
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【赤・フルボディ】  

国／地域等：フランス／ボルドー シュ

ペリュール  

生産者：シャトー ヴァル ド ロック 

葡萄品種：メルロ、カベルネ ソーヴィ

ニヨン、カベルネ フラン 

熟成：全体の 3 分の 1 を樽熟成 
 

◆品番：FC-269 ◆容量：750ml 

◆JAN：4935919312691 

¥2,310(本体価格¥2,100) 
 

 

シャトー ヴァル ド 
ロック 2015 
Château Val de Roc 
 
シャトー  ヴァル  ド  ロックは、

2008 年にサンテミリオンのグラン ク

リュ クラッセ A に格付けされている

シャトー オーゾンヌの栽培責任者、

ローラン ヴァレによりリブルヌの北

西に位置するサン シエ ダブザック

に設立されました。畑面積は 6ha、粘土

石灰質土壌、平均樹齢は 30 年です。自

然環境を尊重した葡萄栽培を行ってい

ます。発酵はタンクで 30 日間行います。

熟成は、全体の 3 分の 1 に樽を使用して

います。ボルドーらしいエレガントさを

備えながら、スムーズで親しみやすい味

わいを持っています。 
 

 

【赤・フルボディ】  

国／地域等：フランス／ボルドー シュ

ペリュール  

生産者：ドメーヌ ド クルテイヤック 

葡萄品種：メルロ、カベルネ ソーヴィ

ニヨン、カベルネ フラン 

熟成：1 年樽50％、新樽30％、タンクで熟成 
 

品番：FB-349 容量：750ml 

JAN：4935919213493 

¥2,310(本体価格¥2,100) 
 

 

 

 

ドメーヌ ド 
クルテイヤック 2015 
Domaine de Courteillac 
 
畑は高台のとてもいい場所に位置し、葡

萄の畑の畝と畝の間に草を生やしてい

ます。非常に水はけのよい土壌です。熟

成は、30％新樽、50％1 年樽、20％タン

クです。当初はミシェル ロランがコン

サルタントを務め、2006 年のブレンド

からステファン ドゥルノンクールが

関わっています。1990 年までサン テ

ミリオンのシャトー ラルマンドを所

有していたオーナーのドミニク メヌ

レによれば、「私の造りたいクルテイ

ヤックのスタイルはシルキーで、カシミ

ヤを液体化した最初の男になりたいん

だ。だから、ドゥルノンクールなんだ

よ。」と話していました。この価格のワイ

ンとしては異例のセカンドワインも

造っています。 

 

Bordeaux 2015 
 

注目を浴びた 2015年ヴィンテージのボルドーが待望の入荷！ 

「ワインアドヴォケイト」のヴィンテージ チャートでは、全てのアペラシオンで 94点～96点、 

「ワインスペクテーター」のヴィンテージ チャートにおいても 94～97点と高評価！ 
2015年が待望の入荷！ 

オーゾンヌの栽培責任者が所有する 

注目のボルドー シュペリュール 

 

久々の再入荷！ 

しかも、注目を浴びた 2015年 

お見逃しなく！ 

 

 

注目のヴィンテージが待望の入荷！ 

限 定 
150ケース 

限 定 
200ケース 



 

 

 

 

 

レ オー ド ヴェルモン ルージュ 2015 
Les Hauts de Vermont Rouge 
アントル ドゥー メールのいくつかの区画からの葡萄を使用しています。土壌は粘土石灰質、一部シルトを含む、水はけのよい

組成です。葡萄の仕立てはダブル ギヨー。植密度は 3,000～4,000 本/ha です。発酵は 28～30 度に温度コントロールしたステン

レスタンクで 21～28 日間行います。マロラクティック発酵と熟成もステンレスタンクで行い、熟成期間は 8～12 ヶ月です。輝き

のあるルビーレッド。レッドベリーやチェリーの非常にアロマティックで強いアロマが広がります。フレッシュで丸みがあり、非

常にバランスがとれています。やわらかくしなやかなタンニンが果実味とうまく混ざり合っています。 

★「リヨン国際ワインコンクール 2017」で金賞 

 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー／ボルドー シュペリュール  

生産者：シャトー ヴェルモン   葡萄品種：メルロ    

熟成：ステンレスタンクで 8～12 ヶ月 

品番：FC-123／JAN：4935919311236／容量：750ml ¥1,760(本体価格¥1,600) 

 
 
 
 

シャトー モンデジール ガザン 2015 
Château Mondésir Gazin 
栽培エリアは 3 箇所で、北部は砂質、中部は粘土石灰質（シャトー周辺）、東部は砂利（川に近い）です。メルロは 20 年樹齢、マ

ルベックは 15～30 年樹齢。植樹率は、5,500 本/ha です。100％除梗します。オーク樽（新樽 25％）で 12 ヶ月熟成させています。

豊かな果実味に、程よい樽からのバニラ香、エキス分が加わり、しっかりとした造りが感じられます。とても心地良く調和のとれた

ワインで、お買い得と言えましょう。 

★「デカンター 2018.6」で 90 点  ★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2019」で 2 星 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー／ブライ コート ド ボルドー  

生産者：マルク パスケ   葡萄品種：メルロ 80%、マルベック 20% 

熟成：フレンチオーク(新樽 25%)で 12 ヶ月    有機認証：AB マーク、ユーロリーフ 

品番：FB-697／JAN：4935919216975／容量：750ml ¥2,970(本体価格¥2,700) 
 

 
 
 

シャトー クラビティ ルージュ 2015 
Château Crabitey Rouge 
収穫は、機械摘みです。収穫量は 45hL/ha です。100％除梗します。8～10 度で 2～3 日間コールドマセラシオンします。発酵はス

テンレスタンクで行ないますが、一部は樽で行ないます。発酵温度は、22 度でスタートし、25～28 度に保ち、5～8 日間。その後

醸しを 28 度で 10 日間行います。熟成は樽（新樽、1 年、2 年各 1/3）で 12 ヶ月行います。清澄は卵白で行い、ろ過はしません。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー／グラーヴ  

生産者：シャトー クラビティ  葡萄品種：メルロ 50%、カベルネ ソーヴィニヨン 50% 

熟成：樽（新樽、1 年、2 年各 1/3）で 12 ヶ月 

品番：FC-219／JAN：4935919312196／容量：750ml ¥3,520(本体価格¥3,200) 

 
 
 
 

シャトー レオール グラーヴ ルージュ 2015 
Château Léhoul Grave Rouge 
葡萄は、厳しく選別します。収穫量は 41hl/ha。果汁は全体の 87％がジュ ド グート（自然に流れ出る果汁）、残りの 13％がソ

フトに圧搾した果汁です。ヴィンテージによって圧搾果汁を使う比率は変わります。発酵にはステンレスタンクを使い、28～30 度

で 15～28 日間行います。樽でマロラクティック発酵と熟成させます。フレンチオークの 2、3 年樽で約 12 ヶ月熟成させています。

ろ過も清澄もしません。口当たりはカシスのリキュールのような凝縮された果実味が感じられます。2015 年はより残糖高く、とて

も良い完熟した葡萄を得ることが出来ました。 

★「パリ農産物コンクール 2017」で金賞  ★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2019」で 2 星 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ボルドー／グラーヴ  

生産者：シャトー レオール  葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ、その他 

熟成：新樽で 14～18 ヶ月 

品番：FC-128／JAN：4935919311281／容量：750ml ¥3,520(本体価格¥3,200) 

 
 

ステンレスタンクで寝かせた、やわらかくしなやかな味わい 

「デカンター」で90点獲得！ 豊かな果実味、程よい樽、 

心地よいきれいな樽の風味、グラーヴの底力を感じさせてくれる 1本 

「ル ギド アシェット デ ヴァン 2019」で 2ツ星獲得！ 



 

 

 

 
 
 
 

レ メルロ ド ボデ 2015 
Les Merlots de Baudet 
以前この地に住んでいたボデ夫妻が 1940 年に植えたメルロを使っているため、「ボデさんのメルロ」という名前にしました。シ

ルト質粘土土壌です。収穫量は、36hl/ha。発酵は、内側をコーティングしないコンクリートタンクで行います。熟成はフレンチ

オークの新樽で 10 ヶ月行います。樽熟成後、コンクリートタンクに移して落ち着かせます。清澄もろ過もしていません。フルー

ティな果実味と一緒にリコリスやペッパー、スパイスの複雑な要素も感じられ、ベルベットのようになめらかな口当たりがあり

ます。その後から心地よくしなやかなタンニンが感じられます。「10 年以上熟成できる！鉄板焼き、神戸ビーフによく合う。個人

的にはチョコレートケーキにすごく良く合うと思います」とフレデリックは話していました。 

★「ボルドー コンクール 2018」で金賞 

 
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー／ボルドー スペリュール  

生産者：フレデリック&ファビエンヌ マリエ 

葡萄品種：メルロ   熟成：フレンチオークの新樽で 10 ヶ月 

栽培：AB マーク、 ユーロリーフ 

品番：FC-117／JAN：4935919311175／容量：750ml  ¥3,630(本体価格¥3,300) 
 

 

 

 

 

シャトー ド ラ ヴィエイユ シャペル トラディション 2015 
Château de la Vieille Chapelle Tradition 
シルト質粘土土壌です。レゼルヴ（FC-115）よりも比較的樹齢の若い葡萄を使っています。1 枝に 5～6 芽残して剪定。畝の間に

草をあまり多く生やしません。樹齢は、メルロが「ラ プランテ」と呼ばれる区画の 1991 年植樹の 22 年、カベルネ フランが

約 45 年です。収穫量は、46hl/ha です。振動式の選果テーブルを使い、人の手で良い葡萄のみを選別します。メルロ、カベルネ 

フランは一緒に醸造します。発酵、熟成共に内側をコーティングしないコンクリートタンク内で行います。スムーズで、フルー

ティ、柔らかなタンニンを持ったワインにするため、マセラシオンは短期間（3～5 日）です。清澄もろ過もしていません。イチ

ゴやベリーなど赤い果実のアロマがあります。タンニンは控えめで穏やかなので、サラダやハムなど冷製の前菜によく合います。 

 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー／ボルドー スペリュール  

生産者：フレデリック&ファビエンヌ マリエ   

葡萄品種：メルロ 80%、カベルネ フラン 20% 

熟成：コンクリートタンク  栽培：AB マーク  ユーロリーフ 

品番：FC-114／JAN：4935919311144／容量：750ml   ¥2,200(本体価格¥2,000) 

 
 
 
 
 
 

シャトー マロジャリア 2015  【木箱入り】 
Château Marojallia 
1999 年、オーナーであるフィリップ ポルシュロンはマルゴーのアルサック村に素晴らしいテロワールを持つ畑を購入し

ました。ポルシュロンは、シャトー ド ヴァランドローのオーナーであるジャン=リュック テュヌヴァンと彼の妻ミュ

リエルと共同でワイン造りを始めました。品質を高めるために除葉、グリーンハーベスト、収穫作業はすべて人の手で行い、

収量を厳しく制限しました。素晴らしいテロワールの下、この完璧主義的なアプローチを行うことで、しっかりと濃い色合

いを持ち、糖度のしっかりとある素晴らしい葡萄を得ることが出来ました。醸造は、畑の前の所有者であるロジェ レック

スのセラー、というよりもむしろガレージで行われました。ここにマルゴー初のガレージワインが誕生したのです。このワ

インはラテン語でマルゴーを意味する「マロジャリア」と名付けられました。このワインはリリース直後から素晴らしい評

価を受けるようになりました。畑はシャトー デュ テルトルとシャトー モンブリゾンの間に位置しており、土壌は深い

砂利質です。平均樹齢 50 年、植密度は 10,000 本/ha と密植にしています。収穫した葡萄は選果テーブルで選別し、除梗し

ます。アルコール発酵前に 6 度で 3 日間のコールドマセラシオンを行います。発酵は温度コントロールした 70hL の円錐型

のステンレスタンクで 28～35 日間をかけて行います。その間、ルモンタージュ、デレスタージュを行います。その後、フ

レンチオークの新樽（100％）で 18 ヶ月熟成させます。マロラクティック発酵も樽で行っています。ボトリングは翌年の 6

月から 7 月に行います。 

 
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ボルドー マルゴー  

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 70%、メルロ 30% 

熟成：フレンチオークの新樽で 18 ヶ月 

品番：FC-259／JAN：4935919312592／容量：750ml ¥13,200(本体価格¥12,000) 

 

ACマルゴー初のガレージワインを誕生させたと言われるシャトー。 

「マロジャリア」とはラテン語でマルゴーを意味します。 

 25 本限り 

樹齢70年のメルロで造るキュヴェ。メルロの魅力あふれるまろやかな味わい。 

比較的若い樹齢の葡萄を使い、果実の旨みを表現。 


