
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

パスカル デルベック／Pascal Delbeck 

サンテミリオンの偉大なシャトー、オーゾンヌやベレール（現在のベレール モナン

ジュ）のワイン造りを、20 年以上にわたり担当してきた才気あふれるパスカル デ

ルベック。娘のマリー アマンディーヌとヴィニョーブル デルベックを設立し、ラ

ランド ド ポムロールとサン ジョルジュ サンテミリオンの２つのアペラシオンで、

非常に品質の優れた、長期熟成に耐え得るワイン造りを行っています。 

パスカル デルベックは 1954 年に、ボルドーのリブルヌに 5 代続く葡萄栽培農家

に生まれました。リブルヌとボルドーで栽培と醸造を学んだ後、1975 年から、当時

のオーゾンヌやベレールのオーナーだったマダム デュボワ シャロンの下で醸造家

として働きました。2003 年、マダムに指名されて後継者となったパスカルは、ベレ

ールを含む畑を引き継ぎ、ヴィニョーブル デルベックのオーナーとなりましたが、

ベレールは 2008 年にジャン ピエール ムエックスに売却しています。 

 

 

（左）シャトー トゥール デュ パ サン ジョルジュ 2016 
Château Tour du Pas Saint Georges 
 

シャトーは、サンジョルジュ村の粘土石灰質土壌とペリゴールの砂地からなる南向きの斜面にあります。

熟したプラムやドライフィグを思わせる果実味とフレイバーに富み、やわらかな口当たりです。こなれた

タンニンはまだしっかりと力強く、部分的な新樽での熟成によるボディと果実味のバランスがとれていま

す。コンクリート発酵槽とステンレスタンクを外気の温度によって使い分けます。 
 

国／地域等：フランス／ボルドー 等級：AOC サン ジョルジュ サンテミリオン 

葡萄品種：メルロ 65%、カベルネ フラン 35% 

熟成：バリック（新樽 30%、白ワインを 3 ヶ月発酵させた樽 20%）、1 年樽 50％で 15 ヶ月 

品番：FC-377／JAN：4935919313773／容量：750ml ¥3,850(本体価格¥3,500) 

 

 

（右）エメ ド サン ジョルジュ 2015 
Ame de Saint Georges 
 

エメ ド サン ジョルジュは、マダム デュボワ シャロンから引き継いだ畑から造られる最上のキュヴ

ェです。6 種類の葡萄をブレンドしています。豊かなアロマを持ち、複雑で持続性があり長期熟成が可能

です。土壌は粘土石灰質です。収穫は手摘み、葡萄がつぶれないよう小さなケースに入れて運びます。セ

ラーに運び、選果テーブルで選別します。発酵は小型のステンレスタンクで品種ごとに分けて行います。 
 

国／地域等：フランス／ボルドー 等級：AOC サン ジョルジュ サンテミリオン 

葡萄品種：メルロ 20％、カベルネ フラン 20%、カベルネ ソーヴィニヨン 15％、カルムネール 15％、 

プティ ヴェルド 15％、マルベック 15％ 熟成：バリックで 15 ヶ月（新樽 50％、1 年使用樽 50％） 

品番：FC-378／JAN：4935919313780／容量：750ml ¥4,400(本体価格¥4,000)

New Arrival Bordeaux 

新入荷ボルドー 
ワイン輸入歴 40年の弊社が厳選した、こだわりのボルドーをご紹介します。 

オーゾンヌやベレール モナンジュの元醸造家 
パスカル デルベックが手掛ける優良シャトーからの 

AOC サン ジョルジュ サンテミリオンの高品質なワイン 

赤・フルボディ 

赤・フルボディ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランソワ デスパーニュ／François Despagne 

サンテミリオンで少なくとも 17 世紀までさかのぼるデスパーニュ家の 7 代目、フラ

ンソワ デスパーニュが手掛けるワインです。フランソワは、サンテミリオンのグラ

ン クリュ クラッセのシャトー グラン コルバン デスパーニュのオーナーです。他

にも、ポムロールのシャトー ル シュマンや、カスティヨン コート ド ボルドーの

シャトー アンペリア、シャトー ロシェール ド ジョアナン等、複数のシャトーを所

有しており、ボルドー右岸エリアのエキスパートといえます。 

 

 

（左）シャトー ロシェール ド ジョアナン 2018 
Château Rochers de Joanin 
 

カスティヨンのポテンシャルの高さに魅了され造り始めました。豊かな果実味とタンニン、酸のバランスが

非常に良く、スムーズで親しみやすい味わいです。石灰岩の上に粘土石灰質の表土があります。栽植密度は

5000～6000 本/ha、平均樹齢は 20 年。2018 年に有機認証を取得しました。化学的な除草剤は使用せず、

畝の間に生やした草を耕し土にすき込みます。葡萄は収穫後選別し、品種、区画ごとに醸造します。 
 

国／地域等：フランス／ボルドー 等級：AOC カスティヨン コート ド ボルドー 

葡萄品種：メルロ 90%、カベルネ フラン 10% 有機認証：ユーロリーフ 

熟成：20％をバリック、残りの 80％をタンクで熟成 

品番：FC-393／JAN：4935919313933／容量：750ml ¥3,080(本体価格¥2,800) 

 

（右）シャトー アンペリア 2016 
Château Ampelia  
 

カスティヨンの可能性の高さに惚れ込み 1999 年に設立しました。シャトー名は、ギリシャ語で葡萄の木を

指す「アンペロス」に由来します。フレッシュさとミネラルの個性があり、若いうちからでも熟成させても

楽しめます。栽培はグラン コルバン デスパーニュ同様の高い水準で行います。畑は 6ha、石灰岩の上に粘

土石灰質の表土があります。平均樹齢 26 年。有機栽培ですが、認証は 2018 年に取得しておりラベル表示は

ありません。葡萄を食べ、ラボで分析を行い、手摘みで収穫します。畑と選果テーブルで選別後、除梗して

樹齢、区画、品種ごとに小型の発酵槽で約 4 週間発酵と醸しを行い、樽でマロラクティック発酵を行います。 
 

国／地域等：フランス／ボルドー 等級：AOC カスティヨン コート ド ボルドー 

葡萄品種：メルロ 80%、カベルネ フラン 20% 熟成：大部分を樽（全体の 1/3 が新樽）で 12～18 ヶ月 

品番：FC-394／JAN：4935919313940／容量：750ml ¥3,960(本体価格¥3,600)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンテミリオンとポムロールのエキスパート 
17 世紀まで遡るデスパーニュ家の 7 代目 

フランソワ デスパーニュの高品質ボルドー 

赤・フルボディ 

赤・フルボディ 

（左）シャトー オー グリニョン 2017 
Château Haut Grignon 
 
黒い果実や杉の木のアロマがあります。口当たりはやわらかで、しっかりとしたタンニン、かすかにスパ

イスのニュアンスが感じられます。若いうちから美味しく飲めますが、熟成の可能性も持っています。 
 
 国／地域等：フランス／ボルドー  等級：AOC メドック 

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 67%、メルロ 31%、プティ ヴェルド 2% 

熟成：60％をステンレスタンク、40％をバリックで 6～8 ヶ月 

品番：FC-376／JAN：4935919313766／容量：750ml      ¥1,980(本体価格¥1,800)  

赤・フルボディ 

（右）シャトー レ ゾルム ソルベ 2013 
Château Les Ormes Sorbet 
 
畑面積は 20ha、土壌は表土が砂と砂利、下層土は石灰岩、平均樹齢は 30 年、栽植密度は 8,500 本/ha

です。手摘みし、選果テーブルで選別後、温度コントロールされたステンレスタンクで発酵させます。 
 
 国／地域等：フランス／ボルドー  等級：AOC メドック 

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 65%、メルロ 30%、プティ ヴェルド 5% 

熟成：バリック（全体の 1/3 が新樽）で 16～18 ヶ月 

品番：FC-395／JAN：4935919313957／容量：750ml      ¥2,310(本体価格¥2,100)  

赤・フルボディ 

リーズナブルな価格で入手が可能な、AOC メドックの優良シャトーも入荷しています！ 


