
有限会社クロスロード
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-9-17 藤原第5ビル5F

TEL : 03-3352-0911 FAX : 03-3352-0910



FRANCE
CHAMPAGNE Page

Jacques Lassaigne  ジャック・ラセーニュ 1

ALSACE
Famille Hebinger  ファミーユ・エバンジェ 2

La Grange De L'oncle Charles  ラ・グランジェ・デ・ロンクル・シャルル 3,4
Domaine Gross 　 ドメーヌ・グロス 5,6

YURA　ユラ 7

LOIRE
JONATHAN　MAUNOURY  ジョナサン・モノリ 8

Domaine de Trive l  ドメーヌ・トリベル 9

Manuel Pineau 　マニュエル・ピノー 10

BOURGOGNE
Domaine Raymond Dupont Fahn  ドメーヌ・レイモン・デュポン・ファン 11

BEAUJOLAIS
Jean Claude Lapalu  ジャン・クロード・ラパリュ 12

Anthony Thevenet  アントニー・テヴネ 13

LANGUEDOC・ROUSSILLON
Domaine Benjamin Taillandier ドメーヌ・ベンジャミン・タイヤンディエ 14

BONY VRESSE  ボニー・ヴレス 15

UGO LESTELLE  ユーゴ・レステル 16

BORDEAUX
Vignobles Landeau  ヴィニョーブル・ランドー 17



30006 30007 30008

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30136 30067 30342

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30002 30012

品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

「ル・コテ」と呼ぶ区画のぶどうだけで作ったキュヴェ。モングーの丘の
最も東にある斜面に根を張る樹齢40年以上のヴィエイユ・ヴィーニュ
（古樹）です。ミネラル感が強くフレッシュで、余韻にレモンの風味が残
ります。

La
　　　　ラ・コリーヌ・アンスピレ

 Colline Inspirée

野生酵母 あり

参考小売： ¥17,300

フレッシュさやミネラル感のスタイルと、モングーのテロワールのアロマ
が表れています。作柄を尊重したピュアでさわやかなシャンパンです。

Blanc
　　　　　　　　　ブランド・ブラン　レ・ヴィーニュ・ド・モングゥ　マグナム

 de Blanc Les Vignes de Montgueux　MG

シャルドネ100％

白泡・辛口

シャルドネ100％

白・辛口 750ml

モングー村 -

約50年 シャンパーニュ

1500ｍｌ

モングー村 -

約50年 シャンパーニュ

ビオロジック -

野生酵母 あり

参考小売： ¥11,000

2012：78％(8ヶ月間熟成)、2011：11％(20ヶ月間熟成)、2010：11％(32ヶ月
間熟成)　それぞれバリックにて発酵後、シュールリー状態にて記載の期間
熟成、ドサージュゼロ。

モングー村 -

40年以上 シャンパーニュ

ビオロジック -

野生酵母 あり

参考小売： ¥14,000

フレッシュさやミネラル感のスタイルと、モングーのテロワールのアロマが
表れています。作柄を尊重したピュアでさわやかなシャンパンです。アッサ
ンブラージュ、2019：33％、2018：51％(うち13％はバリックにて1年間熟
成)、2017：16％　ワインは例外を除いてすべてステンレスタンクにて発酵
熟成、ドサージュゼロ。

野生酵母 あり

参考小売： ¥11,000

ブルゴーニュ産、Ｒａｄｏｕｘ社のオーク製樽を使用。平均約10年の古
樽。22ヶ月間のシュールリー樽熟成。バトナージュなし。

Coteaux
　　　　　　　　　コトー・シャンプノワ・ブラン

 Champenois Blanc 2015

シャルドネ100％

白泡・辛口

Jacques Lassaigne ジャック・ラセーニュ

生産者 Emmanuel
　　　　エマニュエル・ラセーニュ

 Lassaigne

国・地域
フランス・シャンパーニュ

モングー

栽培 ビオロジック

認証 －

白泡・辛口 750ｍｌ

生産者紹介

シャンパーニュでもほぼブルゴーニュに近い、南部のTroyesの西にコート・デ・ブランと同様なチョーク質土壌が隆起している丘があり、そこにジャック・ラセーニュの畑、
Mongueux村は位置します。現在の責任者エマニュエル・ラセーニュ氏の父ジャック氏が、生まれ故郷であるこの村の恵まれた立地条件を持つ土地に惹かれ、「ここなら素晴
らしいワインができるはず」と兄弟4人でブドウの植樹からという、まさしくゼロからスタートしました。畑の表土は15～40cmのみ、その下には8000年前のチョーク質土壌が広
がり、畑には堆肥も窒素も人為的なものは一切与えません。もちろん補糖もゼロ。シャンパーニュの土壌でブルゴーニュ風の造りでテロワールをしっかり表現した、エレガント
で繊細なシャンパーニュです。

Blanc
　　　　　　　　　　　　ブラン・ド・ブラン　レ・ヴィーニュ・ド・モングゥ

 de Blanc Les Vignes de Montgueux

野生酵母 あり

ビオロジック -

シャルドネ100％

約50年 シャンパーニュ

モングー村 -

シャンパーニュ

les
　　　　レ・パピーユ・インソリテ

 papilles insolites　2016

ピノ・ノワール100％

白泡・辛口 750ml

参考小売： ¥8,500

Le
　　　ル・コテ

 Cotet

シャルドネ100％

白泡・辛口 750ｍｌ

参考小売： ¥18,000

区画はル・コテのヴィエイユヴィーニュ30％、ル・コテの低地30％、レ・
ポーレ40％。ティラージュ2014.5.16、デゴルジュマン2022.5.19。ドサー
ジュゼロ。

ビオロジック -

Millésimé
　　　ミレジメ

　2013

シャルドネ100％

野生酵母 あり

白泡・辛口 750ｍｌ

モングー村 粘土石灰質

約50年

野生酵母 無

参考小売： ¥9,500

2016年ヴィンテージは全体的に涼しい年で、霜被害も酷かった年です
が、モングーは霜の害は無く、ピノノワールもとても良く成熟したため、
このキュヴェをつくる事に。モングーの3つの畑のネゴシアン。そのうち
の一つはモングーでも最も樹齢の古いピノノワール(樹齢60年以上)手
摘み収穫。全房の葡萄を垂直型プレス機でダイレクトプレス。このキュ
ヴェはどのステップもSO2一切無添加。アルコール発酵に10ヶ月間樽
熟成。2017年5月にボトリング、その際に瓶内二時発酵の為補糖。二
時発酵にはオーガニックの糖と酵母を使用。そのまま2年間瓶内熟
成。
レ・パピーユ・インソリテとは“驚きの感覚、味わい”という意味。

モングー村 粘土石灰質

約50年 シャンパーニュ

ビオロジック -

ビオロジック -

野生酵母 あり

参考小売： ¥20,000

2007ヴィンテージのサント―バンに使用されたブルゴーニュ産バリック：
46％、2004ヴィンテージのマコン・ソリュトゥレに使用された500Lの木樽：
25％、97ヴィンテージのウイエが行われたサヴァニャン種のワインに使用
されたバリック：11％、1976ヴィンテージのヴィンテージのグラン・シャン
パーニュ・コニャックに使用されたバリック：18％ それぞれ6ヶ月間発酵熟
成後、ステンレスタンクでブレンドの後2ヶ月間熟成。1968年から1975年に
植樹された葡萄畑。

Clos
　　　　　　クロ・サン・ソフィ

 Sainte-Sophie　2014

シャルドネ100％

白泡・辛口 750ｍｌ

モングー村 -

約50年 シャンパーニュ

ビオロジック -

ビオロジック -

750ml

モングー村 -

約50年 シャンパーニュ



30189 30190 30191

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30187 30186 30188

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30185

品種：

タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC：

農法： 収穫量：

酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

野生酵母 無

ビオディナミ －

例年どおりならWintzenheim村周辺の葡萄のみを使用したキュベだが、
2021年の極端な収量の少なさから、グランクリュなど他の区画をまぜなけ
ればならなくなった。フレッシュ感がピュアで仄かな還元感が良いスパイス
感あたえていてる。手摘みにて収穫。プヌマティックプレス。フードルで6ヶ
月熟成。フィルターなし。

参考小売： ¥4,000

40年

ヴィンツェンハイム村 砂利・粘土・石灰質

ピノ・ノワール100％

赤 750ml

ドゥニの2021年のリースリングは恐ろしいぐらい発酵が順調に進んだ。
そのため、冬から春にかけても順調に熟成をすることができ澱の下が
りもはやく、スムーズに瓶詰まで行う事ができた。何も手を加えず綺麗
な上澄みだけを抜き取ったようなピュアでエレガントな味わい。手摘み
にて収穫。プヌマティックプレス。ステンレスタンクで6ヶ月熟成。フィル
ターなし。マセラシオンなし。

グランクリュPfersigbergで栽培された葡萄のみを使用。3品種を同時に
圧搾し、フードルにて8ヶ月発酵熟成をおこなった。2億5000年前の石
灰岩と粘土で構成されたグランクリュは水分ストレスの影響を受けにく
く、常に力強さとフィネスを兼ね備えたワインが生産される。手摘みに
て収穫。プヌマティックプレス。フィルターなし。マセラシオンなし。

Pinot Noir Nature 2021
　　　　　　ピノ・ノワール・ナチュール

参考小売： ¥6,000

参考小売： ¥4,000 参考小売： ¥4,600

エバンジェ唯一の花崗岩土壌、アルザスで最もリースリングに適した
畑とされるグランクリュ・ソメルベルグ(90％がリースリングが植わって
いる畑)。南向きの急斜面に植えられたドゥニのソメルベルグは太陽を
全面に浴びた肉厚な果実感に水捌けの良さからくる直線的な酸が見
事にバランスがとれいて、亜硫酸無添加で仕込む事により、若いヴィン
テージからでも硬さがない。手摘みにて収穫。プヌマティックプレス。ス
テンレスタンクで6ヶ月熟成。フィルターなし。マセラシオンなし。

野生酵母 無 野生酵母 無野生酵母 無

参考小売： ¥4,000

どうしても残糖が残ってしまいやすい3品種を醸し発酵をさせる事により、
野性酵母の数を多く獲得し、辛口に仕上げる事を目的としたワイン、粘土
質の土壌からうまれる葡萄を使用することにより、水分ストレスの強い土壌
に比べると長い醸し期間であっても苦みを抑える事ができる。Au dessus
des Nuages は「雲の遥か上」という意味である。手摘みにて収穫。プヌマ
ティックプレス。フードルで6ヶ月熟成。フィルターなし。

Au dessus des Nuages 2021
　　　　　　　　　　オ・デスュ・デ・ニュアージュ

ゲヴェルツトラミネール、
リースリング主体

ピノグリ

オレンジ

ビオディナミ － ビオディナミ 50hℓ/ha

Hengstはアルザス語で「種馬」を意味する。Zind
HumbrechtJosmeyer,Albert Mannなど名だたるドメーヌが所有するこの畑
からは、力強さと繊細さを兼ね合わせた優雅なワインが生み出される。ドゥ
ニは最低でも5年は寝かせてから飲んでほしいと大器晩成型のワインであ
る。手摘みにて収穫。プヌマティックプレス。フードルで6ヶ月熟成。フィル
ターなし。マセラシオンなし。

20年 15～50年

グランクリュHengstで栽培された葡萄のみを使用。3品種のアッサンブ
ラージュ、醸し発酵をいしているためグランクリュと表記できない。
Persephoneはギリシャ神話にでてくる大地の女神「ペルセポネー」を意
味する。手摘みにて収穫。プヌマティックプレス。フードルで8ヶ月熟成。
フィルターなし。

750ml

エギスハイム村 粘土石灰質

10～30年

ビオディナミ 30hℓ/ha

複数の区画 砂利・粘土・石灰質 エギスハイム村 粘土石灰質

リースリング100％
ゲヴェルツトラミネール

リースリング
ピノグリ

白・辛口

Riesling Vin Naturel Sec 2021
　　　　　　　リースリング　ヴァン　ナチュレル　セック

Pfersigberg　2018
　　　　　フェルシベルグ

参考小売： ¥6,000

野生酵母

50年

ビオディナミ 38hℓ/ha

無

ビオディナミ 40hℓ/haビオディナミ 38hℓ/ha

野生酵母 無

参考小売： ¥6,000

25年

野生酵母 無

750ml 白・辛口 750ml

花崗岩

生産者紹介

Famille Hebingerはアルザスの中心にあるエギスハイム村に拠点をおく。葡萄栽培だけでなく、家畜や多くの野菜を育て生計をたてていたが、現当主のドゥニの大祖父のLé
onと祖父である。Jean-Victorにより1946年にワイン造りに特化したドメーヌを設立した。1984年にドゥニの父であるChristianが隣村の葡萄栽培農家の娘と結婚し、
Sommerberg、Hengst、Pfersigberg、Eichbergの4つのグランクリュを含む13.5haまで畑が増えた。ブルゴーニュでの修業を終えたドゥニが2015年にドメーヌに戻り、2018年より
本格的に自身のワインをリリースしはじめた。ドゥニが所有する畑のほとんどは粘土と石灰質からなり、得にピノ・ノワールの評価が毎年のようにあがっている。ブルーノ・
シュレールのシャンデオワゾと同じ畑を所有し、その他に新たにグランクリュ・ピノノワールを表記する事が可能になったHengstなどピノ・ノワールに特化した区画を多く所有し
ている。近年は基本的には亜流酸は無添加、必要な時のみ最低限の使用。フィルターの使用をやめるなどナチュラルなワイン造りを実践している。ドゥニは言葉数はすくな
いなが、徹底した貴重面な仕事ぶりから品質とテロワールへの情熱を強く感じる。そんな彼から生み出されるワインはエレガントでガストロノミック、グランヴァンを志すエスプ
リが溢れている。

Riesling
　　　　　リースリング　グラン　クリュ　ソメルベルグ・パンセ・ソヴァージュ

　Grand Cru Sommerberg Pensee sauvage 2020

リースリング100％

Riesling　Grand Cru Hengst 2018
　　　　　　　　　　　リースリング　グラン　クリュ　ヘングスト

白・辛口

リースリング100％

白・辛口 750ml 750ml

ヴィンツェンハイム村 泥灰土石灰質 ニーデルモルシュヴィール村

Persephone 2020
　　　　　ペルスフォン

ゲヴェルツトラミネール
リースリング

ピノグリ

オレンジ 750ml

ヴィンツェンハイム村 泥灰土石灰質

26年

Famille Hebinger ファミーユ・エバンジェ

生産者 Denis
　　　ドゥニ　エバンジェ

　Hebinger

国・地域
フランス・アルザス

エギスハイム

栽培 ビオディナミ

認証



30525 30526 30155

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30056 30270 30049

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30048 30055 30168

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30169 30171 30170

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

ビオディナミ 16hℓ/ha ビオディナミ 25hℓ/ha

50年 アルザス 60年 アルザス

参考小売： ¥4,100

750ml

Ammerschwihr村の花崗岩土壌からなる葡萄を使用。ラグランジュのコ
ミュナル（村名）にあたるワイン。綺麗なアロマ、フレッシュ感、心地よい
揮発酸。2019年から新たに20aのオーセロワの区画がくわった。収穫
後、全房5品種同時にプヌマティックプレスにて8時間のプレス。圧搾
後、228Ｌ古樽に直接入れ発酵、そのまま10ヶ月熟成。　フィルターな
し。マセラシオンなし。
生産本数：3000本

花崗岩土壌からなる葡萄を使用。ラグランジュのコミュナル（村名）にあ
たるワイン。綺麗なアロマ、フレッシュ感、心地よい揮発酸。2019年から
新たに20aのオーセロワの区画がくわった。AOC剥奪前の
Ammerschwihr。手摘みにて収穫。全房で5品種同時に圧搾8時間プヌ
マティックプレス。圧搾後228L古樽に直接入れ発酵、そのまま10ヶ月熟
成。フィルターなし。

25年 アルザス

アムルシュヴィール村 - ユナヴィール村 石灰質

リースリング30％
ゲヴェルツトラミネール30％
ピノ・グリ30％　ミュスカ10％

グランクリュSchlossbergの西側にある区画から収穫された葡萄を使
用。ラグランジュのコミュナル（村名）ワインとなる。2019からコペラター
に販売する葡萄をすべて引き受ける事となった。収穫後、全房3品種同
時にプヌマティックプレスにて8時間のプレス。圧搾後、228Ｌ古樽に直
接入れ発酵、そのまま10ヶ月熟成。フィルターなし。マセラシオンなし。
生産本数：2500本

100％ＧＣ。Kaefferkopfの葡萄を使用。2年間というもっとも長い熟成期
間をとったラグランジュのフラグシップワイン。複雑でフィネスを感じ、長
期熟成にもたえらるポテンシャルを秘めた1本。手摘みにて収穫。8時間
プヌマティックプレス。圧搾後228L古樽24ヶ月熟成。瓶詰前まで一切オ

リ引きを行わない。フィルターなし。

2018年に取得した新しい畑GC。Rosacker、石灰質土壌からなる葡萄を
使用。芳醇で広がりのあるミネラルを豊富に感じる事ができる。手摘み
にて収穫。8時間プヌマティックプレス。圧搾後228L古樽24ヶ月熟成。瓶
詰前まで一切オリ引きを行わない。フィルターなし。

参考小売： ¥7,000 参考小売： ¥7,000

野生酵母 無 野生酵母 無

無

参考小売： ¥6,800
AOC剥奪前のRodern、2021年は収量の少なさから例外的にローデン
内にある別の区画のリースリン、ゲヴェルツ、オーセロワを混ぜ一緒に
発酵させた。また本来なら2年の長期熟成をさせてから瓶詰を行いた
かったが、経済的な理由から6ヶ月のみ熟成で瓶詰をおこなった。ジェ
ロームいわく「熟成させてから真価を発揮するワインです、時間は要す
るが3年後の味に期待してほしい。手摘みにて収穫。全除梗3週間のマ
セラシオン。全房2時間プヌマティックプレス。圧搾後、228L古樽とステ
ンレスタンクにて6ヶ月の発酵、熟成。フィルターなし。

Le mont des clochettes　2021
　　　　　　　　　　　　　ル・モン・デ・クロシェット

ピノ・ノワール50％ ピノ・グリ20％
ゲヴェルツ10％ リースリング10％

オーセロワ10％

赤 750ml

複数の区画をブレンド -

60年 ＶｄＦ

ビオディナミ 20hℓ/ha

25hℓ/ha

30年 アルザス

参考小売： ¥4,800

花崗岩土壌と石灰質土壌の異なる畑で栽培された葡萄を同日に収穫
し、同時に発酵を行った。抜栓直後はオレンジ色の花やクローブの香
り、味わいは酸とビタネスがある。抜栓3日目以降からは開けたての若
さが落ち着き、干したフルーツのニュアンスや中国茶のような奥ゆかし
い味わいへと変わる。手摘みにて収穫。全除梗3週間のマセラシオン。
全房2時間プヌマティックプレス。圧搾後、228L古樽とステンレスタンク
にて6ヶ月の発酵、熟成。フィルターなし。

750ml

Kaysersberg, Ammerschwihr, Zellenberg, Rodern,Ribeauvillé村周辺で
収穫した葡萄を使用。土壌も村によって多様で花崗岩、砂岩、泥灰土
石灰質土壌からなるラグランジュのレジョナル（地方）ワイン。白や黄色
い花の香り。AOC剥奪前のALSACE｡手摘みにて収穫。全房8時間プヌ
マティックプレス。圧搾後、228L古樽とステンレスタンクにて10ヶ月の発
酵、熟成。フィルターなし。

750ml

参考小売： ¥4,300

カイザルスベルグ村 -

白・辛口

複数の区画をブレンド 花崗岩、石灰質

15～50年 ＶｄＦ

ビオディナミ 20hℓ/ha

野生酵母 無

ビオディナミ 30hℓ/ha

野生酵母 無

グランクリュ・ケフェルコフに隣接した花崗岩土壌の畑。ラグランジュのワイ
ンの中でもっとも酸とミネラル感にとんだワイン。2014年の独立時最初に獲
得した思い入れのある区画。手摘みにて収穫。全房3品種同時に圧搾8時
間プヌマティックプレス。圧搾後228L古樽に直接入れ発酵、そのまま24ヶ月
熟成。フィルターなし。

La montagne du scarabee　2019
ラ・モンターニュ・デュ・スカラベ

Rosiers Sauvages　2019
　　　　　　　　　ロジェ・ソヴァージュ

アルザス

750ml

アムルシュヴィール村 花崗岩

アムルシュヴィール村 花崗岩

Le
　　　　　　　　　　　　ラ・シュマン・ダ・コテ

 Chemin D’A Cote　2019

50hℓ/ha

750ml

ゲヴェルツトラミネール40％
リースリング20％、ピノグリ15％
ミュスカ15％、オーセロワ10％

リースリング50％
ピノ・グリ25％

ピノ・ブラン25％

白・辛口 750ml

Mille Lieux LBF　2020
　　　　　ミル・リュー　レバッフォン

参考小売： ¥4,100 参考小売： ¥5,700

参考小売： ¥7,000

野生酵母 無 野生酵母 無

野生酵母 無

ビオディナミ 30hℓ/ha ビオディナミ

750ml

　AMMERSCHWIHR
アムルシュヴィール

　 2019 Le Village des amoureux　2020
　　　　　　　　　　　ラ・ヴィラージュ・デ・ザムール

ビオディナミ 16hℓ/ha

25年

参考小売：

30年

　ALSACE
アルザス

　 2019

野生酵母 無

参考小売：

ゲヴェルツトラミネール100％

アルザス

¥3,600

Kaysersberg, Ammerschwihr, Zellenberg, Rodern,Ribeauvillé村周辺で手摘
みにて収穫した葡萄を使用。土壌も村によって多様で花崗岩、砂岩、泥灰
土石灰質土壌からなる。収穫後、全房プヌマティックプレスにて8時間のプ
レス。圧搾後、228Ｌ古樽とステンレスタンクにて10ヶ月発酵、熟成。フィル
ターなし。マセラシオンなし。
生産本数：6000本

アルザス系品種10種

白・辛口 750ml

－ 花崗岩、砂岩、泥灰土石灰質

15～50年 アルザス

ビオディナミ 22hℓ/ha

アムルシュヴィール村 花崗岩

ゲヴェルツトラミネール40％
リースリング20％　ピノグリ15％
ミュスカ15％ オーセロワ10％

750ml

生産者紹介

当主のジェローム(26歳)は高校卒業と同時に大工の道に進んだ。しかしワイン愛好家であった祖父の影響を強く受け、ワイン造りを志すようになる。アルザスのCFPPAで醸
造・栽培の資格を取得後、2014年に自身が生まれ育った家にワイナリーを立ち上げる。彼の大叔父が残した納屋を自身でリフォームしカーブに変え、0.5haしかなかった畑は
現在6haまで増えた。2017年にCFPPAの同級生であるヤン・ビュリーが共同経営者として加わる。自然と地元をこよなく愛し、土地の個性が強くでるワイン造りを目標とし、そ
の方法としてビオディナミ農法を選択、馬などの動物や自然の力を借りて、ほとんどの時間を畑作業に費やす。また「テロワールは品種を凌駕する」という言葉を強く信じ、彼
の作り出すワインは従来のアルザスワインと違い、品種をエチケットに表記せず、コンプランタッションまたはアッサンブラージュにより、土地ごと区画ごとに醸造される。

　KAYSERSBERG
カイザルスベルグ

　 2019

Mille Lieux
ミル・リュー

　2021

ピノオーセロワ1/3
ピノグリ1/3

ピノブラン1/3

アルザス系品種13種類アルザス系品種13種類

Mille　Lieux sur peaux　2021
　　　　　　　　　　ミル・リュー　シュール・ポー

アルザス系品種13種類

　RODERN
ローデン

　 2019

ピノノワール50％
ピノグリ50％

オレンジ

15～50年 ＶｄＦ

複数の区画をブレンド 花崗岩、砂岩、泥灰土石灰質

野生酵母 無野生酵母 無

淡赤 750ml

複数の区画をブレンド 花崗岩、砂岩、泥灰土石灰質

ー

ラグランジュ自社畑で収穫した全てのワインのアッサンブラージュ。2020
年、2021年ヴィンテージのアッサンブラージュ。樽発酵後オリ絡みを全て合
わせ、ロスを限り無くゼロにする目的で造られたキュベ。オリ絡みだけでは
味わいがボケてしまうため、mille lieuxをベースにピノノワールなど別ヴィン
テージのワインを混ぜ薄旨の淡赤に仕上げた。

参考小売： ¥3,000

グランクリュGloeckelbergで収穫された葡萄を使用。しかしAOPの関係でピ
ノ・ノワールを使用した場合グランクリュとエチケットに表記できず、ラグラン
ジュのコミュナル（村名）ワインとなった。2018年から新たにピノグリの区画
を取得し、ピノ・ノワールと同時日に収穫。5月の終わりの雹がふり、光合成
がとまってしまった。100％手除梗、その後20日間の醸し。全房プヌマティッ
クプレスにて3時間のプレス。圧搾後、228Ｌ古樽10ヶ月熟成。　フィルターな
し。
生産本数：1800本

60年 アルザス

ビオディナミ

白

ビオディナミ ー

赤・ミディアム 750ml

ローデン村 -

15～50年

¥5,000

25hℓ/ha

野生酵母 無

ビオディナミ

野生酵母

La Grange De L'oncle Charles ラ・グランジュ・デ・ロンクル・シャルル

生産者 Jerome Francois
ジェローム・フランソワ

国・地域
フランス・アルザス

オスタイム

栽培 ビオディナミ

認証 エコセール



30498 30057 30499

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30059 30497 30496

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

ジェロームとヤンの同級生であるRegis Bardがビオディナミ農法にて栽培した葡
萄を使用。畑はBernardvillé村に位置し、アルザスでは珍しいシスト（スレート土
壌）からなる葡萄を使用。全量の15％を一週間早く栽培し、マセーレーションを
行ったのち、残りの葡萄と同時にプレスをかけた。熟成のポテンシャルを感じたた
め、通常のキュベよりも長い熟成期間を設けた。2品種同時に手摘みでの収穫。
ステンレスで18ヶ月の熟成。フィルターなし。

マーク・ウンブレッシュ氏によりビオディナミで管理された葡萄を使用。全房で
のマセラシオンにより茎からのタンニンを抽出。それによりサンスフルでも酸
化から守られ、ゲヴェルツトラミネール由来のアロマと茎由来のスパイス感が
調和した味わい。手摘み収穫。30日間の醸し、期間中ルモンタージュとピ
ジャージュ1回ずつのみ。全房8時間プヌマティックプレス。フィルターなし。

Fred HERTZ フレッド・エルツ氏によりビオディナミで管理された葡萄を使用。
30日間の醸し期間中ルモンタージュとピジャージュ一回ずつのみ。例年より
も優しいくプレスをかけため、苦みやタンニンの量が少なく、優しい味わいの
アルザスピノとなった。手摘みにて収穫。全房8時間プヌマティックプレス。ス
テンレス6ヶ月熟成。

参考小売： ¥3,500 参考小売： ¥3,500 参考小売： ¥3,300

無

ビオディナミ 40hℓ/ha ビオディナミ 60hℓ/ha ビオディナミ 60hℓ/ha

野生酵母 無 野生酵母 無 野生酵母

アルザス

バーナードヴィレ村 シスト ファフナイム村 泥灰土石灰質 エギスハイム村 泥灰土石灰質

30年 アルザス 45年 アルザス 20年

750ml 赤・ミディアム

SCHISTES
シスト

　2019 ＯRANGE
オランジュ

　 2020 ROUGE
ルージュ

　 2020

リースリング50％
シルヴァネール50％

ゲヴェルツトラミネール100％ ピノノワール100％

750mlオレンジ・辛口 750ml オレンジ・辛口

Petillant Naturel
ペティアン・ナチュレル

　 2020 PARCOUR
パルクール

　 2020 WAZEN
ヴァゼン

　 2020

オーセロワ100％ アルザス系品種10種 リースリング100％

750ml

アムルシュヴィール村 花崗岩 アムルシュヴィール村 - アムルシュヴィール村 花崗岩

白微泡・辛口 750ml 白・辛口 750ml オレンジ・辛口

アルザス

ビオディナミ 60hℓ/ha ビオディナミ 60hℓ/ha ビオディナミ 80hℓ/ha

45年 アルザス 30年 アルザス 10年

10年以上ピレール・アイシュ氏によってビオディナミで管理されたエネルギー溢れ
る葡萄。1.8気圧と穏やかで長時間プレスにより果皮のエキス分がしっかりと抽出
された味わい。100％手除梗、全房プヌマティックプレスにて8時間のプレス。フィ
ルターなし。残糖20g/Lのタイミングで瓶詰、5ヶ月後にデゴルジュマン。

ラグランジュドロンクルシャルルの入門ワイン。収量に満足のいく年にしか造
られれないキュベ。ビオディナミで管理された葡萄のみを購入し同時に発酵
熟成させる。手摘みにて収穫。収穫後、全房プヌマティックプレスにて8時間
のプレス。その後50％フードル、50％ステンレスにて4ヶ月熟成。フィルターな
し。
生産本数：5000本

栽培家ピレール・アイシュ氏からブドウを購入。WAZENは彼の持つアムル
シュヴィール村にある区画の名前。2020年は発酵が残糖4.5g/L残った状態
で発酵が止まったが、糖と酸のバランスがとれていたため、そのまま瓶詰、再
発酵のリスクが高いため、2020年は王冠を使用。手摘みにて収穫。収穫後、
全房プヌマティックプレスにて8時間のプレス。その後ステンレスタンクにて6ヶ
月熟成。プレス機内で12時間のスキンコンタクト。フィルターなし。

無

参考小売： ¥3,300 参考小売： ¥3,300 参考小売： ¥3,500

野生酵母 無 野生酵母 有 野生酵母



30532 30533 30531

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30535 30534 30080

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30323 30501 30502

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30500 30082 30081

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

野生酵母 無

参考小売： ¥4,400

繊細なアロマ、プルーンやほのかな紫蘇感木苺、繊細でバランスのとれた味
わい。抜栓したては香りが閉じぎみだが、時間の経過とともにゆっくり開いてく
る。色調は例年よりも濃い色調。手摘みにて収穫。全房50％25日間醸す。そ
の後フードル樽にて7ヶ月熟成。プヌマティックプレスにて5時間。澱引きは瓶
詰前まで行わない。オスペリングとは畑の名前。

OSPERLING
オスペリング

　2020

ピノグリ100％

オレンジ 750ml

ゲべルシュヴィール村 粘土石灰

40年 アルザス

ビオディナミ 50hℓ/ha

PRELUDE Crémant Brut
プレリュード　クレマン　ブリュット

　2020

RHAPSODIE SYLVANER 2021
　　　　　　　　　　　　ラプソディ　シルヴァネール

生産者紹介

当主であるVincentの曾祖父であるHanry Grossが1950年に1.5haの畑を購入。当時は栽培した葡萄を販売し生計を立てていたが、1965年から祖父のLouis Grossがワインを造りはじめる。
1980年にVincentの父であるRémy Grossが現在のワイナリーをDomaine Gross設立、畑は2.5haまで増える。南仏やアルザスのクライデンヴァイスでの研修を終えたVincent Grossが2006年よ
り醸造、栽培に加わり直ぐさまビオディナミ農法を取り入れる。2010年にVincentが当主に就任。現在は畑は10haまでに増え、祖父、父、母、Vincent(現在37歳)の三世代でワインを造り続けて
いる。畑の多くは粘土、泥土、石灰。アルザストップのミュスカが生産されるGC Goldertを所有している。品種本来の香りを引き出しテロワールを最大限に表現すること重要視している。エチ
ケットはVincentの息子のLouis君と娘のCharleneが描いた。毎年エチケットのデザインが変わる。

Domaine Gross  ドメーヌ・グロス

生産者 Vincent
　　ヴンサン・グロス

 Gross

国・地域
フランス・アルザス
ゲべルシュヴィール

栽培 ビオディナミ

認証 －

ゲべルシュヴィール村 黄土

2020年は天候に恵まれ質と量ともに満足のいく年となった。健全果が多く、高い酸
度を保ったまま収穫を迎える事ができた。発酵の速度が例年よりも早かったため、
短いマセレーション。フェノール分の熟度もたかく色づきもよく熟成へのポテンシャ
ルも高い。一部、樽での長期熟成の実験を現在もおこなっている。ヴァンサンのワ
インの評価が近年うなぎ上りであがっており、蔵だし即完売が状態がつづいてい
る。手摘みにて収穫。プヌマテックプレス10h。ベースワイン6ヶ月間フードルにて熟
成。瓶内二次発酵後18ヶ月熟成。100％ノンドサージュに切り替え、よりナチュラル
な造りに近づけた。味わいも以前と異なり、良くも悪くもアルザスらしい飲み手に緊
張感をあたえてしまう、酸が際立った味わいから、角のとれた膨やかさのある優し
い味わいとなった。サービス温度帯も以前のクレマンより幅広く、それに伴いお食
事との相性の多様性も広がったとヴァンサン本人も新しいスタイルに満足してい
る。

参考小売： ¥3,500

白泡 750ml

30年

無

ー

¥3,500

参考小売： ¥5,000

オレンジ 750ml

石灰岩・砂岩ゲべルシュヴィール村

13年 ー

予約開始即完売のトップクレマン。深いお付き合いのあるお客様にしか販売しない
特別キュベ。ワイナリー設立時のエチケットを現在も使用しており、アルザスのトッ
プワイナリーであるアルベールボクスレのエチケットも同じ画家の作品である。しっ
かりとしたコクと旨味があり、温度をコントロールすることにより、アペリティフからメ
インのお肉料理まで、幅広く合わせる事ができる。手摘みにて収穫。フードルにて
6ヶ月発酵熟成。プヌマティツクプレス8時間。瓶内2次発酵後36ヶ月熟成。ノンド
サージュ。
生産本数：1500本

ドメーヌグロスでは珍しい白ワイン。アルザス伝統のエーデルツヴィッカー。古
くさく安いワインというイメージのあるスタイルで、アルコール離れが続くフラン
スでは製造している生産は減少傾向にある。その中伝統を大事にしたいと
2019年からはじめた新しい形のエーデルツヴィッカー！昔、地元で販売されて
いたような1L瓶にはいっている。手摘みにて収穫。マセラシオン無し。ステンレ
スタンク100％にて発酵。プヌマテックプレス5時間。2回澱引きを行う。フィル
ター無し。
生産本数：3000本

2021年は5,6月とアルザスに限らず、フランス全土で毎日のように雨が続き、
昼夜問わず雨が止んだ一瞬の隙をみてボルドー液を散布しなけらばならな
かった。それでもベト病が蔓延してしまい、例年の30％しか収量をとる事がで
きなかった。収穫が開始されても、寒い日が続き葡萄の熟度のバラ付きが激
しく、収穫日の決定がとても困難な年となった。しかしながら収量は減ったが、
凝縮度があり、高い酸度を有した素晴らし葡萄を得る事ができた。醸造でも揮
発酸などの欠陥も出る事がなく瓶詰までスムーズに進む事ができ、例年には
ない表情のワインを得る事ができた。手摘みにて収穫。プヌマテックプレス5時
間。40％全房、同時日に収穫し20日間醸し。フードル樽にて10ヶ月熟成。オリ
引きは瓶詰前まで行わない。マセラシオン有。ドメーヌグロスの醸しワインを
もっと多くの人にカジュアルに楽しんでもらうために2018年に初めて造られた
キュベ。シャルキュトリーやフロマージュなどをつまみながら、ガブガブのめる
ワイン。焼き鳥などの日本食との相性も良い。3品種のアッサンブラージュのた
めトリオ。

リースリング100％

ゲヴェルツトラミネール100％

ミュスカ100％

ビオディナミ 45hℓ/ha ビオディナミ 50hℓ/ha

ビオディナミ 50hℓ/ha

野生酵母 無

野生酵母 無 野生酵母 無

参考小売： ¥4,000 参考小売： ¥3,500

オーセロワ80％
リースリング20％

シルヴァネール100％

ビオディナミ 80hℓ/ha

ビオディナミ 26hℓ/ha

Cremant
　　　　　　　　クレマン・ルイ

 Louis　2017 OPUS
　　オピュス

　2020

ビオディナミ 50hℓ/ha

野生酵母 無

参考小売： ¥3,000

ドメーヌグロス、初リリースとなるペティアンナチュレル。アルザストップの品質と評
価されるGueberschwihr村で栽培されたミュスカを100％使用。瓶内発酵終了時に
3気圧になるタイミングで瓶詰。2019年は瓶内の澱の量が比較的にすくなかったた
め、デゴリュジュマンは行わなかった。品種由来の香りと、乳酸の味わいのバラン
スがとても良い。手摘みにて収穫。2日間プレス機内にてスキンコンタクト。ステン
レスタンクにて2週間発酵。プヌマティックプレスにて6時間。フィルター無し。生産
本数：800本

ビオディナミ 50hℓ/ha

ゲべルシュヴィール村 シルト

25年 アルザス

2021年は5,6月とアルザスに限らず、フランス全土で毎日のように雨が続き、昼夜
問わず雨が止んだ一瞬の隙をみてボルドー液を散布しなけらばならなかった。そ
れでもベト病が蔓延してしまい、例年の30％しか収量をとる事ができなかった。収
穫が開始されても、寒い日が続き葡萄の熟度のバラ付きが激しく、収穫日の決定
がとても困難な年となった。しかしながら収量は減ったが、凝縮度があり、高い酸
度を有した素晴らし葡萄を得る事ができた。醸造でも揮発酸などの欠陥も出る事
がなく瓶詰までスムーズに進む事ができ、例年にはない表情のワインを得る事が
できた。手摘みにて収穫。プヌマテックプレス5時間。アンフォラ10ヶ月熟成。オリ引
きは瓶詰前まで行わない。22日間醸し70％全房マセラシオン。ハーブと黄色い果
実の香り。仄かな残糖感と酸のバランスがよく、アフターに上品な苦みが残るのが
特徴的。当主のVincentいわく3年程、寝かせてから飲むのも味わいが落ち着き、
旨味があがり、違った表情をみせてくれる。

野生酵母

野生酵母 無

参考小売：

TRIO
トリオ

　2021

ゲべルシュヴィール村 シルト

30年 アルザス

ビオディナミ 65hℓ/ha

野生酵母 無

15～45年 ー

ピノグリ30％
シルヴァネール30％

ゲヴェルツトラミネール40％

オレンジ 750ml

ゲべルシュヴィール村 砂岩、泥灰土、粘土、
石灰岩、等複数

ゲべルシュヴィール村 石灰岩・砂岩

ゲべルシュヴィール村 泥灰質石灰

RHAPSODIE RIESLING 2021
　　　　　　　　　　　　ラプソディ　リースリング

RHAPSODIE MUSCAT 2021
　　　　　　　　　　　　ラプソディ　ミュスカ

オレンジ 750ml

参考小売： ¥3,400

2020年のみ生産の実験的なキュベ。瓶内発酵終了時に3気圧になるタイミン
グで瓶詰。2020年はオリと酒石の量が多かったため、発酵が終了したのち冬
の間外気にふれさせ、酒石を析出させ、2月にデゴルュジュマンを行った。手摘
みにて収穫。2日間プレス機内にてスキンコンタクト。ステンレスタンクにて発
酵。プヌマティックプレスにて6時間。残糖12g/Lになったタイミングで瓶詰。フィ
ルター無し。ラプソディとは狂詩曲の意味。
生産本数：2000本

Pét nat
ペット・ナット

　2019

ミュスカ・オットネル100％

白泡 750ml

35年 アルザス 20年 アルザス

ピノ・ブラン60％
ピノ・ノワール40％

オーセロワ主体の6品種

白泡 750ml 白 1000ml

ゲべルシュヴィール村 石灰岩・砂岩 ゲべルシュヴィール村 粘土質石灰 ゲべルシュヴィール村 石灰質

NEUWEG
ヌーウェグ

　2020

オレンジ 750ml

オレンジ 750ml

ビオディナミ 22hℓ/ha

ビオディナミ 40hℓ/ha

ビオディナミ 35hℓ/ha

60年 ー

45年

2021年は5,6月とアルザスに限らず、フランス全土で毎日のように雨が続き、
昼夜問わず雨が止んだ一瞬の隙をみてボルドー液を散布しなけらばならな
かった。それでもベト病が蔓延してしまい、例年の30％しか収量をとる事がで
きなかった。収穫が開始されても、寒い日が続き葡萄の熟度のバラ付きが激
しく、収穫日の決定がとても困難な年となった。しかしながら収量は減ったが、
凝縮度があり、高い酸度を有した素晴らし葡萄を得る事ができた。醸造でも揮
発酸などの欠陥も出る事がなく瓶詰までスムーズに進む事ができ、例年には
ない表情のワインを得る事ができた。手摘みにて収穫。プヌマテックプレス5時
間。全房50％22日間醸し。アンフォラにて10ヶ月熟成。オリ引きは瓶詰前まで
行わない。シャルトリューズなどの香草のかおり、タンニンとミネラル感のバラ
ンスがとても良い。当主Vincetいわく3年程、寝かせてから飲むのも味わいが
落ち着き、旨味があがり、違った表情をみせてくれる。

¥3,400

アルザストップの品質と評価されるGueberschwihr村で栽培されたミュスカを使
用。瓶内発酵終了時に3気圧になるタイミングで瓶詰。2020年はオリと酒石の
量が多かったため、発酵が終了したのち冬の間外気にふれさせ、酒石を析出
させ、2月にデゴルュジュマンを行った。品種由来の香りと、乳酸の味わいのバ
ランスがとても良い。手摘みにて収穫。2日間プレス機内にてスキンコンタクト。
ステンレスタンクにて2週間発酵。プヌマティックプレスにて6時間。残糖12g/L
になったタイミングで瓶詰。フィルター無し。ラプソディとは狂詩曲の意味。
生産本数：2000本

Rapsodi
　　　　　　  ラプソディ　ブラン

　Blanc 2020

ミュスカ・オットネル100％

ＰＮ 750ml

ゲべルシュヴィール村 シルト

25年 アルザス

シナモンや胡椒などのスパイスの香り。3年程寝かせてから飲むのも味わいが
落ち着き、旨味が上がり、違った表情をみせてくれる。手摘みにて収穫。徐梗
100％で20日間醸す。その後フードル樽にて7ヶ月熟成。プヌマティックプレス
にて5時間。澱引きは瓶詰前まで行わない。フィルター無し。ヌーヴェッグとは
アルザス語で「新し道」。

2021年は5,6月とアルザスに限らず、フランス全土で毎日のように雨が続き、
昼夜問わず雨が止んだ一瞬の隙をみてボルドー液を散布しなけらばならな
かった。それでもベト病が蔓延してしまい、例年の30％しか収量をとる事がで
きなかった。収穫が開始されても、寒い日が続き葡萄の熟度のバラ付きが激
しく、収穫日の決定がとても困難な年となった。しかしながら収量は減ったが、
凝縮度があり、高い酸度を有した素晴らし葡萄を得る事ができた。醸造でも揮
発酸などの欠陥も出る事がなく瓶詰までスムーズに進む事ができ、例年には
ない表情のワインを得る事ができた。手摘みにて収穫。プヌマテックプレス5時
間。ステンレスにて10ヶ月熟成。オリ引きは瓶詰前まで行わない。全房70％徐
梗30％で21日間醸し。アールグレイなどの紅茶を連想させる香り。当主Vincet
いわく3年程、寝かせてから飲むのも味わいが落ち着き、旨味があがり、違っ
た表情をみせてくれる。

野生酵母 無

野生酵母 無

野生酵母 無

参考小売： ¥5,000

参考小売： ¥4,000

参考小売： ¥5,000

アルザス

40年 ー

Rapsodie
　　ラプソディ　スキンコンタクト

　SC　2020

ピノ・グリ45％　シルヴァネール45％
ピノ・ノワール10％

ＰＮ 750ml

野生酵母 無

参考小売：



30112 30089 30110

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30322 30111

品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

ピノ・ノワール100％ゲヴェルツトラミネール100％

赤 750ml甘口 オレンジ

粘土石灰質

ゲベルシュヴィール村

オレンジ 750ml 赤 750ml

ー

野生酵母 有

2019年のピノ・ノワールはフェノール分の成熟と糖度のバランスがよく理
想的なタイミングで収穫することができた。30％全房発酵。プヌマテック
プレス。アンフォラ（ジャール）にて6ヶ月熟成。Gueberschwihr村から南
に5km南下したRouffach村に畑があるため、頭文字のRをとった。生産
本数：1600本

8ヶ月間ステンレス熟成。グランクリュ・ゴルデールはゲヴェルツやミュスカな
どのアロマティック系品種の生産において、アルザス内でもトップと評される
特級畑。2015年は通常のヴィンテージよりも貴腐菌が多くついたため、糖度
が高く、コンプレックなアロマをもつ素晴らしい遅積みワインとなった。マンス
テールチーズやフォワグラなどクラシックなマリアージュがお勧め。ゴルデー
ルはアルザス語で「金色」の意味。

参考小売： ¥5,000参考小売： ¥6,500

ルファック村 粘土石灰質ゲべルシュヴィール村 泥灰土石灰

20年 アルザス40年 アルザス

ビオディナミ 35hℓ/haビオディナミ 20hℓ/ha

野生酵母 無

GＯＬＤ　R
ゴールド　アール

　2019 G
ジェ

　2020

30hℓ/ha ビオディナミ 55hℓ/ha

ゲべルシュヴィール村 石灰岩・砂岩 ゲべルシュヴィール村

Domaine Grossの新たなフラグシップワイン。3品種を同時に手摘み収穫、同
時マセレーション、全房50％で25日間醸す。醸し期間の間はマストの均一化
を目的としたルモンタージュのみ。圧搾後、2019年から新に導入した砂岩で
造られたアンフォラにて6ヶ月、その後ステンレスタンクで2ヶ月熟成。リリー
ス直後地元のミシュラン星付きレストランのソムリエからの評価がとても高
く、希少性の高いワインとなってしまったと同時に、オレンジワイン＝
Domaine Grossの地位を確立させた。Gold Rの特徴としては白ブドウ醸し発
酵とは思えないほどのフィネスとミネラル感を兼ね備えている。良いワイン
は良い葡萄からと、原点回帰させられる、知識と感性をフルに使って飲んで
ほしいワイン。生産本数：1200本

2020年は天候に恵まれ質量ともに満足のいく年となったが、糖度の上
昇が例年より早くピノ・ノワールの収穫タイミングの見極めが難しい年と
なったがGueberschwihr村に2区画からなるこのピノノワールは生育速
度の違いを逆手にとり好みのバランスになるよう収穫量を調整し余った
葡萄はペットナットにまわした。30％全房発酵。プヌマテックプレス。ステ
ンレスタンクにて6ヶ月熟成。Gueberschwihr村の頭文字Gを使用。生産
本数：2300本

アルザス初、オレンジワインでのBIBしかも日本限定！全品種を同時収
穫し全除梗したのち醸し。BIBに詰める作業で酸素に触れるリスクが多
く、酸化の心配はあったもの、想像を遥かに超える安定した品質で抜栓
してからも長時間味わいが衰えない。2021年はアルコール度数も例年
より低く、酸度も例年より高く、よりカジュアルさがました。手摘みにて収
穫。マセラシオン有り。発酵方法、100％徐梗22日間醸し、プヌマテック
プレスにて5時間。ステンレスタンクにて6ヶ月熟成。カクテルのCUBA
LIBREが名前の由来。

無 野生酵母 無

参考小売： ¥4,000 参考小売： ¥4,000

野生酵母

50年 アルザス 15年 アルザス

ビオディナミ

R
アール

　2019GRAND
　　　　　　　グラン・クリュ・グルデール　ヴァンダンジュ　タルディヴ　

 CRU GOLDERT Vendanges Tardives　2018 CUBI LIBRE　2021

リースリング1/3
ミュスカ1/3

ゲヴェルツトラミネール1/3
ピノ・ノワール100％

ゲヴェルツトラミネール40％
ピノ・グリ、オーセロワ、

リースリング、シルヴァネール

野生酵母 無

参考小売： ¥11,000

65hℓ/ha

平均30年 アルザス

3000750ml

ビオディナミ



30113 30529 30530

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

YURA 　 由良

生産者 由良
ユラ

　仁
ジン

太郎
タロウ

国・地域
フランス・アルザス
ゲべルシュヴィール

栽培 ビオディナミ

認証 －

750ｍｌ

生産者紹介

アルザス在住の日本人初生産者。2012年からアルザスで醸造・栽培に携わり2020年に独立。現在はDomaine Grossの醸造所と畑を借りワインを製造しており、将来的に個
人で畑とワイナリーの取得を目標としている。ビオロジック、ビオディナミで管理された葡萄のみを使用。粘土石灰質土壌から生まれるワインを好み、伝統的なアルザスのス
タイルにとらわれず、新参者だからできる新しいスタイルにチャレンジしている。多くの種類のワインは造らず、品種とキュベ数を絞って品質をあげる事にエネルギーを注ぎ
込んでいる。

L'abeille et le papillon 2021
　　　　　　　　　　　　ラベイユ　エ　ル　パピヨン

Le silence et la resonance 2021
　　　　　　　　　　　　　　ル　シロンス　エ　ラ　レゾナンス

La partie et le tout 2021
　　　　　　　　　　ラ　パルティ　エ　ル　トゥ

ピノ・ブラン80％
ピノ・オーセロワ20％

リースリング100％ ピノ・ノワール100％

白 750ｍｌ 白 750ｍｌ 赤

ー

ゲべルシュヴィール村 粘土石灰質 ゲべルシュヴィール村 粘土石灰質 ゲべルシュヴィール村 粘土石灰質

40年 ー 40年 ー 40年

有

ビオディナミ 40hℓ/ha ビオディナミ 40hℓ/ha ビオディナミ 25hℓ/ha

野生酵母 有 野生酵母 有 野生酵母

粘土石灰質土壌から来るピュアでフィネスと旨味を感じる味わい。ステンレ
スタンク熟成由来のフレッシュで直線的な酸、樽熟成由来のフローラルでま
ろやかな味わいの、二つのキャラクターがバランスよく感じられる。抜栓直
後は少し硬いため、気になる方はゆっくり飲むか一時間前に抜栓し、繊細な
味わいなためデキャンタージュは避けてほしい。冷やしすぎず16度前後が
お勧めの温度。手摘み収穫。圧搾後、10度まで温度を下げ一晩放置。デブ
ルバージュ後500L樽とステンレスタンクに分けて野性酵母にて発酵。10ヶ月
間シュール・リ熟成、樽熟成のものは数回バトナージュをかける。亜硫酸に
ついてはMLFが終わるまで一切添加しない。オリ引き後、アッサンブラー
ジュさせ2ヶ月間さらに熟成。

抜栓直後は柑橘系とジンジャーの香り。時間と共に熟れた桃の香りが
あがってくる。飴玉が口の中で溶けだすように酸と甘味が広がる。温度
は12～14度ぐらいの少し低めの温度からスタートし、ゆっくりと温度をあ
げながら香りの変化を楽しいんでほしい。オーセンティックなタイトな味
わいのアルザスリースリングとは異なり、ふくよかで角のない味わいが
特徴的。圧搾後、10度まで温度を下げ一晩放置。デブルバージュ後
500L樽、ステンレスタンク、セラミックタンクの3つに分けて野性酵母にて
発酵。10ヶ月間シュール・リ熟成、樽熟成のものは数回バトナージュを
かける。亜硫酸についてはMLFが終わるまで一切添加しない。オリ引き
後、アッサンブラージュさせ2ヶ月間さらに熟成。瓶詰前にCO2量が
1100mg/L残っていたが、繊細な香りを守るためガス抜きをせずそのま
ま瓶詰した。

抜栓直後は還元的なニュアンスが強いため、時間をかけてゆっくり開く
の楽しんでいただくか、大人数で飲む場合はデキャンタ移すのもよい。
少し時間をおくと、ピノノワールのピュアな果実感と桧木のようなニュア
ンスがでてくる。タンニンは穏やかで酸と仄かな旨味とのバランスがよく
感じられる。70％全房、ドライアイスを使い3日間低温浸漬。発酵開始前
はバケツをつかい1日1回軽いルモンタージュ。発酵が始まってからピ
ジャージュに切り替える。ピジャージュ回数とタイミングも発酵中の香り
と温度をみながら強さを回数をかえる。14日間のマセレーション後、
500L新樽を使用、樽入れの際、オリを多くいれ還元的な状況で11ヶ月
熟成。ノンフィルターで瓶詰。

参考小売： ¥5,000 参考小売： ¥5,800 参考小売： ¥5,000



30349 30350 30348

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30351 30352

品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

手摘みにて収穫。プヌマテックで2時間のプレス。ステンレスタンクで9ヶ月熟
成。2品種を同時に収穫、ピノドニスは全房カベルネフランは全除梗し発酵さ
せる。ピノドニスの甘いフルーツを連想させる香りでカベルネフランからの骨
格が見事にバランスがとれている。

手摘みにて収穫。プヌマティックプレス2時間プレス。ステンレスタンクで9ヶ月熟
成。30％全房発酵、ファイバータンクとイノックスで9ヶ月熟成、カベルネフラン特
有のピーマンの香りがおだやかでベリーの香りが全面にでている。味わいもハツ
ラツとした酸と果実感のバランスがよく。軽やかなスタイル。

参考小売： ¥3,300参考小売： ¥3,000

野生酵母 無野生酵母 無

ビオディナミ 40hℓ/haビオディナミ 40hℓ/ha

赤 750ml赤 750ml

25年 ー30年 ー

ソミュール 石灰質ソミュール 石灰質

手摘みにて収穫。全房3時間プレス。ロゼペットナット、全房で圧搾をかけた後、
瓶内で3気圧になるタイミングで瓶詰、春先にデゴルジュマンを行う。軽やかさと
赤系の果実が全面にでており、ジョナサンは友人を自宅に招き、自家製のピザと
合わせたりしている。

手摘みにて収穫。全房3時間プレス。400Lの古樽で2年間熟成。レモン、バ
ターの風味にシャープな酸。抜栓2日目がバターの風味が落ち着いてピュア
な果実味が残る。

Consonance　2020
　　　　　　コンスノンス

Mon nom est rouge　2020
　　　　　　　　　　ムン　ム　エ　ルージュ

ピノ・ドニス30％　カベルネ・フラン70％カベルネ・フラン100％

手摘みにて収穫。全房3時間プレス。ステンレスタンク熟成。カベルネ・フラン
を直接圧搾し発酵熟成。2019年と2020年のワインを瓶詰前にアッサンブラー
ジュ。複雑で繊細なロゼワイン。「はかなさ」を意味する。

¥4,000

野生酵母 無 野生酵母 無

参考小売： ¥3,300 参考小売：

45hℓ/ha

20年 ー 35年 ー

ビオディナミ 40hℓ/ha ビオディナミ

生産者紹介

当主のジョナサンは幼少期から化学を得意とし大学卒業後はプラスチックの製造、分析に携わる仕事をしていた。もともとワインラバーであったジョナサンは、会社を辞め、一からワインを造
る事を志す。ブルゴーニュで醸造、栽培を学んだ後、Piere Gonon,Marc Angeli,Chandon de Briaillesなどの名門で修業を積んだ。2017年に独立を決断、石灰岩の多く表土が30cm未満、20年
前からビオロジックで管理された理想とする畑をソミュール・ノートルダム・ピィに見つけた。ジョナサンが購入後はすぐにビオディナミに転換、畑の個性や自分の造りたいスタイルが確立され
ていき、徐々に添加物を加えない、自然なワイン造りにシフトしている。赤ワインはこの土地では珍しい全房発酵を行っており、繊細さとエレガントさのあるワインの製造を目指している。ロ
ワールに住んでからピノドニスの魅力に気が付いたジョナサンは、現在ピノドニスを積極的に植え付けをしている。

POPOPOP
　　　　　ポポポップ

！ Alphée　2019
　　　　アルフィ

石灰質

カベルネ・フラン70％
カベルネ・ソーヴィニョン30％

シャルドネ100％

ロゼＰＮ 750ml 白 750ml

ソミュール 石灰質 ソミュール

Ephémère
　　　　エフェメール

カベルネ・フラン100％

JONATHAN MAUNOURY ジョナサン・モノリ

生産者 JONATHAN MAUNOUR
　　　　　　　　　ジョナサン　モノリ

国・地域 フランス・ロワール

栽培 ビオディナミ

認証 －

ロゼ 750ml

ソミュール 石灰質

参考小売： ¥3,300

30年 ー

ビオディナミ 40hℓ/ha

野生酵母 無



30240 30244 30239

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30516 30517 30243

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30245 30247 30246

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

野生酵母 無

参考小売： ¥4,400

春先の気温が高く、日照量がとても多かった。そのため樹の生育速度が例年
になく早く進んだ。その後も気温の高い日が続いたため多くの畑はでは暑さと
水分ストレスの影響から生育がストップしてしまった畑も多くみられたが、耕
作をせず雑草を残す事により地中の温度が上がりすぎず、問題なく生育が進
んだ。豊富な日照量のおかげでフェノール分の成熟も早く進み、糖分が高くな
りすぎないタイミングで熟した葡萄を収穫することができた。トリベルの小区
画、黒色のシスト土壌に植えられたカベルネ・フランだけで醸造した。エレガン
トでシルキーさのある味わい。手摘みにて収穫。全除梗15日間のマセラシオ
ン。プヌマティックプレス。古樽で18ヶ月熟成。

カベルネ・フラン100％

赤 750ml

ヴァランジュー 粘土シスト

35年 アンジュ

ビオディナミ 50hℓ/ha

生産者紹介

当主のTomas とSidonieはお互いアルザス出身でトリベルはアルザス語で葡萄を意味する。Tomasは元々大学で音楽の歴史についての研究をしていたが、2015年からワイン造りの道を志す
ようになった。Sidonieは葡萄農家の娘であったためアルザスでの独立を考えていたが、本人の造りたい何も足さないヴァン・ナチュールのスタイルを両親から強く反対されアルザスでの独立
を断念。その時ロワールの多くのナチュラル生産者に会い、感銘を受けロワールに移り住む事を決断。特にL'ange vinから強い影響をうけている。夫婦二人で畑を探しながら他の生産者の元
で修業を積み、2020年についにAnjouで自分達の理想とする4haの畑と醸造施設を購入。畑は全てビオディナミで管理をし、今後も畑を増やしていく予定である。

Prélude de Chenin Barrique 2020
　　　　　　　　　　　　　プレリュード　ドゥ　シュナン　バリック

Intervalle 2021
　　　インターヴァル

Confluence 2021
　　　　　コンフュロンス

Domaine de Trivel ドメーヌ・ド・トリベル

生産者 Tomas ＆ Sidonie
　　　　　トーマス　シドニー

国・地域
フランス・ロワール

アンジュ

栽培 ビオディナミ

認証 －

Grolleau Noir 2020
　　　　　グロロー・ノワール

シュナン・ブラン100％
シュナン・ブラン60％

カベルネ・ソーヴィニョン40％

白 750ml白 750ml

40年 アンジュ40年 アンジュ

ヴァランジュー 粘土シスト

ヴァランジュー 粘土シスト

ヴァランジュー 砂利シルト

野生酵母 無

ガメイ70％
カベルネ・ソーヴィニョン30％

野生酵母 無

野生酵母 無

ビオディナミ 50hℓ/ha

ビオディナミ 25hℓ/ha

ビオディナミ 25hℓ/ha

春先の気温が高く、日照量がとても多かった。そのため樹の生育速度が例年
になく早く進んだ。その後も気温の高い日が続いたため多くの畑はでは暑さと
水分ストレスの影響から生育がストップしてしまった畑も多くみられたが、耕
作をせず雑草を残す事により地中の温度が上がりすぎず、問題なく生育が進
んだ。豊富な日照量のおかげでフェノール分の成熟も早く進み、糖分が高くな
りすぎないタイミングで熟した葡萄を収穫することができた。長期樽熟成を経
て、オイリーさと品種由来のフレッシュな果実感のバランスがとれたワイン。手
摘みにて収穫。プヌマティックプレス6時間。228Lの古樽で18ヶ月熟成。

45年 アンジュ

ビオディナミ 50hℓ/ha

赤 750ml

40年 アンジュ

2021は湿度が高く、冷涼な日が続いた。そのため、ベト病の被害にあい収量
も少なく葡萄自体を熟させる事もとても困難な年であった。しかし高い酸度を
有したまま葡萄を熟させる事ができ、味わいも例年とは異なる個性のあるワ
インを造る事ができた。力強い赤スグリの香りが特徴的だが、余韻に清涼感
があり飲み疲れしない。手摘みにて収穫。ガメイ全房15日、カベルネ・ソー
ヴィニョン除梗15日間のマセラシオン。プヌマティックプレス6時間。ファイバー
タンク9ヶ月熟成。

2021は湿度が高く、冷涼な日が続いた。そのため、ベト病の被害にあい収量
も少なく葡萄自体を熟させる事もとても困難な年であった。しかし高い酸度を
有したまま葡萄を熟させる事ができ、味わいも例年とは異なる個性のあるワ
インを造る事ができた。シュナンとカベルネを同時に収穫し、12時間の長時間
の圧搾をした後、ファイバータンクで発酵9ヶ月熟成。フローラルな香りのする
個性のあるスタイル。

Chant du cormier 2020
　　　　　　　　シャン　ドゥ　コーミエ

Prelude 2020
　　プレリュード

参考小売： ¥4,400

参考小売： ¥3,500

参考小売： ¥3,500

Les Frenelles 2020
　　　　　　　　レ　フェレネル

参考小売： ¥3,300

春先の気温が高く、日照量がとても多かった。そのため樹の生育速度が例年にな
く早く進んだ。その後も気温の高い日が続いたため多くの畑はでは暑さと水分スト
レスの影響から生育がストップしてしまった畑も多くみられたが、耕作をせず雑草
を残す事により地中の温度が上がりすぎず、問題なく生育が進んだ。豊富な日照
量のおかげでフェノール分の成熟も早く進み、糖分が高くなりすぎないタイミング
で熟した葡萄を収穫することができた。手摘みにて収穫。15日間全房マセラシオ
ン。プヌマティックプレス。ファイバータンクにて7ヶ月熟成。全房発酵で発酵中は
ルモンタージュを1度のみ。2020年は日照の影響が多く凝縮度の高い葡萄を得た
ため、赤とロゼの中間ぐらいの味わいをイメージながら醸造した。

Gamay 2020
ガメイ

ビオディナミ 50hℓ/ha

野生酵母 無

ヴァランジュー 砂利シルト

40年 アンジュ

砂利シルト

春先の気温が高く、日照量がとても多かった。そのため樹の生育速度が例年
になく早く進んだ。その後も気温の高い日が続いたため多くの畑はでは暑さと
水分ストレスの影響から生育がストップしてしまった畑も多くみられたが、耕
作をせず雑草を残す事により地中の温度が上がりすぎず、問題なく生育が進
んだ。豊富な日照量のおかげでフェノール分の成熟も早く進み、糖分が高くな
りすぎないタイミングで熟した葡萄を収穫することができた。キュベ名の由来
は昔Cormierと呼ばれるバラ科の植物が植わっていた場所を畑に変えたた
め、「Cormierの詩」となった。表土が浅くシストが多くあるこの畑からは複雑で
美しい酸を感じる事ができる。赤のフラグシップワイン。手摘みにて収穫。全
除梗13日間のマセラシオン。プヌマティックプレス。228Lの古樽で18ヶ月熟
成。

春先の気温が高く、日照量がとても多かった。そのため樹の生育速度が例年にな
く早く進んだ。その後も気温の高い日が続いたため多くの畑はでは暑さと水分スト
レスの影響から生育がストップしてしまった畑も多くみられたが、耕作をせず雑草
を残す事により地中の温度が上がりすぎず、問題なく生育が進んだ。豊富な日照
量のおかげでフェノール分の成熟も早く進み、糖分が高くなりすぎないタイミング
で熟した葡萄を収穫することができた。手摘みにて収穫。全除去15日間マセラシ
オン。プヌマティックプレス。マセラシオン中はルモンタージュもピジャージュもしな
い。ファイバータンクにて6ｹ月熟成。タンニン抽出を極力抑え、まろやかで繊細な
口当たりのするワインを意識して醸造している。チェリーやブラックベリーの香り。
トーマスが言うに何年も寝かせる事ができるワイン。

参考小売： ¥4,400参考小売： ¥4,000

カベルネ・ソーヴィニヨン100％
カベルネ・フラン40％

カベルネ・ソーヴィニヨン60％

赤 750ml赤 750ml

45年 アンジュ40年 アンジュ

ヴァランジュー 粘土シスト複数の区画をブレンド 粘土シスト

野生酵母 無野生酵母 無

ビオディナミ 50hℓ/haビオディナミ 50hℓ/ha

野生酵母 無

参考小売： ¥3,500

春先の気温が高く、日照量がとても多かった。そのため樹の生育速度が例年
になく早く進んだ。その後も気温の高い日が続いたため多くの畑はでは暑さと
水分ストレスの影響から生育がストップしてしまった畑も多くみられたが、耕
作をせず雑草を残す事により地中の温度が上がりすぎず、問題なく生育が進
んだ。豊富な日照量のおかげでフェノール分の成熟も早く進み、糖分が高くな
りすぎないタイミングで熟した葡萄を収穫することができた。手摘みにて収
穫。全房15日間マセラシオン。プヌマティックプレス。ファイバータンクにて6ヶ
月熟成。ボジョレーで多く栽培されるオリジナルのガメイの他に、少量ロワー
ルで栽培されるGamay FreauとGamay de bouzeの三種類同時収穫で造られ
たキュベ。この産地にしか出せないオリジナリティのある味わい。

Grolleau Gris 2021
　　　　　　　グロロー　グリ

グロロー・グリ100％

白 750ml

ヴァランジュー 粘土シルト

40年 アンジュ

ビオディナミ 50hℓ/ha

野生酵母 無

参考小売： ¥3,700

春先の気温が高く、日照量がとても多かった。そのため樹の生育速度が例年にな
く早く進んだ。その後も気温の高い日が続いたため多くの畑はでは暑さと水分スト
レスの影響から生育がストップしてしまった畑も多くみられたが、耕作をせず雑草
を残す事により地中の温度が上がりすぎず、問題なく生育が進んだ。豊富な日照
量のおかげでフェノール分の成熟も早く進み、糖分が高くなりすぎないタイミング
で熟した葡萄を収穫することができた。手摘みにて収穫。10時間のスキンコンタク
ト。プヌマティックプレス6時間プレス。ファイバータンクにて6ヶ月熟成。ノンフィル
ター。圧搾後、ダイレクトにファイバータンクに移し野性酵母で発酵、瓶詰前まで
一切オリ引きを行わない。ロワール内でもごく一部でしか栽培されていない珍しい
品種。

ガメイ100％

赤 750ml

ヴァランジュー

グロロー・ノワール100％

赤 750ml



30510 30512 30511

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30513 30210 30054

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

20年 ＶｄＦ

ビオディナミ 20ｈℓ/ha

野生酵母 15mg/ℓ

¥3,000

初リリースとなるマニュエルの赤ワイン。.畑にて手で100％除梗、ファイ
バータンクで2週間の醸し、発酵中はルモンタージュのみで抽出。極限
までカベルネ特有の青さを抑え、赤い果実感を全面にだした味わい。マ
ニュエルは12℃ぐらいで飲む事をお勧めしている。生産本数：1000本

参考小売： ¥4,200

2020年は品質・収量共に安定した年となった。マニュエルのワイン造りは何
も足さず引かず、ありのままの姿をワインにする事を信条においている。そ
のため圧搾後はオリ下げも行わず、固形物を多くのこしたまま発酵の工程
にはいる。手摘みにて収穫。垂直型バスケットプレス。ファイバータンクで6ヶ
月熟成。マセラシオンあり。。フィルターなし。生産本数：1000本

参考小売：参考小売： ¥4,000

2018年は霜・雹の被害も無く、質、量共に満足のいく年になった。Le
clos des landesとLes Charrusseauのアッサンブラージュ。切れのある酸
にさわやかな苦み。レモンや柑橘系のソースを効かせた前菜とは相性
抜群。手摘みにて2018年9月8日、15日収穫。ヴァスラン水平型プレス。
ファイバータンクにて9ヶ月の発酵熟成。ラ・バラカはアラブ語で幸運やと
てもツキがあるという意味。

20ｈℓ/ha

野生酵母 18mg/ℓ

30年 ＶｄＦ

ビオディナミ 45ｈℓ/ha

野生酵母 15mg/ℓ

生産者紹介

当主のマニュエルはナント生まれの42歳。ワイン造りに携わる以前は建設会社に勤め、地層の分析を担当していた。2007年にワインの世界に入り、ロワールのDomaine du
Mortier で働き始める。2016年にLes Charrusseauの畑を0.4㏊購入し自身のワインを造り始める。2017年にはLe clos des landesの畑を1.0㏊購入。しかし2017年は雹の被害
の為ワインは殆ど生産できなかった。その為、2018年は畑が購入出来ず、翌年2019年にle clos des landesの畑を1.4haを購入。現在は計2.8hanの異なる土壌の畑を所有す
る。将来は自身で管理しきれる5haまで畑を増やす予定である。マニュエルは、ロワールならではのムロン・ド・ブルゴーニュ(ミュスカデ)への味わいの追及に拘りを持つ。現
在、ロワールの90%以上のミュスカデ生産者は除草剤・化学肥料を使用し、収穫量も100hl/ha近くあるといわれている。早摘みの未熟なブドウに補糖をして、培養酵母を加え
発酵させる。そうして生産されるワインは世間一般的に知られるミュスカデ・シュール・リの味であり、本来のムロン・ド・ブルゴーニュ(ミュスカデ)の味わいとは異なる。まして
やテロワールワインなど程遠い。マニュエルはムロン・ド・ブルゴーニュの味わいの追及の為に敢えてミュスカデ・セーヴェル・エメーヌのAOPは取得せず、全てのワインをVin
de France に格下げした。ビオディナミで管理され、病気を抑える為には自家製の天然ハーブを使用。ごく少量の銅を散布し硫黄は一切使用しない。醸造も至ってシンプル
で、ヴァスラン水平型プレスで果汁を絞った後、ファイバータンクに移し熟成発酵。春先に瓶詰めをし、亜流酸も必要な時のみ瓶詰前に極少量加える。このようにして、極力
余計な手を加えずに、ムロン・ド・ブルゴーニュ本来の味わを引き出そうと尽力している。さらに天然コルクはムロン・ド・ブルゴーニュ本来の繊細な味わいに影響を及ぼすと
考え、敢えてDIAMを使用する徹底ぶりである。

Le
　　　　　　　　　　ル・ジャルダン・ド・ラ・イオニエール

 jardin de la hyonniere　2020

フォル・ブランシュ100％

白 750ml

LE CLOS DES LANDES　2020
　　　　　　　　　　　　　　　ル・クロ・デ・ランド

ムロン・ド・ブルゴーニュ100％

白 750ml

Le jardin de la hyonniere V.V　2020
　　　　ル・ジャルダン・ド・ラ・イオニエール　ヴィエイユ・ヴィーニュ

ムロン・ド・ブルゴーニュ100％

白 750ml

Manuel Pineau マニュエル・ピノー

生産者 Manuel
　　マニュエル・ピノー

 Pineau

国・地域
フランス・ロワール

ソミュール

栽培 ビオディナミ

認証 －

ル・ランドロ村

ビオディナミ 36ｈℓ/ha

野生酵母 32mg/ℓ

La Baraka 2021
　　　　　ラ　バラカ

野生酵母 16mg/ℓ

ル・ランドロ村 角閃岩、蛇紋岩

36年 ＶｄＦ

雲母スレート

32年 ＶｄＦ

ビオディナミ 50ｈℓ/ha

参考小売： ¥3,300

ペイ・ナント地区のみで栽培される、土着品種。低アルコールでしっかりとし
た酸がある、素朴な酒質であるがゆえ角閃岩土壌の味わいを純粋に感じ取
ることができる。手摘みにて収穫。全房3時間のプヌマティックプレス。ファイ
バータンクで6ヶ月熟成。マセラシオンなし。フィルターなし。生産本数：2000
本

参考小売： ¥3,700

手摘みにて収穫。全房3時間のプヌマティックプレス。ファイバータンクで
6ヶ月熟成。マセラシオンなし。フィルターなし。生産本数：2200本

ムロン・ド・ブルゴーニュ100％

白 750ml

32年 ＶｄＦ

ビオディナミ

ル・ランドロ村 両性雲母花崗岩

Les
　　　　　　　　　　　　　レ・シャルソー

 Charrusseaux　2020

ムロン・ド・ブルゴーニュ100％

白 750ml

ル・ランドロ村 両性雲母花崗岩

カベルネ・フラン80％
カベルネ・ソーヴィニョン20％

赤 750ml

ル・ランドロ村 両性雲母花崗岩

角閃岩

56年 ＶｄＦ

ビオディナミ 38ｈℓ/ha

参考小売： ¥4,000

ほぼクリアーな液体。白果実や洋梨、りんご、などのトロピカルな香りを
感じられる。温度が上がっていくと白い花などの香りが感じられ爽やか
さを感じる。伸びのある酸と共に豊満な果実味が口中に広がり心地よ
いキレの良さを感じる。アフターに感じる黄柑橘の風味はアフターに爽
快さとがある辛口の仕上がりです。冷やしすぎてしまうと香りも果実も感
じれないので抜栓後ゆっくりと楽しんでもらいたい1本です。初リリースワ
イン。手摘みにて収穫。全房3時間のプヌマティックプレス。ファイバータ
ンクで6ヶ月熟成。マセラシオンなし。フィルターなし。生産本数：1900本

Les
　　　　　　　　　　　レ・シャルソー

 Charrusseaux　2019

野生酵母 25mg/ℓ

ル・ランドロ村



30175 30176 30177

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母 SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母 SO2添加：

30182 30178 30179

品種 品種 品種

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母 SO2添加： 酵母 SO2添加： 酵母 SO2添加：

30180 30181

品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

自生酵母 有 自生酵母 有

参考小売： ¥12,000 参考小売： ¥19,000

手摘み収穫。マセラション無し。フィルター無し。破砕した全房をダイレクト
プレス。18ヶ月間樽熟成、樽のブレンド後2ヶ月間タンクで熟成。2022年4月
にボトリング。樽は15％新樽、そして1年使用の樽、2年使用の樽、3年使用
の樽約30％づつ。樫の木、焼きは長く、とても軽め。

手摘み収穫。マセラション無し。フィルター無し。破砕した全房をダイレ
クトプレス。18ヶ月間樽熟成、樽のブレンド後2ヶ月間タンクで熟成。
2022年4月にボトリング。樽は15％新樽、そして1年使用の樽、2年使用
の樽、3年使用の樽約30％づつ。樫の木、焼きは長く、とても軽め。

- 粘土石灰質 - 粘土石灰質

65年 ピュリニィ・モンラッシェ 25年 ピュリニィ・モンラッシェ　プルミエ・クリュ

ビオロジック - ビオロジック -

手摘み収穫。マセラション無し。フィルター無し。破砕した全房をダイレ
クトプレス。18ヶ月間樽熟成、樽のブレンド後2ヶ月間タンクで熟成。
2022年4月にボトリング。樽は15％新樽、そして1年使用の樽、2年使用
の樽、3年使用の樽約30％づつ。樫の木、焼きは長く、とても軽め。

Puligny
　　　　　　　　　　　　ピュリニィ・モンラッシェ　レ・シャルム

-Montrachet "Les Charmes"　2020 Puligny
　　　　　　ピュリニィ・モンラッシェ　プルミエ・クリュ　レ・フォラティエール

-Montrachet 1er Cru  "Les Folatiéres"　2020

シャルドネ100％ シャルドネ100％

白・辛口 750ｍｌ 白・辛口 750ml

手摘み収穫。ステンレス製タンクで除梗無し破砕無しの全房を14日間醸
す。最初の5日間はアルコール発酵を阻止した冷蔵庫内での低温度醸し。
そして冷蔵庫から出して自然にアルコール発酵が開始。温度は約30℃ま
であがる。ルモンタージュを1日2回、ピジャージュ無し。

ビオロジック 25hℓ/ha ビオロジック - ビオロジック

750ｍｌ

粘土石灰質-

赤

粘土石灰質-

白・辛口 750ｍｌ

- 粘土石灰質

750ｍｌ 白・辛口

¥9,700

750ｍｌ

オークセイ・デュレス

- 粘土石灰質 -

白・辛口 750ｍｌ 白・辛口 750ｍｌ 白・辛口

粘土石灰質 - 粘土石灰質

60～65年 ブルゴーニュ 86年 ブルゴーニュ 60年

有

ビオロジック - ビオロジック

ムルソー

Domaine Raymond Dupont Fahn ドメーヌ・レイモン・デュポン・ファン

生産者 Raymond Dupont Fahn
レイモン・デュポン・ファン

国・地域
フランス・ブルゴーニュ

ムルソー

栽培 リュットリゾネ

認証 リュットリゾネ/ビオロジック

生産者紹介

レイモン・デュポン・ファン、1979年生まれ。ブルゴーニュに代々続くドメーヌの5代目として生まれた彼は、幼い頃から父や祖父と一緒にワイン造りに携わってきたサラブレッ
ド。ブドウ栽培からワイン醸造まで全て自ら手がける生産者の1人である。ボーヌの醸造学校を卒業後、彼が19歳のとき父ミシェルが大きな事故に遭ったためにドメーヌの存
続が危ぶまれた。各地でのワイン勉強を考えていたレイモンであったが、この状況もあり、父のドメーヌで働くことを一大決心。その後、父ミシェルがワイン造りを続けられるま
でに回復すると、レイモンは21歳でエノロゴの資格を取得、2001年に自らの名を冠したドメーヌを設立したのである。毎年ワインの研究・改良を重ねながらワイン造りを行い、
今では除草剤は全く使用せず、酵母もすべて野生酵母のみにて発酵。樽は小樽を使用し、これまで40％だった新樽比率も10％に変更。収穫のタイミングを少々早めにするこ
とで熟成期間を長くしている。また、それぞれのキュヴェは醸造方法や熟成方法による違いではなく、テロワールの違いのみでワインを表現。37歳ながら彼のワインに対する
経験は充分で、年々ワインはデリケートになり塩気を感じるミネラリーで且つシンプルなワインになってきている。まさしく彼のテーマである「ピュアでシンプルなワイン」であ
り、今後も楽しみな生産者である。

アリゴテ１００％ シャルドネ100％ シャルドネ100％

Bourgogne
　　　　　　　　　　ブルゴーニュ　アリゴテ

　Aligoté 2020 Bourgogne
　　　　　　　　　　　　ブルゴーニュ　ショーム・ド・ペリエール

  "Chaumes Des Perriéres"　2020 Auxey
　　　　　　　　　　　　　オークセイ・デュレス　レ・ヴィリュー

 Duresses "Les Vireux" 2020

2020ヴィンテージ

暖冬のため、 芽吹きが非常に早く、3月20日ごろから始まった。春の気候は微妙でしたが、開花は素晴らしいコンディションで行った。夏は暑く乾燥し、8月には猛暑日が続い
た。収穫は8月中旬過ぎに始まり、9月上旬も非常に良い天候の中で行われた。ブドウの熟成度は素晴らしく、綺麗な酸を感じられるヴィンテージです。

- ビオロジック -

自生酵母 有 自生酵母 有 自生酵母

手摘み収穫。マセラション無し。フィルター無し。破砕した全房をダイレクト
プレス。18ヶ月間樽熟成。樽のブレンド後2ヶ月間タンクで熟成。2022年4月
にボトリング。樽は15％新樽、そして1年使用の樽、2年使用の樽、3年使用
の樽約30％づつ。樫の木、焼きは長く、とても軽め。

手摘み収穫。マセラション無し。フィルター無し。破砕した全房をダイレ
クトプレス。18ヶ月間樽熟成、樽のブレンド後2ヶ月間タンクで熟成。
2022年4月にボトリング。樽は15％新樽、そして1年使用の樽、2年使用
の樽、3年使用の樽約30％づつ。樫の木、焼きは長く、とても軽め。

手摘み収穫。マセラション無し。フィルター無し。破砕した全房をダイレ
クトプレス。18ヶ月間樽熟成、樽のブレンド後2ヶ月間タンクで熟成。
2022年4月にボトリング。樽は15％新樽、そして1年使用の樽、2年使用
の樽、3年使用の樽約30％づつ。樫の木、焼きは長く、とても軽め。

参考小売： ¥4,600 参考小売： ¥5,500 参考小売： ¥7,000

Meursault "Les Tillets"
　　　　　　　　　　　　　ムルソー　レ・ティレ

2020

ピノ・ノワール100％ シャルドネ100％

Auxey
　　　　　　　オークセイ・デュレス　デルリエール　ル　フール

 Duresses "Derrière le Four" 2020 Meursault
　　　　　　　　　　　　　ムルソー　レ・クル

 "Les Clous"2020

シャルドネ100％

手摘み収穫。マセラション無し。フィルター無し。破砕した全房をダイレ
クトプレス。18ヶ月間樽熟成、樽のブレンド後2ヶ月間タンクで熟成。
2022年4月にボトリング。樽は15％新樽、そして1年使用の樽、2年使用
の樽、3年使用の樽約30％づつ。樫の木、焼きは長く、とても軽め。

参考小売： ¥10,000

自生酵母 有 自生酵母 有 自生酵母 有

参考小売： ¥6,400

-

50年 オークセイ・デュレス 86年 ムルソー 60年

参考小売：



30031 30199 30105

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30106 30108 30101

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30103 30107 30026

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30226 30109

品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

ビオディナミ -

ネゴスの買い葡萄ピノノワール100％。手摘み収穫。全房破砕なし。低
温度でマセラションカルボニック15日間。プレスして、樽内でアルコール
発酵を終える。乳酸発酵あり。オークの古樽で7ヶ月間熟成。澱引きし
てボトリング。コラージュ、フィルター無し。亜硫酸塩無添加。

- 粘土シルト質

5年 ＶＤＦ

ビオディナミ -

野生酵母 -

参考小売： ¥5,000

ブルイィ 砂質・花崗岩質

野生酵母 あり

参考小売： ¥3,300

-

野生酵母 あり

参考小売： ¥4,300

生産者紹介

ジャンクロード・ラパリュは今、ヨーロッパ中のワイン愛好家、プロフェッショナルが最も注目している醸造家の一人である。 1995年、ワインを造りだした頃は自然な造りではな
かった。自分の顧客もいないし ゼロからの試行錯誤の出発だった。モルゴン村には自然派の偉大なるマルセル・ラピエールがいたが、控えめでシャイな性格の彼は、長い
間、直接に門を叩くことなく独自で自然なワイン造りを研究しながら造っていた。 これが逆に彼の独自の発想を育てていった切っ掛けになったのである。勿論、数年後には自
然派が拡大した頃に自然派グループに参加する事になり、マルセル・ラピエールにも薫陶をうけて、多くのことを学び、そして誰よりもマルセルを尊敬している。そんなラパリュ
の最近の造りは、今まで存在しなかった全く違うボジョレーの世界を我々に提供してくれている。

Beaujolais
　　　　　　　　　　　　　　ボジョレ・ヴィラージュ　ブラン

 Villages Blanc　2020

シャルドネ100％

Jean Claude Lapalu ジャン・クロード・ラパリュ

生産者 Jean Claude Lapalu
ジャン・クロード・ラパリュ

国・地域
フランス・ボジョレ

ブルイィ

栽培 ビオディナミ

認証 なし

Beaujolais
　　　　　　　　　　　　　　ボジョレ・ヴィラージュ　ラ・タンタシオン

 Villages La Tentation　2021

ガメイ60％
シラー40％

Beaujolais
　　　　　　　　　　　　　　ボジョレ・ヴィラージュ　セ・ブラン

 Villages Ce Blanc　2016　ＭＧ

シャルドネ100％

白・辛口 1500ｍｌ

- -

ブルイィ 花崗岩質

ガメイ100％

赤・ミディアム 750ml

野生酵母 あり

繊細で上品。酸味がしっかりとしている、ミネラル感タップリな白ワイン。

参考小売： ¥3,300

なし

参考小売： ¥3,600

ジューシーでフレッシュな黒実のフルーツの香り。真っすぐでミネラル感
タップリの味わい。　グイグイと飲めてしまう軽やかなワイン。

Brouilly
　　　　　　　　　ブルイィ　ヴィエイユ・ヴィーニュ

 Vieilles Vignes　2020

野生酵母

- シルト、粘土質

白・辛口 750ｍｌ

ビオディナミ 55hℓ/ha

25年 ボジョレ・ヴィラージュ

50年以上 ブルイィ

Beaujolais
　　　　　　　　　　　　　　ボジョレ・ヴィラージュ　ヴィエイユ・ヴィーニュ

 Villages Vieilles Vignes　2020

ガメイ100％

赤・ミディアム 750ｍｌ

ブルイィ -

750ｍｌ

ブルイィ -

Brouilly
　　　　　　　　　　　　　　　　ブルイィ　ラ・クロワ・デ・ラモゥ

 La Croix des Rameaux　2019

赤・ミディアム 750ｍｌ

ブルイィ 花崗岩質

15年 ＶｄＦ

ビオディナミ 45-50hℓ/ha

40～85年 ボジョレ・ヴィラージュ

ビオディナミ -

ブルイィ 砂質・花崗岩質

ガメイ100％

ガメイ100％

ガメイ100％

赤・ミディアム 750ｍｌ

赤・ミディアム 750ml

赤・ミディアム

Cotes
　　　　　　　　　　コート・デ・プルイィ

 De Brouilly　2020

野生酵母 あり

ガメイ100％

- -

Brouilly
　　　　　　　　　　　　ブルイィ　キュヴェ・デ・フー

 Cuvee des Fous　2016

野生酵母 あり

参考小売： ¥3,100

ビオディナミ -

ビオディナミ -

赤・ミディアム 750ml

- コート・デ・ブルイィ

45年 ＶＤＦ

50年以上 ブルイィ

参考小売： ¥4,300

ビオディナミ -

Eau
　　　　オー・フォルテ

 Forte　2020

-

参考小売： ¥4,000

ブルイィ 砂質・花崗岩質

ビオディナミ -

80年 ボジョレ・ヴィラージュ

- -

-

ガメイ100％

80年以上 ブルイィ

野生酵母 あり

-

参考小売： ¥4,500

参考小売： ¥4,900

野生酵母 あり

野生酵母 あり

ビオディナミ -

赤・ミディアム 750ml

Beaujolais
　　　　　　　ボジョレ・ヴィラージュ　ル・ラン・デュ・メルル

 Villages Le Rang du Merle　2014 　Pinot Noir
　ピノノワール

　2020

ピノノワール100％

赤・フルボディ 750ml

-

- ボジョレ・ヴィラージュ

ビオディナミ -

野生酵母 あり

参考小売： ¥7,000

-



30095 30202 30093

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母 SO2添加： 酵母 SO2添加： 酵母 SO2添加：

30204 30092

品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母 SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

生産者紹介

ジョルジュ・デコンブとロワールの生産者でワイン造りの経験を積んだ。その後、ジャン・フォワイヤールのもとで働きながら2012年より自身のワインを造りはじめた。現在は
7haの畑を所有している。ドメーヌはモルゴンにあるリュー・ディ・ドビィ(lieu-dit Douby)にあり、アントニーがドメーヌで働き始めてからシェナス(Chénas)やコート・ドュ・ピィ(Côte
du Py à Morgon)、ランシエ(Lancié)にあるボジョレ・ヴィラージュの区画も購入した。畑はゴブレ仕立で剪定され、冬の間に株の間を鋤き、春先には約15日間に一度すべての
畝を耕作する。ドメーヌの平均収量は40-45 hl/ha(2018)、30 hl/ha (2017)、10 hl/ha(2016)。農薬については銅と硫黄のみ散布し、毎年ビオディナミの堆肥を収穫後に撒く。
アントニーはモルゴンの生産者の中でも葡萄が熟すのを待つ為、収穫の時期が遅い。伝統的な醸造方法をとり、全房のマセラッション・カルボニックをコンクリートタンクで行
う。発酵温度は16℃に保ち、その間2～3回、マストの均一化を目的としたルモンタージュを行う。亜硫酸に関しては瓶詰前のみ使用し、分析結果とワインのコンディションの
もと、自由形亜硫酸で10～15mg/Lになるようごく少量加えるのみである。

Beaujolais
　　　　　　　　　ボジョレ・ヴィラージュ

　Villages　2019 Morgon
　　　モルゴン

　2020 Chénas
　　　　シェナ

　2018

Anthony Thevenet アントニー・テヴネ

生産者 Anthony Thevenet
アントニー・テヴネ

国・地域
フランス・ボジョレ

モルゴン

栽培 ビオロジック

認証 なし

ガメイ100％ ガメイ100％ ガメイ100％

赤・ミディアム 750ｍｌ 赤・ミディアム 750ｍｌ 赤 750ｍｌ

砂利質・シルト・粘土

50年 ボージョレ・ヴィラージュ 50年 モルゴン 50年 シェナス

ランシエ 砂岩質土壌 モルゴン 砂質・花崗岩 リュ・ディ　レ・ネルヴァ

Morgon
　　　　　　　　　　モルゴン　ヴィエイユ・ヴィーニュ

 Vieilles Vignes　2018

ガメイ100％

40hl/ha

野生酵母 あり 野生酵母 あり 野生酵母 あり

ビオロジック 50hl/ha ビオロジック 50hl/ha ビオロジック

¥3,000

2016が初ビンテージ。濃厚だがエレガントであり、長年保管可能なヴィン
テージです。2018年に比べ、よりしっかりとした骨格で、厚みのあるワイン。
完熟したフルーツと、負けない酸味が味わえる、食事にピッタリなワインで
す。

しっかりとした果実味と、フレッシュな味わいを楽しめるヴィンテージで
す。赤フルーツがと口いっぱいに広がる、ジューシーなワイン。丸みも
ありしっかりとしているが、喉越しが良く、フレッシュ。手摘み収穫。10
～15日間のマセラシオンカルボニック。コンクリートタンクで6～8ヶ月間
の熟成。

2017年がファースト・ビンテージ。フルーツが口いっぱいに広がり、とて
も華やかで飲みやすい。ミネラル感が後味に残り、フレッシュで喉越し
の良いワイン。手摘みにて収穫。15日間のマセラシオン・カルボニッ
ク。コンクリートタンクで6ヶ月間の熟成。

参考小売： ¥2,500 参考小売： ¥3,500 参考小売：

Morgon
　　　　　　　　　　　モルゴン　コート・デ・ピィ　ジュリア

 Côte de Py “Julia”　2020

ガメイ100％

野生酵母 あり

モルゴン 砂質・花崗岩

赤・ミディアム 750ｍｌ

ビオロジック 40hl/ha

75～100年以上 モルゴン

赤・ミディアム 750ｍｌ

モルゴン シスト質・古花崗岩

花の香りがとても華やかで、サクランボなどの甘酸っぱい香り。ジュー
シーで滑らかな口当たり。深みのある、とてもエレガントなワイン。手摘
みにて収穫。除梗無しのグラップ・アンチエールのブドウを醸造。20日
間のマセラシオン・カルボニック。5～6年のオーク樽で8ヶ月間の熟成。

参考小売： ¥3,600

果実を口に含んでいるかのような、フレッシュで弾けるフルーツと、スパイ
スのニュアンス。深みのある後味長いデリケートなワイン。2015年がファー
スト・ヴィンテージ。この年に娘のジュリアも誕生！手摘み収穫。除梗無し
のグラップ・アンティエールのブドウを醸造。醸し期間は、15日間のマセラ
シオン・カルボニック。木製樽で8ヶ月間の熟成。

80年 モルゴン　コート・デ・ピィ

ビオロジック 30hl/ha

野生酵母 あり

参考小売： ¥5,000



30506 30073 30074

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30076 30205 30206

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30508 30003

品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

60年 ミネルヴォワ　

ミネルヴォア シスト

白泡 750ｍｌ赤

ミネルヴォワ　

あり

参考小売：

50～65年 ＶＤＦ

2018年は難しかった年。春に雨が多く降り、ベト病が発生。その後の夏はとても暑く乾燥。収穫量は少なかったが、暑いヴィンテージのわりには、フレッシュでエレガントなワイ
ンが出来上がりました。

2020ヴィンテージ

春先には湿気が多く、べと病が大量に発生。幸いにも、その後の季節はカラッとした日が続き、乾燥した夏でしたので、完熟したフレッシュなブドウを収穫。

Blan mousseux　2021
　　　　　　　　ブラン　ムスー

LAGUZELLE
　　　　　　ラグゼル

　2019

ムスカット50％
テレット・グリ30％

赤・ミディアム 750ｍｌ

ミネルヴォワ -

オレンジ

粘土石灰質

ＶＤＦ

40hℓ/ha

ミネルヴォア 粘土石灰・シスト

Audère
　　　オデール

 2018

カリニャン100％

ミネルヴォア

ミネルヴォア 粘土石灰質

750ｍｌ

黒実のフルーツを口いっぱいに味わえる、複雑感タップリで深みのあるワイ
ン。濃厚でありながら爽やかで飲みやすい。手摘み収穫。除梗100％。醸し
15日間。ドミ・ミュイで12ヶ月間の熟成。ラテン語で、オデール＝挑戦する、
望む。ラベルは、イギリスの画家で親友でもあるジン・バヴ氏が描いてくれ
ました。2人の友が同じひと時を分かち合っているデッサンです。

ビオロジック

白 750ｍｌ

ミネルヴォア

Viti
　　　　ヴィティ・ヴィニ・ビビ

 Vini Bibi　2015

グルナッシュ60％
カリニャン20％
サンソー20％

10～65年

ビオロジック

自生酵母 あり

参考小売： ¥4,000

Tharséo
　　　　タルゼオ

　2021

テレット・グリ50％
ミュスカ・ダレクサンドリー50％

25hℓ/ha20hℓ/ha

自生酵母 あり

750ｍｌ

ミネルヴォア 粘土石灰質
テレット・グリ65年

ミュスカ・ダレクサンドリー10年 ＶＤＦ

ビオロジック

35～55年

サンソー60％
シラー20％

カリニャン20％

Domaine Benjamin Taillandier ドメーヌ・ベンジャミン・タイヤンディエ

生産者 Benjamin Taillandier
ベンジャミン・タイヤンディエ

生産者紹介

ベンジャミンは、医者と針治療の先生の息子として誕生したが、ジャン・バチスト・セナやマクシム・マニョン、ジョゼフ・ランドロンのワインに影響されてワインの世界へ。農業及
び醸造学のディプロムや経済のライセンスを取得後、ジャン・バチスト・セナの下で働き、2003年から2004年に渡りジャン・セバスチアンのコラボレーターとして働く。2004年か
ら2008年まで、シャトー・クランサックで栽培及び醸造責任者として働いていた時期に、Villeneuve　Minervoisに接するブドウ畑に一目惚れ。跡取りがいない子の畑のブドウ木
をオーナーが引き抜く直前に、運良く購入。27歳になった彼は、2006年の11月に、このガリッグに囲まれているシスト土壌、グルナッシュやシラーのヴィエイユ・ヴィーニュが植
えてある畑からワイン造りをスタート。合成化学は使用せず、ブドウとテロワールを尊重、醸造中もほぼ手を加えない。最大のフレッシュ感を引き出し、喜びを感じるワインを
造る事に心掛けている。

赤 750ｍｌ

国・地域
フランス・ラングドック

ミネルヴォワ

栽培 ビオロジック

認証 エコセール

2019ヴィンテージ

Ｂｕｆｅｎｔｉｓ
　　　ビュフェンティス

　2018

シラー50％
グルナッシュ50％

赤 750ｍｌ

2019年は気候が良く、病気もあまり発生せず、畑作業が年中スムーズに進んだ年。少し乾燥気味でしたが、収穫に影響はあまり無かったです。量も豊富、葡萄もとても健全
で綺麗なヴィンテージ。2019年はアルコール度数が低く、繊細でジューシーな出来上がりです。

2018ヴィンテージ

Blanc
　　ブラン

　2020

グルナッシュ・ブラン40％
グルナッシュ・グリ30％

テレット・グリ30％

粘土石灰質・シスト

40～80年

熟成度の高い果実と、カカオやコーヒーなどの香ばしい香り。濃厚でパ
ワフルなワインです。手摘み収穫。全ての品種を混醸造除梗100％。醸
し15日間。ドミ・ミュイで18ヶ月間の熟成。ガロ・ローマ時代、コーヌ町は
ヴィラ・ビュファンティスと呼ばれていました。

¥3,000

柑橘類、ガーリックや白い花びらのような、アロマティックなハーブの香り。
喉越しが良く、キリっとした酸味と口いっぱいに残るミネラル感が、ワインに
良いバランスとフレッシュな味わいを与えています。手摘み収穫。全ての品
種を混醸造除梗100％。醸しダイレクト・プレス。50％エナメル製タンク、
50％3年樽で6ヶ月間の熟成。2008年が初ヴィンテージ。キュヴェ名は、オリ
ジナリティー・ゼロの名前しか浮かばなかったのです‼

自生酵母

約40hℓ/ha

自生酵母 あり

参考小売： ¥2,500

プラムなどの黒実のフルーツと、シナモンなどの優しいスパイスの風
味。もうすでに溶けているタンニンが、ワインに滑らかさと飲みやすさを
与えています。
とにかくフレッシュでフルーツ沢山の赤です。手摘み収穫。サンソ－、除
梗100％、10日間の醸し期間。シラー、ダイレクトプレス。カリニャン、10
日間のマセラシオンカルボニック。エナメル製タンクで6ヶ月間の熟成。
『ラグゼル』とは、畑が在るリウーディ―名。ガリッグに囲まれている区
画。

ビオロジック

ミネルヴォワ　

ビオロジック 20hℓ/ha

自生酵母 あり

参考小売： ¥3,300

参考小売： ¥3,800 参考小売： ¥3,400

自生酵母 あり

プラムなどの黒実のフルーツと、シナモンなどの優しいスパイスの風
味。もうすでに溶けているタンニンが、ワインに滑らかさと飲みやすさを
与えています。
手摘み収穫。全ての品種を混醸造除梗100％。ダイレクト・プレス。葡萄
に含まれている残糖で、二次発酵が行われる。ステインレスタンクにて
ボトルで3ヶ月熟成。

トロピカルフルーツの香りが漂い、酸味が綺麗なワイン。滑らかなタンニ
ンが心地よい骨格をワインに与えています。手摘み収穫。全ての品種
を混醸造
除梗100％。3週間のスキンコンタクトマセラシオン。砂岩のアンフォラで
8ヶ月間の熟成。古代ギリシア語で、『タルゼオ』＝『度胸』。ラベルは、イ
ギリスの画家で親友でもあるジン・バ＝ヴ氏が描いてくれました。デッサ
ンは、私の畑から見える、モンテーニュ・ノワールの秋景色です。

ビオロジック ー

※参考小売価格は税別表記です。

Six
　　　　　シローズ

 Roses　2020

シラー50％
サンソー50％

ロゼ 750ｍｌ

ミネルヴォア 粘土石灰質

30～40年 ＶＤＦ

ビオロジック 約40hℓ/ha

-

野生酵母 あり

参考小売： ¥2,200

-

自生酵母 あり

参考小売： ¥2,500

スイスイと飲めてしまう、バラの花と、イチゴジャムの香りが漂うフルー
ティーなワイン。ミネラル感豊富でとても爽やかな後味！手摘み収穫。全て
の品種を混醸造、除梗100％。醸しダイレクト・プレス。エナメル製タンクで
6ヶ月間の熟成。バラの香りが漂うワインですので、『6 Roses』=『六つのバ
ラ』。フランス語の『Cirrhose』=『肝硬変』の言葉と掛けてこのキュベ名に。

ミネルヴォワ　ルージュ

ビオロジック -



30211 30212 30213

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

全房発酵、12日間のキュベゾン。足でのピジャージュ2回のみ。軽やかさの
中にスパイス感とフルーティーさがバランスよく溶け合っている。複雑さとオ
リジナリティーのあるワイン。
Nuit de Feuとは、昔クレマンの母が描いた絵のタイトルがふとワインから連
想された。夜を横切る炎という意味。

グルナッシュブランとヴェルメンティーノの一部を全房で14日間醸し発酵
させ、マカブーと残りのヴェルメンティーのはダイレクトプレスを行い、醸
し発酵をおこなっているタンクへ移すという珍しい手法を採用した。リッ
チでアロマティック、塩味と仄かな苦みがよいアクセントになっている。
Le monde de prèsとは、世界の近くという意味。ワインを造り始めた時、
コロナウイルスの真っただ中で世間では「アフターワールド」という言葉
を盛んに耳にした。フランス語ではLe monde d’apres。クレマンはアフ
ターの世界ではなく今、目の前にあることにエネルギーを注ぐべきだ！
というメッセージがこめられている

参考小売： ¥4,000 参考小売： ¥4,000

全房発酵、12日間のキュベゾン。足でのピジャージュ2回のみ。スパイ
シーで力強いワインだが、重さがなく身体に入ってきやすい酒質。
"Les Allers à"はLes aléasの言葉遊び。予期できない危険という意味。
発酵がうまく進まず、揮発酸があがるリスクと、となり合わせなワインを
仕込んだため。

参考小売： ¥4,000

無

ビオロジック ー ビオロジック ー

野生酵母 無 野生酵母野生酵母 無

ビオロジック ー

ー

ランザック ー ランンザック ー

ー ー ー

ランザック ー

ー ー

750ｍｌ

Nuit de feu
　　　　　ニュイ　ド　フ

 2021 Le Monde de Près
　　　　　　　　ル　モンド　ド　プレ

 2021

サンソー35％、グルナッシュ35％、
ムールヴェードル20％、
グルナッシュブラン10％

マカブー、グルナッシュブラン、
ヴェルメンティーノ

赤 750ｍｌ 白

Les Allers à
　　　　　　レ　ザレ　ザ

 2021

シラー55％、グルナッシュ45％

赤 750ｍｌ

生産者紹介

当主のクレメントは初め、ワインの醸造栽培の学校ではなく、コマーシャルの学校に行き、ソムリエとしてワイン業界でのキャリアをスタートさせた。カーヴィスト、ワインバー、
レストランとワインサービスの仕事をしていくうちに、自分でワインを造りたい！と思いはじめ、フランス、オーストラリアをはじめとした、ナチュラルワインの生産者の所で修業
をはじめる。2020年に転機が訪れ、ルーション地方のDomaine du Possibleの醸造施設を借り、一部の葡萄を譲ってもらい自身のワインを造り始める事ができた。ワイン造り
のかたわら、時間があるときは知人の畑を手伝い、自身でワインのECサイトを立ち上げ、今までお世話になった人のワインの販売もおこなっている。今後は自身での畑と醸
造施設を取得し、100％独立に向け日々努力している。

BONYVRESSE ボニーヴレス

生産者 Clément Bony
クレメント　　ボニー

国・地域 フランス・ランザック

栽培 ビオロジック

認証



30125 30128 30127

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

30126

品種：

タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC：

農法： 収穫量：

酵母： SO2添加：

有

手摘みにて収穫。7ヶ月間225L樽で熟成。1週間の醸し期間、カーブが地表
から2.,5m深くにあり、通年一定の温度を保ことができる、そのため発酵温度
も23度をこえず、発酵由来の多くのアロマを逃さずワインに内包させること
ができる。SO２量樽入れ時に1g/hl。ワイン名の由来：「坊や」「こつこつ働く」
などの意味。

参考小売： ¥4,000

野生酵母 有

手摘みにて収穫。8ヶ月間400L樽で熟成。このワインのテーマは「果実爆
弾」セミ・マセラッションカルボニック14日間という、自身が修業してきたモル
ゴンの生産者への敬意から、ボジョレスタイルでワインを仕込んでいる。SO
２量樽入れ時に1g/hl。

L 2021

グルナッシュ100％

赤 750ｍｌ

自生酵母

参考小売： ¥4,000

手摘みにて収穫。9ヶ月間228L樽で熟成。単一品種でワインを造る事を
好むユーゴには珍しいアッサンブラージュワイン、樹齢100年のカリニャ
ンとグルナッシュを同時に収穫。4週間の醸し。SO２量樽入れ時に
1g/hl。

野生酵母 有

※参考小売価格は税別表記です。

手摘みにて収穫。2週間のセミマセラッションカルボニックで醸し発酵さ
せたグルナッシュとダイレクトプレスで絞り3週間の発酵を行ったヴェル
メンティーノを樽入れ前にアッサンブラージュさせ7ヶ月間225L樽その後
2ヶ月間ステンレスタンクのトータル9ヶ月熟成させた。SO２量樽入れ時
に1g/hl。

参考小売： ¥4,000

アシニャン 粘土石灰質

30～80年 ー

ビオロジック 30hℓ/ha

野生酵母 有

参考小売： ¥4,000

ビオロジック 30hℓ/ha ビオロジック 30hℓ/haビオロジック 30hℓ/ha

40～100年 ー80年 ー

サン・シニアン、アシニャン シスト・粘土石灰質サン・シニアン シスト サン・シニアン、アシニャン シスト・粘土石灰質

30～80年 ー

赤 750ｍｌ

Xl 2021Petit Bonhomme
　　　　　　　　　プティ　ボノム

 2021

グルナッシュ50％、カリニャン50％サンソー100％

生産者紹介

リヨン出身のユーゴは13歳の頃から葡萄栽培に携わり、将来自身でワイン造りをすることに、なんの疑いもなく生きてきた。醸造・栽培の学校でBTSの資格を取得後、ジョル
ジュ・デコンブ、イヴォン・メトラ、フレデリック・コサールで厳しい修業時代を過ごし、2015年ユーゴが24歳の時にSaint-Chinianの2.5ha畑を購入。ガレージワインから自身の
キャリアをスタートさせ、現在では10haの畑を所有する。人工的なものを介入させず、自然に配慮した環境から生まれる葡萄こそがピュアでエネルギー溢れるワインを造り
だすと信じている。醸造に関する哲学も明快で、無添加でかつ欠陥のない美しいワインを志している。

UGO LESTELLE ユーゴ　レステル

生産者 UGO LESTELLE
　　　　ユーゴ　レステル

国・地域 フランス・サン シニアン

栽培 ビオロジック

認証

Point
　　ポワン

 2021

赤

グルナッシュ50％
ヴェルメンティーノ50％

赤 750ｍｌ 750ｍｌ



30120 30201 30197

品種： 品種： 品種：

タイプ： 容量： タイプ： 容量： タイプ： 容量：

畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌： 畑の場所： 土壌：

樹齢： AOC： 樹齢： AOC： 樹齢： AOC：

農法： 収穫量： 農法： 収穫量： 農法： 収穫量：

酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加： 酵母： SO2添加：

※参考小売価格は税別表記です。

Vignobles Landeau ヴィニョーブル・ランドー

生産者 Xavier Landeau
グザヴィエ・ランドー

国・地域
フランス・ボルドー
シューペリウール

栽培

認証

生産者紹介

19世紀末、樽製造業だったランドー家は、事業の拡大に合わせて徐々にぶどう畑を購入しワイナリーを所有していきました。家族代々引き継がれながら、ボルドー右岸プル
ミエ・コート・ド・ブライ周辺に23haのぶどう畑を所有し5代目となるグザヴィエ・ランドー氏が1995年から経営に当たっている。 「ワインを造る大事な要素は、テロワール、ぶど
う品種、伝統的な農業、そしてこれらをまとめ上げる人間である」「まず果実味！ぶどうの風味を第一に考えたワイン造り」というコンセプトに則って、4ヶ所の畑のそれぞれ異
なる環境を生かした個性を表現するワインを造っています。テクニックワインが幅を利かせるボルドー地方で貴重な生産者の1人で、ワイン専門誌で毎年多数の評価を得る
ワイン愛好家にも人気の生産者です。

Ch.
　　　　　　　　　シャトー・ミランボー・パパン

 Mirambeau Papin　2016 Papin　2016
　　パパン

　Ch.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャトー・クーレージュ　カップ・ド・フェル・ボルドー・ブラン

 Courreges Cap de Fer Bordeaux Blanc　2020

メルロー60％
カベルネソーヴィニヨン40％

プティヴェルド100％セミヨン100％

粘土石灰質

赤・フルボディ 750ｍｌ 赤 750ｍｌ白・辛口 750ｍｌ

- 白亜紀の石灰質 サン・ヴァンサン・ドゥ・ポール 粘土・シルト質サン・ヴァンサン・ドゥ・ポール

ボルドー10年 ボルドー

リュットリゾネ 45hℓ/ha リュットリゾネ 45hℓ/haリュットリゾネ 35hℓ/ha

平均20年 ボルドー 20年

-

2018年は気候も良く、開花も熟成も順調に行った年。フルーティーでありな
がらしっかりとした、リッチなヴィンテージです。手摘み収穫。24時間の定温
醸し。除去し、プレス。12時間の澱引き。アンフォラとフランス産オーク樽
（33％新樽＋50％1年樽）にて6ヶ月間のシュールリー熟成。アルコール発酵
後に1回のスティラージュ。ミネラル感豊富でとてもフレッシュなワイン。アン
フォラと樽で熟成した結果、滑らかさと上品さに満ちたワイン。年間生産量：
5000本

5週間のマセラシオンの後、20ヶ月熟成。そのうち12ヶ月はアリエ及び
ヴォージュ産の木樽で熟成。新樽は10～15％、他は1～3年樽。まろや
かなアタックに続き密度が十分あるボディ。タンニンが細かく、ぶどうの
成分と樽からくる印象が溶け込んで調和しています。

1年を通し涼しかった年。日中は程よい日差しに、冬は爽やかな気候に
恵まれたため、葡萄はスクスクと育ち、収穫量が多かった年。手摘み収
穫。8日間の醸し。新樽にて18ヶ月間の熟成。マロラクティック醗酵後に
1回、瓶詰め前に1回のスティラージュ。1998年に1ヘクタールの栽培か
ら始まり、納得のいく品質に仕上がった2007年にキュヴェ・パパンが誕
生。しっかりとした骨格に、爽やかな喉ごし、エレガントで深みのあるワ
イン。年間生産量：6000本

参考小売： ¥3,500 参考小売： ¥3,300 参考小売： ¥4,000

あり 添加 あり - あり


