のアタックにピノドニスのニュアンス、控えめなタンニンと短
めのアフターのシンプルな味わいです。

呼称/ ドイッチャー・パールヴァイン
参考小売/ 3600
JAN/ 4573461671707

土壌/ 泥土岩（コイパー）

アンディ・ヴァイガント
Nature

赤 ・ ミディアム
EU-Standart

シュペートブルグンダー100％

Deutscher Perlwein

ドイツ／フランケン 酸化防止剤無添加

認証/

土壌/ 赤砂岩 貝殻石灰岩

ドイツ／フランケン 酸化防止剤無添加

栽培/ ビオディナミ

4573461671691

タイプ/

SOLD OUT

WGヴァイガント
ペットナット

35381

JAN/

栽培/ ビオロジック

「天国のかけら」を意味するヒンメルスリュッケは森の近くに位置し
急斜面の段々畑の頂上にある高標高の区画です。貝殻石灰岩土
壌で育つシルヴァーナーを木樽で発酵・熟成しました。わずかに気
泡のあるグリーンイエロー色、伊予柑や文旦、火打石やライムの香
り、果実味豊かなシャープな味わいに拡がるエキスと、プラスされる
旨味、豊かなミネラルがアフターを彩ります。

VIN 2021

5000

750ml × 12

EU-Standart

シルヴァーナー100％

リースリング100％

フランケン

呼称/ Landwein ラントヴァイン

呼称/ Landwein ラントヴァイン
4573461671622

タイプ/
認証/

WGシュテファン・フェッター
シュペートブルグンダー シュタインテラッセン

SOLD OUT

ピノノワール100％
コイパー土壌に植わるピノノワールを半分は除梗し、古樽で1日2回
ピジャージュしながら8週間スミマセラシオン発酵後、古樽で熟成し
ました。わずかなオレンジガーネット色、ラズベリーやフランボワー
ズ、早朝の森の土の香りを感じます。豊かなタンニンと少しツンとし
たスパイス感にしっかりとした酸味と樽由来のタンニン、スモーク香
が残るアフターも長く酸味も綺麗な仕上がりです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

44 AUSTRIA1
ヴァインフィアテル

ミヒャエル・ギンドル

35286

オーストリア／ヴァインフィアテル

34544

オーストリア／ヴァインフィアテル

VIN 2020

Michael Gindl Little Buteo

VIN 2017

Michael Gindl Buteo
ミヒャエル・ギンドル
ブテオ

ミヒャエル・ギンドル
リトル ブテオ
呼称/ -

呼称/ 参考小売/

2800

JAN/

4573461670458

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ ローム レス 砂利

参考小売/

2900

JAN/

4573461658135

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

白 ・ 辛口
デメテール

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ ローム レス 砂利

グリューナー・ヴェルトリーナー100％

認証/

白 ・ 辛口
デメテール

SOLD OUT

グリューナー・ヴェルトリーナー100％

エチケットは緑豊かな作物が育つ土壌にのみ育つ小動物を捕食す
るノスリ（鷹の一種）で、ミヒャエルの自然へのアプローチを表すシ
ンボルです。グリューナー・ヴェルトリーナーを8月下旬に収穫しプ
レス後、ステンレスタンクで9ヶ月発酵・熟成しました。ライトイエロー
色、フルーツヴィネグレットやレモンエキスのアロマ、太めの酸と甘
みが拡がるミネラル感のあるクリアな味わいが特徴です。

ウィーンから30km、17年は暑くてドライな年でした。10月上旬に収
穫し、ステンレスタンクで4〜6時間醸し後プレス、古樽とフードルで
発酵、そのまま9ヶ月間熟成しました。黄金色に少しトロっと流れる
粘性、洋梨、金柑のシロップ漬けやマーマレードの香り、ボリューム
感のある口あたりにリンゴを食べた時の良質な果実味と酸味が印
象的です。

ミヒャエル･ギンドル
35287

オーストリア／ヴァインフィアテル

34546

オーストリア／ヴァインフィアテル

34252

オーストリア／ヴァインフィアテル

VIN 2020

Michael Gindl Flora

VIN 2016

Michael Gindl Buteo12

VIN 2015

Michael Gindl Buteo12

ミヒャエル・ギンドル
フローラ

ミヒャエル・ギンドル
ブテオ12

呼称/ 参考小売/
規格/

呼称/ -

呼称/ -

3000

750ml × 6×2

栽培/ ビオディナミ

JAN/
タイプ/
認証/

土壌/ ローム レス 砂利

4573461670465

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

4000

JAN/

750ml × 6×2

デメテール

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ ローム レス

リースリング ショイレーベ
ゲルバー・ムスカテラー
ブドウを収穫する8月末にはまだ畑を覆う植物たちが花咲かせてい
ることからフローラと名づけました。トラクターと馬で耕す畑で育った
3品種をプレスし、ステンレスタンクで9ヶ月発酵・熟成しました。ク
リーミーイエロー、金柑やムスク、オレンジのコンポートの香り、クリ
スピーなタッチにミネラリーで杏の風味にスッキリとしたキレのある
酸が溶け、アフターに芳香が心地よく残ります。

カルヌントゥム

ミヒャエル・ギンドル
ブテオ12

ヨハネス・トラプル

4573461658159

タイプ/
認証/

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

デメテール

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ ローム レス

グリューナー・ヴェルトリーナー100％
オーストリア最北端ヴァインフィアテル、10代からワイン造りを行
い、ほぼ一人で馬と畑仕事を行ってきたミヒャエルがグリュナーベ
ルトリーナーを醸し後、7hlと15hlのアカシア樽で発酵・熟成しまし
た。アンバーイエローの外観から、ナッツやはちみつの香り、瑞々し
いアタックの後にふくよかなエキス分と硬質のミネラルが溢れ、ほ
んのりとした苦みがアフターを下支えします。

4573461652720

タイプ/
認証/

白 ・ 辛口
デメテール

SOLD OUT

ウィーンから30km、ヴァインフィアテルに25haの土地をもつギンドル
家、17年は暑くてドライな年でした。10月中旬に収穫を開始したグ
リューナーヴェルトリーナーをアカシアの木樽で醸し後プレス、アカ
シア樽で12ヶ月間発酵・熟成しました。濁りのあるアンバーイエロー
の外観から杏や甘夏、ナッツの香り、まろやかな果実にキリリとした
酸、じわりと拡がる旨味を堪能できます。

34938

オーストリア／カルヌントゥム

34249

オーストリア／カルヌントゥム

VIN 2019

Johannes Trapl Niederösterreich Zweigelt

VIN 2016

Johannes Trapl Sankt Laurent Reserve
ヨハネス・トラプル
ザンクト・ラウレント レゼルヴェ

呼称/ -

呼称/ -

参考小売/

2200

JAN/

4573461665065

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ レス ローム 砂利

参考小売/

35560

SOLD OUT

土壌/ 砂質 ローム 砂利

4573461653277
赤 ・ ミディアム
在庫7本

ザンクト・ラウレント100％

オーストリア／カルヌントゥム

A

ウィーンの東カルヌントゥム地域で2010年にオーガニック認証を取
得しビオディナミも取り入れるトラプルが、ザンクト・ラウレントを25hl
の開放桶で醸し後、そのまま発酵、500Ｌの樽でマロラクティック発
酵と熟成を行いました。やや憂いのあるルビーの外観から、カシス
やミントの香り、たっぷりのエキスを含む口あたり、優しい酸味を伴
う滑らかで上品なアフターへと吸い込まれます。

34856

オーストリア／カルヌントゥム

呼称/ -

A

Raser-Bayer Carnuntum Zweigelt

VIN 2019

レイザー・バイヤー
カルヌントゥム グリューナー・ヴェルトリーナー

規格/

認証/

栽培/ ビオディナミ

Raser-Bayer Carnuntum Grüner Veltliner

参考小売/

JAN/

デメテール

ウィーンの東からオーストリアとスロヴァキアの国境まで拡がるカル
ヌントゥム地域、樹齢15〜35年のツヴァイゲルトを全房で醸し後プ
レスし、ステンレスタンクで6ヶ月発酵・熟成しました。綺麗な色調の
明るいパープルガーネット色、フレッシュなカシスやプラムの香りを
感じます。柔らかいアタックにタンニンや穏やかな酸、ミディアムボ
ディで飲み飽きしない味わいです。

VIN 2019

3300

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

赤 ・ ミディアム

ツヴァイゲルト100％

ヨハネス・トラプル
レイザー・バイヤー

JAN/

グリューナー・ヴェルトリーナー100％

ヨハネス・トラプル
ニーダーエスタライヒ ツヴァイゲルト

カルヌントゥム

4200

750ml × 12

レイザー・バイヤー
カルヌントゥム ツヴァイゲルト
呼称/ -

2300

JAN/

1000ml × 6×2

栽培/ ビオロジック

4573461674739

タイプ/
認証/

白 ・ 辛口
LACON Bio Certificate

参考小売/
規格/

2300

1000ml × 6×2

栽培/ ビオロジック

土壌/ 粘土 黄土

土壌/ 粘土 黄土

グリューナー・ヴェルトリーナー100％

ツヴァイゲルト100％

ニーダーエスタライヒ地域ウィーン南東部近郊カルヌントゥムで人気
のホイリゲを営む家族経営のワイナリーで、粘土と黄土で育つグ
リューナーヴェルトリーナーをステンレスタンクで醸し発酵、11ヶ月
熟成しました。光沢あるクリーム色、パイナップルやオレンジピール
の香り、滑らかな口あたりに硬質のミネラルをたっぷり含む深い味
わいから丸い酸を伴う綺麗なアフターへ流れる美しい逸品です。

ダニエル＆ミヒャエル・レイザー
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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JAN/
タイプ/
認証/

4573461663368
赤 ・ ミディアム
LACON Bio Certificate

ニーダーエスタライヒ地域ウィーン南東部近郊カルヌントゥムで人気
のホイリゲを営む家族経営のワイナリーで、粘土と黄土で育つツ
ヴァイゲルトをステンレスタンクで発酵、マロラクティック発酵後、熟
成しました。ピンクを帯びたルビー色、ストロベリーやフランボワー
ズの甘い香り、柔らかい酸を伴うアタックにじわりと拡がるエキス、
タンニンは程良く、安心感のある落ち着きを見せてくれます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

45 AUSTRIA2
ノイジードラーゼー

ユーディト・ベック

35289

オーストリア／ノイジードラーゼー 酸化防止剤無添加

Nature

Judith Beck Pet-Nat Bambule M

VIN 2020

35290

オーストリア／ノイジードラーゼー

VIN 2020

Judith Beck Weissburgunder

ユーディト・ベック
ペットナット バンブルM

ユーディト・ベック
ヴァイスブルグンダー

呼称/ -

呼称/ -

参考小売/

3700

JAN/

4573461670489

参考小売/

2900

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ 白微泡 ・ 辛口

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

栽培/ ビオディナミ

respekt-BIODYN

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ 砂利 礫岩

認証/

土壌/ ComingSoon

ヴァイスブルグンダー45％ ショイレーベ25％
ヴェルシュリースリング15％ ミュスカオットネル15％
ヴァイスブルグンダーを主体とした4品種をブレンドしたメトードアン
セストラルです。プレス後ステンレスタンクで発酵、糖が残った状態
で瓶詰めし瓶内発酵・熟成、21年3月にデゴルジュマンしました。
うっすら濁るライトイエロー色、レモングラスやタイムの香り、優しい
泡立ちに金木犀や金柑の果実味が拡がり、ほんのり感じる塩気が
アクセントとなり初夏が待ちきれない味わいです。

認証/

4573461670496
白 ・ 辛口
respekt-BIODYN

SOLD OUT

ヴァイスブルグンダー100％
ブルゲンラント地方の北方、ノイジードラーゼ湖北岸のGols村で父
から受け継いだ畑をビオディナミへと転換した砂利土壌で育つヴァ
イスブルグンダーをプレス後ステンレスタンクとフードルで6ヶ月発
酵・熟成しました。クリアなライトイエロー色、アプリコットやリンゴの
香り、瑞々しい黄色果実のエキス、程よいボリューム感にミネラル
が溶け込み綺麗なアフターが流れていきます。

ユーディト･ベック
35292

オーストリア／ノイジードラーゼー

34908

VIN 2020

Judith Beck Mish Mash

VIN 2018

オーストリア／ノイジードラーゼー 酸化防止剤無添加

ユーディト・ベック
ミッシュ マッシュ

オーストリア／ノイジードラーゼー

Judith Beck Judith
ユーディト・ベック
ユーディト

呼称/ -

3000

4573461670519
オレ
750ml
タイプ/
×
6×2
・ 辛口
規格/
ンジ
ビオディナミ
認証/
respekt-BIODYN
栽培/
土壌/ 砂利

JAN/

リスト

呼称/ -

参考小売/
規格/

4300

JAN/

750ml × 6×2

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

グリュナーヴェルトリーナー ショイレーベ
ヴァイスブルグンダー
ノイブルガー ヴェルシュリースリング
公式には名乗れませんが混植混醸のゲミシュターサッツで、この地
域で1950年代からKoreaと呼ばれていた畑を16年に借り、ビオディ
ナミで育てた5品種を除梗し醸しプレス、10〜20hlのフードルで6ヶ月
発酵・熟成しました。うっすら濁りのあるオレンジイエロー、カリンや
レモン、ややクリスピーに弾けるアタック、控えめな果実味に穏やか
な酸とエキスが続く、存在感のある逸品です。

ライタベルク

35294
VIN 2017

ユーディト・ベック
ピノノワール バンブル

呼称/ 参考小売/

Nature

Judith Beck Pinot Noir Bambule

4573461663979

タイプ/
認証/

土壌/ 砂 粘土 砂利 石灰

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

respekt-BIODYN

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ 砂 粘土 石灰

ピノノワール100%

35361

オーストリア／ライタベルク

A

Liszt Grüner Veltliner

赤 ・ ミディアム
respekt-BIODYN

SOLD OUT

35562

オーストリア／ライタベルク

Liszt Blaufränkisch

A

リスト
ブラウフレンキッシュ
呼称/ -

参考小売/

1800

JAN/

1000ml × 12

栽培/ ビオロジック

4573461671431

タイプ/
認証/

土壌/ 石灰 泥灰土

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

2200

1000ml × 12

LACON Bio Certificate

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 石灰 泥灰土

ウィーン少年合唱団の一員で世界中で歌った経験があるからこそ
家族から受け継いだファーマ―としての血を意識しブルゲンラント
地方ライタベルクをこよなく愛すベルンハルトがグリュナーヴェルト
リーナーを醸し後、ステンレスタンクで発酵・熟成しました。淡いレモ
ンイエロー色、カリンやオレンジピールの香り、瑞々しくフレッシュな
酸と心地の良い苦味が滑らかなアフターへと流れます。

JAN/
タイプ/
認証/

4573461674753
赤 ・ ミディアム
LACON Bio Certificate

ブラウフレンキッシュ100%

グリューナー・ヴェルトリーナー100％

ベルンハルト･リスト
マインクラング

認証/

4573461670533

VIN 2019

呼称/ -

ブルゲンラント

タイプ/

ブルゲンラント地方の北方、ノイジードラーゼ湖北岸のGols村で父
から受け継いだ畑をビオディナミへと転換した砂・粘土・石灰土壌の
ブラウフレンキッシュを除梗しプレス後、35hlの木製開放桶で発酵、
500Lの古樽で熟成しました。ガーネット色の外観、スミレやプルーン
の香り、滑らかな口当たりに穏やかな酸と黒果実のニュアンスに、
しっかりとしたエキス感が印象的です。

リスト
グリューナー・ヴェルトリーナー

規格/

JAN/

ブラウフレンキッシュ100%

砂・粘土・砂利・石灰土壌でユーディトがビオディナミで育てたピノノ
ワールを50％は除梗し、スミマセラシオンカルボニック後プレス、ス
テンレスタンクで発酵、225Lの古樽で熟成しSO2無添加で仕上げま
した。濁りのある茶褐色を帯びた杏色、フランボワーズやアニスの
香り、ベリー系の果実に酸が溶け込んだ味わいに塩味やベジー感
がアクセントとなり余韻がアフターに響きます。

VIN 2020

6000

750ml × 6×2

ブルゲンラント地方ライタベルグ、代々養豚業・ホイリゲを家族経営
するワイナリーで現当主ベルンハルトは地産地消やサステナブル
農業を推進しています。ブラウフレンキッシュをプレス後ステンレス
タンクで発酵し、大樽で熟成しました。粘性豊かな小豆色、ザクロや
カシス、スパイシーなブラックペッパーの香り、ピュアな果実感に豊
かなタンニン、滑らかな余韻がアフターへ続きます。

34910

オーストリア／ブルゲンラント

34911

オーストリア／ブルゲンラント

VIN 2020

Meinklang Prosa Frizzante Rose

VIN 2020

Meinklang Weißer Mulatschak

マインクラング
プローザ フリッツァンテ ロゼ
呼称/ 参考小売/

マインクラング
ヴァイサー ムラチャック
呼称/ -

2200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ 粘土 砂質

4573461663993
ロゼ
・ 辛口
微泡

2500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

デメテール

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土 砂質

ツヴァイゲルト ピノノワール
ブラウフレンキッシュ ザンクト・ラウレント
ノイジートラーゼ湖東岸ハンガリー国境でマインクラングが育てるす
べての黒ブドウを除梗しステンレスタンクで醸し後プレスし発酵、
シャルマ方式で二次発酵し瓶詰めしました。淡いチェリーレッド色、
いちごミルクやハーブのアロマ、フレッシュないちごジュースのよう
な瑞々しさに柔らかい泡、心地の良い甘味にすっとした酸とピール
感、相変わらずのコストパフォーマンスの高さです。

マインクラング
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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参考小売/

4573461664006
オレ
・ 辛口
ンジ
デメテール

SOLD OUT

ヴェルシュリースリング50％
トラミーナー25％ ピノグリ 25%
祝いの場での快活で楽しいワインを意味するハンガリー語を冠しま
した。3品種を除梗しステンレスタンクで醸しプレス後10日間発酵、
そのまま3ヶ月熟成しました。うっすら濁るオレンジイエロー色、オレ
ンジやミント、ユーカリの香り、杏の甘味にびわのスウィート＆ビ
ターなニュアンス、果実味の中に鉱物感と塩味があり心地良い引き
締め感と余韻まで続くスモモの香りが印象的です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

46 AUSTRIA3
ズュートシュタイヤーマルク

シュナーベル

34941

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク 酸化防止剤無添加

Nature

Schnabel Sauvignon Blanc Legionär

VIN 2019

34939

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク 酸化防止剤無添加

VIN 2019

シュナーベル
ソーヴィニヨンブラン レギオネール

シュナーベル
シリチウム

呼称/ -

呼称/ -

5900

4573461665096
オレ
・ 辛口
規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
ンジ
認証/ デメテール
栽培/ ビオディナミ

参考小売/

JAN/

参考小売/

栽培/ ビオディナミ

Schnabel Rotburger Kreuzegg

VIN 2017

34944

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク 酸化防止剤無添加

シュナーベル
ロートブルガー クロイツエッグ

JAN/

750ml × 6×2

栽培/ ビオディナミ

タイプ/
認証/

4573461658197

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク 酸化防止剤無添加

規格/

5200

JAN/

750ml × 6×2

栽培/ ビオディナミ

デメテール

シュナーベル
ブラウフレンキッシュ ホッホエッグ

タイプ/
認証/

4573461665126

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

5200

750ml × 6×2

栽培/ ビオディナミ

デメテール

JAN/
タイプ/
認証/

土壌/ シリスを含んだスレート

土壌/ シリスを含んだスレート

土壌/ シリスを含んだスレート

ロートブルガー（ツヴァイゲルト）100％

ロートブルガー（ツヴァイゲルト）100％

ブラウフレンキッシュ100%

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク 酸化防止剤無添加

Nature

Schnabel Blaufränkisch Hochegg

VIN 2017

18年は春が暖かく高湿度でペロノスポラ菌が発生しましたがクオリ
ティは素晴らしいものでした。ロートブルガーはツヴァイゲルトの古
い呼び名でクロイツエッグは区画名です。ブドウを除梗後、皮や種
とともに醸し・発酵後プレス、古樽で熟成しました。紫を帯びたルー
ジュ、カシスやザクロ、ナツメグの香り、クリアなタッチに綺麗な酸、
柔らかく伸びやかで、アフターにタンニンを感じます。

34548

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク 酸化防止剤無添加

シュナーベル
ブラウフレンキッシュ ホッホエッグ

34946

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオディナミ

認証/

5200

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

赤 ・ ミディアム

栽培/ ビオディナミ

デメテール

シュナーベル
ブラウフレンキッシュ コーエッグ

認証/

4573461658173

参考小売/

5500

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

赤 ・ ミディアム

栽培/ ビオディナミ

デメテール

認証/

土壌/ シリスを含んだスレート

土壌/ シリスを含んだスレート

土壌/ シリスを含んだスレート

ブラウフレンキッシュ100%

ブラウフレンキッシュ100%

ブラウフレンキッシュ100%

17年は遅霜の被害を受けましたが夏と秋の天候が良く平均を上回
る収量を得ました。ホッホエッグは区画名でブラウフレンキッシュを
除梗し、皮や種とともに醸し・発酵後プレス、228Lの古樽で長期熟
成しました。やや紫がかったガーネット色、土のニュアンスやなめし
革、カシス香、滑らかなアタックに酸を帯びた集中力ある味わいと
洗練されたタンニンがアフターを彩ります。

ズュート・シュタイヤーマルク WGヴァルガ・ハック

Nature

Schnabel Blaufränkisch Koregg

呼称/ -

参考小売/

4573461658166

赤 ・ ミディアム
デメテール

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク 酸化防止剤無添加

VIN 2018

呼称/ -

5200

4573461652775

春に遅霜と雪に見舞われ収量が落ち生産量1000本と限られた年で
した。ブラウフレンキッシュを除梗し、皮や種とともに蓋の無いステ
ンレスタンクと木製解放桶で醸し・発酵後プレス、古樽で長期熟成
しました。しっかりとした色調のガーネット色、熟したベリーにスパイ
シーな香り、ウッディなアロマと共に流れ込むしっかりとしたエキス
感、中盤からアフターにかけてタンニンが拡がりまとまります。

シュナーベル
ブラウフレンキッシュ コーエッグ

呼称/ 参考小売/

Nature

Schnabel Blaufränkisch Koregg

VIN 2017

Nature

Schnabel Blaufränkisch Hochegg

呼称/ -

参考小売/

赤 ・ ミディアム

17年は遅霜の被害を受けましたが夏と秋の天候が良く平均を上回
る収量を得られました。ブドウを除梗し、皮や種とともに蓋の無いス
テンレスタンクと木製解放桶で醸し・発酵後プレス、古樽で熟成しま
した。クリアなカシスカラー、シナモンやブルーベリー、スミレの香
り、スムースなアタックに黒系ベリーの果実感と細やかなタンニン
がアフターにまで伸びやかに拡がる上品な味わいです。

34547

34227
VIN 2016

呼称/ -

4800

SOLD OUT

シュタイヤーマルクでヴァンナチュールを夫婦で造るシュナーベル、
2品種を除梗し、皮や種とともに蓋の無いステンレスタンクと木製解
放桶で醸し・発酵後プレス、228Lの古樽で熟成しSO２無添加で瓶
詰めしました。クリアな黄金色、程よい粘性、黄桃や杏の香り、しっ
かりとボリュームのあるアタック、細やかなタンニンにほんのり塩味
としっかりとした酸、アフターにかけて果実味が拡がります。

シュナーベル
ロートブルガー クロイツエッグ

呼称/ 参考小売/
規格/

Nature

Schnabel Rotburger Kreuzegg

VIN 2018

認証/

4573461665072
オレ
・ 辛口
ンジ
デメテール

モリヨン リースリング

ソーヴィニヨンブランを除梗し、皮や種とともに蓋の無いステンレス
タンクと木製解放桶で醸し・発酵後プレス、228Lの古樽で熟成しSO
２無添加で瓶詰めしました。クリアなアンバーイエロー色、アプリコッ
トや金柑のアロマ、アタックにほんのり果実味とミネラルを感じ、中
盤からタンニンの心地よさと塩味が表に現れ、アプリコットのアロマ
が香り続けるバランス良く纏まった印象です。

カール＆エヴァ・シュナーベル
Nature

JAN/

土壌/ シリスを含んだスレート

ソーヴィニヨンブラン100％

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク 酸化防止剤無添加

6000

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

SOLD OUT

土壌/ 石灰

34550

Nature

Schnabel Silicium

17年は遅霜の被害を受けたが夏と秋の天候が非常によく平均収量
を上回る年でした。コーエッグは区画名でブドウを除梗し、皮や種と
ともに蓋の無いステンレスタンクと木製解放桶で醸し・発酵後プレ
ス、古樽で熟成しました。クリアな美しいガーネット色、フランボワー
ズやアニスの香り、ブルーベリーの果実味に綺麗な酸が流れ落ち
着きのあるシルキーなタンニンとともにアフターまで続く逸品です。

4573461665140
赤 ・ ミディアム
デメテール

SOLD OUT

18年は春が暖かく高湿度でペロノスポラ菌が発生しましたがクオリ
ティは素晴らしいものでした。コーエッグは区画名でブドウを除梗
後、皮や種とともに醸し・発酵後プレス、古樽で熟成しました。やや
濃い色調の鮮やかなルージュに熟したリンゴやシナモン、ブルーベ
リー香、クリアでピュアなアタックに心地よい綺麗な酸、エキス感と
やさしいタンニンにフレッシュなベリーが余韻を包みます。

35149

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク

35150

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク

VIN 2017

Weingut Warga-Hack Sauvignon Blanc Quarzit

VIN 2019

Weingut Warga-Hack Muskateller Phyllit

ヴァイングート・ヴァルガ・ハック
ソーヴィニヨンブラン クワツィット
呼称/ 参考小売/

ヴァイングート・ヴァルガ・ハック
ムスカテラーフィリット
呼称/ -

4900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

土壌/ 珪岩

4573461667212

5000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

デメテール

栽培/ ビオディナミ

認証/

SOLD OUT

土壌/ 千枚岩

白 ・ 辛口

ソーヴィニヨンブラン100％
サウザル山、クワツィットとはソーヴィニヨンブランが植わる珪岩の
事でデヴォン紀の砂状の堆積土壌から強い圧力を受け通気性が
良く熱を素早く蓄積する土壌で育ったブドウを600Lの古樽で30ヶ月
発酵・熟成しました。僅かに濁りのあるグリーンイエロー色、梨やリ
ンゴ、シェリーを思わせるアロマを感じます。口中しっかりと旨味が
あり複雑味のあるエキスにほろ苦さ、長めの余韻が続きます。

レイナ―＆ジャスミン・ハック
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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参考小売/

4573461667229
白 ・ 辛口
デメテール

SOLD OUT

ムスカテラー100％
フィリットとは千枚岩のことで4億5千万年前のオルトピス紀に形成さ
れた粘板岩系で石灰分は含有せず適度なミネラル分を含んだ土壌
です。ムスカテラーを醸し後、古樽で発酵・熟成しました。僅かに濁
りのある黄金色、カリン、金木犀にエスニックな香りを感じます。香
りのイメージよりドライなアタックでシャインマスカットのような香りも
中盤に感じられ、ほのかなタンニンも溶け込んでいます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

47 AUSTRIA4 ＆ ISRAEL
ズュートシュタイヤーマルク

シャウアー

34933

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク

34642

VIN 2019

Schauer Welschriesling

VIN 2018

シャウアー
ヴァイスブルグンダー ザントウントシーファー
ズュートシュタイヤーマルクDAC

シャウアー
ヴェルシュリースリング
呼称/ SüdsteiermarkズュートシュタイヤーマルクDAC
参考小売/

2100

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

土壌/ スレート 砂岩

呼称/ SüdsteiermarkズュートシュタイヤーマルクDAC
参考小売/

4573461665010

Sustainable Austria

栽培/ -

認証/

SOLD OUT

土壌/ スレート 砂質

34947

オーストリア／ケルンテン

Georgium Hopfel

34233
VIN NV

JAN/

750ml × 6×2

タイプ/
認証/

Georgium Pétillant Burgundercuvèe

VIN NV

34948

白泡 ・ 辛口

数種の土着品種のリンゴ100％

洋梨100％

オーストリア／ケルンテン 酸化防止剤無添加

Nature

Georgium Burgundercuvèe

JAN/

参考小売/

JAN/

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

栽培/ ビオディナミ

LACON Bio Certificate

栽培/ ビオディナミ

在庫19ケース

土壌/ 砂化したローム 粘土

土壌/ 砂化したローム 粘土

シャルドネ ピノブラン ピノノワール
古樽で発酵・熟成させた14年＆15年のワインに、15年のフレッシュ
ブドウ果汁を添加して瓶詰め、60ヶ月以上瓶内二次発酵・熟成、
ペットナットとシャンパーニュの製法を取り入れています。濁りのあ
るライトオレンジな黄金色、細かい泡、アプリコットやカリンの香り、
ほのかな苦みと果実味のバランスがよく、ボリューム感にリンゴの
酸が後味のアクセントとなっています。

ヘヴロン・ハイツ・ワイナリー

白泡 ・ 辛口
在庫4ケース

34951

オーストリア／ケルンテン 酸化防止剤無添加

Nature

Georgium Pinot Noir

VIN 2015

ゲオルギウム
ピノノワール
呼称/ -

5800

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ 白微泡 ・ 辛口
認証/

認証/

石灰を全く含まない褐色土壌

ゲオルギウム
ブルグンダーキュヴェ

4573461667168

4573461652836

タイプ/

オーストリア南部のケルンテン、洋梨を木製タンクで醸し後プレス、
木製タンクとステンレスタンクで42日間発酵後、洋梨ジュースを加
えてステンレスタンクで6週間2次発酵し瓶詰めして24ヶ月熟成しま
した。やや憂いのあるイエローの色調、スモーキーさの中にすりお
ろしリンゴの爽やかな香り、やさしい泡が溶け込んだキレのある
酸、アフターの苦みが心地よく杯が進む逸品です。

呼称/ -

4500

JAN/

栽培/ ビオロジック

-

土壌/

VIN 2015

呼称/ -

ヘヴロン

規格/

2500

750ml × 6×2

土壌/ 砂質 粘土

ゲオルギウム
ペティアン ブルグンダーキュヴェ

参考小売/

参考小売/

4573461665157

数種の土着品種のリンゴをビオディナミカレンダーに基づき10月の
果実の日に収穫しステンレスタンクでCascade hopsと共に4日間醸
し3週間発酵、マロラクティック発酵を経て10ヶ月間熟成しました。
キュヴェ名はホップとアップルをミックスしました。黄金色のオレンジ
カラー、完熟リンゴや甘い香り、ベルギービールのホップに生姜の
ような美味しい味わい、バランスのよい旨味を感じます。

マルクス･グルツェ&ウタ･スラマニク
Nature

オーストリア／ケルンテン

Georgium Kärntner Speckbirnenschaumwein

呼称/ -

2300

栽培/ ビオロジック

オーストリア／ケルンテン 酸化防止剤無添加

SOLD OUT

ゲオルギウム
ケルントナー シュペックビルネン シャウムヴァイン

呼称/ -

35144

白 ・ 辛口
Sustainable Austria

オーストリア南部スレート土壌のアペラシオンKitzeck-Sausal（60%）
と砂質土壌のアペラシオンGamlitz（40%）で育つヴァイスブルグン
ダーをステンレスタンクで醸しプレス、サイズ違いの木樽で発酵し
9ヶ月熟成しました。ライトイエロー色、レモンやライムの香り、エキ
ス感に包まれたアタックに、ビターなオレンジを連想する味わいが
アフターへと流れます。

ゲオルギウム
ホプフェル

規格/

4573461659392

ヴァイスブルグンダー100％

VIN 2019

参考小売/

JAN/
タイプ/

オーストリア南部、スロベニアと国境を接するシュタイヤーマルク地
域、19年は比較的ストレスフリーな年でした。ヴェルシュリースリン
グを醸しプレス、ステンレスタンクで発酵後、6ヶ月シュールリー熟成
しました。緑を帯びたホワイト、ハーブやミント、白い花の香り、綺麗
な酸を感じた後、たっぷりのミネラルとふっくらとしたテイストが余韻
へと流れます。

ステファン＆ベルンハルト・シャウアー
ゲオルギウム

2400

規格/ 750ml × 12

白 ・ 辛口

ヴェルシュリースリング100％

ケルンテン

オーストリア／ズュート・シュタイヤーマルク
Schauer Weissburgunder Sand und Schiefer SüdsteiermarkDAC

認証/

4573461665164

参考小売/

JAN/

LACON Bio Certificate

栽培/ ビオディナミ

SOLD OUT

土壌/ 砂化したローム 粘土

シャルドネ ピノブラン

認証/

4573461665188
赤 ・ ミディアム
LACON Bio Certificate

SOLD OUT

ピノノワール100％

オーストリア・ケルンテン州レング湖のほとり、シャルドネとピノブラ
ンを古樽で醸し後プレスし古樽で50日間発酵、そのまま43ヶ月マロ
ラクティック発酵・熟成し下弦の月の時に瓶詰めしました。濃い黄金
色、粘性があり、金木犀やアプリコットジャム、ウィスキーの強い樽
香を感じます。口に含むと香りで想像する味わいよりも穏やかで綺
麗な酸味が溶け込み、長い余韻を楽しめます。

34196

5800

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

白 ・ 辛口

イスラエル／ヘヴロン

砂化したローム・粘土土壌で育つピノノワールを木製解放桶で21日
間醸し後プレスし発酵、225Lの古樽でマロラクティック発酵・熟成し
ました。エッジがレンガ色のルビーカラー、大人しい香り立ちでスモ
モやプラム、ブルーベリーの香りが立ち上がってきます。柔らかい
テクスチャーにスモーク香も加わり複雑味のある構造で、優しく丸
みのあるタンニンが溶け込んでいます。

34275

イスラエル／ヘヴロン

VIN 2017 Hevron Heights Winery Jerusalem Hills Cabernet Sauvignon VIN 2014

Hevron Heights Winery Judean Heights Petit Verdot

ヘヴロン・ハイツ・ワイナリー
エルサレムヒルズ カベルネソーヴィニヨン

ヘヴロン・ハイツ・ワイナリー
ユデアン ハイツ プティ・ヴェルド
呼称/ Israel イスラエル

呼称/ Israel イスラエル
参考小売/

2400

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 泥土

4573461652010

3600

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

コーシャ ヴィーガン

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土石灰

赤 ・ フルボディ

カベルネソーヴィニヨン100％
パレスチナ自治区のヨルダン川西岸地区にあるヘヴロンの町近
郊、560mの泥土で育った若樹のカベルネソーヴィニヨンを醸し後、
プレス、ステンレスタンクで発酵・熟成しました。ブラックルビーの外
観からカシスや小豆の香りを感じます。まったりとした甘めのアタッ
クに、こなれたタンニンが溶け込み、スイートテイストの果実感がそ
のまま心地よいアフターへの流れをつくります。

ミシェル・ムルシアーノ&サジ
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

47

参考小売/

4573461653703
赤 ・ フルボディ
コーシャ ヴィーガン

SOLD OUT

プティ・ヴェルド100％
パレスチナ自治区のヨルダン川西岸地区にあるヘヴロンの町近
郊、ユダヤ山脈の標高350mで育つプティヴェルドを低温で3日間醸
し15日発酵後、木樽（新樽20％・3年樽80%）で12ヶ月熟成しました。
粘性豊かなガーネットの外観から、バニラやカシスのアロマ、濃い
エキスに溶け込むタンニン、甘さと深さのバランス良く、飲みごたえ
のある味わいがアフターにまで続きます。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

48 GEORGIA1
カヘティ

チョティアシュヴィリ

35324

ジョージア／カヘティ

VIN 2016

Tchotiashvili Rkatsiteli

34579

ジョージア／カヘティ

VIN 2016

Tchotiashvili Khikhvi

チョティアシュヴィリ
ルカツィテリ

チョティアシュヴィリ
ヒフヴィ

呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

3500

JAN/

呼称/ Georgia ジョージア
4573461670861

規格/ 750ml × 12

タイプ/ オレンジ

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/

炭素を含む沖積土
粘土を含む火山土

参考小売/

3500

JAN/

4573461658760

規格/ 750ml × 12

タイプ/ オレンジ

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/

・

辛口

ルカツィテリ100％

炭素を含む沖積土
粘土を含む火山土

・

辛口

-

SOLD OUT

ヒフヴィ100％

ジョージア東部カヘティ、ルカツィテリを8ヶ月醸し・発酵・マロラク
ティック発酵を同時進行、その後液体だけを一度抜きクヴェヴリ底
に残った澱を除去（デキュヴェ）し液体のみをクヴェヴリで熟成後、
ステンレスタンクで落ち着かせ瓶詰めしました。オレンジカラー、ゆ
りや水仙、ナツメグや白胡椒の香り、柔らかいアタックで渋味目立
たずバランス良くスムーズな味わいです。

8ヶ月醸し・発酵・マロラクティック発酵を同時進行、その後液体だけ
を一度抜きクヴェヴリ底に残った澱を除去（デキュヴェ）、液体を再
び戻し、そのまま4 ヶ月熟成後5ヶ月ステンレスタンクで落ち着かせ
瓶詰めしました。光沢豊かなアンバー色から、ハニーやマロング
ラッセのアロマが拡がり、落ち着いたエキスに滋味深い和風の味わ
いと滑らかなテクスチャーがアフターに長く続きます。

カハ・チョティアシュヴィリ
34199

ジョージア／カヘティ

35325

ジョージア／カヘティ

35326

ジョージア／カヘティ

VIN 2017

Tchotiashvili Ilia's First Vintage SB

VIN 2016

Tchotiashvili Mtsvane

VIN 2016

Tchotiashvili Kisi

チョティアシュヴィリ
ムツヴァネ

チョティアシュヴィリ
イリアズ ファースト ヴィンテージ SB
呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

3500

チョティアシュヴィリ
キシ

呼称/ Georgia ジョージア

JAN/

4573461652324

規格/

750ml × 12

タイプ/ オレンジ

栽培/

ビオロジック

認証/

土壌/

炭素を含む沖積土
粘土を含む火山土

参考小売/

3700

JAN/

規格/

750ml × 12

-

栽培/

ビオロジック

SOLD OUT

土壌/

炭素を含む沖積土
粘土を含む火山土

・

辛口

キシ50％
ムツヴァネ50％

呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

4573461670878

タイプ/ オレンジ
認証/

規格/

-

栽培/

ビオロジック

SOLD OUT

土壌/

炭素を含む沖積土
粘土を含む火山土

辛口

ムツヴァネ100％

ジョージア・カヘティ地方、17年も温暖湿潤な気候でした。キシとム
ツヴァネをクヴェヴリで発酵、そのまま4ヶ月スキンコンタクトし果皮
を取り除き違うクヴェヴリへ果汁のみ移し1ヶ月熟成、その後ステン
レスタンクで3ヶ月熟成しました。アンバーイエローの外観からホワ
イトペッパーやピーチ、紅茶のアロマ、ピュアなアタック、柔和なタン
ニンにミネラリーなアフターをお楽しみ頂けます。

3700

750ml × 12

・

JAN/

4573461670885

タイプ/ オレンジ
認証/

SOLD OUT

暑い夏を経て9月は涼やかな日々が続いた16年、8ヶ月醸し・発酵・
マロラクティック発酵を同時進行、その後液体だけを一度抜きク
ヴェヴリ底に残った澱をデキュヴェし液体のみをクヴェヴリで熟成、
ステンレスタンクで落ち着かせ瓶詰めしました。うすい黄金色、フ
ローラルでピーチティー、夏みかんの香り、柔らかいアタックに酸味
とほろ苦さがオレンジピール菓子のようです。

34201

ジョージア／カヘティ

34200

ジョージア／カヘティ

34202

ジョージア／カヘティ

VIN 2017

Tchotiashvili Rose Nista SB

VIN 2017

Tchotiashvili Tavkverii SB

VIN 2017

Tchotiashvili Dark Uta SB

チョティアシュヴィリ
タヴクヴェリ SB

呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

3800

呼称/ Georgia ジョージア

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/

炭素を含む沖積土
粘土を含む火山土

4573461652348

参考小売/

JAN/
タイプ/

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/

モンテプルチアーノ60％
タヴクヴェリ40％

チュビニ・ワイナリー

赤 ・ ミディアム
-

炭素を含む沖積土
粘土を含む火山土

在庫1ケース

参考小売/

3800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/

炭素を含む沖積土
粘土を含む火山土

4573461652355
赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

シラー60％
タヴクヴェリ40％

ジョージア・カヘティ地方、17年も温暖湿潤な気候でした。タヴク
ヴェリをクヴェヴリで発酵、そのまま2ヶ月スキンコンタクトし、果皮を
取り除き違うクヴェヴリへ果汁のみ移し2ヶ月熟成、その後さらにス
テンレスタンクで4ヶ月熟成しました。深いルビーの外観、イチゴな
ど赤果実のアロマ、ピュアな喉越しに滑らかなタンニンが流れる心
地よいアフターを満喫できるバランスの良い逸品です。

34583

ジョージア／カヘティ

VIN 2017

Chubini Winery Saperavi
チュビニ・ワイナリー
サペラヴィ
呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

チョティアシュヴィリ
ダーク ウタ SB
呼称/ Georgia ジョージア

4573461652331

タヴクヴェリ100%

カカの娘Nitsaが好きな色で彼女のアイデアで生まれたロゼです。
17年も温暖湿潤な気候で2品種をクヴェヴリで発酵、そのまま3日
間スキンコンタクトし、果皮を取り除き違うクヴェヴリへ果汁のみ移
し2ヶ月熟成、その後ステンレスタンクで6ヶ月熟成しました。ルー
ジュロゼの色合い、野生のハーブやイチゴミルクの香り、抜群のバ
ランスとエキスたっぷりの余韻が印象的な味わいです。

カヘティ

3800

規格/ 750ml × 12

ロゼ ・ 辛口

辛口

キシ100％

8ヶ月醸し・発酵・マロラクティック発酵を同時進行、液体だけを一度
抜きクヴェヴリ底に残った澱をデキュヴェし液体のみをクヴェヴリで
熟成、ステンレスタンクで落ち着かせ瓶詰めしました。わずかに
ローズのオレンジ色、ピーチティやホワイトチョコ、ミルキー、完熟み
かんの香り、ピーチの香りが口中に拡がり、ほろ苦さと心地の良い
旨味、わずかに残る渋味がアフターを引き締めてくれます。

チョティアシュヴィリ
ロゼ ニスタ SB

・

-

3800

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4573461658807
赤 ・ ミディアム
-

土壌/ 沖積土 石
サペラヴィ100％
ジョージア東部カヘティから新しいワイナリーです。ブドウ生育に十
分な雨が降った17年、除梗したサペラヴィをクヴェヴリで6ヶ月間醸
し・発酵・熟成しました。粘性あるパープルガーネット色の外観、カ
シスやプルーン、僅かに香ばしい焙煎香や火打石のアロマ、バラン
ス良くスムースなテクスチャ―にタンニン、酸、旨味とエッセンスの
足並みも揃い、拡がりのある奥行きも感じられます。

トルニケ・チュビニゼ
予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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ジョージア・カヘティ地方、2017年も温暖湿潤な気候でした。シラー
とタヴクヴェリをクヴェヴリで発酵、そのまま2ヶ月スキンコンタクト
し、果皮を取り除き違うクヴェヴリへ果汁のみ移し2ヶ月熟成、その
後さらにステンレスタンクで4ヶ月熟成しました。明るいルビー色、ア
セロラやカシスチョコの香り、綿密なタンニンに酸とミネラルのバラ
ンスが良くアフターの長さが印象的です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

49 GEORGIA2
カヘティ

ギウアーニ

34477

ジョージア／カヘティ

VIN 2018

Giuaani Kisi-Rkatsteli

34919

ジョージア／カヘティ

VIN 2019

ギウアーニ
キシ ルカツィテリ

ギウアーニ
ルカツィテリ クヴェヴリ

呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

1600

呼称/ Georgia ジョージア

JAN/

4573461655776

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオロジック

A

Giuaani Rkatsiteli Qvevri

認証/

土壌/ 茶褐色の砂利

参考小売/

2900

JAN/

4573461664686

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ オレンジ

白 ・ 辛口
-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 茶褐色の砂利

キシ ルカツィテリ

認証/

・

辛口

-

SOLD OUT

ルカツィテリ100％

カヘティ地方マナヴィ村にあるギウアーニは大昔からワイン造りに
携わる家族が守るワイナリーで伝統と革新が調和した技法を取り
入れます。除梗・破砕後、ステンレスタンクで24時間醸しを行った
後、酵母を加え、発酵・シュールリー熟成しました。ピーチや紅茶の
アロマ、筋の通ったストラクチャーにフレッシュでキュっと締まった酸
と旨味、長いアフターが印象的です。

カヘティ地方マナヴィ村にあるギウアーニは大昔からワイン造りに
携わる家族が守るワイナリーです。標高450m、茶褐色の砂利土壌
で育つルカツィテリをクヴェヴリで2日間醸し後プレスせず、そのま
ま発酵・熟成し瓶詰めしました。ライトイエロー色、杏やドライトマト
の香り、柑橘のコンポートのジューシーなエキスに、柔らかいタンニ
ンとアフターの塩味がアクセントとなっています。

カハ・ギウアシュヴィリ
34920

ジョージア／カヘティ

A

Giuaani Mtsvane Qvevri

VIN 2019

35328

ジョージア／カヘティ

ギウアーニ
ムツヴァネ クヴェヴリ

規格/

2900

栽培/ ビオロジック

ジョージア／カヘティ

Giuaani Rose Saperavi
ギウアーニ
ロゼ サペラヴィ

呼称/ Georgia ジョージア

JAN/

750ml × 6×2

34475
VIN 2018

ギウアーニ
ムツヴァネ クヴェヴリ

呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

A

Giuaani Mtsvane Qvevri

VIN 2020

4573461664693

タイプ/ オレンジ
認証/

土壌/ 茶褐色の砂利

・

参考小売/

辛口

規格/

2900

呼称/ Georgia ジョージア

JAN/

750ml × 6×2

-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 茶褐色の砂利

4573461670908

タイプ/ オレンジ
認証/

・

参考小売/

辛口

規格/

カヘティ地方マナヴィ村、茶褐色の砂利土壌で育った樹齢25年の
ムツヴァネを9月末に収穫しクヴェヴリで2日間醸し発酵後、そのま
まマロラクティック発酵・熟成し20年9月に瓶詰めしました。黄金色
の綺麗なオレンジカラー、紅茶やカリン、金木犀の香りを感じます。
リンゴの種のようなほろ苦いアタックに、タンニンと酸がキュッと引き
締めてくれます。

33934

ジョージア／カヘティ

VIN 2014

Giuaani Saperavi Barrel

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 茶褐色の砂利

ラグヴィナリ

4571455207925

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

33942

ジョージア／カヘティ

VIN 2016

Lagvinari Chinuri

参考小売/

-

栽培/

ビオロジック

SOLD OUT

土壌/

粘土石灰 砂利

カヘティ地方マナヴィ村にあるギウアーニは大昔からワイン造りに
携わる家族が守るワイナリーです。除梗・破砕後、ステンレスタンク
で低温醸し、発酵後、ワインと搾りかすを分けワインだけを別のタン
クに移しマロラクティック発酵、樫樽で熟成しました。ガーネットの外
観にベリーやハーブ香、滑らかで丸みを帯びた骨格に冷涼な果実
と一本通る酸が、バランス良くバレル感を整えてくれます。

4571455208007

認証/

・

辛口

-

SOLD OUT

イメレティ地区の大エース、ラグヴィナリが砂利質に植わる樹齢30
年のチヌリを破砕した後、15hlのクヴェヴリで21日発酵、そのまま
10ヶ月熟成しました。オレンジを帯びたイエローゴールドの外観か
ら杏や甘栗のやさしい香り、滑らかで優しいアタックにカスタードク
リームのエッセンスがじわりと拡がり、綺麗な酸味を伴うアフターへ
と流れる素晴らしい仕上がりです。

イラクリ・グロンティ
34480

ジョージア／カヘティ

34479

ジョージア／カヘティ

VIN 2017

Lagvinari Tsolikouri

VIN 2017

Lagvinari Tsitska Tsolikouri

ラグヴィナリ
ツォリコウリ

ラグヴィナリ
ツィツカ ツォリコウリ

呼称/ Georgia ジョージア

5000

JAN/

呼称/ Georgia ジョージア
4573461655462

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ オレンジ
栽培/ ビオロジック
土壌/ 粘土

JAN/

チヌリ100%

サペラヴィ100％

参考小売/

5000

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ オレンジ

赤 ・ ミディアム

認証/

土壌/ 茶褐色の砂利

SOLD OUT

呼称/ Georgia ジョージア

JAN/

栽培/ ビオロジック

ロゼ ・ 辛口
-

ラグヴィナリ
チヌリ

呼称/ Georgia ジョージア

2600

認証/

カヘティ地方マナヴィ村にあるギウアーニは大昔からワイン造りに
携わる家族が守るワイナリーで伝統と革新が調和した技法を取り
入れます。除梗・破砕後、ステンレスタンクで低温醸し後、酵母を添
加し発酵・シュールリー熟成を行いました。イチゴヨーグルトやすも
ものアロマに骨太なストラクチャーに出汁の利いたミネラルがたゆ
たい、ベリー系の果実とタンニンが陽気なアクセントとなっていま
す。

ギウアーニ
サペラヴィ バレル

参考小売/

4573461655431

タイプ/

サペラヴィ100％

カヘティのマナヴィ村、茶褐色の砂利土壌で育った平均樹齢25年
のムツヴァネを除梗し、クヴェヴリで醸し後、10ヶ月発酵・熟成し21
年8月に瓶詰めしました。綺麗なオレンジゴールデンカラー、マロン
やピーチティ、すりおろしリンゴ、オレンジの香りを感じます。柔らか
いアタックに心地の良いバランス、白胡椒のスパイス香も上がり、
少しの酸味がバランスを和らげ飲みやすく仕上がっています。

カヘティ

JAN/

-

ムツヴァネ100％

ムツヴァネ100％

1500

750ml × 6×2

認証/

・

辛口

参考小売/

5000

JAN/

-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 粘土

ツォリコウリ100%
ジョージア・イメレティ地区の大エースのラグヴィナリ、17年は珍しく
暑くてドライな夏でした。粘土土壌で育つツォリコウリをクヴェヴリで
21日発酵、そのまま8ヶ月熟成しました。アンバーの外観から甘栗
の渋皮やハニーテイストの香り、たっぷりとしたエキスにタンニンが
溶けたアタック、じわりとバターテイストが伴う旨味たっぷりのアフ
ターを満喫いただけます。

4573461655455

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ オレンジ
認証/

・

辛口

-

SOLD OUT

ツィツカ50% ツォリコウリ50%
ジョージア・イメレティ地区の大エースのラグヴィナリ、17年は珍しく
暑くてドライな夏でした。粘土土壌で育つツィツカとツォリコウリをク
ヴェヴリで発酵、そのまま8ヶ月熟成しました。輝くアンバーの外観
から、ハニーナッツやカスタードクリームの香り、高めの酸が伴う口
あたりに豊かなタンニンとじわりと沁み入る味わいに控えめながら
落ち着いた見事な余韻が印象的です。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

50 GEORGIA3
クヴェモ・カルトリ ゴッツァ

34575

ジョージア／クヴェモ・カルトリ

VIN 2019

Gotsa Artisan Brew Grape Ale Beer

34576

ジョージア／クヴェモ・カルトリ 酸化防止剤無添加

VIN 2018

Gotsa Second Fruit Cidre
ゴッツァ
セカンド フルーツ シードル

ゴッツァ
アルティザン ブルー グレープ エールビール

呼称/ Georgia ジョージア

呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

2400

JAN/

参考小売/

4573461658722

タイプ/ ビール ・ -

規格/ 750ml × 12
ビオロジック
栽培/
ビオディナミ
土壌/ 粘土 ローム

認証/

Nature

2400

規格/ 750ml × 12
ビオロジック
栽培/
ビオディナミ
土壌/ 粘土 ローム

-

大麦麦芽、モルト、ホップ、コリアンダー
ワイン酵母（すべてジョージア産）70％
チヌリのスパークリングワイン30％
ゴッツァから初登場のビールです。全てジョージア産の大麦麦芽、
モルト、ホップ、コリアンダーを水で煮たものとチヌリで造られたス
パークリングワインとワイン酵母を発酵槽に入れ3ヶ月発酵し瓶詰
めしました。濁りのあるイエローの外観から、トロピカルなニュアン
スのアロマ、優しいタッチに果実味が柔らかく、フルーティーさとドラ
イさが共存する、食中にも適したビールです。

JAN/
タイプ/
認証/

4573461658739
白泡 ・ 辛口
-

グラニースミス50％ フジ25％
Kekhura15％ ゴールデン10％
ゴッツァから初登場のシードルはビオロジックで育つフジを含む4種
のリンゴをクヴェヴリで1ヶ月醸し7日間発酵、2ヶ月熟成して無濾
過・無清澄、SO2無添加で瓶詰めしました。やや濁りのあるイエ
ローの外観から金木犀やカリンの香り、ふわりと拡がる果実味から
存在感のある酸とすっきりとしたアフター、ドライではありますが旨
味も存分に楽しめる仕上がりです。

ベカ・ゴッツァゼ
34574

ジョージア／クヴェモ・カルトリ

35321

ジョージア／クヴェモ・カルトリ

35322

ジョージア／クヴェモ・カルトリ

VIN 2017

Gotsa Pet Nat Tavkveri

VIN 2019

Gotsa Tsitska-Tsolikouri

VIN 2019

Gotsa Rkatsiteli-Mtsvane-Khikhvi

ゴッツァ
ペットナット タヴクヴェリ

ゴッツァ
ツィツカ-ツォリコウリ

規格/

2900

4573461658715
ロゼ
タイプ/
・ 辛口
微泡

参考小売/

JAN/

750ml × 12

栽培/ ビオロジック

認証/

呼称/ Georgia ジョージア

呼称/ Georgia ジョージア

呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

規格/

3300

JAN/

栽培/ ビオディナミ

-

認証/

土壌/ 粘土 ローム 玄武岩

タヴクヴェリ100%

ツィツカ50％ ツォリコウリ50%

ジョージア南東部カルトリ地方、元建築家がヴィニュロンに転身しワ
イン造りに邁進しています。10月に収獲し除梗したタヴクヴェリをプ
レスし、クヴェヴリで1ヶ月発酵後ティラージュし瓶内発酵・熟成した
メソッドアンセストラルで造るペットナットです。憂いのあるルビー
色、さくらんぼの甘い香りを感じます。果実の甘味と優しい酸、じん
のり旨味を伴うナチュラルな薄旨テイストです。

4573461670830

タイプ/ オレンジ

750ml × 12

土壌/ 粘土 ローム

辛口

規格/

3300

750ml × 12

JAN/

4573461670847

タイプ/ オレンジ

SOLD OUT

土壌/ 粘土 ローム 玄武岩

認証/

・

辛口

デメテール

SOLD OUT

ルカツィテリ70% ムツヴァネ25% ヒフヴィ5％

ジョージア南東部カルトリ地方、ツィツカとツォリコウリを全房のまま
クヴェヴリで醸し後、22hlのクヴェヴリで発酵、12hlのクヴェヴリでマ
ロラクティック発酵・熟成し瓶詰めしました。しっかり濃いブラウン
ゴールデンカラー、粘性もあり、リンゴやひのき、シェリーのアロマを
感じます。梅の酸味にしっかりとしたタンニン、紅茶の渋味がアクセ
ントとなっています。

ジョージア／クヴェモ・カルトリ

34111

ジョージア／クヴェモ・カルトリ

Gotsa Kisi-Khikhvi

VIN 2016

Gotsa Saperavi

ルカツィテリとムツヴァネ、ヒフヴィを全房のままクヴェヴリで7ヶ月
醸し後、22hlのクヴェヴリで発酵、14.5hlのクヴェヴリでマロラク
ティック発酵・熟成しました。夕日を連想させる綺麗なオレンジカ
ラー、ピーチティーやすりおろしリンゴ、バラのアロマを感じます。甘
味を感じるアタックにフローラルな香りが漂い、たっぷりとしたエキ
ス感に、じわじわと拡がるタンニンが心地よいです。

イメレティ

ヴァルツィヘ・マラニ

ゴッツァ
サペラヴィ

ゴッツァ
キシ-ヒフヴィ
呼称/ Georgia ジョージア
JAN/

参考小売/

栽培/ ビオディナミ

35323

3300

・

デメテール

VIN 2019

参考小売/

ゴッツァ
ルカツィテリ-ムツヴァネ-ヒフヴィ

呼称/ Georgia ジョージア
4573461670854

規格/ 750ml × 12

タイプ/ オレンジ

栽培/ ビオディナミ

認証/

・

参考小売/

辛口

デメテール

2900

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオディナミ

認証/

砂質 火山岩を含む黄土

土壌/ 粘土 ローム 玄武岩

土壌/ （ローム）

キシ50% ヒフヴィ50％

サペラヴィ100%

キシとヒフヴィを全房のまま品種ごとにクヴェヴリで7ヶ月醸し後、
22hlのクヴェヴリで発酵、14.5hlのクヴェヴリでマロラクティック発
酵・熟成しブレンドしました。オレンジゴールデンカラー、フローラ
ル、ママレード、アプリコットジャムの香り、口中に拡がる心地の良
いアタック、しっかりとした収斂性が旨味に繋がり、たっぷりのエキ
ス感もボリュームがあり長い余韻を楽しめます。

4573461651105
赤 ・ ミディアム
-

SOLD OUT

ジョージア南東部カルトリ地方、元建築家がヴィニュロンに転身し高
標高の畑でビオディナミで育てた同地方を代表する黒ブドウのサペ
ラヴィをクヴェヴリで発酵、クヴェヴリで16ヶ月熟成しました。やや
赤を帯びた淡い朱色の外観からチェリーやフランボワーズ、桃の香
りを感じます。香りからは想像し得ないボリュームのあるアタック、
紅茶のタンニンや柔和なチェリーの味わいが拡がります。

アナ・ヒタリシュヴィリ
34205

ジョージア／イメレティ

34209

ジョージア／イメレティ

33940

ジョージア／イメレティ

VIN 2017

Vartsikhe Marani Tsitska Tsolikouri

VIN 2017

Vartsikhe Marani Ojaleshi

VIN 2016

Vartsikhe Marani Aladasturi

ヴァルツィヘ・マラニ
オジャレシ

ヴァルツィヘ・マラニ
ツィツカ ツォリコウリ
呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

3000

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/ オレンジ

栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 炭素を含む粘土石灰

呼称/ Georgia ジョージア

呼称/ Georgia ジョージア
4573461652386

参考小売/

3500

JAN/

ヴァルツィヘ・マラニ
アラダストゥリ

4573461652423

参考小売/

4500

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

-

栽培/ ビオロジック

認証/

SOLD OUT

土壌/ 粘土

土壌/ 炭素を含む粘土石灰

オジャレシ100％

アラダストゥリ100％

・

辛口

ツォリコウリ70％ ツィツカ30％
ヴァルツィヘはイメレティに2015年に誕生した女性醸造家のワイナ
リーでチョティアシュヴィリのカハ氏がコンサルを務めます。ツィツカ
とツォリコウリを直接破砕、クヴェヴリで醸し、違うクヴェヴリで発
酵・熟成しました。輝きのある黄金色、オレンジピールや茎の香り、
口あたりのよいアタックは落ち着きのある渋みとやわらかく上品な
テクスチャー、口角が上がるようなキュっとした酸味を後口に感じま
す。

赤 ・ ミディアム
-

ヴァルツィヘはイメレティに2015年に誕生した女性醸造家のワイナ
リーで、チョティアシュヴィリのカハ氏がコンサルを務めます。オジャ
レシを直接破砕しクヴェヴリで発酵、違うクヴェヴリへ移し4ヶ月熟
成しました。鮮やかなガーネットの外観から、カシスやブラックベ
リーの香り、キュっと引き締まった酸味と程良いタンニン、収斂性の
ある引き締まった印象もありつつカシス香る余韻もいとをかしな一
面です。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

50

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ ビオロジック

認証/

4571455207987
赤 ・ ミディアム
在庫1ケース

ヴァルツィヘはイメレティに2015年に誕生した女性醸造家のワイナ
リーで、チョティアシュヴィリのカハ氏がコンサルを務めます。遅熟
でライトに仕上がるアラダストゥリを直接破砕しクヴェヴリで醸し、
6ヶ月間発酵・熟成しました。オレンジを帯びたガーネットの外観に
レッドカラントやハーブ、ひのきの香り、ほんのり酸を帯びたチェリー
や紅茶のタンニンが交差する柔和なやさしさです。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

51 GEORGIA4
イメレティ

ヴィノ・マルトヴィレ

34921

ジョージア／イメレティ

VIN 2019

Vino Martvillei Tsolikouri

34922

ジョージア／イメレティ

VIN 2019

Vino Martville Krakhuna

ヴィノ・マルトヴィレ
ツォリコウリ

ヴィノ・マルトヴィレ
クラフナ

呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/

3500

JAN/

呼称/ Georgia ジョージア
4573461664709

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ オレンジ
栽培/ ビオロジック

認証/

土壌/ 炭素を含む粘土石灰

・

参考小売/

3500

JAN/

4573461664716

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ オレンジ

辛口

-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 炭素を含む粘土石灰

ツォリコウリ100%

認証/

・

辛口

-

SOLD OUT

クラフナ100％

ジョージア・サメグレロ地方、別々のワイナリーを営むご夫婦のご主
人ザザがイメレティ地方のツォリコウリを除梗しクヴェヴリで醸した
後プレス、10hlのクヴェヴリで発酵・マロラクティック発酵・熟成し20
年7月に瓶詰めしました。グリーンイエロー色、文旦や伊予柑、フ
レッシュハーブ、発酵由来の香り、わずかな苦味や冷涼なアタック、
キリッとシャープなアフターが終わりを告げます。

ジョージア・サメグレロ地方、別々のワイナリーを営むご夫婦のご主
人ザザがクラフナをクヴェヴリで1ヶ月醸しプレス、10hlのクヴェヴリ
で発酵・マロラクティック発酵・熟成し20年7月の満月に瓶詰めしま
した。ゴールドが入ったグリーンイエロー色、グレープフルーツや文
旦、レモンジャムの香り、じわりと口中に拡がる旨味やエキスが
徐々に増し、心地の良い酸味がアフターを彩ります。

ザザ・ガグア
34923

ジョージア／イメレティ

34124

ジョージア／イメレティ

34125

ジョージア／ラチャレチュフミ

VIN 2019

Vino Martville Tsolikouri Krakhuna

VIN 2017

Vino Martville Aladasturi

VIN 2017

Vino Martville Orbeluri Ojaleshi

ヴィノ・マルトヴィレ
ツォリコウリ クラフナ
呼称/ Georgia ジョージア
参考小売/
規格/

3500

750ml × 6×2

栽培/ ビオロジック

呼称/ Georgia ジョージア

JAN/

4573461664723

タイプ/ オレンジ
認証/

土壌/ 炭素を含む粘土石灰

・

参考小売/

辛口

規格/

3500

JAN/

750ml × 6×2

呼称/ Georgia ジョージア
4573461651235

タイプ/
認証/

-

栽培/ ビオロジック

SOLD OUT

土壌/ 炭素を含む粘土石灰

ツォリコウリ50% クラフナ50％

参考小売/

赤 ・ ミディアム

規格/

ケテヴァン・ニニッゼ

在庫5ケース

ジョージア・サメグレロ地方、別々のワイナリーを営むご夫婦のまず
はご主人ザザの「ヴィノ・マルトヴィレ」が初上陸しました。アラダス
トゥリを除梗しクヴェヴリで醸し、醪を取り除いたジュースを再度醸
し、クヴェヴリで発酵熟成しました。ローズ色から黒果実や胡椒、ク
ランベリーが香ります。土っぽいニュアンスや鰹出汁に心地よい酸
と柔らかい甘み、冷涼感が透明感を与えてくれます。

ジョージア・サメグレロ地方、別々のワイナリーを営むご夫婦のまず
はご主人ザザの「ヴィノ・マルトヴィレ」が初上陸しました。オルベル
リとオジャレシを除梗しクヴェヴリで醸し、醪を取り除いたジュース
を再度醸しクヴェヴリで発酵熟成しました。ルージュの色調、プルー
ンや檜の香り、綺麗な酸がのったブラックチェリーの果実に程良い
タンニンとアフターの白胡椒がアクセントになります。

ジョージア／イメレティ

35333

ジョージア／イメレティ

VIN 2020

Ketevan Ninidze Naked Ojaleshi Rose

3300

JAN/

土壌/ 粘土

ケテヴァン・ニニッゼ
ネイキッド オジャレシ ロゼ
呼称/ Georgia ジョージア

4573461670977

認証/

・

辛口

SOLD OUT

土壌/ 石灰

ケテヴァン・ニニッゼ
ゼルシャヴィ
呼称/ Georgia ジョージア

栽培/ ビオロジック

認証/

JAN/

4573461670953

認証/

ロゼ

・

辛口

-

SOLD OUT

オジャレシ100％

ケテヴァン・ニニッゼ

JAN/

3600

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/
栽培/ ビオロジック

オダファミリーのガイドラインに沿ってビオロジック栽培を行う生産
者から購入した粘土土壌で育つツォリコウリを除梗し、クヴェヴリで
約6ヶ月間醸し・発酵・熟成しました。ゴールドイエロー、しっかりとし
た粘性、桃のピューレやアプリコット、マロンクリーム、ナツメの香
り、トロっとしたテクスチャー、複雑味のある甘い香りとピールのほ
ろ苦さが交わりエスニック香もアフターにプラスされます。

3400

参考小売/

-

ツォリコウリ100％

参考小売/

在庫1ケース

Ketevan Ninidze Tsolikouri

栽培/ ビオロジック

4573461670960

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/

赤 ・ ミディアム
-

35335

規格/ 750ml × 6×2 タイプ/ オレンジ

Ketevan Ninidze Dzelshavi

認証/

VIN 2020

参考小売/

VIN 2020

4573461651242

タイプ/

オルベルリ オジャレシ

呼称/ Georgia ジョージア

ジョージア／イメレティ

JAN/

土壌/ 炭素を含む粘土石灰

ケテヴァン・ニニッゼ
ツォリコウリ

35334

3500

750ml × 6×2

栽培/ ビオロジック

-

アラダストゥリ100％

ジョージア・サメグレロ地方、ザザがツォリコウリとクラフナを除梗し
クヴェヴリで1ヶ月醸しプレス、10hlのクヴェヴリで発酵・マロラク
ティック発酵・熟成し20年7月の満月に瓶詰めしました。緑を帯びた
黄金色、オレンジピールや摘みたてアプリコット、青草のアロマ、綺
麗で上品なアタックにしっとりとしたエキスがじわりと拡がり、全体
的に丸みのあるバランスの整った逸品です。

イメレティ

ヴィノ・マルトヴィレ
オルベルリ オジャレシ

ヴィノ・マルトヴィレ
アラダストゥリ

赤 ・ ミディアム
-

土壌/ 石灰
ゼルシャヴィ100％
認証は取得していませんがビオロジック栽培で家族経営のオダファ
ミリーのガイドラインに沿ってブドウ栽培を行う生産者から購入した
石灰土壌で育つゼルシャヴィを除梗し1ヶ月醸し、クヴェヴリで発
酵・熟成し21年5月に瓶詰しました。ブラックガーネット色、カシスや
プルーン、湿った土の香り、中程度の力強さのアタックで土由来の
黒いイメージのタンニンとしっかり濃厚な果実を感じます。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。

51

Samegrelo地方Martvili県のバンザ村で、かつての区画名オジャレ
シが品種名となりました。オダファミリーのガイドラインに従って栽
培する農家からの買いブドウを直接圧搾後、クヴェヴリで6ヶ月発
酵・熟成しました。鮮やかなピンク、イチゴ、クランベリー香、ほんの
り酸味とやさしいアタックの果実味、摘みたてベリーの甘酢っぱさ、
甘さとほろ苦さのバランスよく軽快な逸品です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

52 Japan 1

「世界に誇れる日本ワインを、より身近に楽しめる社会を目指して」
この度、多くの方々に私共の故郷である日本ワインの素晴らしさをお伝えしたくて
各地から厳選したワインの取扱いをリアルワインガイド様ご支援のもと開始することとなりました。
フランスを始めヨーロッパ各国から輸入したワインの数々と同様に、
日本ワインも全て15℃以下の定温セラーで保管し、バラ混載で同送致します。
安定した品質を生産者の方々の熱い想いと一緒にお届け出来れば幸いです。
尚、参考小売価格は弊社が適正と定めたもので生産者様の希望小売価格とは異なる場合がございます。
また自社輸入ワインとは価格体系が異なりますのでご注意願います。
山梨県甲州市塩山

奥野田ワイナリー

60000

日本／山梨県甲州市塩山

60001

日本／山梨県甲州市塩山

VIN 2019

Okunota Winery Okunota Bianco

VIN 2019

Okunota Winery Okunota Rosso Riserva

奥野田ワイナリー
奥野田ビアンコ

奥野田ワイナリー
奥野田ロッソ リゼルヴァ

呼称/ 参考小売/
規格/

呼称/ -

2400

JAN/

720ml × 12

栽培/ -

4512108005161

タイプ/
認証/

参考小売/

白 ・ 辛口

規格/

-

2400

720ml × 12

栽培/ -

土壌/ 関東ローム層 劣化花崗岩 SOLD

OUT

4512108004195

タイプ/
認証/

赤 ・ ミディアム
-

土壌/ 関東ローム層 劣化花崗岩

デラアウェア75％ シャルドネ20％ 甲州5％
奥野田ワイナリーの定番白ワインで契約農家からの買いブドウの
デラウェア、甲州と自社畑のシャルドネをプレスし、ステンレスタンク
で発酵・熟成しました。輝きのあるライトイエロー色、フレッシュミント
やライム、リンゴの香り、ミネラルや火打石のようなフュメ香、軽快で
爽やかなアタックにスッキリとした落ち着きのある酸、ライトな印象
のアフターにふわっと青りんごの香りが漂います。

JAN/

マスカット・ベーリーA90％ メルロー10％
2019年は山梨県全体にとても厳しいヴィンテージとなりました。契
約農家のマスカット・ベーリーAとメルローを除梗し醸し後プレス、ス
テンレスタンクで発酵後、225Lの古樽で12ヶ月熟成しました。透明
感がありライトなガーネット色、摘みたてのカシスと山ぶどう、湿った
土の香り、若々しい酸と穏やかなタンニン、軽やかですが旨味・エ
キスが感じられる上品な味わいです。

中村雅量
60002

日本／山梨県甲州市塩山

VIN 2018

Okunota Winery La Florette Sumire Rouge

山梨県甲州市塩山

甲斐ワイナリー

60010

日本／山梨県甲州市塩山

VIN 2020

Kai Winery Kazama Koshu
甲斐ワイナリー
かざま甲州 辛口

奥野田ワイナリー
ラ・フロレット スミレ・ルージュ
呼称/ 参考小売/

呼称/ -

3200

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

4512108002177

参考小売/

赤 ・ ミディアム
-

2000

タイプ/

栽培/ -

認証/

土壌/ 関東ローム層 劣化花崗岩

土壌/ 関東ローム層

メルロー100％

甲州100％

2018年は穏やかな年で健全なブドウが収穫できました。自社畑と
契約栽培のメルローが半分ずつで、それらを除梗し醸し後プレスし
ステンレスタンクで発酵し、225Lの古樽で12ヶ月熟成しました。淡い
ガーネット色、さくらんぼやフランボワーズ、すみれ、土の香り、ア
タック柔らかく丸みあるタンニン、果実味が拡がり、若いさくらんぼを
食べた時のほんのり渋味と酸味が口中に残ります。

風間聡一郎

JAN/

規格/ 720ml × 12

4522430101189
白 ・ 辛口
-

武田信玄に仕えるため山梨に移った風間家16代目の総一郎さん
が栽培と醸造を担当する歴史が息づく甲斐ワイナリーです。20年は
長い梅雨のあと晴天続きの夏で過去最高の収量を記録した自社ブ
ドウと買いブドウの甲州をステンレスタンクで20日発酵し4ヶ月熟成
しました。透明感のある薄いホワイト、杏やジャスミンの香りを感じ
ます。丸い酸と白果実の甘味、穏やかで上品な味わいが続きま
す。

60011

日本／山梨県甲州市塩山

60012

日本／山梨県甲州市塩山

60013

日本／山梨県甲州市塩山

VIN 2019

Kai Winery Kazama Koshu Sur Lie

VIN 2018

Kai Winery Kazama Merlot

VIN 2018

Kai Winery Cuvée Kazama Merlot

甲斐ワイナリー
かざま メルロー

甲斐ワイナリー
かざま甲州 シュールリー
呼称/ 参考小売/

甲斐ワイナリー
キュベ かざま メルロー

呼称/ -

2900

JAN/

規格/ 720ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

4522430101240
白 ・ 辛口
-

参考小売/

呼称/ -

2900

JAN/

規格/ 720ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

4522430101271
赤 ・ ミディアム
-

参考小売/

3900

JAN/

規格/ 720ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

土壌/ 関東ローム層

土壌/ シルト

土壌/ シルト 黒ボク土 軽石

甲州100％

メルロー100％

メルロー100％

長梅雨に苦しみましたが9月は好天でしたが、収獲間際の台風に
見舞われた19年でした。自社ブドウを含む複数の農家からの買い
ブドウの甲州をステンレスタンクで20日発酵し6ヶ月シュールリー熟
成し20年5月に瓶詰めしました。輝く淡いホワイトイエロー色、ジャス
ミンなど白い花の奥から白桃の甘い香り、骨格のあるファーストア
タック、控えめな酸味と凝縮感、心地の良い余韻が続きます。

自社畑を含む甲州産メルローの若樹で造るキュヴェで18年は春先
から少雨・好天に恵まれ、収穫月の天候が思わしくなかったものの
良年でした。ステンレスタンクで醸し後、前半ルモンタージュ、後半
ピジャージュを行いプレスし木樽で12ヶ月熟成しました。淡いルビー
色、いちごの奥につぶあんの和の香り、滑らかでジューシーな口あ
たりにシルキーなタンニンが溶け込んだバランスの取れた味わいで
す。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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4522430101288
赤 ・ ミディアム
-

収獲予定日に台風が接近し2〜3日前倒しで収獲を行いました。自
社畑のメルローをステンレスタンクで11日間醸し発酵（前半ルモン
タージュ、後半にピジャージュ）後にプレスし木樽で12ヶ月熟成しま
した。やや粘性を帯びた鮮やかな赤色、ストロベリーやラズベリー
の赤果実のアロマ、ピュアなエキス感に心地良いタンニン、落ち着
いた酸を伴うエレガントなアフターが印象的です。

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いします。

53 Japan 2
日本／岡山新見市哲多町

ドメーヌ・テッタ

60004

日本／岡山新見市哲多町 酸化防止剤無添加

Nature

Domaine Tetta Chardonnay Perlant

VIN 2020

ドメーヌ・テッタ
シャルドネ ペルラン
呼称/ 参考小売/

JAN/

規格/ 750ml × 12

タイプ/

栽培/ -

認証/

4562320932165
白極
・ 辛口
微発

Domaine Tetta Perlant Rosé

VIN 2020

規格/

2600

750ml × 12

栽培/ 土壌/ 石灰岩 赤土

認証/

土壌/ 石灰岩

日本／岡山新見市哲多町

Domaine Tetta Chardonnay Barrique
ドメーヌ・テッタ
シャルドネ バリック

5000

4562320932240

タイプ/

ロゼ極
・ 辛口
微発

規格/

認証/

-

栽培/ -

SOLD OUT

土壌/ 石灰岩 赤土

瀬戸内海と日本海の中間に位置する岡山県新見市、08年より廃業
したブドウ農家を継いだ高橋社長の物語が始まりました。石灰岩と
赤土で育つ安芸クイーンを主体とした8品種をプレスしステンレスタ
ンクで発酵・熟成しました。紫を帯びた淡いピンク、クランベリーや
すももの香り、爽やかなアタックはさくらんぼの味わいで摘みたてベ
リーの酸が溶け込み、美しい酸がアフターを引き締めてくれます。

4562320932172
白極
・ 辛口
微発

-

SOLD OUT

シャルドネ91％ その他白6品種9％

JAN/

安芸クイーン82％ MBA14％ その他6品種4％

JAN/

栽培/ -

60003

参考小売/

4800

-

呼称/ -

呼称/ 参考小売/

参考小売/

SOLD OUT

VIN 2019

ドメーヌ・テッタ
ペルラン ロゼ

ドメーヌ・テッタ
シャルドネ ペルラン ディヴェルシテ

タイプ/

岡山県新見市、20年は多雨の梅雨以降は日照量に恵まれた年で
した。フレッシュな酸を残すため早い時期に収穫し選果後に全房で
プレス、ステンレスタンクで発酵し、発酵終盤に瓶詰めしました。ク
リーミーで細かい泡、濁りあるレモンイエロー色、スウィーティやグ
レープフルーツ、青竹の香り、グレープフルーツのジューシーさと少
し強い酸、口中さらりとしたスムーズな口当たりが印象的です。

高橋竜太
Nature

Nature

Domaine Tetta Chardonnay Perlant Diversité

規格/ 750ml × 12

シャルドネ100％

日本／岡山新見市哲多町 酸化防止剤無添加

VIN 2020

日本／岡山新見市哲多町 酸化防止剤無添加

呼称/ -

4800

土壌/ 石灰岩 赤土

60006

60005

JAN/

750ml × 12

4562320932233

タイプ/
認証/

白 ・ 辛口
-

SOLD OUT

シャルドネ96％ メルロー3％ ピノノワール1％
樹齢や仕立て方が異なる4区画のシャルドネを含む3品種を全房で
プレスしデブルバージュ後、ステンレスタンクでゆっくりと21日発酵
し、木樽で5ヶ月熟成しました。輝きのある綺麗なグリーンイエロー
色、金木犀とパッションフルーツ、ハチミツの香り、早生みかんの甘
酢っぱさを思わせるドライで甘いアタック、エキスがたっぷり拡がり
伊予柑の甘い柑橘の味わいがアフターを彩ります。

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。 全商品、限定商品です。
黄色のマークは新商品です。
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20年から山梨ボーペイサージュでワイン造りを学んだ菅野さんを栽
培・醸造長に迎えました。フレッシュな酸を残すため早めに収穫した
シャルドネを含む7品種を選果後に全房でプレス、ステンレスタンク
で温度管理せずに発酵し発酵終盤に瓶詰めしました。グリーンイエ
ロー色、立ち上がりおとなしくカボスやレモネード、カリンのアロマ、
スッキリとしたアタック、口中心地よく爽快な味わいです。

本物のワインは大地から、
人の手から

自然と心が通じあう ディオニー株式会社
繊細な味覚を満足させる「最適なモノ」を「素敵なコト」と一緒に
夢と愛情もってお届けします。
※酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき
15℃以下の保存管理をお願いいたします。
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*OTUBHSBNɹwww.instagram.com/diony_wine/

www.facebook.com/dionyavecj
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