
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ボーヌ ルージュ プルミエ クリュ レ トゥーロン 2014 
Beaune Rouge Premier Cru Les Teurons 
 

プルミエ クリュの「レ トゥーロン」は、同じくプルミエ クリュの「レ グレーヴ」の近くに位置する畑です。土壌

は、粘土石灰質と砂利、そして砂質です。葡萄の選別は 2 度行います。摘み取りの際に畑で 1 回、そしてセラーに運び、

選果テーブルで 2 回目の選別をします。部分的に除梗し、温度コントロール装置付きのステンレスタンクに入れ、発酵さ

せます。ルモンタージュはマストに影響を与えないよう、非常にやわらかく行います。優しくプレスした後、フレンチオー

ク樽（新樽 20％）に移します。マロラクティック発酵は、自然の乳酸菌によって行われます。熟成はそのまま樽で澱とと

もに 16ヶ月。ボトリングは、月のカレンダーに従い「根の日」に、清澄もフィルターもせずに行います。ボーヌ プルミ

エ クリュでも、南の力強く、タニックなものとは違い、ブラックベリーのアロマがあり、とてもしなやかな味わいに仕

上がっています。 
 

【赤・フルボディ】 国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ 

生産者：ヴァンサン ジラルダン 葡萄品種：ピノ ノワール 

品番：FC-036／JAN : 4935919310369／容量：750ml          ¥7,480(本体価格¥6,800)     
 

 
 
 
 

 

シャサーニュ モンラッシェ ブラン プルミエ クリュ ラ ロマネ 2011 
Chassagne-Montrachet Blanc Premier Cru La Romanée 
 
プルミエ クリュ ラ グランド モンターニュ内の小区画で、斜面最上部に位置し、極めて芳醇なワインを生むと言わ

れます。石だらけの土壌で、石灰岩と少し粘土が混じっています。南東向きです。ニューマティックプレスを使い、低圧

で圧搾します。24 時間低温で静置し、澱さげします。228L のフレンチオーク樽（25％新樽）で発酵とマロラクティック

発酵させます。澱と共に 18 ヶ月熟成させます。瓶詰の 1 ヶ月前にブレンドするため、異なる樽のワインをステンレスタ

ンクに入れます。清澄し、軽くフィルターをかけて、月のカレンダーに従って、「根の日」に瓶詰します。 
 

【白・辛口】 国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ 

生産者：ヴァンサン ジラルダン 葡萄品種：シャルドネ 

品番：FB-876／JAN : 4935919218764／容量：750ml       ¥14,850(本体価格¥13,500) 

 

2015 ヴィンテージ（FC-165） 

本体価格¥10,000 

 150 本限り 

 24 本限り 

石灰岩が豊富な土壌から、ふくよかでミネラルの強さを持つワインが出来ると言われています 

2011ヴィンテージは残り僅か 

ボーヌ プルミエ クリュの中でも優美でしなやかな味わい 

この価格で入手出来るのは今だけです！ 

小さなドメーヌと同じレベルのワインを 
手に取り易い価格で提供する、ブルゴーニュで数少ない生産者 

 
 

ヴァンサン ジラルダンが先駆けといわれるネゴシアンワインメーカーも今では

主流となりつつありますが、著名な畑だけでなく、いち早くマイナーアペラシオン

の開拓に力を注ぐ生産者としても現在注目を集めています。高品質なワインを造

る小さなドメーヌと同じレベルのワインを造り出す一方で、大規模なネゴシアン

のような手頃なワインを提供するという一面を合わせ持つ、ブルゴーニュでは数

少ない生産者として、その名が知られています。 

ヴァンサン ジラルダン 
 

ブルゴーニュ ワイン 特 集 
弊社が取り扱う各生産者の、今買うべきおすすめのアイテムをご紹介いたします。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ヴォーヌ ロマネ 2015 
Vosne-Romanée 
 

葡萄園面積は合わせて 2．37ha、ヴォーヌ ロマネに点在する 10 区画です：シャン ド ペルドリ、オート メ

ジエール、ヴィニュー、プレ ド ラ フォリ、オー コミューン、オー ジャシェ、クロワ ブランシュ 2 区画、

オー ラヴィオル 2 区画。平均樹齢は 30～70 年です。新～3 年樽を各 25％使用し 18 ヶ月熟成させています。ろ

過も、清澄もせずに、2 ヶ月タンクで落ち着かせて澱を沈めます。深みのある濃い赤色、プラム、ハーブやチェリー

の香り、程よい樽の風味、力強くタンニンもしっかりとしています。飲む人を魅了するコート ド ニュイの典型的

なスミレや赤い果実が感じられるワインです。線が太く、どっしりとしています。育ちの良さを感じさせます。「酸

はジュヴレ シャンベルタンよりも穏やか。フィネスがあり、とてもエレガント」とフランソワは話していました。 
 

【赤・フルボディ】 国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ 

生産者：フランソワ コンフュロン ジャンドル 

葡萄品種：ピノ ノワール  熟成：樽で 18 ヶ月 

品番：F-923／JAN : 4935919049238／容量：750ml          ¥10,450(本体価格¥9,500) 

 

 

 

 

 

 

ニュイ サン ジョルジュ 2013 
Nuits-Saint-Georges 
 

ニュイ サン ジョルジュ北部のオー ラヴィエール、

オー ザロ、オー ゼルビュ、バ ド コンブの 4 つの

区画のブレンドです。これらの北部の畑はヴォーヌ ロ

マネに近く、似たスタイルになります。また、オー ラ

ヴィエールはプルミエ クリュ ミュルジュの下に位置

する評価の高い畑です。収穫量は 35hL/ha です。樽（新

樽 20～30％）で 18 ヶ月熟成させています。若々しい、

良質なピノ ノワールの香りにあふれ、チャーミングな

フレーバー、やさしいタンニンがあります。濃厚ながら、

繊細でエレガントな仕上がりです。 
 

【赤・フルボディ】国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ 

生産者：フランソワ コンフュロン ジャンドル  

葡萄品種：ピノ ノワール 

熟成：樽（新樽 20～30％）で 18 ヶ月 

品番：FA-326／容量：750ml 

JAN：4935919093262 

¥10,450(本体価格¥9,500) 

 

主な分家のひとつであるジョセフ コンフュロンの系列で、同系のドメーヌに

は、コンフュロン コトディド、パスカル コンフュロンがあります。彼の造り

出すワインは地元での評価が高く、生産されるワインの 70%は国内で消費され

ています。生産量も少なく、輸出先も限られており、大変入手困難なワインです。 

 

コトー ブルギニヨン ルージュ 2017 
品番：FC-297 容量：750ml 

ワインアドヴォケイトのヴィンテージチャートでは、2015 年のコート ド ニュイの評価は98pts 

ヴォーヌ ロマネはコンフュロンの真髄ともいえる1本 

新商品 

ヴォーヌ ロマネに近く、似たスタイルを持つ北部の 4つの区画をブレンド 

フランソワ コンフュロンの力量を図り知る力作 

あのコンフュロン ファミリーの一員。国内での評価が高い、希少なワイン。 
 
 フランソワ コンフュロン ジャンドル 

 

今春の現地視察で弊

社スタッフが、品質の

高さを実感した 1 本

です。ピノ ノワール

90％、ガメイ 10％。

ステンレスタンクの

みで熟成させた親し

みやすい味わいです。 

12 月上旬入荷予定 

 300 本限り 

 
100 本限り 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

プイイ フュイッセ シュール ラ ロシュ 2014 
Pouilly-Fuissé Sur La Roche 
 

畑の向きは南東、標高は 250m です。粘土石灰岩土壌で、地表 20cm 下は石灰岩の岩盤なので「シュール ラ ロシュ（岩盤の

上）」と呼ばれています。2億 5000万年前、この一帯はカリブ海のような熱帯の海だったため、サンゴや無数の貝殻の化石があり

ます。植密度は、8000本/ha。収穫は手摘みで、摘み取りの際に選別します。収穫量は、50hL/ha。スキンコンタクトはしません。

ニューマティックプレスで圧搾し、12 時間寝かせて、澱引きします。樽で発酵とマロラクティック発酵させます。樽は、20％新

樽、20％1年樽、20％2年樽、残りの 40％はそれ以上です。アリエ産とジュピユ産です。12ヶ月澱と共に寝かせ、その内 10ヶ月

はバトナージュします。異なる樽のワインをタンクに移し、ブレンドします。セラーのドアを開け、戸外の冷気で清澄させます。

清澄し、軽くフィルターを通します。花のようなブーケに、はしばみやユリの香りも感じられます。こくもあってまろやかな、しっ

かりとしたプイイ フュイッセです。 ★「レ メイユール ヴァン ド フランス2017」で17．5点 
 

【白・辛口】 国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ  生産者：ジャック ソメーズ 

葡萄品種：シャルドネ  熟成：樽で澱と共に 12 ヶ月 

品番：FB-969／JAN : 4935919219693／容量：750ml                        ¥5,500(本体価格¥5,000)  

プイイフュイッセでも早くから区画ごとに分けた醸造を行い、テロワールに注

目してきた造り手です。さらに、樽発酵、樽熟成にこだわっています。各銘柄

は5樽や 10 樽など、ほとんどが極少量しか生産されません。 

サントネ ブラン 
レ テラス ド ビエヴォー 2017 
Santenay Blanc Les Terrasses de Bievaux 
 
「テラス」は「段々畑」、「ビエヴォー」は古いフ
ランス語で「美しい谷」を意味します。標高 400m

の斜面にあり冷涼な気候で、しっかりとした酸が

育まれます。土壌は粘土石灰質で、ストレートで
シャープなミネラルが豊富です。サントネの村名
の中でも優れた白ワインが出来る畑として知ら

れています。発酵、熟成ともに樽で行います。熟
成は、バリック（新樽 15％）で 12 ヶ月行いま
す。清澄して、軽くフィルターを通します。生き

生きとフレッシュ、花やミネラルの要素が感じら
れます。柑橘系の果実と樽の要素、心地よい酸の
すべてが非常にバランスよく調和しています。 
 

【白・辛口】  

国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ 

葡萄品種：シャルドネ  熟成：樽で 12ヶ月 

品番：FB-815 容量：750ml 
JAN：4935919218153 

¥4,180(本体価格¥3,800) 
 

 

サントネ ルージュ 
プルミエ クリュ クロ ルソー 2014 
Santenay Rouge Premier Cru Clos Rousseau 
 
ジャック ジラルダンが最も多く所有する畑で、

4 ヶ所に分かれていて計 2ha です。クロ ルソー
は、タニックで非常に力強い味わいが特徴です。土
壌は、泥灰質層の上を、石灰岩が覆っています。畑

の向きは、南南東で、標高は 270m です。除梗し
て、12 度で 5日間コールドマセラシオンします。
18 度に上げて、発酵を始め、26度前後で 15 日間

発酵させます。熟成は、澱と共にオーク樽で 17ヶ
月行います。樽はアリエ産とヴォージュ産で、20％
が新樽です。軽くフィルターを通します。きれいな

酸があり、スパイシーな余韻が続きます。複雑味が
あり、フルーツやスパイシーさも感じられます。 
 

【赤・フルボディ】 

国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ 

葡萄品種：ピノ ノワール  熟成：樽で 17ヶ月 

品番：FB-921 容量：750ml 

JAN：4935919219211 

¥5,060(本体価格¥4,600) 
 

 

ジャスティンが「ドメーヌのフラッグシップワイン」と語る 2アイテム 
コート ド ニュイなど有名エリアが高騰する中、このサントネに是非注目してください 

 

ブルゴーニュの白とって偉大な年となった 2014 年ヴィンテージ 

石灰岩の岩盤の上にある別格の畑で、プルミエ クリュへ昇格すると言われています 
 

サントネの魅力を最大限に引き出す、期待の若手生産者 
 
 

ジャスティン ジラルダン 
 

区画ごとのテロワールを表現する、目が離せない高品質な造り手 
 
 ジャック ソメーズ 
 

ジャスティン ジラルダンはヴァンサン ジラルダンの甥で、現在、ヴァンサン

がムルソーに移転する前のサントネ村のセラーにてワイン造りを行っています。

サントネに14ha の畑を所有。「ドメーヌのフラッグシップワイン」と語る 2つ

のサントネは、決して派手さはありませんが、自然で素朴な土地の風味を感じる

ことが出来ます。 

 70 本限り 

 
150 本限り 


