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サン ジョゼフを代表する生産者のひとつ、ドメーヌ クルソドンは、

19 世紀の末にジャン-オーギュストと息子のアントナンによって、ア

ペラシオンの南部にあるモーヴ村に設立されました。アペラシオンの

中の優れた場所に合計 16ha の畑を所有しています。現在は 5 代目のジェ

ローム クルソドンが中心となり、伝統を重んじつつ、彼自身の感性

を反映させ、洗練されたスタイルのワイン造りを行っています。 

３代目のギュスターヴの時代には、ワインを小樽に詰めて鉄道で運び、

パリのカフェなどに販売するようになりました。先見の明があった彼

は、この地で最も早く自家元詰めのワインの販売を始めたパイオニア

の一人でした。 

4 代目に当たるジェロームの父、ピエールは、ワインの高い品質こそ

がクルソドンの地位を将来的に確固たるものに出来ると考えていま

した。そこで彼は、これまでは急斜面のために作業が困難という理由

から見捨てられていた区画の葡萄の植え替えを行いました。これによ

り、質の高い葡萄を得ることが出来、高い品質を持った、個性あるワ

インが出来るようになったのです。 

ジェロームは、1998 年から父のピエールと共にワイン造りを行い、

これまでに 20 ヴィンテージ以上を手掛けてきました。彼は出来るだ

け畑で多くの時間を費やします。「正確で厳しい畑の手入れ、完熟した

健全な葡萄の収穫するための作業など、これらの仕事は、これまで自

分が培ってきた考えやスタイルを実現させるための軸となっていま

す。精度の高い仕事こそが、繊細で素晴らしい、混じり気の無い純粋

なワインを生み出すと考えています」とジェロームは語ります。 

伝統を尊重しながら独自のワイン造りを実践する彼は、「小さなこと

の積み重ねが違いを生む」と考えています。常に努力を惜しまない姿

勢は初代のジャン-オーギュストの時代からジェロームへと代々、受

け継がれています。 

 
 

「テロワールを反映したワインは、全ての工程を自分で行うことでしか実現できない。」 
              ― ジェローム クルソドン 

現在サン ジョゼフは 26 の村に広がる広大なエリアとなっていますが、かつ

ては 6 つの村（グルン、モーヴ、トゥルノン、サン  ジャン ド ミュゾ

ル、ラン、ヴィオン）のみで構成されており、「世界のワイン図鑑」（ヒュー 

ジョンソン、ジャンシス ロビンソン著）では「この 6 つの村は今なおサン 

ジョゼフの最高のワインを生み出す指針となっている」と記載されています。

クルソドンの所有する畑の多くは、ドメーヌを構えるモーヴ村の急斜面に位

置しています。他に、トゥルノン、サン ジャン ド ミュゾルにも畑を所有

しており、所有する全ての畑がサン ジョゼフの中でも非常に優れたエリア

にあります。現在、クルソドンはオーガニック認証を取得していませんが、自

然環境を尊重した栽培を行っています。除草剤を使用せず畑を耕し、肥料は動

物の糞由来のオーガニックなものを使用しています。 

ジェロームは自家畑の葡萄だけでワインを造ることを非常に大切に考えてい

ます。「私にとってテロワールを反映した偉大なワイン造りは、畑での剪定か

らボトリングまで、ワイン造りの全ての工程を自分で行うことでしか実現で

きないと思っています。季節ごとの天候の変化を感じ、それに応じて、私の感

性でワイン造りや熟成を行っています。世の中には計り知れないことが山ほどあり、人はそれを受け入れて生きていかなければなりませ

ん。私の信条は、周囲の環境、テロワールを尊重しながら、洗練されたエレガントなワインを造ることなのです」と語ります。 



急斜面の畑と花崗岩主体の土壌 

「精度の高い仕事があるからこそ、繊細で素晴らしい純粋なワインが生まれる」 

土壌は崩れやすく脆い花崗岩が主体となっています。そのため、土は通気性が良

く、葡萄の根は、その隙間から地中深く伸びることが出来ます。また、平地とは違

い、急斜面に広がる畑は使える農業機械が限られており、人力もしくは馬を使って

土を耕します。そのため、土が圧密されて固まることがなく、それが利点となって

います。 
 

冬の間、霜や急激な気温の低下によるダメージを防ぐために、葡萄の根元に土を盛

る作業を行います。春になり、萌芽し、蕾が出る頃、葡萄の根元の土を崩し、畝の

間に生えている昨年の草をすべて刈り取ります。芽掻きを行い、必要な数の芽だけ

を残します。5 月中旬に入るとパリサージュ（枝を支柱に止める作業）を行います。

葡萄の枝を支柱にワラやイグサで結び、風通しを良くします。光合成を促すため、

不要な若い枝や葉を取り除きます。この作業は若い葡萄の木を健全に保つために必

須です。葡萄がしっかりと成熟出来るように、適正な葉の量に調整しますが、なる

べく少ない回数で効率的に行うようにします。また、葡萄の生育期間中は、畝の間

に草を生やしておきますが、葡萄の根との競争が強くなりすぎないように気を付け

ています。その年の天候、降水量などの状況に合わせて作業を行っています。 
 

ジェロームは、「葡萄の手入れ、ワイン造りを行う上で、いかなる障害もあっては

ならない。ワイン造りの仕事は、どんな時も細心の注意を払って行わなければなら

ない。これを怠らないことで、ヴィンテージにおける変化にも迅速に対応できる」

と考えています。 

 

＜白ワインの醸造＞ 
手摘みで収穫した葡萄は、空気圧プレスでやさしく圧搾（約 3 時間半）します。果

汁は出来るだけ付加がかからないよう重力を利用してタンクに移します。12 時間

静置し、澱下げをします。アルコール発酵は 16 度の低温で行います。醸造は区画

ごとに行います。マロラクティック発酵はタンク、または樽で行い、毎週 1 回のバ

トナージュを行います。こうすることでワインに骨格がもたらされ、リッチなアロ

マを引き出します。 

 

＜赤ワインの醸造＞ 
手摘みで収穫した葡萄は除梗し、12 度で 1 週間ほど低温マセラシオンを行います。

発酵の際、通常は酵母を添加せず、葡萄の果皮についている天然酵母で行います。

発酵と醸しの期間は 3 週間～4 週間です。その間、ルモンタージュ、ピジャージュ

を行います。空気圧プレスで圧搾し、樽（ピエス、ドゥミ ミュイ）に移し、マロ

ラクティック発酵、熟成を行います。 

白も赤も熟成期間中、定期的にラッキングを行い、ワインの熟成を管理します。ボトリング後、良い状態で休ませてから出荷します。 
 
 
 

サン ジョセフを代表する生産者として、国内外で高い評価を得ています 

フランス国内の専門誌「メイユール ヴァン ド フランス 2021」では 2 ッ

星（最高 3 ッ星中）、「ベタンヌ&ドゥソーヴ 2020」では 3 ッ星（最高 5 ッ星

中）の評価を得ています。2019 年 10 月リヨンで開催された「第 12 回 トロ

フィー ド ラ ガストロノミー エ デ ヴァン」でジェローム クルソド

ンが『最優秀ワイン生産者（Vigneron de l‘anée）』、ワインはサン ジョゼフ 

ルージュ シリスの 2017VT が選出されました。また、「ワインアドヴォケイ

ト」、「ヴィノス」、「デカンター」といった各国のワイン専門サイトで高い評価

を受けています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

最初にピエール ゴノンの前を通り過ぎ、次にジャン ルイ シャーヴ、そして最後にクルソドンがあるが、どれもお互いに数百ヤードしか離

れていない。彼らは言うまでもなく、輝かしいヴィニュロンのトリオであり、クルソドンは、スターダムにある他の生産者達とまったく同じレ

ベルとまではいかないが、その差は小さい。消費者の皆様にとっては、価格が高騰する前に最高のサン ジョセフのいくつかを購入する良いチャ

ンスとなるだろう。クルソドンは赤白ともに優れたワインを造っており、白は 3 種類（ヴィオニエとルーサンヌのブレンドのヴァン ド フラ

ンスを含む）、赤が 4 種類ある。クルソドンは 2017VT を 2015VT と同様に集約がありつつも硬くない点が気に入っていると語った。「暑い年

は、花崗岩土壌がバランスとってくれる」、「フレッシュな感覚をもたらすのは酸ではなく、何か他の要素だ」と彼は言う。最新ヴィンテージに

加え、10 年遡って 2009VT のサン ジョセフ ロリヴェも試飲したが、まだ素晴らしい状態で飲むことが出来る。                                         

 —「ワインアドヴォケイト 2020.2.1」より 

（写真左）5 月中旬に行うパリサージュ。 

（写真右）ヴェレゾンの初期に、品質が高くバランスの取れた葡萄

が出来るようにグリーンハーベストを行い、収量を調整します。 

 



 
 
 
 
 

Saint Joseph Rouge La Sensonne 
 

複数の区画の平均樹齢 60 年の古い葡萄から

最高の品質のものだけを選び、100％新樽で

熟成させたワインです。畑の標高は 120～

250m、南向きの急斜面で、表土の浅い花崗岩

の土壌です。葡萄の仕立てはゴブレ、栽植密

度は 8,500 本/ha と極めて高くなっていま

す。収量は低く 34hL/ha です。急斜面で機械

を入れることが出来ないため、畑仕事は手作

業で行います。収穫は畑で選別しながら手摘

みで行います。さらにセラーに運んでから選

果テーブルで 2 度目の選別を行います。除梗

した葡萄を解放式の発酵槽に入れ、3 週間～

4 週間、発酵を行います。その間、1 日に 2 度のピジャージュを行います。熟成は綺麗な澱と共に 100％新

樽（ピエス、ドゥミ ミュイ）で 15 ヶ月行います。良く熟したブルーベリーやプラムの果実味とスパイス

が混ざるアロマとフレイバーがあります。心地よい樽の要素が果実の厚みを受け止め、とてもバランスよ

く混ざり合っています。力強さとエレガンスを合わせ持つワインです。 
 

★「ヴィノス 2020.04」で 94 点  ★「レ メイユール ド ヴァン ド フランス 2021」で 91 点 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

等級：A.O.C. サン ジョゼフ   葡萄品種：シラー 

熟成：新樽（ピエス、ドゥミ ニュイ）で 15 ヶ月 

品番：FC-456／JAN：4935919314565／容量：750ml ¥11,000(本体価格¥10,000) 

 
 
 
 
 

 

 

Saint Joseph Rouge L'Olivaie 
 

平均樹齢65年の葡萄で造られています。畑はサン ジャン ド ミュゾル村にあります。畑のある場所は、

かつてオリーブが植えられていたことから、「ロリヴェ（L'Olivet）」と呼ばれ、それがワインの名前になっ

ています。標高 120～250m に位置し、南向きの急斜面です。表土が浅く、非常に脆い花崗岩の土壌です。

ローヌ川の支流が流れる渓谷の冷涼な気候のおかげで、非常にエレガントなワインになります。葡萄の仕

立てはゴブレ、栽植密度は 8,500 本/ha と極めて高くなっています。収量は 32hL/ha です。急斜面にあり、

機械を入れることが出来ないため、畑仕事は手作業で行います。収穫は畑で選別しながら手摘みで行いま

す。さらにセラーに運んでから選果テーブルで 2 度目の選別を行います。除梗した葡萄を解放式の発酵槽

に入れ、18 日間、発酵を行います。その間、1 日に 2 度のピジャージュを行います。熟成は樽（ピエス、

ドゥミ ミュイ、新樽比率 15％）で 15 ヶ月行います。紫を帯びた濃い赤色。熟したブラックベリーやブ

ルーベリーの果実にスパイスの混ざるアロマがあります。力強く、深みのある口当たり、シルクのように柔

らかくしなやかなタンニンが心地よく感じられます。非常にリッチでエレガントなこのワインは、数年寝

かせるとさらに素晴らしくなります。 

★「ヴィノス 2020.04」で 93 点  ★「ワインアドヴォケイト 2020.2.1」で（92-94）点 

★「レ メイユール ド ヴァン ド フランス 2021」で 90 点 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ    

等級：A.O.C. サン ジョゼフ   葡萄品種：シラー 

熟成：樽（ピエス、ドゥミ ミュイ、新樽比率 15％）で 15 ヶ月 

品番：FC-455／JAN：4935919314558／容量：750ml ¥8,800(本体価格¥8,000) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Vin de France Blanc Etincelle 
 

「エタンセル」は「輝き」と言う意味で、輝くように美しいこのワインを指してい

ます。畑はモーヴ村にあり、標高 280m の斜面に位置しています。表土が薄く、

痩せた花崗岩の土壌で非常に石が多くみられます。標高が高く、西向きのロケー

ションは、葡萄にフレッシュさとバランスをもたらします。栽植密度は 5,500 本

/ha、収量は 30hL/ha です。急斜面にあり、機械を入れることが出来ないため、

畑仕事は手作業で行います。収穫は畑で選別しながら手摘みで行います。さらに

セラーに運んでから選果テーブルで 2 度目の選別を行います。空気圧プレスで

ゆっくりとやわらかく圧搾します。澱引きした後、ステンレスタンクに移し 18 度でアルコール発酵、マロラクティッ

ク発酵を行います。熟成もステンレスタンクで約 3 ヶ月、澱と共に熟成させます。輝きのある金色。白い花や柑橘系の

果実のフレッシュなアロマとフレイバーが広がります。非常にバランス良く引き締まったワインです。 

★「ヴィノス 2020.05」で（89-90）点 

 

【白・辛口】 国／地域等：フランス  等級：ヴァン ド フランス 

葡萄品種：ヴィオニエ 70％、ルーサンヌ 30％  熟成：ステンレスタンクで約 3 ヶ月 

品番：FC-452／JAN：4935919314527／容量：750ml ¥4,950(本体価格¥4,500) 

「シリス（Silice）」はシリカのことで、花崗岩はシリカを多く含むことから、土壌に由来する名前がついています。畑はモーヴ村にあ

ります。標高 120~250m に位置し、南/南東向き、土壌は粘土と花崗岩、シストが混ざる組成です。平均樹齢は 35 年、葡萄の仕立て

はゴブレです。急斜面にあり、機械を入れることが出来ないため、畑仕事は手作業で行います。 

Saint Joseph Rouge Silice 

シラーの畑は標高 120～250m に位置し、平均

樹齢は 35 年、栽植密度 7,000 本/ha、収量は

低く 36hL/ha です。収穫は畑で選別しながら

手摘みで行います。さらにセラーに運んでから

選果テーブルで 2 度目の選別を行います。

100％除梗します。発酵前に低温マセラシオン

を行います。アルコール発酵は、解放式の発酵

槽で 15 日～18 日間行います。その間、1 日に

2 度のピジャージュを行います。熟成は樽（ピ

エス、ドゥミ ミュイ）で 12 ヶ月行います。

紫を帯びたルビー、熟したブラックベリーやス

パイスのアロマが広がります。洗練されたしな

やかでソフトなタンニンがあり、長い余韻があ

ります。豊かな果実味と樽がうまく馴染んでお

り、非常にバランスの良いワインです。 

★「ヴィノス 2020.4」で92 点    

★「ワインアドヴォケイト 2020.2.1」（90-92）点 
 

【赤・フルボディ】 

国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ    

等級：A.O.C. サン ジョゼフ 

葡萄品種：シラー 

熟成：樽（ピエス、ドゥミ ミュイ）で12 ヶ月 

品番：FC-454／容量：750ml 

JAN：4935919314541 

¥6,600(本体価格¥6,000) 

 

Saint Joseph Blanc Silice 

マルサンヌの畑は標高 120～200m に位置

し、平均樹齢は 35 年、栽植密度は 7,500 本

/ha、収量は 38hL/ha です。収穫は畑で選別

しながら手摘みで行います。さらにセラーに

運んでから選果テーブルで 2 度目の選別を行

います。選別した葡萄は空気圧プレスでゆっ

くりとやわらかく圧搾します。澱引きをした

後、ステンレスタンクに入れ 18 度で発酵さ

せます。マロラクティック発酵は自然に起こ

るのを待ちます。熟成もステンレスタンクで

行います。白い花のアロマが広がり、口に含

むと集約のある果実のフレイバーがあり、ア

ルコールと酸のバランスは非常に良く、とて

もピュアでエレガント、洗練されたスタイル

のワインです。 

★「ヴィノス 2020.5」で（92-93）点 

★「メイユール ド ヴァン ド フランス2021」で91点 
 

【白・辛口】 

国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ   

等級：A.O.C. サン ジョゼフ 

葡萄品種：マルサンヌ 

熟成：ステンレスタンク 

品番：FC-453／容量：750ml 

JAN：4935919314534 

¥6,600(本体価格¥6,000) 

 



ERIC ET JOËL DURAND 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混合農業からワイン造りへ転換 

シラーの伝統産地で花開く、実力派ドメーヌ 

AOC サン ジョゼフの南に位置するシャトーブールを拠点とし、

エリックとジョエルの兄弟によって運営される、小さな家族経営の

ドメーヌです。現在、サン ジョゼフ、コルナス、サン ペレイの

３つの A.O.C.のワインを造っています。 

1947 年に混合農業からスタートした代々続くドメーヌです。現

オーナーのエリックは 1987 年から父と一緒にワイン造りに携わ

るようになり、その後、エリックが父からドメーヌを引き継ぎ、こ

の時から、弟のジョエルもワイン造りに参加し、現在まで兄弟二人

でドメーヌを運営しています。彼らの時代になってから、混合農業

から次第にワイン造り中心にシフトするようになり、現在では国際

的にも高い評価を得るまでに成長しました。 

 

 

ワイン造りの哲学 

エリックとジョエルは、異なる環境（アペラシオン、土壌、

区画）で育つ葡萄の持つ個性や可能性を尊重し、それらを引

き出すように醸造、熟成を行うことを心がけています。そう

して生み出されるワインは、デュランの特徴である、ボトル

の中で見事な調和を保ち、華やかなアロマと骨格がありな

がら、しなやかさを兼ね備えた、熟成も可能なワインに仕上

がります。 

 

写真左：エリック ／ 写真右：ジョエル 



「トラクターや収穫機を入れることができない急斜面に広がる畑。 

この厳しい環境が、土地の個性を生む。」 
 

現在、サン ジョゼフ、コルナス、サン ペレイに合計 22ha

の畑を所有し、赤ワイン用にシラー、白ワイン用にルーサン

ヌとマルサンヌ、白の I.G.P.用にヴィオニエを栽培していま

す。大部分の葡萄の樹齢は 20 年から 50 年です。 

 

畑は全て日当たりの良い急斜面に広がっています。トラク

ターや収穫機などの機械を入れることが出来ないため、人や

馬の力で土を耕し、春から夏にかけての葡萄の手入れ、そし

て収穫に至るまで、そのほとんどを手作業で行っています。

そのため葡萄の栽培、収穫には大変な労力が伴います。こう

した環境下において、彼らは厳しい畑仕事こそが、土地の個

性、特徴が表現された葡萄を生むと考えています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

自然環境にも考慮したワイン造り。2019 年より HVE を取得。 

自然環境を尊重したワイン造りを重要に考え、2019 年より、フランス農水省の認証、HVE（Haute Valeur Environnementale）を取得し

ています。これは、畑やワイン造りだけでなく、栽培、醸造に関わるすべての工程、周辺の環境保全に配慮した指標（生物多様性の尊重、

土地の肥沃化、水の再利用）、基準が定められている認証です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

「ベタンヌ+ドゥソーヴ 2020」で 2 ツ星（最高 5 ッ星） 
 

「メイユール デュ ヴァン ド フランス 2020」に掲載 

『花崗岩質の土壌を感じる優れた赤で知られる』と評価！ 

「世界のワイン図鑑」（ヒュー ジョンソン・ジャンシス ロビンソン著）にて 

『コルナスにおいて今後注目すべき新たな生産者』として紹介！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HVE（Haute Valeur Environnementale）認証とは 

フランスの農水省の基準を満たした環境保全を推進する農家や企業に対する環境価値認定。4 つの柱（生物多

様性、戦略と実践、土地の肥沃化、灌漑）を中心に継続的な環境改善のプロセスを持つことを基準としてい

る。この認証は、レベル 1 から 3 の 3 段階あり、レベル 2 と 3 は農水省から認定を受ける。認証の取得は、

持続可能な生産と消費を発展させ、日常的に環境や衛生に配慮した栽培を実施していることの証となる。 
 

レベル 1：持続可能な栽培に関する基本知識を持ち、環境に関する規制の遵守。 

レベル 2：環境に配慮した生産プロセスを効果的に実践するにあたり求められる、16 の環境基準を遵守。 

レベル 3：環境に配慮した生産プロセスの最も高いレベルで、生物多様性の尊重、害虫対策、肥料、灌漑、騒音管理といった厳しい基 

準をクリアしている。 

 

 

このドメーヌは、サン ジョゼフのアペラシオンの南に位置し、デュラン兄弟によって運営されている。エリックとジョエルは、コル

ナスとサン ジョゼフを生産している。花崗岩質の土壌を感じる優れた赤で知られている。また少し前から、サン ジョゼフとサン 

ペレイの白も造っている。もしこのまま継続すれば、白でも見逃せない生産者になるだろう。コンクリートタンクと樽を使い、クリア

なワインが生み出されている。                 「メイユール デュ ヴァン ド フランス 2020」 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cornas Premices 
土壌は花崗岩質、葡萄の樹齢は 20 年から 50 年です。収穫は手摘みで行い、セラーに運んだ後、低温にした部屋に葡萄を

一晩置いておきます。全体の 85％を除梗します。発酵はコンクリートタンクまたはステンレスタンクで 30 度を超えない

よう温度コントロールしながら 21 日から 28 日間行います。発酵中、デレスタージュおよびピジャージュを優しく行いま

す。熟成は 228L の樽で 12 ヶ月（新樽比率 20％）行います。濃い赤色、黒い果実やスパイスの混ざる集約のあるアロマ

が広がります。存在感のある口当たりで、エレガントでタイトに引き締まったタンニンが感じられます。非常に長いフレッ

シュな余韻があります。  ★「ワインアドヴォケイト 2019.12」で（91-93）点 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C. コルナス 

葡萄品種：シラー  熟成：228L の樽で 12 ヶ月（新樽比率 20％） 

品番：FC-349／JAN：4935919313490／容量：750ml ¥6,380(本体価格¥5,800) 
 
 

 

 
 

Cornas Empreintes 
複数の区画の葡萄をブレンドしています。土壌は主に表土の浅い花崗岩で、一部は粘土石灰質です。葡萄の樹齢は 30 年

から 40 年です。収穫は手摘みで行い、セラーに運んだ後、低温にした部屋に葡萄を一晩置いておきます。全体の 75％を

除梗します。発酵はコンクリートタンクまたはステンレスタンクで 30 度を超えないよう温度コントロールしながら 21 日

から 28 日間行います。発酵中、デレスタージュおよびピジャージュを優しく行います。熟成は 228L の樽で 12 ヶ月（新

樽比率 25％）行います。集約のあるブルーベリーやブラックベリーの果実とスパイスのアロマがあります。口当たりは力

強く、集約され、広がりがあります。      ★「ワインアドヴォケイト 2019.12」で（92-94）点 

 

 

 

 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ  

等級：A.O.C. コルナス   葡萄品種：シラー 

熟成：228L の樽で 12 ヶ月（新樽比率 25％） 

品番：FC-350／JAN：4935919313506／容量：750ml  ¥7,480(本体価格¥6,800) 
 
 

 

 
 

Cornas Confidence 
非常に痩せた花崗岩質土壌の複数の区画から優れた葡萄のみを選別して造られたワインです。平均樹齢は 30 年です。収

穫は手摘みで行い、全体の 50％を除梗します。アルコール発酵の前に 3 時間、低温マセラシオンを行います。発酵はコン

クリートタンクまたはステンレスタンクで、28 度で約 28 日間行います。熟成は 228L の樽で 12 ヶ月（全体の 30％に新

樽、残りは 1 年から 4 年使用樽）行います。非常に凝縮された黒い果実のアロマが広がります。複雑で力強く、持続性が

あります。引き締まったタンニンは非常に洗練されてエレガント、豊かなミネラルの要素が感じられます。 

★「ワインアドヴォケイト 2019.12」で（93-95）点  ★「ワインスペクテーター2020.2.29」で 94 点 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ  

等級：A.O.C. コルナス  葡萄品種：シラー   

熟成：228L の樽で 12 ヶ月（新樽比率 30％） 

品番：FC-351／JAN：4935919313513／容量：750ml ¥10,780(本体価格¥9,800) 
 

1938 年に A.O.C.認定。北はサン ジョゼフ、南はサン ペレイに隣

接している。標高は 125~400m、栽培面積は全体で約 150ha、南南

東向きの斜面に広がる。葡萄は半円形の丘陵地に何段にも分かれた

段々畑に植えられているおかげで、畑はミストラルの影響は抑えられ

ている。土壌は主に風化した花崗岩と砂まじりの粘土のほか、石灰岩

の多い北部を除き、シルトも見られる。シラーのみで造る赤が認めら

れており、北ローヌでも抜きんでたパワフルな赤を生み出す。 

 

コンフィダンスと同じくらい良く、2018VT は、よりオープンで親しみやすい。官能的なブルーベリーやブラックベ

リー、そしてバニラのニュアンスがある。フルボディ、クリーミーでゴージャス、余韻は長く、生き生きとしている。

― ワインアドヴォケイト 2019.12」 



1956 年に A.O.C.認定。当時はアルデッシュ県の 6 の村のみ

に認められていたが、現在はアルデッシュ県およびロワール

県の 26 の村に拡大。南北約 50km、栽培面積はおよそ

1200ha。シラーに 10％までマルサンヌ、ルーサンヌをブレ

ンドが許される赤と、マルサンヌ、ルーサンヌで造る白が認

められている。生産量の大半が赤。 

 

1936 年に A.O.C.認定。コート デュ ローヌ北部の 8

つの A.O.C.のうち、最も南に位置する産地。アルデッ

シュ県のサン ペレイ、トゥーローの 2 つの村に広がり、

栽培面積は約 80ha。マルサンヌとルーサンヌから造る

白のほか、瓶内二次発酵による発泡性白ワインが見認め

られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Saint Joseph Rouge Les Coteaux 
畑は南南東向きの急斜面にあり、花崗岩質土壌です。葡萄の平均樹齢は 20 年から 40 年です。セラーに運び、低

温にした部屋に葡萄を一晩置いておきます。100％除梗します。発酵はコンクリートタンクまたはステンレスタン

クで 30 度を超えないよう温度コントロールしながら、15 日から 21 日間行います。タンニンが強くなりすぎない

よう、ゆっくりと優しく抽出を行います。発酵中、デレスタージュおよびピジャージュを優しく行います。228L、

400L、600L のサイズの異なる樽（新樽比率 15％）に移し、12 ヶ月熟成させます。赤や黒の熟した果実のアロマ

に黒胡椒のスパイシーな要素が混ざるアロマとフレイバーが広がります。しなやかで丸い口当たりには心地よい

タンニンが感じられます。 

★「ワインアドヴォケイト 2020.02」（91-93）+点   ★「ヴィノス 2020.04」90 点   
 
 
 
 
 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ  

等級：A.O.C. サン ジョゼフ  葡萄品種：シラー 

熟成：樽で 12 ヶ月（新樽比率 15％） 

品番：FC-348／JAN：4935919313483／容量：750ml ¥5,280(本体価格¥4,800) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saint Pérey 
葡萄の平均樹齢は 15 年、土壌は粘土石灰質と砂質です。手摘みで収穫した葡萄は、全房圧搾します。24 時間低温

で置き、澱や不純物を沈殿させ、取り除きます。全体の 70％をステンレスタンク、30％を樽で、16 度で発酵させ

ます。熟成期間は 7 ヶ月です。最初の 3 ヶ月間、1 週間に 3 回バトナージュを行い、澱を攪拌します。翌年の春

にステンレスタンクと樽のワインをブレンドし、ボトリングします。グリーンを帯びた金色。白い花の綺麗なアロ

マ、かすかに樽由来のスパイシーなニュアンスが感じられます。口当たりはやわらかで、集約のある柑橘系の果実

のフレイバーが感じられます。 
 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ  

等級：A.O.C. サン ペレイ  葡萄品種：マルサンヌ 50％、ルーサンヌ 50％   

熟成：70％ステンレスタンク、30％樽で 7 カ月 

品番：FC-347／JAN：4935919313476／容量：750ml ¥4,620(本体価格¥4,200) 

デリケートなハーブや紅茶のような複雑なアロマがあり、それらはラズベリーやブラックチェリーのノートに

溶け込んでいる。ミディアムからフルボディ、口当たりはシルキーでしなやか、フィニッシュは複雑でスパイ

シー、かすかにモカやリコリスの魅力的な香りが漂う。      ― ワインアドヴォケイト 2020.02」 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「鮮やかなグリーンカラー。このカラーこそ私たちの信念なんだ」 

ヴォコレ家は、1713 年から葡萄栽培、ワイン造りをしてきた歴史を持つ生産者です。イヴォン エ ロー

ラン ヴォコレのシャブリは、一言でいえば”ピュアなシャブリ”です。当主のイヴォンは、にこやかで冗

談の絶えない明るいお父さん。「テロワール、ヴィンテージの特徴、そしてアペラシオンの個性を尊重して

いる」と、その哲学を語ってくれました。葡萄の平均樹齢は 45 年と古く、全体の 50%は 40 年以上、

20%は約 80 年という古木です。畑はリュット レゾネ（減農薬栽培）で管理し、肥料は 45 年間にわたっ

て羊の糞由来のものしか使用していません。また防カビ剤、除草剤も使用せず、雑草は畑を耕すことで取

り除いています。所有する 26ha の内、20ha ほどは機械で、残りのプルミエ クリュや、より高樹齢の 6ha

ほどは主に手作業で収穫します。機械収穫のメリットは、ベストなタイミングで一度に収穫できることで

す。また、しっかりと完熟していることを確認し、収穫時に葡萄が傷つかないようにしています。 

 

「収穫のポイントは、完熟するのを待つこと。シャブリでは、早く摘み取ってしまう人が多いけれど、私

は早すぎず遅すぎず、ちょうどよい時期を見極める。たとえ他の人が収穫を始めていても、完熟するまで

焦らずに待つ。これによって得られる、鮮やかなグリーンカラー。このカラーこそ私たちの信念なんだ」 

 

「一番大事なのは、自然がもたらしてくれるものをリスペクトし、 

それを活かすように醸造すること」 

こうした哲学の元で出来上がるシャブリは、そのほとんどが地元で消費されています。ま

た、パリの「アルページュ」、「アピシウス」、「エレーヌ ダローズ」といった星付きレス

トランでオンリストされるなど、まさにフランス人の生活に寄り添うようなシャブリと言

えます。『ヴィノス』のライターであるイアン ダガタ氏は、フランス北西部サン マロにあ

るレストラン「L’Ancrage」で、彼らのシャブリ 2016 年（FB980）を飲んだことを紹介

し、「深く複雑な味わい」として 90 点の高評価を与えています。 

 

イヴォンは、長く熟成させることが出来るスタイルを目指していると言います。その秘訣

について聞いたところ、「ワインメーカーの腕もある」と冗談めかしながらも、「一番大事 

なのは、自然がもたらしてくれるものをリスペクトし、それを活かすように醸造すること 

だよ」と話してくれました。またイヴォンは、一般的に行われているスタビリゼーション（冷却処理によって酒石酸を酒石として

沈殿させ、事前に取り除くこと）を行なっていません。イヴォンは、胸に手を当てながら、ジェスチャー交じりに熱く語ります。 

 

「酒石酸はワインにとって絶対的な存在。取ってしまうとワインではなくなってしまう。ワインが、”私の一部を取らないで”と言っ

ている！ ……それは自然に反することなんだ」 

イヴォン エ ローラン ヴォコレ 

YVON ET LAURENT VOCORET 

フランス／ブルゴーニュ 

／シャブリ 

生産量の９８％がフランス国内で消費される、生活に寄り添うようなワイン 

丁寧な手仕事が生み出す”ピュアなシャブリ”の生産者 

驚くほど若々しい、フルショー

ム 1970 年の色合い。 

ローラン（息子）とアンディ（孫）、当主イヴォ

ン と ク レ マ ン テ ィ ー ヌ （ 妻 ） 。 「 ル ネ サ ン

ス”1928”」（FB981）に使用する、高樹齢

で背の低い葡萄が植えられた畑にて。 



ドメーヌを象徴する葡萄畑は 2 つのプルミエ クリュ 

「ロム モール（死者）」と「フルショーム（絞首台）」 

イヴォン エ ローラン ヴォコレは、シャブリ村から 13km ほど北に位置するマリ

ニー村でワイン造りをしています。グラン クリュの畑は所有していません。所有す

る葡萄畑は AOC プルミエ クリュのロム モールに 0.68ha、フルショームに

1.36ha、AOC シャブリに 20.14ha、AOC プティ シャブリに 4.17ha で、合計

26ha ほどです。 

 

シャブリのプルミエ クリュには、複数の区画が同じ名前を名乗ることが出来るも

のがあり、フルショームはその 1 つです。フルショームという区画の他に、ロム 

モール、ヴォーピュラン、コート ド フォントニーと、やや離れた位置にあるヴォー

ロランの区画がフルショームを名乗ることが出来ます。フルショームの方が著名な

ため、あえて区画名でリリースしない生産者も多く、ロム モール名のシャブリはそ

れほど多くありません。イヴォンは、この 2 つの区画をそれぞれ別のワインとして

リリースしています。 

 

ロム モールは、「死者」、フルショームは「絞首台」という意味があると言われてい

ます。由来については「中世の頃、王国が反乱者をフルショームで処刑し、現在の

ロム モールに埋葬したという話もあるよ」と話してくれました。ワインの名前とし

てはなんとも恐ろしげですが、「ロム モール」は渓谷の入り口にあった小さな墓地

に由来するという説もあり、実際に骸骨の入った石棺も見つかっているそうです。

また、「フルショーム」も「石灰窯（four à chaux）」や「分岐点（fourche）」に由

来するという説があります。 

 

「フルショームは、さわやかな柑橘系の果実のアロマの中に硬質なミネラル、スモー

キーなニュアンスが感じられる。ロム モールは、フルショームよりも畑に石が多

く、よりミネラル感が強い。土壌由来のしっかりとしたボディがあるワインになる」 

 

 

家族の歴史をつなぐ特別なキュヴェ 

「ルネサンス “1928”」 

イヴォン エ ローラン ヴォコレの歴史は、家族の

歴史と言い換えることが出来ます。現オーナーのイ

ヴォンは 1955 年生まれ。ワイナリーの 5 代目当主

として日々活躍しています。18 歳の頃に父モーリス

と共に働き始め、1979 年、24 際の頃にワイナリーを

引き継ぎました。ちょうどその年、息子のローランが

生まれます。1985 年には、自社瓶詰めを開始。以来、

地元やフランス国内で人気を博しています。 

 

2009 年にはローランもドメーヌに参加し、主に醸造

を担当するようになりました。イヴォンは、息子がド

メーヌを引き継いでくれることをとても喜んでおり、

自身はさらに畑での仕事を行えるようになりました。

「父から私へ、そして私から息子へ継承する。そんな

ワイン造りを行なっているんだ」。 

 

そんなヴォコレ家を象徴するワインが、「ルネサン

ス ”1928”」です。ワイン造りに情熱を注いだ、イヴォ

ンの父でありローランの祖父にあたる、1928 年生ま

れのモーリスに捧げたキュヴェです。ステンレスタン

クが導入される以前の、昔ながらの伝統的なシャブリ

といえます。樽発酵・樽熟成で仕込む特別なキュヴェ

で、熟成はローランが担当しています。樽発酵・樽熟

成のワインは、ステンレスタンク発酵・樽熟成のワイ

ンよりも、樽香は穏やかになります。これは、酵母が

樽の内壁をコーティングすることで、熟成中の樽から

の成分抽出を防ぐためとされています。 

 

「樽発酵は、味に大きな影響を与えることはない。テ

ロワールの特徴が出て、ワインに調和を生み出す」 

ロム モール 

フルショーム 

フルショームの畑で見つけた、貝殻の化石がある石。 

↑古木が存在感を放つ「ルネサンス “1928”」用の 1

区画。使用する葡萄の平均樹齢は 60 年と古い。 

↓1950 年代の収穫風景を収めた貴重な写真。 



 
 
 
 
 

シャブリ 2016 
Chablis ※無くなり次第 2017VT へ切り替わり 

 

イヴォンいわく、「骨格があるため、ノーマルでも

熟成に向いている」。土壌の組成の異なる 2 つの区

画の葡萄から造ります。1 つは複雑さのある葡萄を

生む茶色い粘土石灰質、もうひとつはミネラル豊富

な灰色粘土の土壌です。2 つの区画の葡萄を合わせ

ることにより、バランスのとれた味わいのワインに

なります。機械摘みと手摘みで収穫します。収穫し

た葡萄は選果テーブルで丁寧に選別します。不純物

や未熟果等を取り除いた後、ニューマティックプレ

ス（空気圧式圧搾機）でゆっくりと圧搾します。プ

レスした果汁はタンクに移し、12 時間低温で置き、

澱さげします。澱引きした後、区画ごとに 50hL の

ステンレスタンクにて選別酵母を使い、18 度で発

酵させます。澱とともに 9 ヶ月ステンレスタンクで

熟成させます。 
 

★「ヴィノス 2019.5.31」で 90 点 
 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ 

葡萄品種：シャルドネ 熟成：ステンレスタンクで、澱とともに 9 ヶ月熟成 

品番：FB-980／JAN：4935919219808／容量：750ml ¥3,850(本体価格¥3,500) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

シャブリ ルネサンス "1928" 2017 
Chablis Renaissance "1928"  
 

イヴォンの父でありローランの祖父にあたるモー

リス ヴォコレ（1928-1997）に捧げたキュヴェ。

1938 年、1939 年、そして 1961 年に植えた 3 つの

異なる区画の葡萄を使用しています。土壌は粘土石

灰質、ポートランディアンのバロワ石灰岩マール、

赤みを帯びた茶色、そして赤の砂利質です。 

収穫は手摘みで行います。ニューマティックプレス

で圧搾後、澱引きし、樽に移します。発酵、熟成と

もに 228L のブルゴーニュ樽（ピエス）で行います。

熟成期間は 9 ヶ月。樽はセガン モロー社の他、シャ

ブリ近郊のベイヌの樽メーカーのフロラン シエ

レ社のものを使用。ボトリングの前にそれぞれの樽

をブレンドして再び樽に戻します。「ブレンドした

後でもそれぞれの区画の個性は失われず、ワインの

中にはっきりと感じることが出来るんだよ」とイ

ヴォンは話していました。 

 
※商品名の変更時期の関係で、バックシールの表記が旧品名の「シャブリ ヴィエイユ ヴィーニュ 1928」となっ

ている場合がございます。 

 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ 

葡萄品種：シャルドネ 熟成：228L のブルゴーニュ樽（ピエス）で 9 ヶ月 

品番：FB-981／JAN：4935919219815／容量：750ml ¥4,620(本体価格¥4,200) 
 
 

『ヴィノス』において「深く複雑な味わい」と評された 

熟成可能なポテンシャルを持つシャブリ 

樽発酵・樽熟成で仕込む伝統派シャブリ 

家族の歴史をつなぐ特別なキュヴェ 

樽発酵・樽熟成用のブルゴーニュ樽が積み重ねられたセラー。樽
香をつけることが目的ではなく、調和した味わい、それぞれの区画
のテロワールが感じられるワインに仕上げています。 

 

 

pts 
2016VT 

45 本限り 

「2016 年は驚きのヴィンテージ。とても素晴らしい品質で、果実

が熟したアロマがある。収量がとても少なかったので、まさかこんな

風になるとは思いもしなかった」 



 
 
 
 
 

シャブリ プルミエ クリュ フルショーム 2015 
Chablis Premier Cru Fourchaume  

 

土壌はマールの上に広がるキンメリジャンの粘土石灰質、白っぽい土の

石灰岩マールの砂利質が主体となっています。葡萄の収穫は機械摘みと

手摘みで行います。不純物や未熟果等を取り除いた後、ニューマティック

プレスでゆっくりと圧搾します。プレスした果汁はタンクに移し、12～

14 時間低温で置き、澱さげします。澱引きした後、区画ごとに 50hL のス

テンレスタンクにて選別酵母を使い、18 度で発酵させます。澱とともに

9 ヶ月ステンレスタンクで熟成させます。さわやかな柑橘系の果実のアロ

マの中に硬質なミネラル、スモーキーなニュアンスが感じられます。ボ

ディがしっかりしているので、長期熟成向きです。 
 

 

 

 

 

 

 
 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ 

葡萄品種：シャルドネ 

熟成：ステンレスタンクで澱と共に 9 ヶ月熟成 

品番：FB-982／JAN：4935919219822／容量：750ml ¥5,280(本体価格¥4,800) 

 

 
 
 
 
 
 
 

シャブリ プルミエ クリュ ロム モール 2015 
Chablis Premier Cru L'Homme Mort 
  

「ロム モール」は、フルショームの北に位置する南東向

きの斜面のプルミエ クリュで、フルショームとしても

出荷出来ます。優れたワインを産することで知られてい

ますが、現在、この畑を所有する生産者は多くありませ

ん。イヴォン エ ローラン ヴォコレでは、フルショー

ムとしてではなく、あえてロム モールとしてリリース

しています。土壌はマールの上のキンメリジャンの粘土

石灰質、白やグレー、乾いたベージュの土で構成される石

灰岩マールの砂利質です。葡萄の収穫は、機械摘みと手摘

みで行います。不純物や未熟果等を取り除いた後、ニュー

マティックプレスでゆっくりと圧搾します。プレスした

果汁はタンクに移し、12～14 時間低温で置き、澱下げし

ます。区画ごとに 50hL のステンレスタンクにて選別酵母

を使い、18 度で発酵させます。 

 

 

 

 

 
 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ 

葡萄品種：シャルドネ  熟成：ステンレスタンクで澱とともに 9 ヶ月熟成 

品番：FB-983／JAN：4935919219839／容量：750ml ¥5,720(本体価格¥5,200) 

「フルショームは、さわやかな柑橘系の果実のアロマの中に 

硬質なミネラル、スモーキーなニュアンスが感じられる」 

「ロム モールはフルショームよりも畑に石が多く、ミネラル感が強い。

土壌由来のしっかりとしたボディがあるワインになる」 

「2015 年は収穫日をいつにするかが大事だった。8/31 の
ひどい雷雨により生育が少し遅れ、完熟するのを待った。
9/9 より、早く熟す高樹齢のものから収穫し、 12 日間で
終えた。非常にアロマティックで、熟していて複雑さもある」

「スラン川右岸に並ぶ特級畑を北に延ばした場所に位置しているだけ

あって、ここを最高クラスの 1 級畑とする人は多かろう。（中略）北の端

（ロム・モール）と谷の側面（コート・ド・フォントネ）はミネラル風味

が強く、ヴォーピュランとヴォーロランは果実味に厚みがある。（後略）」  

――『ブルゴーニュワイン大全』より抜粋 

「フルショームの中でも北の方、南西向きに開けてスラン川を見渡すところに位置している。ほかのフルショームと

比べると全体的にミネラル風味が強く、硬く険しい平らな土地だが、小さく盛り上がったところが 2 ヵ所あり、そ

の斜面が南向きの面を形づくっている。（後略）」          ――『ブルゴーニュワイン大全』より抜粋 

白っぽい表土が特徴的。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ポデーレ 29 は、プーリア北部、フォッジャ県チェリニョーラのボルゴ ト

レッサンティで、パオロ マッラーノと息子のジュゼッペ、そしてパオロの弟

ミケーレによって営まれています。2007 年に設立の、まだ新しいワイナリー

ですが、フィアーノ ミヌートロやネーロ ディ トロイアといったプーリア

の知名度の低い土着品種に注力したワイン造りにより、イタリアワイン評価本

のひとつ「ルカ マローニ」で毎年高評価を得ており、既にネーロ ディ ト

ロイアのスペシャリストとしてその地位を確立しています。 
 

ポデーレ 29 の名前の由来は、第 1 次世界大戦後、退役軍人に土地の貸与が

行われた際、ここが 29 区画目のポデーレ（農場）だったためです。ラベルの

木は桑で、ジェルソも桑の木という意味です。祖父が別の場所に土地を持って

いて、そこにあった桑の木が枯れそうでした。それを、今カンティーナのある

場所に移したら元気になったので、「再出発」という意味も込め、カンティー

ナのシンボルとしました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUSEPPE MARRANO 

2018年に有機栽培認証を取得 

栽培が難しいと言われる、プーリアの伝統品種に情熱を注ぐ 
ネーロ ディ トロイアの名手 

 



プーリア北部の伝統品種にこだわる 

量ではなく、葡萄の個性を表現したワイン造り 

プーリアで古くから栽培されていた、ネーロ ディ トロイア（ウーヴァ ディ 

トロイア）やフィアーノ ミヌートロは栽培が難しく、生産を止めてしまう

生産者も多い中で、ポデーレ 29 は栽培を続けています。以前より有機栽培を

取り入れ、環境に配慮しつつ、このエリアにしかない伝統品種の栽培を実践

しています。「プーリアは大量生産で質の低いものが多い。自分達は、デリケー

トで栽培の難しい葡萄品種を使い、他の人のやっていないワインを造りたい」

とジュゼッペは話しています。 

 
 
 

2018 年に有機栽培認証を取得 

2019 ヴィンテージよりラベルに表示されます 

ポデーレ 29 では、以前より有機栽培を取

り入れていましたが、数年前より有機認証

取得への取り組みを本格的にスタートしま

した。そして、2018 年に ICEA、及びユー

ロリーフの認証を取得しました。これによ

り 2019 ヴィンテージからワインに有機認

証の表示が可能となりました。「以前より有機栽培を実践

してきましたが、今回、有機認証を得たことは私達にとっ

て重要なターニングポイントとなります。ワイン造りをす

る上で、自然環境に対する私達の配慮を裏付けるものだか

らです」とジュゼッペは語ります。 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ジェルソ ビアンコ 2019 
Gelso Bianco 
フィアーノ ミヌートロは、13 世紀からプーリ

アで栽培されていました。フィロキセラ禍以降、

忘れ去られていましたが、近年再び注目を浴び

るようになりました。プーリアの北部でしか栽

培されていません。この品種の特徴である豊か

なアロマと複雑な風味を最大限引き出すように

しています。糖分を上げるのが難しい品種なの

で、除葉し 2 ヶ月程葡萄の房に日光を当てます。

それによって水分が飛び、糖分が上がります。

葡萄園面積は 6ha です。9 月初旬～中旬に収穫

します。ステンレスタンクで 6 ヶ月熟成させま

す。濃い麦わら色、春の花々、果肉の白い果物、

香り高いハーブの集約されたエレガントなアロマがります。口に含むと、しっかりしたボリュームが感

じられます。しっかりとした骨格、生き生きとした酸、アロマティックなフレイバーの三つの要素がバ

ランスよく構成された、フレッシュなワインです。 
 

【白・辛口】国／地域等：イタリア／プーリア  等級：I.G.P. プーリア   

葡萄品種：フィアーノ ミヌートロ 

熟成：ステンレスタンクで 6 ヶ月    

有機認証：ICEA、ユーロリーフ 

品番：I-641／JAN：4935919056410／容量：750ml ¥2,200(本体価格¥2,000) 

再び注目を浴びるようになったプーリアの古代品種 

2019VT よりユーロリーフの認証マークが表示されています 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ジェルソ ネーロ 2018 
Gelso Nero 
 

垣根仕立てです。葡萄が成熟して、今一番良い状態を迎えています。10 月初旬に収穫します。マロラク

ティック発酵後、ステンレスタンクで約 6 ヶ月熟成、その後瓶で 6 ヶ月寝かせています。紫がかった濃

いルビーレッド、ブラックベリーやチェリー、プラム、イチジクなどの果実の豊かな香り、少しブラッ

クペッパーやクローヴを思わせるスパイスのニュアンスがあります。口に含むと、肉厚でボリュームが

あり、しっかりとしたタンニンが感じられます。余韻にはフローラルな香りが漂います。 

 

★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 96 点  

★「ガンベロ ロッソ ヴィーニ ディタリア 2020」で 2 グラス＊ 

 

【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／プーリア 等級：I.G.P. プーリア 

葡萄品種：ネーロ ディ トロイア（ウーヴァ ディ トロイア） 

熟成：ステンレスタンクで約 6 ヶ月  

品番：I-642／JAN：4935919056427／容量：750ml ¥2,200(本体価格¥2,000) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ジェルソ ドーロ 2017 

Gelso D'Oro 
 

ジェルソ ネーロと同じ畑です。栽培は

コルドン スペロナート。植栽密度は

4000 本/ha です。収穫の時期になると葡

萄を選別して、房を枝から切ってワイ

ヤーにつるし 6～10 日間自然の中で乾燥

させます。10 月初旬に収穫します。マロ

ラクティック発酵後、フレンチオークの

バリック（新樽）で 8 ヶ月、さらにステ

ンレスタンクで 2 ヶ月熟成させます。濃

いルビーレッド、皮の黒い果実のアロマ

の後からココアやシナモン、クミン、ジュ

ニパーの香りが感じられます。口当たりはリッチでフルボディ、ほどよいタンニンはベルベット

のようにしなやか、長くバランスのとれた余韻があります。 

 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／プーリア   

等級：I.G.P. プーリア  

葡萄品種：ネーロ ディ トロイア（ウーヴァ ディ トロイア） 

熟成：フレンチバリック(新樽)で 8 ヶ月 

品番：I-643／JAN：4935919056434／容量：750ml ¥4,620(本体価格¥4,200) 

 

NERO DI TROIA 

遅摘みにした葡萄を自然の中で乾燥させてから仕込む 

ネーロ ディ トロイアの上級キュヴェ 

 
 

pts 
 

プーリアの北部だけで栽培されるデリケートな品種 “ネーロ ディ トロイア” のワイン 

品種特有のフローラルで華やかな香り 

凝縮感がありながら重たさはなく、ソフトな口当たり 



 
 
 
 
 
 
 
 

アヴィア ペルヴィア プリミティーヴォ 2017 

Avia Pervia Primitivo 
 

葡萄の糖分が上がりすぎないようにタイミングを見て収穫、マンドゥリア（南部）に比べ味わいが重くなく、

メリハリのある味わいになるよう心がけます。温度管理したステンレスタンクで、定期的にルモンタージュし

ながら発酵させます。澱引きし、ステンレスタンクで 6 ヶ月熟成させます。紫がかった濃いルビーレッド、豊

かな赤い果実の濃厚なアロマ、口に含むと温かみを感じ、非常に調和がとれています。柔らかで心地よい飲み

口です。ラベルは、秋になると畑の周りにやってくる鳥が一斉に飛び立つ姿をイメージしています。アヴィア 

ペルヴィアとは、ラテン語で「可能だと強く信じれば、不可能なことは何もない（成せば成る）」という意味で、

プリミティーヴォの栽培がそれほど盛んでない北部エリアにおいて、高品質の葡萄栽培に成功したことから名

付けました。 

 

★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 92 点 

★「ガンベロ ロッソ ヴィーニ ディタリア 2020」で 2 グラス＊ 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／プーリア   等級：I.G.P. プーリア 

葡萄品種：プリミティーヴォ  熟成：ステンレスタンクで 6 ヶ月 

品番：I-747／JAN：4935919057479／容量：750ml ¥1,760(本体価格¥1,600) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ユニオ 2018 

Unio 

ユニオは、ラテン語で「結合」の意味です。ネーロ ディ 

トロイアとプリミティーヴォという二つの土着品種をブレ

ンドしていることから名付け、二つが融合するというイ

メージから、手と手を合わせたラベルにしました。品種ご

とに、温度管理したステンレスタンクで発酵させます。ブ

レンドした後、バリック（一部新樽）で 4 ヶ月熟成させま

す。ブレンドすることで、このワインの名前の通り、双方

の品種の特徴、良さがより際立ち、それでいてうまく融合

しています。凝縮されたボリュームのある果実味がとても

心地良く、バランスとれた味わいに仕上がっています。 

★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 93 点 

 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／プーリア 

等級：I.G.P. プーリア 

葡萄品種：ネーロ ディ トロイア 60%、プリミティーヴォ 40% 

熟成：バリック（一部、新樽）で 4 ヶ月 

品番：I-852／JAN：4935919058520／容量：750ml  ¥2,530(本体価格¥2,300) 

 

ネーロ ディ トロイア × プリミティーヴォ 
土着品種にこだわるポデーレが、各品種の良さを最大限に引き出しました

手と手を合わせたラベルは、2 つの品種の融合を表しています 

 

「プーリア南部のマンドゥリアと比べ、重くなくメリハリのある味わいを目指した」 

南部とは異なる個性を持つ “プリミティーヴォ” 

PRIMITIVO 

NERO DI TROIA & PRIMITIVO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無名エリアであっても高樹齢の土着品種を使い、 

最高峰のワインを手掛けるスペシャリスト 
ヒル ファミリー エステーツは、10 の生産地域に 11 のワイナリーを所有し、高樹齢の土

着品種から最高峰のワイン造りを行なう生産者です。当時無名だったフミーリャと、土着品

種のモナストレルの地位を各段に向上させたパイオニアとして知られています。ボデガス 

トリデンテは、カスティーリャ レ イオン州サモラ県に位置するワイナリーで、ティンタ 

デ トロ（テンプラニーリョ）を用いた力強いスタイルの赤ワインを生産しています。畑は

砂質土壌のため水はけが良く、水分を得ることが重要なエリアです。そのためワイナリー名

は、ギリシャ神話の海の神であるポセイドンが持つ「三叉槍（トライデント）」にちなんで、

トリデンテと名付けました。 

 

90haの自家畑を所有していますが、樹齢の古い葡萄畑を少しずつ買い足してきたため、畑の場所は50ヵ

所にも分かれています。D.O.トロの区画もありますが、それ以外にも良い区画がたくさんあるため、D.O.

にこだわらず、V.T（ビノ デ ラ ティエラ）の等級でリリースしています。ティンタ デ トロはテ

ンプラニーリョのこの地域での別名で、より果皮が厚く、ボリュームのある力強い赤ワインになります。

さらに樹齢が古く、150年を超えるものもあり、糖度が高い葡萄が収穫できるためアルコール度数が高

く、フルボディに仕上がります。ボデガス トリデンテでは、抽出が強くなり過ぎないよう、足で葡萄

を踏んでいた昔のやり方を模した機械を使い、えぐみが出ないようにしています。品質に納得のいかな

いものは他社に売りに出すことで、リリースするワインの品質を保っています。 

 

スペインワインの地図を塗り替えた一族が造る 

ティンタ デ トロの力強さを表現したワイン 



 
 
 
 
 
 
 

ゴタ デ アレーナ 2017 
Gota de Arena 
 
ゴタは「雫」、アレーナは「砂」という意味が

あり、ワイン名は「砂の雫」という意味にな

ります。ボデガス トリデンテの他のワイン

と同様に、葡萄畑の土壌が砂質であることに

由来しています。すべてのワインの共通項

は、この砂質土壌と、ティンタ デ トロを

用いて造られることですが、この特徴をより

手ごろな価格で楽しめるのがこのワインで

す。手摘みで収穫します。発酵はステンレス

タンクで 27 度以下の温度で 15 日間行いま

す。ワインの一部をフランス産とアメリカ産

のオーク樽に移し、約 12 ヶ月熟成させます。濃い紫色、熟した赤と黒の果実の香りが広がります。

しっかりとした果実味、熟したタンニンがあり、濃厚な味わいのワインです。 

 

【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／カスティーリャ イ レオン 

葡萄品種：ティンタ デ トロ（テンプラニーリョ） 

熟成：一部をフレンチオークとアメリカンオーク樽で約 12 ヶ月 

認証：ヴィーガンマーク 

品番：S-257／JAN：4935919072571／容量：750ml ¥1,540(本体価格¥1,400) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

エントゥレスエロ テンプラニーリョ 2016 
Entresuelos Tempranillo 
  

ラベルは、土壌からベストなものを掘り出す、すなわち「この土地から素晴らしいワインをつくる」ことをイメー

ジしたものです。銀色の部分は、土の持つ力を表現しています。「エントゥレ」は「～の間で」、「スエロ」は「地面」

を意味します。トリデンテには使わなかったタンクをこのワインにします。ステンレスタンクで発酵後、フレンチ

オークの樽で 6 ヶ月熟成させます。コクがありたくましく、エキゾチックなローストしたスパイスやブルーベリー

ジャムの香りに、黒鉛やエスプレッソも感じられます。チョコレートやスパイスの熟したフィニッシュが見事な調

和をみせています。パエリャ、パスタ、マッシュルーム、シチュー、ソーセージ、チーズなどによく合います。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／カスティーリャ イ レオン 

葡萄品種：ティンタ デ トロ（テンプラニーリョ） 

熟成：フレンチオークの樽で 6 ヶ月熟成 

品番：S-168／JAN：4935919071680／容量：750ml ¥2,200(本体価格¥2,000) 

 

上級ワインのトリデンテに使用しなかったタンクを 

エントゥレスエロとしてリリースしています 

 

力強く果実味豊かなスタイルが表現された新商品 

“砂の雫”という名の個性的なワイン 

ワインの醸造過程で、ワインの中のたんぱく質、酵母や浮遊物質などを吸着除去し、

澄んだワインにする「清澄」と呼ばれる作業があります。この際に動物由来の物質

（卵白等）を使わずに、珪藻土やベントナイト（粘土）を用いて清澄を行ったワイン

をヴィーガンワインと言います。 

「ヴィーガンワイン」とは？ 



 
 
 
 
 
 

トリデンテ テンプラニーリョ 2016 
Tridente Tempranillo 

 

ボデガス トリデンテの特徴である、力強くボリュームのある味わいに仕上げています。標高 800ｍ、ドゥエロ河

の堆積土から成る砂質土壌の畑は、なんと 30 以上の区画に細かく分かれています。樹齢は古く、仕立てはバソで

す。9 月下旬から 10 月中旬にわたり、数回に分けて行い、完熟した房だけを収穫します。ステンレスタンクで 25

度に温度管理をして20～25日間発酵させます。熟成はフレンチオークの新樽で15ヶ月行います。ノンフィルター、

ノンファイニングで瓶詰します。熟した赤い果実のアロマとデリケートなスパイスがバランスよく混ざりあってい

ます。余韻にはダークチョコレートの心地よいフレーバーが漂います。 
 
★「ギア ぺニン 2019」で 92 点 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／カスティーリャ イ レオン 

葡萄品種：ティンタ デ トロ（テンプラニーリョ） 

熟成：フレンチオークの新樽で 15 ヶ月熟成 

品番：S-162／JAN：4935919071628／容量：750ml  ¥3,300(本体価格¥3,000) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

レホン 2014 
Rejón ※無くなり次第 2015VT に切り替わり 

 

「レホン」は、D.O.トロのエリア内のエル ペゴに所有している最高

のティンタ デ トロの畑です。砂質土壌の上に、砂利で覆われて

います。非常に生産量の限られたこのワインは、独特のユニークな

テロワールで育つ土着品種の特徴、本質を表現しています。葡萄は、

15kg の小さなケースを使い収穫します。小さなタンクで発酵させ、

225L のフレンチオークのバリックに移し、約 20 ヶ月熟成させます。

レホンとは、この畑の葡萄が植えられた頃の畑を耕すための機具で

す。既にローマ時代には、簡単な型ですが同様の器具が使われてい

ました。現代でもレハス（すきの刃）と呼ばれ、耕作に広く使われ

ています。 

 
★「ヴィノス 2017.1.24」で 93 点 
★2014VT、2015VT ともに「ギア ぺニン 2019」で 94 点 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／カスティーリャ イ レオン  

葡萄品種：ティンタ デ トロ（テンプラニーリョ） 

熟成：225L のフレンチオークのバリックで 20 ヶ月熟成 

品番：S-184／JAN：4935919071840／容量：750ml ¥8,800(本体価格¥8,000) 

 
 
 

そのボデガのスタイルを知るのに相応しいミドルクラスのワイン 

印象的な味わいのフラッグシップ 

樹齢約 130年のティンタ デ トロによる 

トリデンテの最高傑作 

「樹齢 130 年以上と言われるブドウから造られ、小さなステンレスタンクで発酵させた後、225 リットルの

フレンチオークの新樽で 20 ヶ月間熟成される。チェリーのコンポート、ブルーベリー、お香、ぴりっとくる

花の、広がりのあるミネラルを含んだアロマが素晴らしい透明感を示している。深く濃縮されているが、驚く

ほどエネルギッシュなダークフルーツのジャム、スパイスケーキ、バラのトローチのフレーバーに、モカと

コーラのノートが複雑に絡み合っている。濃厚で密度は高いが、余分な脂肪はない。若々しいタンニン、スパ

イスと花の香りに支配された後味は、素晴らしい集中力と持続性を持っている」 

——『ヴィノス 2017.1.24』より抜粋 

2014VT 

8 本限り 
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BERGERAC ROUGE 

日本市場限定でリリースする特別なキュヴェ 

 メッツオ ベルジュラック ルージュ 2017 
 

このワインは、日本市場限定で生産している特別なキュヴェです。メッツォとは、音楽用語

で「やや、少し」という意味で、音楽好きで、仲間と演奏を楽しむパスカルならではの命名

です。力強いアダージョの弟的存在になるように、抽出もソフトに行っています。発酵前

に、4～5 日間スキンコンタクトさせます。28 度に保ちながら、ステンレスタンクで発酵

させます。3年使用樽 50％、タンク 50％で 10 ヶ月熟成させています。瓶詰前にタンクで

寝かせます。まろやかで心地よい飲み口が楽しめます。 
 

 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／南西地方／ベルジュラック 

生産者：シャトー デ ゼサール 葡萄品種：メルロ 80％、カベルネ フラン 20％ 

熟成：タンクと樽 50%ずつで 10 ヶ月  

品番：FB-276／JAN：4935919212762／容量：750ml 

¥1,760(本体価格¥1,600) 

 

 

革新的なワイン造りを行い続けるベルジュラックの生産者です。オーナーのパスカ

ルは会う度に名言を残してくれます。「ビオディナミ、オーガニック、様々な農法

がある。どれも否定しないが、ひとつだけで完璧なものはない。葡萄、品質に良い

と思えば取り入れる」。「ワインの値段は、多くの人が買えるものでなくてはならな

い」。「常に頭を使って考えることが大事。この地にあったやり方を考えている。毎

年、毎年ちょっとずつ変革している。ワインの味が良くなれば続けるし、変化がな

いときはやめる」。そして近年参加した娘のフラヴィも「ハードワークが大好き！」

と父親譲りの一面を見せてくれました。今後ますます注目の生産者です！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ピエモンテ バルベーラ 2016 
Piemonte Barbera 
 

畑はアルバ周辺のランゲの丘にあります。土壌は粘土石灰質、仕立てはギヨー

です。バルベーラの持つ典型的な果実味を抽出するため、短時間で発酵（4 日

間）させます。マロラクティック発酵の期間も短くしています。タンクで熟成

させます。濃い赤色、しっかりとしていながら、フレッシュな果実味が感じら

れ、重すぎず、ストレートに美味しさが伝わってくるワインです。 
 

【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：イタリア／ピエモンテ 

等級：D.O.C.   生産者：テッレ デル バローロ 

葡萄品種：バルベーラ 

熟成：タンク 

 
 

品番：I-483／JAN：4935919054836／容量：750ml  ¥1,430(本体価格¥1,300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ナバエルス 2016 
Navaelus 
 

名前は、ナバラからの造語です。標高 350m の畑で、砂を多く含む粘土質土壌です。

アメリカンオークの樽で 6 ヶ月、フレンチオークの樽で 6 ヶ月、計 12 ヶ月オーク樽

で熟成させ、その後 12 ヶ月瓶熟させていますので、ラベルには表示がありませんが、

クリアンサに相当します。イヌリエータのワインを造る全ての段階で選別し、セカン

ドラベルであるナバエルスを造ります。他の生産者のクリアンサと比較しても、非常

に優れています。 
 

【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：スペイン／ナバラ  

等級：D.O.  生産者：ボデガ イヌリエータ  

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ 

熟成：アメリカンオーク樽で 6 ヶ月、フレンチオーク樽で 6 ヶ月、瓶で 12 ヶ月 
 

品番：S-107／JAN：4935919071079／容量：750ml 

¥1,320(本体価格¥1,200) 

 

バローロの優良生者が造る“お手頃ワイン” 

実は、現地で少し寝かせてからリリースしている、こだわりの 1 本 
 

約 300 名の契約農家が所属するバローロの協同組合が造っています。日本市場のためにタンクと瓶で数年熟成

させた後に出荷されるため、常に味わい深いヴィンテージが入手できるのも魅力です。 

 

 

この価格で 12 ヶ月の樽熟成、クリアンサに相当する熟成期間です 
 

ボデガス イヌリエータのメインラベルのワインを造る際に、葡萄の選別で余った葡萄を使用することで、 

この価格が実現できました。しかも、樽で 12 ヶ月熟成されています。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

テンプラニーリョ ドラゴン ビノ デ ラ ティエラ 2018 
Tempranillo Dragón Vino de la Tierra 

 

葡萄は 9 月の終わりに手摘みし、冷却装置付きのステンレスのタン

クでゆっくりと発酵させます。その後マセラシオンし、アメリカン

オーク樽（一部新樽）にて 6 ヶ月熟成させます。瓶詰め前にはワイ

ンを安定させるため、濾過を行います。深いルビー色、豊潤で濃厚

なフルーツのブーケがあります。バランスは素晴らしく、長くて調

和の取れたフィニッシュです。スペインワインと聞いて期待するす

べてが詰まっています。スペインを代表する品種テンプラニーリョ

であること。短期間ですが、樽熟成させていること。リオハより南

に位置する産地であることで、葡萄がしっかりと熟し、集約もあり

ます。 
 

【赤・ミディアムボディ】  

国／地域等：スペイン／カスティーリャ イ レオン   

等級：ヴィノ デ ラ ティエラ   

生産者：ベルベラーナ   
 

葡萄品種：テンプラニーリョ  熟成：アメリカンオークの樽で 6 ヶ月 

品番：S-048／JAN：8410396780219／容量：750ml      ¥1,155(本体価格¥1,050) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヴァン ド ペイ ド ヴォークリューズ ルージュ 

グルナッシュ 2018 
Vin de Pays de Vaucluse Rouge Grenache 
 

トラヴァイヤンにある畑からの葡萄を使っています。土壌はエギュ川か

らの堆積土で、下層土は粘土石灰質です。収穫は主に手摘み、収穫量は、

90hL/ha まで認められていますが、半分の 45hL/ha までに抑えていま

す。100％除梗します。軽く破砕します。葡萄品種ごとにタンクで発酵

させ、醸しは 3 週間です。デレスタージュとルモンタージュします。ス

テンレスタンクで 6 ヶ月熟成させます。清澄はせず、軽くフィルターを

通します。紫色がかった濃いルビー、ラズベリーやスパイスの風味。ミ

ネラルやチェリー、ラズベリーの風味があり、良質でしかも出しゃばら

ない酸が感じられます。ジューシーな果実味とスパイシーな味わいの、

見事なグルナッシュです。「グルナッシュはさまざまな土地で育つが、

自分はローヌこそが最高の土地だと思う。だからこのワインをグルナッ

シュで造った」とアンドレ ブルネルは自信を持って語っています。 
 

【赤・ミディアムボディ】 ＜スクリューキャップ＞ 等級：I.G.P. 

国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ  生産者：アンドレ ブルネル 

葡萄品種：グルナッシュ、その他  熟成：ステンレスタンクで 6 ヶ月 
 

品番：FB-193／JAN：4935919211932／容量：750ml    ¥1,320(本体価格¥1,200) 

1994 年に取引をスタートして以来続く 
ロングセラー ワイン 

 
弊社が 25 年以上取引を続けるスペインの生産者。弊社が取り扱うスペインワインの中でも、 

長年愛され続けるロングセラー アイテムです。 

アメリカンオークで 6 ヶ月熟成させた、充実した味わいが楽しめます。 

 

シャトーヌフ デュ パプのトップ生産者の 
自家畑の葡萄で造る“グルナッシュ” 

 
シャトーヌフ デュ パプのトップ生産者のひとり“アンドレ ブルネル”が造るワインです。 

トップ生産者がこの価格帯のワインを造る場合は、買い葡萄であることが多いのですが、 

何と 100％自社で手入れをした葡萄が使われています。 



 
 
 
 
 
 
 
 

ペイ ドック カベルネ ソーヴィニヨン 
トロワ エトワール 2015 
Pays d'Oc Cabernet Sauvignon <Trois Etoiles> 

 

フォンカリュでは高い品質を実現するため、栽培農家から集めた葡萄を、

畑、セラー、ブレンドの段階でこまかく分析しています。区画ごとに最

良のタイミングで収穫された葡萄は、その特徴ごとに分類され、別々に

醸造します。出来上がったワインは味わいのタイプ別に分類され、最も

バランスのよい味わいにブレンドされます。カベルネ ソーヴィニヨン

だけでも、性格の異なる様々なタイプ、味わいに分けられたタンクがあ

り、例えば F504 は、良い品質のタンクのワインのブレンドで出来てい

ます。しかし、この特別バージョンの「トロワ エトワール」は、数あ

るタンクの中でも最高の品質のカベルネ ソーヴィニヨンのタンクだけ

をボトリングしたもので、通常のキュヴェと一線を画しています。清涼

感のあるハーブ香、まろやかなタンニン、凝縮したカベルネ ソーヴィ

ニヨンのエッセンスが感じられます。 

★「リヨン国際ワインコンクール 2016」金賞 
 

【赤・ミディアムボディ】国／地域等：フランス／ラングドックルション 

等級：I.G.P.  生産者：フォンカリュ   

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン   熟成：ステンレスタンク 
 

品番：FC-183／JAN：4935919311830／容量：750ml  ¥1,320(本体価格¥1,200) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャンティ リゼルヴァ 2015 
Chianti Riserva 
 

粘土質に石灰岩と火山性の凝灰岩の混ざる土壌です。手摘みで収穫します。

ステンレスタンクで 25 度に温度管理しながら、約 10 日間発酵させます。

マロラクティック発酵もタンクで行います。オークの樽で 2 年、その後ボ

トルで 3 ヶ月以上熟成させます。輝きのあるルビーレッド、チェリーやマ

ラスカ等の赤い果実とスミレの香り、スパイシーな香りも感じられ、果実味

が豊かでキアンティらしい可愛らしい酸と柔らかくバランスのとれた心地

よい渋みがあります。柔らかな渋味ですがしっかりと存在感があります。 
 

【赤・フルボディ】 等級：D.O.C.G  

国／地域等：イタリア／トスカーナ   

生産者：マルケージ バッシーニ 

葡萄品種：サンジョヴェーゼ、マルヴァジア ネーラ、コロリーノ、他 

熟成：オーク樽で 24 ヶ月、瓶で 3 ヶ月以上 
 

品番：I-713／JAN：4935919057134／容量：750ml 

¥1,485(本体価格¥1,350) 
 

数あるタンクの中から最良のものを厳選しブレンドした 

“スペシャル キュヴェ”  
 

ワイン専門誌「ルヴュ デュ ヴァン ド フランス」で「年間ワイン生産者組合」に選出された実績を持つフォンカリュ。 

2015 年はグレート ヴィンテージとなったため、数あるタンクの中から最良のタンクを厳選し瓶詰めした 

この特別なキュヴェを造りました。通常のキュヴェ（品番：F504）とは一線を画する品質です。 

 

キャンティ リゼルヴァでこの価格は魅力的 

しかも、偉大な 2015 年ヴィンテージ 
 

キアンティ エリアでもグレート ヴィンテージとなった 2015 年。 

これまでのヴィンテージと比べても、ボディも強く骨格があり、秀逸なヴィンテージと分かる味わいです。 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

モンテプルチャーノ ダブルッツォ 2015 
Montepulciano d'Abruzzo   ※無くなり次第 2016VT へ切り替わり 
 

10 月中旬に収穫します。除梗して、発酵前に 1 週間マセラシオ

ンを行い、その後ステンレスタンクで 15～20 日発酵させます。

熟成は、30hL のスラヴォニアンオークの樽で 8～10 ヶ月行いま

す。その後、3 ヶ月瓶熟させます。ほとんど透けて通らないしっ

かりとした濃い赤色で、かすかに甘さを感じる力強さと、熟成で

きるたくましさ、またしなやかさ、なめらかさもあります。「私た

ちは稲葉のために、特別に熟成させてよりタンニンを柔らかくし

てから出荷しています」とフィリッポは話していました。 

★「ヴィノス 2017.06」91 点 ★「ビベンダ 2018」4 房 
 

【赤・ミディアムボディ】 等級：D.O.C. 

国／地域等：イタリア／アブルッツォ  

生産者：バローネ コルナッキア   

葡萄品種：モンテプルチャーノ 

熟成：30hL のスラヴォニアンオークで 8～10 ヶ月 

有機認証：ICEA、ユーロリーフ 
 

品番：I-035／JAN：4935919050357／容量：750ml    ¥1,650(本体価格¥1,500)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ジ ガルガネガ 2019 
'G' Garganega 
 

畑は、ソアーヴェ地域の外で、ヴァルパンティーナの丘の斜面に位置し

ます。冷涼で穏やかな気候は、葡萄をゆっくりと熟成させ、香りと酸を

保ちます。土壌はやせていて白亜質、葡萄樹にストレスを与え、素晴ら

しい品質の果実を造り出します。手摘みで収穫します。除梗、破砕し、

酸化防止剤を加えず圧搾します。果汁はすぐに冷却し、自然に落ち着か

せます。12～14 度で発酵させます。4 ヶ月シュール リで寝かせます。

丸みを与えるため、20％を 500L の樽（新樽でない）で 2～3 ヶ月熟成

させます。瓶詰までステンレスタンクで温度管理の下、寝かせます。リ

ッチでかすかにスモーキー、ソアーヴェに全く引けをとらない品質です。 
 

【白・辛口】 ＜スクリューキャップ＞ 等級：等級：I.G.P. 

国／地域等：イタリア／ヴェネト   

生産者：アルファ ゼータ  葡萄品種：ガルガネガ 

熟成：20％を 500L の樽（新樽でない）で 2～3 ヶ月 
 

品番：I-540／JAN：4935919055406／容量：750ml      ¥1,320(本体価格¥1,200) 

 

マスター オブ ワインが手掛ける“お手頃ワイン” 

地元の農協から良い葡萄を優先的に選んで造ります 
 

マスター オブ ワインのデイヴィット グリーヴが地元農協の協力のもとに造るワインです。 

設備は農協のものを使用させてもらい、葡萄は農協に集まるものから良い葡萄のみを優先的に選んで使用しています。 

そのため、品質と価格を両立させたワインに仕上がっています。 

日本市場のために、バローネ コルナッキアのセラーで 

飲み頃を迎えてからリリースしています 
  

400 年以上の歴史を持つコルナッキア家。このワインは、日本市場のために生産者のセラーで熟成させ、 

より一層奥深い味わいになってから日本へリリースしています。 

しかも、スタンダードクラスであっても D.O.C.G.エリアの葡萄を使用しているという、驚きのワインです。 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

シルヴァーナー クーベーアー トロッケン 2019 
Silvaner Q.b.A. Trocken 
 
畑は標高 182m の低い丘に位置しています。土壌はレス（黄土）、畝と畝の間に 1 列おきに草を生や

しています。栽植密度は 5,000 本/ha です。収穫は手摘み、機械摘みで行います。空気圧プレスで圧

搾し、発酵はステンレスタンクで 16 度から 20 度にコントロールしながら行います。フレッシュな酸

を保つため、マロラクティック発酵はしていません。そのままステンレスタンクで 6 ヶ月熟成を行い

ます。清澄を行い、軽くフィルターをかけてボトリングします。リンゴや洋梨、ハーブを思わせるア

ロマがあり、口当たりはとても柔らかく、フルーティで調和が取れています。日常の食卓で楽しんで

頂きたいワインです。 

 
【白・辛口】 国／地域等：ドイツ／ファルツ   ＜スクリューキャップ＞ 

生産者：ベルンハルト コッホ 

葡萄品種：シルヴァーナー  熟成：ステンレスタンクで 6 ヶ月   

残留糖度：6．4g/L  酸度：5．9g/L 

 
品番：KA-662／JAN：4935919196628／容量：1,000ml ¥1,980(本体価格¥1,800) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坂田 千枝 ／ ケラーマイスター 

「ヴィヌム」「ゴーミヨ」などドイツワインガ

イドにおいて高い評価を受け、近年大きな

躍進を遂げているベルンハルト コッホ。

醸造責任者は、兵庫県出身の坂田千枝さん

が務めており、ワイングートの躍進に貢献

しています。「私は工場長のようなもので、

スタッフ全員でワインの方向性を決めた

後、それを商品化する役割を担っています」

と話してくれました。 

シルヴァーナーの柔らかくフルーティな口当たりは 

食事との相性もピッタリです 

750ml に 

換算した場合の価格は 

本体価格 1,350 円 



  

 

 
 
 
 
 
 

リースリング クーベーアー トロッケン 2019 
Riesling Q.b.A. Trocken 
 

選別酵母を使用して、16～18 度に温度管理の下ステンレスタンクで発酵、熟成しています。華やかな青リ

ンゴの風味、酸と果実味のバランスが取れた飲みやすいタイプです。「エントリーレベルですが、このクラ

スのワインにも品質のよい葡萄を使用している」とマティアスは話していました。 

 
【白・辛口】 国／地域等：ドイツ／ラインガウ    ＜スクリューキャップ＞ 

生産者：クラス    葡萄品種：リースリング 

熟成：ステンレスタンク  残留糖度：8．7g/L  酸度：7．2g/L 

 
品番：KA-617／JAN：4935919196178／容量：1,000ml ¥1,870(本体価格¥1,700) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リースリング クーベーアー ファインヘルプ 2017 
Riesling Q.b.A. feinherb   ※無くなり次第2018VT へ切り替わります 

 

このワインには、ケステナー ヘレンベルクと、祖母が持っていたオーザンナー ローゼンベルクの葡萄

を使っています。ローゼンベルクは急斜面ではないため、機械を使った収穫を行っています。畑の標高は平

均で 170ｍ、南東向きです。土壌は灰色粘板岩と青色粘板岩です。収穫は少し早めの 9 月末に行います。果

実の甘さと酸のバランスを大切にしているため、完熟していますが過熟ではない葡萄を選んで収穫します。

アルコール発酵は、ステンレスタンクで 15～20 度に温度コントロールしながら行います。マロラクティッ

ク発酵はしていません。非常にバランスのとれた、クラシカルな味わいを持っています。2017VT は、2017

年 9 月 27、28 日に収穫、2018 年 6 月 22 日瓶詰しました。 

 
【白・やや甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル   ＜スクリューキャップ＞ 

生産者：マイアーラー   葡萄品種：リースリング 

熟成：ステンレスタンク  残留糖度：30．8g/L  酸度：8．8g/L 

品番：KA-586／JAN：4935919195867／容量：1,000ml ¥2,200(本体価格¥2,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マティアス クラス 
現オーナーのマティアス クラスは、シュロス 

ワインハルツハウゼンやシュロス フォルラー

ツといった名門で経験を積み、2014 年にワイン

グートを引き継ぎました。エアバッハの優良な畑

を所有し、著名なワイングートで磨かれた経験を

活かしたワイン造りで安定した品質を誇ってい

ます。また、リースリング以外に、ピノ ノワー

ルやソーヴィニヨン ブランといった国際品種

にも挑戦しています。 

マティアス マイアーラー 

1767 年設立から 8 代続くワイングート。現オー

ナーのマティアス マイアーラーは、モーゼルの

トップ生産者フリッツ ハークのもとで約 7年経

験を積みました。彼は、父からワイングートを引

き継いで 2 年目の 2008 年には DLG の「ベスト 

ヤング ワインメーカー」に選出されるなどその

実力は確かなものです。 

ほのかな甘さがあり、爽快心地よい飲み口が魅力の 

ファインヘルプに仕立てました 

 

リースリングの酸と充実した果実味が調和した 

見事なバランスの辛口ワイン 

2017VT 

70本限り 

750ml に 

換算した場合の価格は 

本体価 1,275円 
 

750ml に 

換算した場合の価格は 

本体価格 1,500 円 
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Côtes du Rhône Villages Sablet 
 

ジゴンダスの北側に位置するサブレ村の「レ プラン」と

呼ばれる区画の葡萄から造られています。以前はコート 

デュ ローヌ（品番：F-384）にブレンドしていましたが、

サブレ村の葡萄の個性を生かすため、2017VT から単独で

造ることにしました。土壌は、砂利と砂質ロームです。畑

の肥料はオーガニックなものだけを使用します。収穫した

葡萄は温度コントロールしながらコンクリートタンクで

発酵させます。発酵中、ルモンタージュを行います。熟成

はコンクリートタンクとステンレスタンクで行います。ブ

ルーベリーやカシスの黒の果実の豊かなアロマの中に、か

すかにチョコレートやカカオのニュアンスが感じられま

す。口に含むとシルクのようにしなやかなタンニン、しっかりとした骨格がありつつも、丸みがあり

やわらか、心地よい果実の甘みが感じられます。豊かな果実味とスパイスを感じる余韻があります。 
 

【赤・フルボディ】 国/地域等：フランス／コート デュ ローヌ   

等級：A.O.C.   生産者：ドメーヌ ビュルル 

葡萄品種：グルナッシュ 40%、シラー20%、カリニャン 20%、ムールヴェードル 20% 

熟成：コンクリートタンクとステンレスタンク 

品番：FC-233／JAN：4935919312332／容量：750ml 

¥2,200(本体価格¥2,000) 

ビュルル家が所有するサブレ村にある畑。フローラン（写真左）、ダミアン（写真右） 

SABLET 
CÔTES RHÔNE VILLAGES 

DOMAINE BURLE 

A.O.C. コート デュ ローヌ ヴィラージュの中には、特

別に AOC 名の後に地理的名称を付記することが認められて

いる 22 エリアがあります。これらは、一定の条件を満たして

いる場合、地理的名称をラベルに表記することが出来ます。

例えば、コート デュ ローヌ ヴィラージュの最大収穫量

が 44hl/ha に対し、これらのエリアは 41hl/ha と、より厳し

い基準になります。「サブレ」はこの 22 エリアのひとつです。 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mimaò 
 
発酵前に 5 度で 8 日間、コールドマセラシオンを行います。その後、ステンレスタンクで

発酵を行います。マロラクティック発酵と熟成はフレンチオーク樽（オルキデア キュヴェ

に使った樽で、新樽ではない）で行います。熟成は 7 ヶ月です。花や果実のアロマの中に

かすかにミネラルの要素が感じられます。口に含むと非常に生き生きとしています。よく

熟していますが、同時にとてもフレッシュ。なめらかで深みがあります。長い余韻の中に、

ミネラルや熟したガルナッチャの果実味を感じます。 

 
【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／ナバラ 等級：D.O. 

生産者：ボデガ イヌリエータ   葡萄品種：ガルナッチャ 

熟成：フレンチオーク樽（新樽でない）で 7 ヶ月 

品番：S-233／JAN：4935919072335／容量：750ml ¥2,530(本体価格¥2,300) 

若すぎないガルナッチャを造りたいと考え、樹齢が上がるまで

15 年間待ち、誕生したワインです。2015 年がファーストヴィン

テージです。丘に広がるガルナッチャ 25ha の内、区画の上部

の部分の葡萄を使用しています。上部にあるため表土が浅く、房

が小さくなります。土壌は石灰質粘土です。 

ガルナッチャはナバラではブレンドに使われることの多いですが、 

このワインはガルナッチャ 100％で造りました。ワイン名は大事に育てると

いう意味を持つmimado（ミマド）が転じて「ミマオ」という名にしました。

15 年間、まるで赤ちゃんを育てるかのように特別なケアをして育てたガル

ナッチャで造る、イヌリエータ渾身のワインです。 

 
オーナーのファン マリア アントニャーナ 

「ムンドゥス ヴィーニ 2019」 

「グルナッシュ デュ ムンド 2019」 

「バッカス国際ワインコンクール 2019」 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensuale Moscato 
 

華やかで魅力的なアロマが広がり、ほんのりと甘さを感じる、爽やかな味わ

いフリッツアンテ（弱発泡性）です。畑はヴェノーザ村にあります。標高

500mで、ピエモンテのアスティと同じように冷涼な気候です。粘土の多い

火山性土壌で、カルシウム、窒素、凝灰岩が豊富です。葡萄が傷つかないよ

うに小さなカゴを使って収穫します。柔らかくプレスした後、すぐに発酵に

移ります。これはモスカートに特有な豊かなアロマを保つためです。発酵、

熟成ともにステンレスタンクで行います。発酵中に温度を下げて、酵母の活

動を止め、発酵を終えます。素晴らしいアロマを保つため、フィルタリング

の回数は出来る限り少なくしています。輝きのあるゴールデンイエロー、桃

や洋ナシ、マンゴなどの豊かなフルーツのアロマ、そしてモスカートの持つ

エキゾチックなニュアンスも感じられます。採れたての果実を思わせる新鮮

な果実味、心地よい甘さがあり、とてもバランスが取れています。ワインだ

けで楽しむことも出来、また果物やスイーツ、チーズのお供に最適です。 
 

【白・やや甘口】＜弱発泡性ワイン＞ 

国／地域等：イタリア／バジリカータ  等級：I.G.P. バジリカータ 

生産者：ヴィニエティ デル ヴルトゥーレ 

葡萄品種：モスカート ビアンコ 熟成：ステンレスタンク 

品番：I-738／JAN：4935919057387／容量：750ml 

¥1,870(本体価格¥1,700) 

魅力的なアロマ 

ほんのり甘さを感じる 

爽やかな弱発泡性ワイン 
 

ラベルとキャップシールに、ハートが描かれており 

バレンタインの贈り物としてもおすすめです 



 

 

エアバッハー ソーヴィニヨン ブラン 
クーベーアー トロッケン 2019  
Erbacher Sauvignon Blanc Q.b.A. Trocken 
 

土壌は砂のように細かいレス（黄土）とローム（粘土、シルト、砂の混ざる土）です。

収穫は畑で選別しながら手摘みで行います。ボトリティスのついていない葡萄だけを

収穫します。葡萄の持つ豊かなアロマを引き出すため、圧搾する前に 18 時間の低温マ

セラシオンを行います。発酵は温度コントロールしながらステンレスタンクで行いま

す。発酵後、翌年の 1 月に澱引きしてしばらく落ち着かせ、3 月にボトリングします。

グリーンペッパー、グースベリーなどのソーヴィニヨン ブランに特徴的なアロマに

加え、マンゴーを思わせる要素もあります。甘い果実味と酸がとてもバランスよく、

素直に果実の美味しさが楽しめる 1 本です。 
 

【白・辛口】 ＜スクリューキャップ＞ 国／地域等：ドイツ／ラインガウ    

生産者：クラス   葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン 

残留糖度：5. 2g/L 酸度：6. 1g/L 

品番：KA-664／JAN : 4935919196642／容量：750ml  

¥2,200(本体価格¥2,000) 

 

 
 

 

今注目を集めるラインガウの生産者 

マティアス クラスが手掛ける 

ソーヴィニヨン ブラン 

 

限定 

400 本 

マティアスは、バート、シュロス ラインハルツハウゼン、シュロス フォルラーツで

ケラーマイスターを務めていました。バートではスパークリングワイン、シュロス ラ

インハルツハウゼンではリースリングやソーヴィニヨン ブランの醸造や樽使い、

シュロス フォルラーツではリースリングのワイン造りを学びました。これらの経験

を活かし、ロワールとは異なるラインガウらしい酸とミネラルが特徴的な、辛口のソー

ヴィニヨン ブランに仕上げています。 


