DOMAINE DE LA MORDORÉE

リラック、タヴェル、シャトーヌフ デュ パプにおけるトップ ドメーヌ

南ローヌに君臨する偉大な”森の女王”
伝説となった醸造家――クリストフ
ドメーヌ

ド

デロルム

ラ モルドレは、1986 年にフランシス デロルムによって設立されました。その後、1989

年よりフランシスの長男であるクリストフが中心となってワイナリーを牽引するようになると、わずか 10
年ほどで南ローヌのトップ
『ワイン

ドメーヌの一員として知られるようになりました。ロバート

アドヴォケイト』で、2001VT の「シャトーヌフ

点満点を献上し、絶賛しました。『ワイン

デュ

2017VT まで連続して 93 点を獲得しており、トップ
デ

ボワ」の 2007VT、「ラ

ラ

レイヌ デ

パーカーは、
ボワ」に 100

アドヴォケイト』のタヴェル、リラックのトップスコアはそれ

ぞれ 93 点と 94 点ですが、タヴェルではモルドレの「キュヴェ
レイヌ

パプ
ド

ラ

レイヌ デ

ボワ」が 2011～

タイスコアを記録。リラックでもモルドレの「ラ

プリュム デュ パントル」の 2012VT、2016VT が 94 点を獲

得し、トップスコアを記録しています。こうして、瞬く間にスター生産者の地位を確立したクリストフでし
たが、2015 年、惜しまれながらこの世を去りました。2017 年に独立するまでローヌ担当だったジェブ

ダ

ナックは、『ワイン アドヴォケイト#221』で次のようにコメントしています。「2015 年の 6 月 10 日の
朝、クリストフ

デロルムが 52 歳の若さで心臓発作によりこの世を去った事を知り、私はショックで落ち

込んだ。
（中略）彼は信じられないほど熱血的な人物で、何が何でも品質を追求していた」。同誌には、クリ
クリストフ

ストフが書いた次のような文章も掲載されています。

デロルム

、、、、、、、、、、、、、、、、
「これは他の人には受け入れがたいことかもしれませんが、私は最高のワインを得るために出来る限りのことをやらないということが耐えられないのです。私の場合、
これは気持ちの問題だけではなく、人生の哲学です。良く出来た仕事に対する愛情と言えるでしょう。決して諦めることなく、全ての細かな点をケアすること。たとえ、す
ぐに結果が出なかったとしても、です。今、自分がやっていることに対し常にこれで良いか問いかけ、サステナブルな農業をベースにした自分のワイナリーの本当の価値を
見失わないようにしながら、常にもっと良い方法があるに違いないと思っています」

レミ ショーヴェが醸造を引き継ぎ新体制が始動
クリストフの築いた伝説は、彼の右腕として 2010 年から勤務しているレミ

ショーヴェ

へと受け継がれています。また、クリストフの娘アンブルもドメーヌに参加しており、
『ワイン アドヴォケイト#245』では、
「まだ 20 代と若いアンブル

デロルムのリーダー

シップの下、タヴェルの歴史的なエステートは、様々な賞賛すべきワインを造り続けて
いる」と評価されています。新体制でのスタートは、ドメーヌ ド

ラ

モルドレにとっ

ても予期しないものではありましたが、リリースされたワインは、クリストフの掲げた
品質第一主義の哲学を反映した素晴らしいものでした。
『ワイン アドヴォケイト#227』
は、
「これらの 2015 年の樽サンプルを見る限り、このドメーヌは今でも信じられないほ
レミ

ショーヴェ（左）とアンブル

デロルム（右）

どの実力を持っていることは明らかです」とコメントし、「シャトーヌフ
ラ レイヌ デ

デュ

パプ

ボワ」の 2016VT は、
『ジェブ ダナック.com』で 100 点、
『ワイン

アドヴォケイト#239』で 98 点を獲得し、新生モルドレの実力を世に知らしめました。

「どんな年だろうと何があろうと、品質を第一に考えている」
ドメーヌ

ド

ラ

モルドレのワイナリーは、タヴェルに位置しており、

25km ほど離れたシャトーヌフ デュ

パプのワインも、特別な許可を受け

て同じセラーで醸造しています。この隣接したアペラシオンである、タヴェ
ル、リラック、シャトーヌフ

デュ

ワインを生産しており、『ワイン

パプのいずれも並外れた品質を備えた

アドヴォケイト』を始め、『ワイン

スペ

クテーター』
、
『ヴィノス』、
『デカンター』などの著名な専門誌や、ジェブ
ナック、ジャンシス

ダ

ロビンソンなどの評論家によって毎年のように高い評

価を獲得しています。
「ジャンシス

ロビンソン.com」は、リラックについて

の説明文中で「ドメーヌ

モルドレは最高の生産者の一つ」と紹介

ド

ラ

しています。2019 年に現地を訪問した際、新たにドメーヌを牽引する立場と
なりつつあるアンブル

デロルムが言った「どんな年だろうと何があろうと、

■Tavel
■Lirac
■Châteauneuf du Pape

品質を第一に考えている」という言葉には、偉大な父の時代から変わらない
モルドレの哲学が反映されています。

自然と生物多様性を重視した有機栽培が、最高の葡萄と最高のワインを生む
畑は現在 58 ヘクタールを所有しています。以前からずっとオーガニック栽培を行っていましたが、2013 年
に正式にオーガニック認証を取得しています。ワインのバックラベルには、AB マーク、ユーロリーフが表示
されています。他には、新たに HVE（Haute Valeur Environnmental 環境価値重視）のレベル３の認証
を取得しました。これは、農業従事者のための環境認証で、3 段階に分かれている認証の中の最上のレベル
に当たりま す。 現在 はビオデ ィナミを実 践、数年 後の認証 取得を目指 していま す。 また 、vigneron
independent（自家畑、自家醸造を行う小規模な葡萄栽培者の団体）にも加盟しています。すべての畑の葡萄
は手摘みで収穫し、厳しい選別をしてワイン造りを行なっています。
「私たちの目的は、人と自然を尊重しな
がら、可能な限り最高の葡萄、そして最高のワインを皆様にお届けすることです。私たちが行うすべての作業
は認定を受け、環境と生物多様性を尊重しているものとして承認されています。これらの認証を受けること

様々な認証や加盟団体の
ロゴマーク。

は、私たちが自然と生物多様性を尊重していることを確かなものにするために必須だと考えています」。

近年のヴィンテージについて
2019VT：畑での綿密かつ注意深い仕事を行ったおかげで、素晴らしい品質で、ワインは信
じられないくらいリッチになりました。残念ながら、収穫量は通常よりも減りましたが、
それは葡萄の実が小さくなり、果汁の量が減ったためです。2019 年は暖かい冬で始まり
ました。春は雨が無く乾燥していましたが、6 月に入ると熱波が襲い、夏の間中、ずっと
高温が続きました。収穫は 9 月 2 日から 10 月 2 日まで 1 か月間続きました。収穫の間
天候は非常に穏やかで、1 日も雨が降ることはありませんでした。葡萄は極めて健康で、
それぞれの区画で、完璧な熟度レベルの葡萄を得ることが出来ました。
2018VT：一言で表すならば“畑の年”。沢山の畑仕事をした生産者のみが報われる年でし
た。非常に味わい深く美味しいヴィンテージで、若いうちでも楽しめますが、長期熟成の
可能性も兼ね備えています。3 月から 6 月にはたくさんの雨が降りベト病が発生しました。
ローヌ川右岸(リラック側)は被害が少なかったですが、左岸(シャトーヌフ

デュ

パプ

側)は大きな被害を受けました。
2017VT：品質は高いものの、生産量が非常に少ない年です。霜や雹のダメージは受けな
かったものの 5 月末から 9 月にかけて雨が降らず、干ばつに苦しみ、収量が前年比の 40％
減となりました。2016VT と違い、タンニンがとても良い状態になるまでには時間がかか
りそうですまた、グルナッシュに関しては開花の時期に、
「花ぶるい」が起きたため、60％
もの減少となってしまいました。
2016VT：過去 10 年の中でベスト

ヴィンテージといえます。赤ワインは前年比 25％減と減少し

ました。6 月～8 月は雨が少なく非常に乾燥していたため、全体的に葡萄の粒が小さくなりました。
粒が小さいため果汁が減り、出来上がるワインの量は少なくなりますが、より集約感のある味わい
になるため品質は素晴らしいいものとなりました。
2015VT：収穫量も十分で、品質も良かった年です。水分不足によって葡萄がストレスにさらされる
こともありませんでした。クリストフが 6 月に亡くなり、レミ ショーヴェがセラーマスターとし
ての最初の務めを果たした年です。
2014VT：クリストフが醸した最後のヴィンテージ。年間を通して雨が多かった年で、赤は生産量が
30％減りましたが、ロゼは増やすことが出来ました。

トレードマークのヤマシギにちなんだラベルデザインとキュヴェ名
ドメーヌ名のモルドレとは「ヤマシギ」のことで、ベカスとも呼ばれる鳥のことです。ドメーヌ

ド

ラ モルドレがあるタヴェルには、このヤマシギが生息するラ ルミゼという場所があるそうです。
この土地や自然環境を象徴するヤマシギをトレードマークにしており、ラベルにも表示しています。
また、ワインの名前にもヤマシギの愛称を用いています。
「ラ

プリュム デュ パントル」……”画家の羽ペン”。2003VT、2005VT に生産した特別なシャ

トーヌフ

デュ

パプにのみ使用していましたが、近年、リラックにおいても優れたヴィンテージ

に特別キュヴェとして、この名前を使用したワインを限定生産しています。
「ラ

レイヌ デ ボワ」……”森の女王”。各アペラシオンのトップ

「ラ

ダム ルス」……”赤毛の女性”。各アペラシオンのノーマル

「ラ

ルミーズ

ド

ラ

キュヴェに使用します。
キュヴェに使用します。

モルドレ」……”ヤマシギのすみかラ ルミーズ”。テーブルワインに使用

します。
「ラ ベル ヴォヤジューズ」(2015VT まで使用)／「ラ ダム
シャトーヌフ

デュ パプのセカンド

ヴォヤジューズ」(2016VT から使用)……”美しい旅人”／”旅の女性”。

キュヴェを造るにあたり、この名前を使い始めました。

リラックなどの樹齢の若い葡萄を使用して造るテーブルワイン
スタンダードクラスでありながら、モルドレのこだわりと品質の高さに驚かされます

ラ

ルミーズ

ド

ラ

モルドレ

La Remise de La Mordoree Rouge

ルージュ

2019

葡萄はリラック、コート デュ ローヌの若い樹齢のものを使用。土壌は、粘土と砂です。
平均樹齢は 12 年です。収穫は手摘みで、収穫量は 50hl/ha です。全部を入れてから発酵さ
せています。クリストフは「ポトフワイン」と表現していました。こうすることで互いに味
を付け合うそうです。100％除梗し、天然酵母を使いステンレスタンクに入れ最高 25 度で 21
日間の長い醸しをします。全体の 60％がフリーラン、40％にプレスを使用。熟成はステンレ
スタンクで 7 ヶ月行います。深い赤色で、赤い果実、黒い果実（ブラックベリー、ブラック
カラント）、花（スミレ、ボタン）の香りがあります。素晴らしい口当たりで、新鮮さがあり
ます。モルドレのシンボルであるヤマシギは、森の中の決まった場所に毎年生息します。そ
の場所の名前が「ラ ルミゼ」と呼ばれていることから、このキュヴェ名を付けました。
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：ヴァン ド フランス
葡萄品種：グルナッシュ 60％、メルロ 30％、マルスラン 10% オーガニック認証：AB マーク・ユーロリーフ

¥1,980(本体価格¥1,800)

品番：FC-279／JAN：4935919312790／容量：750ml

「まとめ買いする価値のある素晴らしいワインだ」
――『ワイン アドヴォケイト 2016.10.29』のコメントより抜粋

コート

デュ

ローヌ

ルージュ

ラ

Côtes du Rhône Rouge La Dame Rousse
デカンター2017.4

点

ダム

ルス

2015

葡萄園面積は、14ha。砂の混ざった砂岩粘土とチョーク土壌です。100％除梗します。収穫量は、45hL/ha です。30 度以下
で、ステンレスタンクで 15～20 日間醸しを行います。ワインに素晴らしいアロマを与えるために、複数の品種をブレンドし
ています。プレスを弱くして、タンニンを丸くするように心がけています。スミレの花やハーブを思わせる香り、カシスのよ
うな集約感が凄い。しっかりとした構成とこなれたやわらかいタンニンが感じられます。よりパワフルで男性的なワイン。
リーズナブルな価格でモルドレのスタイルが楽しめます。
またしても驚きの赤ワインが、2015 年のコート デュ ローヌ ルージュ ラ ダム ルスである。コート

デュ

ローヌ

エリアからの洗練されたエレガントなワインだ。ブラックチェリー、ラズベリー、ガリーグ、そしてリコリスの要素が
感じられる。ミディアムボディでシルキーな口当たり、まとめ買いする価値のある素晴らしいワインだ。
――『ワイン アドヴォケイト 2016.10.29』より抜粋
★「デカンター 2017.4」で 91 点、「ヴィノス 2016.6」で 89 点、
「ワイン アドヴォケイト#227」で 89 点、
「ワイン スペクテーター2016.10.15」で 87 点、「ル ギド アシェット ド ヴァン 2017」で 1 星
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：AOC コート デュ ローヌ
葡萄品種：グルナッシュ、シラー、サンソー、カリニャン オーガニック認証：AB マーク・ユーロリーフ

品番：FA-285／JAN：4935919092852／容量：750ml

¥2,530(本体価格¥2,300)

AOC TAVEL / タヴェル
タヴェルは、フランス最高のロゼワインの産地のひとつとして知られています。赤みのある濃い色合いで、味わいにも骨格があり、ロゼワイ
ンの中でも力強いスタイルが特徴です。モルドレが造るワインは、タヴェル ロゼの最高峰として評価され続けています。

『ワイン アドヴォケイト』で 2011～2017VT と 7 年連続で 93 点を獲得しトップ タイスコアを記録

「ラ

タヴェル

レイヌ デ

ロゼ ラ

ボワ」＝”森の女王”の名を冠したタヴェルの最上級キュヴェ

レイヌ

デ

ボワ

2019

Tavel Rosé La Reine des Bois
モルドレが造るタヴェルのトップ キュヴェです。
「ラ ダム ルス（FA-288）」よりボリュームがあり、余韻も長く感じら
れます。スタンダードの 10％の量までしか造らないので、最高でも 4,500 本しか生産されません。その人気の高さは、リ
リースから一週間もしないうちに完売してしまうほどです。クリストフは、タヴェルのレイヌ
「赤のスペシャル

デ ボワを造るにあたり、

キュヴェのように、集約感を出すだけではロゼの魅力は表現できません。そのため、ロゼのレイヌ

デ

ボワを造るのは難題でした。こうして辿り着いたのは、良い畑の区画を詳細に選別し、重くなりすぎないようにバランスを
重視した造り。よりバラの香りが強く、満足いくロゼができたと思う」と話していました。葡萄園面積は 3ha、平均樹齢は
40 年です。土壌は、砂と粘土の土台に小石が混じったテラス状のヴァロング台地です。100％除梗します。48 時間低温で醸
しを行い、その後ニューマティックプレスで圧搾、18 度で発酵します。明るく輝きのあるバラ色。フランボワーズやイチゴ
ジャムの驚異的な香りと共に、春の花、砕いた石、そしてシトラスの香りが感じられます。エレガントですがフルボディ、
極めてドライ、そして口に含んだ途端に味わいが広がります。
【ロゼ・辛口】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：AOC タヴェル
葡萄品種：グルナッシュ 60％、クレレット 15％、サンソー10％、シラー10％、ブールブーラン 5％
オーガニック認証：AB マーク、ユーロリーフ

¥4,950(本体価格¥4,500)

品番：FB-336／JAN：4935919213363／容量：750ml

タヴェル
タヴェル ロゼ

ヴィノス 2019.8
点

ラ

ロゼの魅力を知るのに相応しいお手本のような１本
ダム

Tavel Rosé La Dame Rousse

ルス

2018

※無くなり次第 2019VT に切り替わります

ムールヴェードルはヴァロングの畑だけに、他の品種はヴァロングとヴェスティードの両方の畑に植えています。ヴァロングは、
一億年前は浅瀬の海で、サンゴが多く生息したエリアです。シャトーヌフ デュ パプの大きくて丸い石と同じ特徴を持つ土壌
です。石灰岩、水晶を含んでいます。ヴェスティードは、2013 年に 1ha 購入した畑です。平らな石灰質の石のある土壌で常にミ
ネラルが豊富なため、ワインにもその要素が感じられます。収穫量は 40hL/ha です。100％除梗して、低温で 36～48 時間醸しを
します。醸しをすることで、複雑さが生まれます。ニューマティックプレスで圧搾。プレスジュースも使い、より骨格のある味わ
いにします。18 度で、ステンレスタンクで発酵させます。マロラクティック発酵はさせません。誰もが認める最高のタヴェル ロ
ゼです。
★「ヴィノス 2019.8」で 92 点、
「デカンター2019.10.1」で 91 点、
「ル ギド アシェット ド ヴァン 2020」で 3 星／COUP DE COEUR、「ワイン アドヴォケイト#245」で 88 点
※左の画像ではオレンジがかっていますが、実際の色合いではもっと赤みがある場合がございます。
【ロゼ・辛口】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：AOC タヴェル
葡萄品種：グルナッシュ、シラー、サンソー、他 オーガニック認証：AB マーク・ユーロリーフ

¥3,850(本体価格¥3,500)

品番：FA-288／JAN：4935919092883／容量：750ml

ヴィノス 2020.6

高品質ながらより気軽に楽しめるタイプのロゼワイン

点

ラ

ルミーズ

ド

ラ

モルドレ

La Remise de La Mordorée Rosé

ロゼ

2019

収穫量は 50hl/ha、収穫は手摘みで行います。石灰質と少し粘土の混じった砂利質の土壌で葡萄の平均樹齢は 9 年です。
100％除梗し、破砕せず圧搾します。鮮やかで透明感があるロゼカラー、花のアロマをはじめイチゴやレッドカラントな
どの赤い果実やシトラスのアロマが感じられます。口に含むと新鮮ではつらつとした酸とフレッシュでフルーティな口
当たりが感じられます。白身のお肉やアペリティフとの相性がとても良いです。
★「ヴィノス 2020.6」で 90 点
【ロゼ・辛口】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：ヴァン ド フランス
葡萄品種：マルスラン、メルロ、グルナッシュ オーガニック認証：AB マーク・ユーロリーフ

品番：FC-278／JAN：4935919312783／容量：750ml

¥1,980(本体価格¥1,800)

AOC LIRAC / リラック
リラックは、コート デュ ローヌ南部の中でもマイナーなアペラシオンのひとつです。生産量の 8 割ほどを赤ワインが占めています。モル
ドレが造るリラックは、シャトーヌフ デュ パプを思わせるほど品質が高く、このアペラシオンを代表するものとなっています。

「以前は時折、樽が強すぎることがあったが、これは大げさな樽香はなく、良い傾向だ」
――『ワイン アドヴォケイト 2018.12.1』の 17VT のコメントより抜粋

リラック

ブラン ラ

レイヌ

Lirac Blanc La Reine des Bois
グルナッシュ

デ

ボワ

2017VT
ワイン アドヴォケイト#239

92 点

2019VT

ル ギド アシェット デ ヴァン 2020

ブラン、ヴィオニエ、ルーサンヌ、マルサンヌ、ピクプールなど多種の葡萄をブレンドして造っていま

に掲載されました！

す。土壌は、砂と赤粘土に小石が混じっています。収量は 35hL/ha に抑えています。温度管理の下でスキンコンタクト
をして、破砕せずに圧搾します。'17VT からは、樽は使わず、ステンレスタンク 100％で発酵、熟成させています。緑が
かったゴールド、白い果実、桃、アプリコット、洋梨のアロマ、フレイバーに満ちた、まろやかな味わいです。
【白・辛口】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ

等級：AOC

リラック

葡萄品種：グルナッシュ ブラン 30%、クレレット 20%、ヴィオニエ 10%、ルーサンヌ 10%、マルサンヌ 10%、
ピクプール 10%、その他 10% オーガニック認証：AB マーク、ユーロリーフ

【2017VT】品番：FA-286／JAN：4935919092869／容量：750ml

¥4,620(本体価格¥4,200)

★「ワイン アドヴォケイト#239」で 92 点、
「ギド デ ヴァン ベタンヌ&ドゥソーヴ 2019」で 14 点、
「ル ギド アシェット デ

ヴァン 2020」で 2 星

【2019VT】品番：FC-444／JAN：4935919314442／容量：750ml

¥5,500(本体価格¥5,000)

★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2020」記載

リラックというマイナーなアペラシオンから生み出される卓越したキュヴェ
2015VT
ワイン アドヴォケイト#233

2018VT
ワイン アドヴォケイト#245

クリストフ デロルムの一番のお気に入りがこのワインでした

93 点

91-93 点

リラック

ルージュ

ラ

レイヌ

Lirac Rouge La Reine des Bois

デ

ボワ

古い樹齢の区画の葡萄を使っています。小石混じりの、粘土質白亜、粘土質石灰岩土壌です。100％除梗します。収穫量
は、30hL/ha です。温度管理の下、ステンレスタンクで 30 日の発酵と長い醸しをします。グルナッシュはシラーと、ムー
ルヴェードルは遅摘みのシラーと混醸することで複雑さが出ます。30％を樽（新樽でない）、70％をステンレスタンクで
熟成させています。濃いルビー、クレーム ド カシスやブラックベリーの甘い香りが感じられます。リッチな味わいで
ボリュームがあり、ピュアで長い余韻が続きます。シャトーヌフ デュ パプを彷彿とさせる香りと味わいです。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：AOC リラック
葡萄品種：シラー、グルナッシュ、ムールヴェードル
熟成：樽 30％、ステンレスタンク 70％

【2015VT】品番：FA-335／JAN：4935919093354／容量：750ml

¥4,950(本体価格¥4,500)

★「ワイン アドヴォケイト#233」で 93 点

【2018VT】品番：FC-445／JAN：4935919314459／容量：750ml

¥5,500(本体価格¥5,000)

★「ワイン アドヴォケイト#245」で 91-93 点

シャトーヌフ デュ パプを想起させる驚きのリラック
2015VT
ワイン アドヴォケイト#239

2017VT
デカンター2020.4.26

90 点

93 点

リラック

ルージュ

ラ

ダム

Lirac Rouge La Dame Rousse

ルス

小石混じりの粘土質石灰岩土壌です。100％除梗します。収穫量は、30hL/ha です。温度管理の下ステンレスタンクで、
30 日間発酵させます。熟成もステンレスタンクで行います。濃いルビーレッド、複雑さのある味わい深い香り。凝縮した
果実味があり、かすかな甘みとコーヒーを感じさせる味。心地よい酸味としなやかなタンニン、心地よい余韻が長く残り
ます。彼のリラックは 5 年程かけてよい熟成をします。ロバート パーカーは「間違いなくこのアペラシオンで造られて
いる最上のキュヴェである。小型化したシャトーヌフ デュ パプのような味のするリラック」と絶賛しています。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：AOC リラック
葡萄品種：シラー50％、グルナッシュ 50％
熟成：ステンレスタンク オーガニック認証：AB マーク、ユーロリーフ

【2016VT】品番：FA-220／JAN：4935919092203／容量：750ml
★「ワイン

¥3,300(本体価格¥3,000)

スペクテーター2018.11.30｣で 91 点、「ワイン アドヴォケイト#239」で 90 点

【2017VT】品番：FC-443／JAN：4935919314435／容量：750ml
★「デカンター2020.4.26」で 93 点、「ワイン アドヴォケイト#245」で 89-91 点

¥3,630(本体価格¥3,300)

AOC CHÂTEAUNEUF DU PAPE / シャトーヌフ デュ パプ
シャトーヌフ デュ パプは、ローヌ南部を代表するワインとして知られています。モルドレは、シャトーヌフ デュ パプの中でも特級区
画とされ、アンリ ボノーのセレスタンが生み出されることでも有名な「La Crau（ラ クロー）」にも畑を所有しており、この区画から上級
品の「ラ レイヌ デ ボワ」をリリースしています。また、早くから飲み頃を迎える「ラ ベル ヴォヤジューズ（16VT よりラ ダム ヴォ
ヤジューズに名称変更）
」、2003 年と 2005 年にのみ生産した幻のキュヴェ「ラ プリュム ド パントル」を生産しています。

シャトーヌフ デュ パプにおける最上区画「ラ クロー」からのワイン
凝縮感がありながらもエレガントで、モルドレの個性が存分に発揮されています
ワイン アドヴォケイト#221

シャトーヌフ

デュ

パプ

ラ

レイヌ

Châteuneuf du Pape La Reine des Bois

点

デ

ボワ

2014

※無くなり次第 2015VT に切り替わります

エレガンスと集約を兼ね備え、余韻の長さが他のワインとは比べ
物にならない、パーフェクトとも言えるシャトーヌフ デュ パ
プです。シリカと小石の混ざった粘土質土壌。収穫量を 30hL/ha
に抑えて造っています。100％除梗します。発酵は 50hL のコンク
リートタンクを使用。30 日という長い時間をかけ、28～30 度で
ゆっくりと発酵させます。30％はオーク樽で、残りはステンレス
タンクで熟成させています。透けて通らない深く濃いルビー、な
めし革、黒トリュフやコーヒー、凝縮した赤い果実のアロマがあ
ります。ふくよかで集約があり、フレイバーにあふれています。リ
コリスを思わせるフルーティで長い余韻があります。
★「ワイン アドヴォケイト#221」で 92-94 点、
「ヴィノス 2016.4」で 91-93 点、
「ギド デ ヴァン

モルドレが所有する小区画
「La Crau（ラ クロー）」

ベタンヌ＋ドゥソーヴ 2017」で 17 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：シャトーヌフ デュ パプ
葡萄品種：グルナッシュ、ムールヴェードル、他 熟成：30％オーク樽、残りはステンレスタンク
オーガニック認証：AB マーク、ユーロリーフ

¥11,550(本体価格¥10,500)

品番：FB-864／JAN：4935919218641／容量：750ml

「美しい旅人」を意味する、2014VT がファースト リリースの特別なキュヴェ

モルドレの個性を早くから楽しめる秀逸なシャトーヌフ デュ パプ

ヴィノス 2016.4
点

シャトーヌフ

デュ

パプ ラ

ベル

Châteauneuf du Pape La Belle Voyageuse
「ラ

ベル

ヴォヤジューズ

2014

ヴォヤジューズ」とは「美しい旅人」という意味で、モルドレのシンボルとなっているヤマシギを指します。土

壌はガレ ルレと呼ばれる丸石の下に粘土とシリカ（珪土）を含む組成です。収穫は選別しながら行います。葡萄は 100％除
梗します。選別酵母と天然酵母を使用しています。発酵は 50hL のコンクリートタンクで行います。30 日間の長い醸しを行い
ます。15％を 1～3 年樽で、85％をステンレスタンクで熟成させます。レイヌ デ ボワとの違いは、よりグルナッシュの比
率が高く、熟成のタンク比率を多くしていることです。
★「ワイン
「ワイン

スペクテーター2016.9.30」で 92 点、「ヴィノス 2016.4」で 91-93 点、
アドヴォケイト#221」で 90-92 点、「ル

ギド アシェット

ド ヴァン 2017」で 1 星

【赤・フルボディ】国・地域等：フランス・コート デュ ローヌ 等級：AOC

シャトーヌフ

デュ パプ

葡萄品種：グルナッシュ 90％、ムールヴェードル 4％、シラー4％、他 熟成：1～3 年樽 15％、ステンレスタンク 85％
オーガニック認証：AB マーク、ユーロリーフ

¥9,020(本体価格¥8,200)

品番：FB-988／JAN：4935919219884／容量：750ml

2016VT より「旅の女性」を意味するキュヴェ名に変更されています

シャトーヌフ

デュ

パプ

ラ

ダム

Châteauneuf du Pape La Dame Voyageuse
★「ワイン

アドヴォケイト#239」で 94 点、｢ワイン

ヴォヤジューズ

2016

点

スペクテーター2018.11.30｣で 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：AOC

シャトーヌフ

デュ パプ

葡萄品種：グルナッシュ 90％、ムールヴェードル 4％、シラー4％、他
熟成：1～3 年樽 15％、ステンレスタンク 85％ オーガニック認証：AB マーク、ユーロリーフ

品番：FC-063／JAN：4935919310635／容量：750ml

ワイン アドヴォケイト#239

¥8,360(本体価格¥7,600)

1984 年に 9ha の畑からスタート
今では、国際的にも高い評価を得る、数少ないマルケ州の重要な生産者へと成長

ヴェレノージ
親の反対を押し切り、20 歳のアンジェラと 25 歳のエルコレによってスタート。
ロッソ ピチェーノのトップ生産者になるまでの道のりは、苦労の連続でした。
ワイン造りに身を投じることを、アンジェラの両親もエルコレの両親も反対でした。アンジェラの実家は靴のビジネスを、エルコレの実家は食品関
係の仕事をしていました。親たちは自分たちの跡を継いでくれることを希望していましたが、アンジェラ達は、親の決めた道ではなく、自分たちが
やりたいと思う分野で成功を収めたいと思っていたのです。２人は抑えきれない情熱と共に 1984 年
にヴェレノージを設立、エルコレは 25 歳、アンジェラは 20 歳でした。僅か 9ha の畑から、3 種類
のワイン（ロッソ ピチェーノ ブレッチャローロ、ファレーリオ、ヴィッラ アンジェラ シャル
ドネ）でのスタートでした。ワイン造りを始めた当初は本当に大変でした。お金も無く、有名な畑を
所有している訳でもなく、ワイン造りの家系でもなかったため、自分達で勉強するしかありませんで
した。昼間は畑とセラーで働き、夜は懸命にワイン造りの勉強をしました。
それから 20 数年後、その努力が実り、ようやく親たちも認めてくれましたが、長い年月がかかりま
した。現在は、自家畑を 160ha 所有、その他に賃貸契約の畑もあります。家族経営のワイナリーとし
てはマルケ州で２番目の規模となり世界 55 ヶ国に輸出するまでになりましたが、自分たちの故郷を
愛し、ワインへの情熱は当初と変わりません。

70％が丘陵地帯のマルケ州。ヴェレノージの畑も、全て斜面に位置します。
マルケ州はイタリア半島中部に位置しています。北はエ
ミリア・ロマーニャ州、西はトスカーナ州とウンブリア州、
南はアブルッツォ州、ラツィオ州に接しています。西はア
ペニン山脈、東はアドリア海に挟まれる、南北に延びる州
です。約 70％が丘陵地帯、30％が山岳地帯で、平野部は
ほとんどありません。
ヴェレノージの畑も、全て斜面に位置しています。日中は
アドリア海からの冷たい海風が葡萄畑を吹き抜け、日中
は日当たりがよく葡萄を湿気から守り、雨が降っても葡
萄を乾かし湿気から守ります。夜間は暖かい風がアペニ
ン山脈によって冷やされ、畑に冷たい風が吹きます。これ
により、昼夜の寒暖差が生まれ、葡萄のアロマの成長が促
され、ワインに豊かな香り、そして酸をもたらします。

エントリークラスからトップ キュヴェまで全てのワインに同じ労力をかける
そうした姿勢が実り、国際的なコンペティションでも高く評価されています
ロッジョ デル フィラーレが 12 年連続で最高評価トレ ビッキエーリを獲得するなど、イタリア国内のワイン評価本では定評を得てい
たヴェレノージですが、近年では、国際ワインコンクールでも高い評価を得ています。ベルリン国際ワインコンペティション 2019 では
「Italian winery of the year」に、同じくベルリン国際ワインコンペティション 2020 では「Italian white wine winery of the year」
に選出されました。ヴェレノージのワインがここまで広く受け入れられた背景には、彼らの哲学があります。それは、生産量が増えてもエ
ントリークラスからトップ キュヴェまで、全てのワインに同じ姿勢で向き合い、同じ労力をかけ、品質の向上に目を傾けていることです。

マルケのワインの発展に大きく貢献してきたアンジェラは、アスコリ

ピ

チェーノの生産者協会の会長を務めるなど活躍の幅を広めています。ヴェ
レノージのワインが高い評価を獲得するにつれアスコリ

ピチェーノへの

注目も高まっています。フード＆ビバレッジ誌やガンベロ ロッソ誌では、
表紙を飾るなど様々場面でその活躍が紹介されています。アンジェラの、
故郷への愛と貢献は尽きることなく、ワイン造り通してこれからも続いて
いくのです。

イタリアワインの TOP１０に選出の快挙。イタリアを代表するワインと肩を並べるまでに。

ヴェレノージのフラッグシップ ワイン “ロッジョ デル フィラーレ”
イタリアワイン評価誌の中でも有力なのが、
「ガンベロ ロッソ」
「ヴィタエ」
「ビベンダ」
「ドクターワイン」
「ヴェロネッリ」
「ルカ マローニ」の
6 つの評価誌。これらの評価誌の得点をまとめた『ジェントルマン』誌で、なんとロッジョ デル フィラーレ 2016 が、赤ワイン部門で単
独 4 位にランキングされました！6 つの評価誌の全てで高得点を獲得しなければ、達成できない快挙です。サッシカイアやティニャネロといっ
たイタリアを代表するワインに、ついにヴェレノージのロッジョ デル フィラーレが仲間入りした瞬間です。

ロッジョ デル フィラーレが
4 位に選出！

※
掲
載
ボ
ト
ル
と
エ
チ
ケ
ッ
ト
が
異
な
り
ま
す
が
、
同
一
の
商
品
で
す
。

ロッソ ピチェーノ スペリオーレ ロッジョ デル フィラーレ 2016
Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare

ロッソ ピチェーノ スペリオーレの選りすぐりの傑作で、単一畑からのワイン。2001 ヴィンテージから 2012
ヴィンテージまで 12 年連続のトレ ビッキエーリ獲得など、品質が毎年向上している理由のひとつとして、葡
萄の樹齢が上がっていることが挙げられます。石灰岩の混じった粘土質土壌。収穫量を抑え、まず畑で選別し、
セラーに運んでからさらに選別します。除梗してから、ポンピング オーバーと温度管理が出来るステンレスタ
ンクで発酵。醸しは約 28 日間です。フランスのメーカー ベルトミューのバリック（新樽も使用）で 18 ヶ月
熟成させます。ベリー系の果実の複雑で広がりのある上品な芳香、しっとりした果実の深い味わいとエレガント
な深みのある力強さを持っています。
★「イ ヴィーニ ディ ヴェロネッリ 2020」でスーペル トレ ステッレ／94 点
★「ガンベロ ロッソ ヴィーニ ディタリア 2020」で 3 グラス
★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 97 点
★「ヴィノス 2020.6」で 91 点
国／地域等：イタリア／マルケ
等級：D.O.C.
葡萄品種：モンテプルチャーノ 70%、サンジョヴェーゼ 30%
熟成：フレンチオークのバリックで 18 ヶ月

品番：I-603／JAN：4935919056038／容量：750ml

¥4,950(本体価格¥4,500)

ヴェレノージの歴史は、この 3 アイテムから始まりました！
スタンダードクラスを大切にするヴェレノージ

ファレーリオの品質に絶対の自信があります！
ファレーリオ 2019
Falerio

やや青みを帯びたきれいな黄色、洋ナシ、熟したメロンやりんご、グレープフルーツキャンディ
やミントなどのハーブの香りがあり、スッキリと切れの良い酸味が爽やかです。アフターには甘
夏や夏みかんの熟したフルーツの酸味と香りが残ります。
【白・辛口】 国／地域等：イタリア／マルケ
等級：D.O.C.
葡萄品種：トレッビアーノ、ペコリーノ、パッセリーナ

品番：I-250／JAN：4935919052504／容量：750ml

¥1,430(本体価格¥1,300)

創業当初から造る、自信作！
ヴィッラ アンジェラ シャルドネ 2018
Villa Angela Chardonnay

※無くなり次第 2019VT へ切り替わります

畑はアスコリ ピチェーノにあり海抜 200～300m です。ステンレスタンクで発酵、熟成させます。
輝きのあるクリアな麦わら色、フルーティで花を思わせるフレッシュで繊細なアロマが目いっぱ
い広がります。ジューシーな凝縮された果実味が、さわやかさと共に広がります。
【白・辛口】 国／地域等：イタリア／マルケ
葡萄品種：シャルドネ

等級：I.G.P.

品番：I-276／JAN：4935919052764／容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

創業以来造り続ける、ヴェレノージのベストセラーワイン！
ロッソ ピチェーノ スペリオーレ
Rosso Piceno Superiore Brecciarolo

ブレッチャローロ 2017

スペリオーレが生産されるのは、特別な微気候と土壌を持ったアスコリ ピチェーノ地方の限られた地域です。ヴェレノージは、このスペリオーレ
の将来性、可能性を、注目を集める以前から信じて、伝統を守りつつ現代の解釈を通して、上質のワインを造り上げる努力をしてきました。その結
果はこのワインの何年も保つしっかりしたボディと、オーク樽での熟成による柔らかく心地よい味わいにしっかり感じ取ることができます。樹齢
が若く新樽だと負けてしまうので、ロッジョなどに使った樽で、16 ヶ月熟成させています。花や紫色の果実、真っ赤なバラの花びら、その後から
次第にスパイス、かすかなシナモン、コーヒー。しっかりと深みのある赤で、タンニンもしっかりと感じられます。
【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／マルケ
等級：D.O.C.
葡萄品種：モンテプルチャーノ 70%、サンジョヴェーゼ 30%

¥1,870(本体価格¥1,700)

品番：I-251／JAN：4935919052511／容量：750ml

モンテプルチャーノとサンジョヴェーゼ

このブレンドこそロッソ ピチェーノの魅力
ロッソ ピチェーノ 2018

Rosso Piceno

畑は、
カステル ディ ラーマとアスコリ ピチェーノにあり、標高 250～350m の小高い丘の斜面に位置し、
主に粘土土壌です。すみれ色のニュアンスのあるルビー色。花や果実の香り、フレッシュで果実味溢れる風味
があります。うまくバランスのとれたタンニンです。伝統的なＤ.Ｏ.Ｃ.に新しいスタイルをもたらしました。
【赤・ミディアムボディ】国／地域等：イタリア／マルケ
等級：D.O.C.
葡萄品種：モンテプルチャーノ 70%、サンジョヴェーゼ 30%

品番：I-597／JAN：4935919055970／容量：750ml

アブルッツォに接するアスコリ ピチェーノだから DOCG エリアから近い

好条件の畑からの“贅沢なスタンダード”
モンテプルチャーノ ダブルッツォ 2018
Montepulciano d'Abruzzo

より厚みのあるワインとなっています。畑はロッソ ピチェーノより標
高が高く 400～500m、アンジャラの丘と呼ばれる場所にあります。斜面
が他の斜面に囲まれていない為、海風の影響を直接受けます。ボリュー
ムのあるフルーティなボディがあり、なめらかな口当たりです。
【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：イタリア／アブルッツォ
等級：D.O.C. 葡萄品種：モンテプルチャーノ

品番：I-598／JAN：4935919055987／容量：750ml
I-597

I-598

¥1,485(本体価格¥1,350)

¥1,430(本体価格¥1,300)

地元を大切にするヴェレノージ

マルケの土着品種を単一で仕込みました
ヴィッラ アンジェラ パッセリーナ 2018
Villa Angela Passerina

※無くなり次第 2019VT へ切り替わります

温度管理の出来るスチールタンクで 13～15 度に保ち発酵させます。翌年の 2 月まで、発酵で得た香
りを維持するため約 10 度に保ちながらタンクで寝かせます。僅かに緑がかった薄い黄色。控えめな
繊細な花の香りや、強いグレープフルーツやレモンの新鮮でかぐわしい香り。白い果実や桃、杉の
魅力的な香りもあります。味わいはフレッシュでデリケート。凝縮して飲み飽きない果実味にあふ
れています。このワインの持つ塩味、ミネラルは爽快感があります。
【白・辛口】国／地域等：イタリア／マルケ
葡萄品種：パッセリーナ

等級：I.G.P.

品番：I-550／JAN：4935919055505／容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

ヴェルディッキオ デイ カステッリ ディ イエージ クラッシコ 2019
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico

葡萄畑は、昔からの古い区画にあります。標高 100m に位置し、砂利質と粘土質土壌です。葡萄は
垣根仕立（コルドン）で栽培されます。収穫は気温の低い早朝、もしくは夕方に行ないます。房が痛
まないよう小さなケースを使って手摘みで収穫した葡萄は、セラーに運ばれるまで低温管理されて
います。やわらかくプレスした果汁をタンクで 5 度に冷やして清澄後、温度コントロールしながら
ステンレスタンクで発酵させます。明るい緑を帯びた黄色、青リンゴや蜂蜜、スパイスを思わせる
フルーティなアロマ、ほどよいボリュームがあり、バランスがとれています。余韻にかすかな苦味
が感じられます。
【白・辛口】国／地域等：イタリア／マルケ
葡萄品種：ヴェルディッキオ 85%、その他

等級：D.O.C.

品番：I-485／JAN：4935919054850／容量：750m

¥1,870(本体価格¥1,700)

I-485

I-550

最高のペコリーノはここにある
ヴェレノージのペコリーノの様に存在感のあるものは、他にありません
ヴィッラ アンジェラ オッフィーダ ペコリーノ
Villa Angela Offida Pecorino

2018

ペコリーノ D.O.C.は 15 房を 10 房まで減らし、
収穫量は 9 t/ha ですが、オッフィーダ D.O.C.G.
エリアは 5～6 房まで減らし 6t/ha となり、より集約された味わいとなります。
発酵の最初は、
天然酵母だけで行い、アルコール度数が 4～5 度になった時点で、選別酵母を加えます。グリー
ンがかった淡い黄色。黄色のフルーツや花の洗練されたエレガントなアロマに、セージやタイ
ムなどのハーブの香りが混ざっています。しっかりとした骨格があり、心地よいミネラルがワ
インにフレッシュさを与えています。コクのある味わいで、じっくりと楽しみたいワインです。
【白・辛口】 国／地域等：イタリア／マルケ
葡萄品種：ペコリーノ
熟成：タンク

等級：D.O.C.G.

品番：I-669／JAN：4935919056694／容量：750ml

¥2,530(本体価格¥2,300)

マルケで偉大な白ワインを造るという夢が込められたワイン
レーヴェ ペコリーノ 2017
Rêve Pecorino

金色に近い輝きのある麦わら色。強い果実の香りの後から、白い花や樽の心地よいバニラの香
りが広がります。とてもエレガントな骨格を持ちながら、しっかりと持続性のあるワインで
す。レーヴェはフランス語で「夢」という意味。樽熟成させた白ワインで成功したいというア
ンジェラの夢から名付けられました。
★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 93 点
★「イ ヴィーニ ディ ヴェロネッリ 2020」で 3 星／90 点
【白・辛口】国／地域等：イタリア／マルケ
等級：D.O.C.G.
葡萄品種：ペコリーノ
熟成：フレンチオークとステンレスタンク各 50%で 6 ヶ月、その後タンクで 9 ヶ月

I-669

I-612

品番：I-612／JAN：4935919056120／容量：750ml

¥3,300(本体価格¥3,000)

熟成期間６０ヶ月以上
マルケ州ではまず見かけることができない
絶対にこの地でスプマンテを造ってみせるという
アンジェラの強い意志が実ったスプマンテ
マルケ州には、メトード クラッシコのスプマンテに対する DOC や DOCG などの格付けが
なく、造ろうとする人は誰もいなかったそうです。しかし「自分たちはぜひ挑戦したい」と思
い、ピノ ネーロを植えることからスタートしたそうです。造り方を学ぶため、シャンパー
ニュ地方のエペルネへ行き、製法や葡萄栽培について勉強しました。最初はうまくいかず、セ
ラーのあちらこちらでポン！ポンッ！と栓が抜ける音がしていたそうです。そんな苦労の時
を超えて初めてリリースされたのは 1991 年のことでした。

グラン

キュヴェ

Gran Cuvée Velenosi

ヴェレノージ 2013

とてもきめ細かな小さな泡が途切れることなく立ちのぼります。香りはとてもフルーティで、
黄色い果実、アプリコット、そしてパンやクッキー、ハチミツのアロマがあります。口に含むと、
香りで感じたものと同じハチミツやパン、クッキーの風味が感じられ、非常にフレッシュです。
ミネラルの塩味、充分な酸が感じられます。ボトルには、デゴルジュマンした年が表示されお
り、現在のワインの状態を知る手掛かりとなります。
【白・辛口】国／地域等：イタリア／マルケ
葡萄品種：シャルドネ 70％、ピノ ノワール 30％

品番：I-256／JAN：4935919052566／容量：750ml

¥3,630(本体価格¥3,300)

マルケ州の希少品種ラクリマ ディ モッロ ダルバ

品種の特徴である華やかな香りを最大限にいかしました！
ラクリマ

ディ

モッロ

Lacrima di Morro d'Alba

ダルバ

2018

ヴェレノージで、ブレッチャローロの次に売れているワイン。バラのような香りや、フレッ
シュでフローラルな香りが広がります。味わい濃く、マスカットを思わせるような、じわっ
とした果実味があります。ラクリマの特徴がよく表現されており、このアロマティックな味
わいは冷やしても楽しめます。
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／マルケ
葡萄品種：ラクリマ ディ モッロ ダルバ

等級：DOC

品番：I-584／JAN：4935919055840 容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

2016 ヴィンテージから 2018 ヴィンテージが

「ルカ マローニ」にて 3 年連続で 99 点獲得！
ラクリマ

ディ

モッロ

ダルバ

Lacrima di Morro d'Alba Superiore

スペリオーレ

2017

※無くなり次第 2018VT へ切り替わります

ストロベリーやチェリー、ブラックベリー、すみれや野生のバラを思わせる上品な香りが広
がります。凝縮した果実とともに、きれいな酸が感じられます。
★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2019」で 99 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／マルケ
葡萄品種：ラクリマ ディ モッロ ダルバ

I-584

I-762

品番：I-762／JAN：4935919057622／容量：750ml

等級：D.O.C.

¥2,860(本体価格¥2,600)

ブレッチャローロ ゴールドから、名称を変えてリリースしました

ロッジョ デル フィラーの弟分的存在“ソレスタ”
ロッソ ピチェーノ
ソレスタ 2016

スペリオーレ

Rosso Piceno Superiore Solestà
オッフィーダとアスコリ

※無くなり次第 2017VT へ切り替わります

ピチェーノに所有する畑です。標高は 200～

300m で、主に粘土土壌、オッフィーダは花崗岩、アスコリは砂が混じっ
ています。粘土質土壌なのでスパイシーになります。10 月半ばの早朝
か夕方に収穫して、小さな箱に入れ、冷却して運びます。除梗した後、
発酵、35～40 日間醸しを行います。フレンチオークのバリック（新樽）
で 16～18 ヶ月熟成させます。深い赤紫色、バニラ、ブラックベリーや
プラムを思わせる香りが広がります。カシスやリコリス、ナツメグ、シ
ナモンなど様々な風味が感じられます。持続性のある味わいは温かみが
あり、リッチで調和の取れたワインとなっています。ブレッチャローロ
のワンランク上ではなく、ロッジョのワンランク下のワインです。
★イ ヴィーニ ディ ヴェロネッリ 2019 で 91 点
★ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2019 で 96 点
【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／マルケ
等級：D.O.C.
葡萄品種：モンテプルチャーノ 70%､サンジョヴェーゼ 30%
熟成：フレンチオークのバリック（新樽）で 16～18 ヶ月

品番：I-878／JAN：4935919058780／容量：750ml

¥2,970(本体価格¥2,700)

D.O.C.G.に格上げして以降、モンテプルチャーノの比率を増やし、よりマルケらしい味わいに

ヴェレノージの挑戦する姿の象徴である、トップ キュヴェ
ルディ
Ludi

2016

畑は、標高 200～270ｍのアスコリ ピチェーノに近い斜面にあります。
土壌は石灰岩の混じる粘土質。10 月半ばの早朝か夕方に収穫し、小さ
なトレイに入れて低温に保ちながらワイナリーへ運びます。除梗してか
ら、ポンピング オーバーと温度管理が出来る 100hL のステンレスタ
ンクで発酵。醸しは約 28 日間です。厳選したフランスのメーカーの新
樽で 18～24 ヶ月熟成させます。出来上がった樽から選りすぐって、ブ
レンドします。メルロとカベルネにはライトローストの樽を、モンテプ
ルチャーノはミディアムローストの樽を使っています。濃いルビーレッ
ド。スパイシーで熟した果実の香り、さらにオーク樽からの香りがあり
ます。ソフトでたっぷりとしていて、しっかりとした構成があるため熟
成してさらに良くなります。地元のレストランでも、１軒に１本ずつし
か分けてもらえないという幻のワインです。ワイン名の「ルディ」とは、
ラテン語で「ゲーム、チャレンジ」の意味です。ボトルにプリントした
絵は、アンリ マティスの絵画「ダンス」を参考にしています。
★イ ヴィーニ ディ ヴェロネッリ 2020 でスーペル トレ ステッレ／94 点
★ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020 で 98 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／マルケ

等級：D.O.C.G.

葡萄品種：モンテプルチャーノ 85%、メルロ 7.5%、カベルネ ソーヴィニヨン 7.5%

熟成：フランスのメーカーの新樽で 18～24 ヶ月

品番：I-313／JAN：4935919053136／容量：750ml

¥5,500(本体価格¥5,000)

１０ 年 熟 成
スプマンテの製造に惜しみない努力を費やしてきた
ヴェレノージが造るトップ

キュヴェのスプマンテ。

もともとは売り物ではなく、大切なお客様へのプレゼント用として造られました。
ヴェレノージが、10 年間わが子の成長を見守るよう手掛けた
シャンパーニュにも劣らない、特別なスパークリングワインです。

グ ラン キ ュヴェ ゴ ールド 2009
Gran Cuvée Gold

120 本
限り

メトード クラッシコによるスプマンテです。
ヴェレノージが、10 年間わが子の成長を見守る
ように手がけたこのスパークリングワインは、
シャンパーニュに負けない非常に素晴らしい品
質に仕上がりました。葡萄はアスコリ ピ
チェーノにある自家畑で栽培されています。収
穫は早朝に手摘みで行われ、収穫後すぐに醸造
へと移ります。除梗後、柔らかいプレスで果汁を
抽出し、温度コントロールしながらステンレス
タンクで約 10 日間、一次発酵を行います。翌年
の 2 月にベースワインにリキュール ド ティラージュを加えて瓶内二次発酵を行い、
澱と共に 10 年間瓶内で熟成させました。ボトルは、デゴルジュマンが行われるまでの
間、温度と湿度が一定に保たれたセラー内で保管されます。明るいアンティークゴール
ド、生き生きとした輝きがあり、エレガントで持続性に優れた、きめ細やかな泡があり
ます。エレガントで厚みがあり、複雑な香りが広がります。口に含むとボリューム感が
あり、シルクのような上質な泡を感じることが出来ます。バランスの取れたフレッシュ
でフルーティなボディ。長い余韻には、フルーツやビスケットの要素が感じられます。
【白・スパークリングワイン・辛口】 国／地域等：イタリア／マルケ
生産者：ヴェレノージ
葡萄品種：シャルドネ 70％、ピノ ネーロ 30％
品番：I-757／JAN：4935919057578／容量：750ml
ラベルデザインが新しくなりました

¥7,150（本体価格¥6,500）

ヴァンサン ジラルダン
エリック ジェルマン
ショレイ レ ボーヌ

／ワインメーカー

ムルソー村出身の醸造家エリック ジェルマンは、生粋の
ブルゴーニュ人です。以前は、DRC やルフレーヴなどの
トップドメーヌのコンサルタントとして知られていたキリ
アコス キニゴプロスの元で働いており、ダヴィド デュ
バンやルーミエ等のドメーヌで、3 年の間に 40 もの醸造経
験を積んでいます。2002 年にヴァンサン ジラルダンに加
入すると、それまでの濃厚なスタイルを変更し、全く別の
「テロワールを表現したエレガントなスタイル」を完成させました。ヴァンサンが引退した 2012 年以降も醸
造を担っています。『ベタンヌ+ドゥソーヴ 2019』で 4 ッ星生産者に昇格し、同誌 2020 年版でも 4 ッ星
を維持。さらに、
『ワイン＆スピリッツ』の「TOP 100 WINERIES OF 2019」に選ばれ、ますます注目を
集めています。エリックを中心とした新生ヴァンサン ジラルダンは、マイナーなアペラシオンであっても素
晴らしい葡萄畑を探し出し、高品質なワイン造りに情熱を注いでいます。

エリックが惚れた、「美しい山」という名のショレイ レ ボーヌ最良の畑ひとつ

サントネやマランジュよりも力強さを求める方におすすめ

レ

DM
初登場

ボーモン

ショレイ レ ボーヌ ルージュ レ ボーモン 2016
Chorey-Lès-Beaune Rouge Les Beaumonts

主に南向きの 0．5ha の単一区画をフェルマージュ契約しています。標高 230m で、土壌は粘土と石
灰岩、下層土は石灰岩です。収穫量は 48hL/ha です。除梗し、3 日間コールド マセレーションを行
い、香りと色味を引き出します。ステンレスタンクで 28 度に管理し発酵、醸しは 21 日間行い、ルモ
ンタージュとピジャージュします。フリーランワインを 80％、プレスワインを 20％ブレンドします。
アリエ産の 228L のフレンチオークの樽（1 年使用樽と 2 年使用樽各 30％、3 年使用樽 40％）で澱
と共にマロラクティック発酵、14 ヶ月熟成させます。香りにはラズベリーやサクランボのような小さ
な赤い果実、ブラックベリー、リコリスや森の下草のような要素が感じられます。熟成するとイチゴ
やジンジャーブレッドが発展し、動物やレザーの香りが加わります。力強く、まろやかさのある味わ
いです。ヴァンサン ジラルダンのショレイ レ ボーヌは、力強いことが魅力です。「じっくり味
わってもらいたいワイン。あと、3～4 年経てば素晴らしいワインになっている」と、2018 年に訪問
した際に絶賛していました。
【赤・フルボディ】 国／地域等：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
熟成：アリエ産の 228L のフレンチオークの樽で 14 ヶ月

品番：FC-225／JAN : 4935919312257／容量：750ml

¥5,500(本体価格¥5,000)

ケース キーレン

エルンスト-ヨーゼフ

ヴェルナー

ニクラウス

「ラインラント ファルツ州品評会 2019」

スターツエーレンプライズ 受賞
長い発酵で、きめ細かく繊細な味わいを表現
ケース キーレンはモーゼル中流域のグラーハ村にある、全くの家族
経営の生産者です。設立は今から約 370 年前の 1648 年です。現在は、
12 代目の兄のエルンスト-ヨーゼフ キース（醸造、販売担当）と弟
のヴェルナー キース（栽培担当）の兄弟が 30 年にわたり、ワイン造
りを行っています。グラーハー ドームプロブスト、グラーハー ヒ
ンメルライヒ、エルデナー トレップヒェン等のモーゼル中流域の著
名畑をはじめ、ケステナー パウリンスホフベルグ、キンハマー ロー
ゼンベルグにも畑を所有しています。畑は急斜面にあるため、多く畑
仕事は手作業で行います。所有する畑は 25 の様々な区画に分かれて
おり、葡萄の樹齢は 30 年～50 年です。生産するワイン全体の 60％
が辛口、20％がオフドライ、20％甘口です。エルンスト-ヨーゼフの息
子ニクラウスは、将来 13 代目を引き継ぐべく、現在ガイゼンハイム大
学で醸造、栽培を学んでいます。
2019 年スターツエーレンプライズ受賞通算 26 回目の受賞となりました

2019 年スターツエーレンプライズ受賞
2019 年のラインラントファルツ州の品評会で、
「スターツエーレンプライズ（staatsehrenpreis）」を受賞しました。出品した全て
のワインの総合平均の高いワイングートに与えられ、ケース キーレンは通算 26 回目の受賞となりました。安定した品質の高さはド
イツでも証明されています。

最新版のドイツワインガイドでも評価があがっています
品評会での高評価だけでなく、最新版のドイツワインガイドでも彼らのワインは
注目を得ています。
「ゴーミヨドイツワインガイド 2020」では前年版の赤 2 房か
ら 3 房へ昇格、さらに「アイヒェルマン 2020」でも前年度版の 3 星から 3.5 星
へと昇格いたしました。このように最新版のドイツワインガイドでも評価があ
がっている中で、銘醸畑から造られるワインでありながら良心的な価格で手に入
れられることがケース

キーレンの最大の魅力です。

低温で長い発酵期間が長期熟成できるワインへの決め手
ケース

キーレンでは基本的には天然酵母によるきわめて長い発酵期間をとり、きめ細かく、繊細な味わいを表現しています。発

酵温度はおよそ 14～15 度、発酵期間はおよそ 80 日から 120 日です。期間はヴィンテージやワインによって異なります。ドイツ
の一般的な白ワインの発酵温度は 16 度～20 度ですが、それよりも低い温度でゆっくりと長い期間発酵させることで、ワインが
ゆっくりと成熟し長期熟成の可能性を持ったワインができると考えています。

1828 年にできた最も古いセラー。冬は 6－10
度、夏は 14 度に保たれています。

セラー内に冷水や温水が流れるパイプがあ
るため、セラー内の温度調節ができます。

セラー内に並ぶステンレスタンク。このような
昔のセラーは天井が低く、天井を削ってセラー
に入れ設置したそうです。

2018 年ヴィンテージについて
非常に良いヴィンテージでした。春は暖かく、芽吹きは通常より早い 4 月中旬に行われました。開花も通常より 2 週間早い 5 月 22
日に行われました。夏の間はほとんど雨が降らず、観測史上最も暑い 40 度を記録しました。しかし、わずかに雨が降ってくれたお
かげで干ばつを免れました。開花も例年より早かったため、収穫も早まり、9 月 15 日からスタートしました。収穫期間は、9 月 15
日から 10 月 17 日まで続きました。葡萄は大変健全でほとんど貴腐菌（ボトリティス）が付きませんでした。品質、量ともに良
かったです。葡萄がしっかりと熟し、エクスレ度が高くなったため、発酵に長い時間がかかりました。

綺麗な酸と繊細でフレッシュな
果実味に溢れた辛口リースリング

リースリング ホッホゲヴェクス
クーベーアー トロッケン 2018

リースリング ホッホゲヴェクス
クーベーアー 2017

Riesling Hochgewächs Q.b.A. Trocken

Riesling Hochgewächs Q.b.A.
※無くなり次第 2018VT へ

キンハイマー

ローゼンベルクの葡萄を使用し

ています。畑は、標高 100～200ｍ、南南西向き、
斜度は 60％の急斜面です。土壌は青色粘板岩を
多く含む、軽い土で組成されています。葡萄の平
均樹齢は 35 年です。収穫は、9 月下旬に行いま
す。アルコール発酵は、基本的に天然酵母を使い
ステンレスタンクで行います。熟成もステンレス
タンクで 6 ヶ月行います。柑橘系の果実のアロ
マ、生き生きとして綺麗な酸がありとてもフレッ
シュです。長い余韻が感じられます。
★ラインラントファルツ州品評会 金賞受賞
【白・辛口】 ＜スクリューキャップ＞
国／地域等：ドイツ／モーゼル
葡萄品種：リースリング
熟成：ステンレスタンクで 6 ヶ月
残留糖度：6．7g/l

酸度：6．2g/l

■品番：KA-574 ■容量：750ml
■JAN：4935919195744

¥2,200(本体価格¥2,000)

300 本
限り

ケステナー

パウリンスベルグの葡萄を使用し

ています。畑の標高は 130～250ｍ、南南東向き、
斜度は 65 度で土壌は粘土を含む青色粘板岩で
す。平均樹齢は 40 年です。収穫は 10 月上旬に
行います。アルコール発酵は選別酵母を使い、ス
テンレスタンクで行います。熟成もステンレスタ
ンクで 6 ヶ月行います。黄色の果実のアロマを持
ち、とてもエレガントな酸が感じられます。余韻
には、たいへん心地よい自然の果実のかすかな甘
さがふんわりと広がります。
★ラインラントファルツ州品評会 金賞受賞
【白・甘口】 ＜スクリューキャップ＞
国／地域等：ドイツ／モーゼル
葡萄品種：リースリング
残留糖度：73．9g/l

酸度：9．6g/l

熟成：ステンレスタンクで 6 ヶ月

■品番：KA-578 ■容量：750ml
■JAN：4935919195782

¥2,200(本体価格¥2,000)

グラーハー ドームプロブスト
ド ー ム プ ロブ ス ト の標 高は 110 ～
250m、南南西向き、斜度は 60 度の
急斜面です。土壌は地層が深く、主に
青色粘板岩と雲母の混ざる組成です。
ケース

キーレンはグラーハー

ドームプロブストに 2ha 所有してお
り、8 区画に分かています。グラー
ハー

ヒンメルライヒに比べ斜度が

きつく、最もきついところで 70 度以
上の斜度があります。

モーゼル屈指の銘醸畑からの辛口ワイン
ステンレスタンクを使った、生き生きとした味わい
300 本
限り

グラーハー ドームプロブスト カビネット トロッケン 2018
Graacher Domprobst Kabinett Trocken

平均樹齢は 30 年です。収穫は 10 月の中旬から下旬に行います。アルコール発酵は選別酵母を使用し、ステン
レスタンクで行います。熟成もステンレスタンクで 8 ヶ月行います。白桃の甘いアロマにグレープフルーツの
柑橘系のアロマが混ざります。非常に生き生きとした酸が感じられます。
★ラインラントファルツ州品評会 金賞受賞

【白・辛口】

国／地域等：ドイツ／モーゼル

葡萄品種：リースリング
残留糖度：6．1g/l

＜スクリューキャップ＞

熟成：ステンレスタンクで 8 ヶ月

酸度：6．0g/l

品番：KA-575／JAN：4935919195751／容量：750ml

¥2,860(本体価格¥2,600)

樽で発酵、熟成させます
シュペートレーゼらしい集約感だけでなく、質の高い上質な酸があります

グラーハー ドームプロブスト シュペートレーゼ トロッケン 2018
Graacher Domprobst Spätlese Trocken

平均樹齢は 30 年です。収穫は 10 月の中旬から下旬に行いま
す。アルコール発酵は天然酵母を使用し、1000L のフーダーで
行います。熟成も樽で 8 ヶ月行います。柑橘系のフルーツのア
ロマがあり、しっかりとした骨格を持っています。口に含むとミ
ネラルの要素が感じられ、たっぷりと力強い余韻が広がります。
★ラインラントファルツ州品評会 金賞受賞
【白・辛口】

国／地域等：ドイツ／モーゼル

葡萄品種：リースリング
残留糖度：7．5g/l

熟成：1000L の樽で 8 ヶ月

酸度：6．3g/l

品番：KA-576／JAN：4935919195768／容量：750ml

¥3,300(本体価格¥3,000)

180 本
限り

グラーハー ヒンメルライヒ
グラーハー

ヒンメルライヒの畑は標高

120～250ｍ、南南西向き、斜度は 50～60
度の急斜面です。土壌は深く、主に青粘板岩
と雲母で構成されており、たいへん水はけの
よい場所です。ケース
ハー

キーレンはグラー

ヒンメルライヒにも 2ha 所有してお

り、12 区画に分かれています。1988 年に
植え替えを行ったため、樹齢 30 年です。こ
こも斜度 70 度近い傾斜があります。

240 本
限り

洗練された酸と柔らかな甘さのバランスが見事です
グラーハー ヒンメルライヒ クーベーアー ハルプトロッケン 2018

Graacher Himmelreich QbA Halbtrocken
平均樹齢は 30 年です。収穫は 10 月初旬に行います。アルコール発酵は選別酵母を使い、ステンレスタンクで行い
ます。熟成もステンレスタンクで 6 ヶ月行います。フレッシュな果実味と共に、フローラルな白い花の香りが広が
ります。洗練された酸とやわらかな甘さが非常にバランスよく感じられます。
★ラインラントファルツ州品評会 金賞受賞
【白・やや辛口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル
＜スクリューキャップ＞
葡萄品種：リースリング
熟成：ステンレスタンクで 6 ヶ月
残留糖度：15．2g/l
酸度：6．5g/l

品番：KA-577／JAN：4935919195775／容量：750ml

¥2,200(本体価格¥2,000)

繊細でやさしく、親しみやすい味わいのカビネットです

300 本
限り

グラーハー ヒンメルライヒ カビネット 2018

Graacher Himmelreich Kabinett
平均樹齢は 30 年です。収穫は 10 月上旬から中旬に行います。アルコール発酵は、天然酵母を使いステンレスタン
クで行います。熟成もステンレスタンクで 8 ヶ月行います。とてもエレガントで綺麗な果実の甘さが感じられ、や
さしく親しみやすい味わいのカビネットです。
★ラインラントファルツ州品評会 金賞受賞
【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル
＜スクリューキャップ＞
葡萄品種：リースリング
熟成：ステンレスタンクで 8 ヶ月
残留糖度：70．3g/l
酸度：7．2g/l
品番：KA-579／JAN：4935919195799／容量：750ml

¥2,860(本体価格¥2,600)

シュペートレーゼに使用する葡萄樹はカビネットよりも樹齢が古く
平均樹齢 40 年の樹の葡萄で造ります

150 本
限り

グラーハー ヒンメルライヒ シュペートレーゼ 2018

Graacher Himmelreich Spätlese
シュペートレーゼに使用する葡萄はカビネットよりも古く、平均樹齢は 40 年です。収穫は 10 月の上旬から中旬に
行います。アルコール発酵は天然酵母を使用し、1000L のフーダーで行います。熟成も樽で 8 ヶ月行います。白い
花の香り高いアロマに、砂糖がけの黄色いフルーツが感じられます。洗練された酸と果実味が非常にバランスよく
調和しています。心地よい甘味がある余韻には、ミネラルの要素が感じられます。
★ラインラントファルツ州品評会 金賞受賞
【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル
葡萄品種：リースリング
熟成：1000L の樽で 8 ヶ月
残留糖度：97．0g/l
酸度：7．7g/l

品番：KA-580／JAN：4935919195805／容量：750ml

¥3,300(本体価格¥3,000)

１５０年以上にわたりジゴンダス 1 銘柄のみを生産
ファロ家の三姉妹が伝統を引き継いで造るクラシカルなワイン

ジゴンダス

ドメーヌ デュ ケロン

デルフィーヌ、ロズリーヌ、サンドリーヌのファロ姉妹が家族のドメーヌで造る非常に伝統的なワインは、アペラシオンの中でも最も古典的なプロポー
ションを持ち、エレガントで複雑なワインである。また、広範囲にわたる研究で証明されているように、これらのワインは楽に熟成することができる。
飾り気のない単一のワインはここで造られ、大きなコンクリートタンクと古いオークのフードルだけで育てられている。その一貫した高い品質を考える
と、このワインが提供する価値は本当に驚くべきもので、ジゴンダスだけでなく、フランスの最高のワインの一つに数えられる。
――『Vinous 2020.2.21』より抜粋

「仕事に情熱を持っていれば、その情熱がワインに表れる。
私たちは量ではなく、品質のワインを目指しています」
ドメーヌ デュ ケロンは、1840 年の設立後、一貫した「古典的なスタイルのジゴンダス」を生
産し続けている稀有な生産者です。ジゴンダスの 1 銘柄だけを生産し続けている理由は、「テロ
ワールを表現することが最も大切だと考えており、手を加えたキュヴェを造るつもりがない」ため
だと言います。ドメーヌは現在、偉大な父ミシェルから、彼の 3 人の娘たちに引き継がれていま
す。長女のデルフィーヌ（上写真左）が主に事務や経理を、次女のサンドリーヌ（上写真中央）が
醸造を、三女のロズリーヌ（上写真右）が畑仕事をそれぞれ担当していますが、所有する葡萄畑が
20 区画にも分かれているため、協力して作業を行なっています。ミシェルも現役で、畑仕事など
葡萄は主に 1943 年～1978 年の間に植樹されてお
を手伝っています。ワイン造りは父の代から基本的に変わっていません。葡萄は手摘みで収穫し、 り、集約感と深みのある風味をワインにもたらします。
天然酵母を用いて全房発酵させ、必要以上に手を加えることはありません。ワインは、数十年単位
で代々受け継いできた樽を含む大樽で熟成させ、ノンフィルター、ノンファイニングでボトリングします。「必要以上に手を加えず、葡萄が自然
にワインになっていくのを見守る」という考え方も、父からの教えのひとつです。娘たちは醸造学校に通いましたが、専門的に勉強したことで、
今まで父がいかに素晴らしいワイン造りをしてきたのかが分かり、父をますます尊敬するようになりました。
葡萄の品質に妥協しないからこそ、時として生産量は非常に少なくなります。例えば、2018 年の収穫量は 15hⅬ
/ha しかありませんでした。ドメーヌ デュ ケロンは、生産量の 80％ほどを海外へ輸出しています。それだけ多
くの需要がありながらも、生産量を増やして対応することはありません。私たちが訪問した際にデルフィーヌが話
してくれた「私たちは量ではなく、品質のワインを目指しています」という言葉に、ワイン造りの哲学が何よりも表
れています。
また、ドメーヌ デュ ケロンの特徴のひとつが、祖父の代から使用していたという古めかしい伝統的なプレス機
です。収穫した葡萄を運び込んでもプレスが追い付かず、
「そんな時はコーヒーを飲んで、ゆったり過ごす時間をつ
くる」と言います。
「おじいちゃんもこれを使っていたから、同じものを使っていきたいんです」。そんなこだわりの
プレス機でしたが、ついに故障してしまい、2014 年が使用する最後の年になってしまいました。2015 年からは最
新のニューマティックプレスを導入しています。しかし、これによりさらにソフトで繊細な風味を引き出せるよう
になったため、品質面ではより良くなったと言えます。また、これを機にラベルデザインも刷新され、より上品なイ
メージに仕上がっています。女性が造っていることを表現したデザインにしたそうです。こうした変更はあります
が、ワインのスタイルは一貫しており、今もなおジゴンダスの古典的な作品であり続けています。

役目を終えたプレス機は、現在も
ワイナリーに飾られています。

５世代続く伝統を守る

ジゴンダスの古典的作品
GIGONDAS
ヴィノス 2016.5

ヴィノス 2017.9

点

ジゴンダスを象徴するダンデル デ
モンミライユと、その山麓に広がる葡
萄畑。この畑の特異なテロワールを
表現するため、現在新しいキュヴェ
のリリースを検討している。

ジゴンダス
Gigondas

点在する畑をひとつずつ周り、熟して糖度が高い葡萄がとれる畑から収穫します。
収量は低く、2013 ヴィンテージは 21 hL/ha、2015 ヴィンテージは 29～30 hL/ha
でした。葡萄は除梗せず、コンクリートタンクで発酵させ、マセラシオンは 20～
30 日間行ないます。2014 ヴィンテージまでは、祖父の代から使い続けてきた木製
の垂直式プレス機を使用していましたが、故障したため、’15VT からは最新の
ニューマティックプレス機を使用しています。毎日ポンピング オーバーします。
マロラクティック発酵もタンクで行い、ブレンドして予備のタンクに入れます。
大樽が空き次第移して、18 ヶ月熟成させます。樽は、コニャック地方の木材を使
用した 40hL の大樽で、使用している樽で最も古いものは 70 年以上のものがあり
ます。樽のローストは軽めで、ワインに香りが付き過ぎないようにしています。ろ
過も清澄もせずに瓶詰めします。2013 ヴィンテージは果実の力強さが出ており、
良い熟成をするポテンシャルを持っています。2015 ヴィンテージは、「良いとい
う事が約束されたヴィンテージ」で、必要な時に雨が降ったため、葡萄が水分スト
レスにさらされず、長期熟成が可能な年になりました。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ
葡萄品種：グルナッシュ 78%、シラー14%、サンソー6%、ムールヴェードル 2%
熟成：40hL の大樽で 18 ヶ月熟成 容量：750ml

【2013VT・旧ラベル（左）】
品番：FB-899／JAN：4935919218993／容量：750ml

¥5,940(本体価格¥5,400)

★「ヴィノス 2016.5」で 93 点 ★「レ メイユール デュ ヴァン ド フランス
2016」で 16 点 ★「ギド デ ヴァン ベタンヌ ＋ドゥソーヴ 2017」で 16 点

【2015VT・新ラベル（右）】
品番：FC-050／JAN：4935919310505／容量：750ml

¥5,500(本体価格¥5,000)

★「ヴィノス 2017.9」で 92-94 点
★「レ メイユール デュ ヴァン ド フランス 2020」で 15.5 点

シャトー フルール オー ゴーサン
『スタンダードにとらわれない
革新的なシャトー』
― ワイン王国№115 より ―

シャトー

フルール

オー

ゴーサンは、フ

ロンサックの西、ヴェラック村に位置してい
ます。1941 年から 4 世代にわたって続く家
族経営の生産者です。現在、4 代目のエルヴェ
リュイエ（写真上）がシャトーを引き継ぎ、ワ
イン造りを行っています。1990 年より全面的
な改革を行い、葡萄の栽培方法も一新しまし
た。また数年間をかけてセラーに投資を行い、
最新設備を整え、現代的なワイナリーへと生
まれ変わりました。近年では、ボルドー

シュ

ペリュールのトップのひとつに位置付けら
れ、安定性と品質の高さが評価されています。
数種類の品種を混ぜて造るボルドーブレン
ド、
「シャトー

フルール

オー

ゴーサン」

の他に、ボルドーでは珍しい単一品種による
キュヴェ、マルベック 100％による“ラ
ミニエール”やカベルネ

に
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
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フラン 100％によ

ベルジュロネット“でも注目を浴びて

います。

ワイン造りの哲学
エルヴェが目指すのは、テロワールを尊重したワイン造りです。「ヴィテージ
ごとに異なる物語がある。我々はそれを受け入れ、寄り添うようにしている。
」
と言います。また、「テロワールを重視する我々のワイン造りのアプローチに
おいて、自然が最も大きな力を持つんだ。」とオーナーのエルヴェ

リュイエ

は語ります。しかし、それは熟成を待たなければ飲み頃にならないワインと言
う意味ではありません。シャトー

フルール

オー

ゴーサンの特徴は「フィ

ネスとエレガンス」であり、豊かなアロマと力強いタンニンが素晴らしく調和
しています。

南向きで日当たりが良い好立地の葡萄畑
所有する葡萄栽培が可能な畑は 40ha、27 の区画に分かれています。フロン
サックの丘の上に広がっており、石灰岩を多く含む粘土石灰質土壌です。南向
きのため、たいへん日当たりが良い場所にあり、非常に集約のある葡萄が出来
ます。葡萄の平均樹齢は 30 年、古いもので 50 年の樹もあります。栽培品種は
90％がメルロ、残りがカベルネ

フラン、カベルネ

ベックです。また、2018 年に新しくソーヴィニヨン

ソーヴィニヨン、マル
ブランを植えました。

サスティナブル（持続可能）な農法を取り入れています。現在は「AREA」と
いう認証を受けています。今後 HVE の認証を受ける予定です。この認証は畑
だけではなく、ワイン造り全体に関わる全ての活動に関して、環境保全に留意
したものです。例えば、フルール

オー

ゴーサンでは、畑の肥料は家畜の糞

などを使用します。また、畑の周りはおよそ 30ha の森が広がっており、森を
残し環境に配慮し生物多様性を重視しています。さらに、畑の横に貯水タンク
（写真右）があり、ワイナリーで使った水をためておき、畑で再利用している
などが挙げられます。

最新の収穫機による畑での選別
収穫は 10 月に行います。収穫時期は 5 名増員して行います。収
穫は葡萄をフレッシュな状態にキープし酸化しないようにする
ため、気温が低い夜中の 3 時頃からスタートします。葡萄が完璧
な状態を逃さないように全て機械で一気に収穫します。さらに、
葡萄を比重で選別する最新の光学式選別機（写真左）を使い、収
穫した葡萄を厳しく選別します。同時に不要な葉や枝も除きます。
このように収穫時と収穫後に、厳しい選別を徹底して行うことで
品質の高いワインが出来上がります。

発酵前に短期間の低温マセラシオン
伝統的な造りが重要視されるボルドーで、バリックではなく 400L の樽を導入
早朝に収穫した葡萄をタンクに入れ 10 度に保ち、発酵前に短期間低温マセラシオンを行いま
す。葡萄の皮がゆっくり破れ始めたら 22 度で発酵させます。低温の環境下でも働く特別な選
別酵母を使用して発酵を促します。赤ワインは通常ならば 28 度での発酵をしますが、きれい
な果実味を得るために、フルール

オー

ゴーサンでは 22 度前後で行います。通常よりも長

い 10 日間のアルコール発酵を行います。アルコール発酵後 27 度に温度を上げてワインにボ
リュームとボディを与えます。期間は定めていませんが 15 日から 20 日間ほどです。その後フ
リーランジュースを取り出す前に 1 日 2 回エルヴェがテイスティングを行い、ワインにフィネ
スとエレガンスさが出たら取り出します（この時点で果皮と種を分離する）
。フリーランジュー
スを取り出した後、残った果皮は特別な縦型のバスケットプレス機（写真左）でプレスジュー
スを取り出します。種が潰れることなくゆっくりと（12hl を 20 分かけて行う）柔らかいプレ
スを行うことで、極めて澄んだ搾汁を得ることができます。アルコール発酵後、ステンレスタ
ンクでマロラクティック発酵を行います。熟成にはラ
テンレスタンクの両方を使い、ラ
縦型バスケットプレス機

ベルジュロネットは、樽（400L）とス

ヴィミニエールは樽（400L）を使用します。バリックより

も大きい 400L の樽を使う理由は、樽が果実味を覆い隠さないようにするためです。

「アシェット ガイド」で毎年掲載される実力を持つ “フラッグシップワイン”

シャトー フルール オー ゴーサン
Château Fleur Haut Gaussens

畑の面積は 40ha、石灰岩を多く含む粘土質土壌、南向きで日当たりのよい場所にあります。葡萄の平均樹齢は 30 年、仕立ては
ダブル ギヨーです。植密度は 4,500 本/ha、収穫量は 48hl/ha です。質の高い葡萄を得るため、芽かき、グリーンハーベストを
行い、葡萄が完熟するように葉落としの作業を丁寧に行います。アルコール発酵前に短期間、低温マセラシオンをおこないます。
発酵は温度コントロールしたステンレスタンクで行います。熟成は全体の 50％をフレンチオーク樽で 6 ヶ月行います。清澄せず
フィルターもかけません。深く濃い色合い。黒い果実のアロマに樽熟成によるローストしたコーヒーの心地よい香りが混ざり合っ
ています。しっかりとしたアタックがあり、タンニンがワインにしっかりとした骨格を与えています。
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー／ボルドー シュペリュール
熟成：50％をフレンチオークで６ヶ月

【2008VT】★「コンクール ド ボルドー2010」金賞
葡萄品種：メルロ 90％、カベルネ フラン＆カベルネ ソーヴィニヨン 10％

品番：FC-251／JAN：4935919312516／容量：750ml

¥2,090(本体価格¥1,900)

【2011VT】葡萄品種：メルロ 90％、カベルネ フラン＆カベルネ ソーヴィニヨン 10％
品番：FC-190／JAN：4935919311908／容量：750ml

¥2,310(本体価格¥2,100)

【2012VT】葡萄品種：メルロ 85％、カベルネ フラン、カベルネ ソーヴィニヨン 10％、マルベック 5％
品番：FC-191／JAN：4935919311915／容量：750ml

¥2,200(本体価格¥2,000)

ボルドーでは珍しい単一品種で造る、生産量の少ないプレミアム キュヴェ
マルベック

ラ

ヴィミニエール 2016

180 本限り

Malbec La Viminiere

ボルドーでは珍しい単一品種で造る、生産量の少ないプレミアム キュヴェです。マルベックに最も適した小区画「ヴィミニエール」
の葡萄を使っています。土壌は石灰岩を多く含む粘土石灰質です。葡萄の仕立てはダブル ギヨー、植栽密度は 5,000 本/ha、平均樹
齢は 8 年です。収穫は手摘み、収穫量は、45hL/ha です。除梗はしません。発酵前に低温マセラシオンを行い、アルコール発酵は温
度コントロールしたステンレスタンクで行います。熟成は、400L のフレンチオーク（80％）とアメリカンオーク（20％）の新樽で 5
～6 ヶ月行います。黒い果実の繊細で複雑なアロマと樽からの木の要素がバランスよく混ざり合っています。ワインが開くにつれて
少しずつ骨格は力を増し、アロマ、タンニンの質、厚み、フレッシュさの要素が素晴らしく調和しています。口当たりはたっぷりと
甘く、黒い果実の中にペッパーを思わせるスパイスが感じられます。
★「ラ ルヴュ デュ ヴァン ド フランス Hords Serie №37 2019.11」で 16.5 点
★「ワインエンスージアスト」で 90 点
【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
葡萄品種：マルベック
熟成：400L のフレンチオーク(80%）とアメリカンオーク（20%）の新樽で 5～6 ヶ月

品番：FC-192／JAN：4935919311922／容量：750ml

カベルネ フラン ラ ベルジュロネット 2016
Cabernet Franc La Bergeronnette

¥3,960(本体価格¥3,600)

300 本限り

フルール オー ゴーサンが造っている単一品種のプレミアム キュヴェのひとつです。ベルジュロネットは、畑に飛んでくるセキ
レイのことで、ラベルにもあしらっています。仕立てはダブル ギヨー、植栽密度は 5,500 本/ha、平均樹齢は 8 年です。収穫量は
48hL/ha です。葡萄が完全に熟した状態になるまで待ち、機械で収穫を行います。除梗はしません。発酵前に低温マセラシオンを行
い、アルコール発酵は温度コントロールしたステンレスタンクで 25 日間以上、ゆっくりと行います。熟成は、全体の 30％に 400L の
フレンチオークの新樽を使用し、6 ヶ月行います。チャーミングなレッドベリーやシャクヤクの花のアロマを持つ非常にピュアでエ
レガントなワインです。軽めの樽熟成をしていることで、複雑さがありながらも、上品さを併せ持つ味わいになっています。
★「ラ ルヴュ デュ ヴァン ド フランス Hords Serie №37 2019.11」で 15.5 点（ボトル画像も掲載）
★「ワインエンスージアスト」で 90 点
【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
葡萄品種：カベルネ フラン 熟成：全体の 30％を 400L のフレンチオークの新樽で 6 ヶ月

品番：FC-193／JAN：4935919311939／容量：750ml

¥3,960(本体価格¥3,600)

デ カ ン タ ー の 特 集 号 「 Spain
2019」にて、マスター オブ ワ
インのサラ ジェーン エヴァン
ズによる DO バレンシアのレポー
ト の 中 で 「 BEST
OF
VALENCIA」として 12 アイテム
が紹介。そのうちのひとつにロス
ピノス DX ロブレ 2017 が選ば
れました。

90

「デカンター Spain.2019 」
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デカンター誌 にて

高評価獲得!
ロス ピノス ＤＸ ロブレ 2017
Los Pinos DX Roble

畑は、砂と粘土土壌で、乾燥地です。畑は 600～700m の標高
に位置し、酸をしっかりとキープした葡萄が獲れます。コンク
リートタンクに入れ、22 度でルモンタージュしながら伝統的
に発酵、マロラクティック発酵させます。フレンチオークの樽
で 4 ヶ月、その後コンクリートタンクで 12 ヶ月熟成させます。
コンクリートタンクを使うのは、必要以上に木の香りを付けた
くないからで、エレガントでソフトな口当たりになります。野
生の赤い果実のジャムやスパイスの豊かなアロマの中に、樽の
バニラが混ざり合っています。口に含むとまろやかでバランス
のとれたタンニンが感じられます。

オーナーのホセ アントニオ フェリ
（左）。醸造は、バレンシアで自らの
ドメーヌも所有し、このエリアでワイン
メーカーとしても成功を収めた、ラファエ
ル カンブラ（右）が勤めています。

ワイン名にある DX（ディスティンギード ディエス）は、オーナーのホセ

アントニオ フェリ

が所有するスペイン原産のサラブレッドの名前で、この馬の活躍があって 2004 年のアテネオリ
ンピックにスペイン代表が出場出来ました（この馬が出たわけではありません）。その DX への敬
意を込めて名付けました。また、馬は葡萄の畝の間の草や花を食べるため、馬にも配慮したオー
ガニック栽培の意味も込めています。
【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／バレンシア

生産者：ロス

葡萄品種：モナストレル 60%、カベルネ ソーヴィニヨン 40%
熟成：フレンチオークの樽で 4 ヶ月、コンクリートタンクで 12 ヶ月
栽培：CAE-CV、ユーロリーフ

品番：S-150／JAN：4935919071505／容量：750ml

¥1,650(本体価格¥1,500)

ピノス

チョルキ ヴァレーの冷涼なテロワールを表現
トレス パラシオスは、マイポ ヴァレーの西側にあるチョルキ渓谷に位置してい
ます。太平洋から 30 ㎞の距離なので、海からの冷涼な風が吹き抜けます。また、
東側には海岸山脈の中でも最も高い山のひとつ、オルコン デ ピエドラ山がそ
びえており、谷へと吹き降ろす風によりさらに冷涼な気候となっています。この
ような環境なので、夏になると昼夜の寒暖差は 30 度も違います。これは葡萄栽
培には非常に大切な要素です。また冷たい風が畑を涼しく保ってくれるため、葡
萄はゆっくりと完熟し、十分な酸とアロマが保たれます。ピノ ノワールやシャ
ルドネ、ソーヴィニヨン ブランといった冷涼な産地に合う葡萄品種の品質が高
いことも、こうした特異なテロワールの影響によるものです。
南極から北へと流れる寒流のフンボル

アンデスからの冷たい風

ト海流の影響を受け、海が冷やされるこ
とで水分が蒸発しづらくなります。その
ため雲ができにくく、豊富な日照量に恵
まれます。西からは太平洋からの冷たい
風、東からはアンデス山脈からの冷たい
風が吹くことで、葡萄は豊富な果実味と
酸を得ることが出来ます。

太平洋からの冷たい風

醸造家のカミーロ ラメル

ピノ ノワール レセルブ 2017
Pinot Noir Reserve

土壌は火山性の堆積土で、表土は粘土質、下層土は砂利と石灰岩の混ざる土壌です。葡萄の実が色づく前の
若い時期は、房が日光に当たりすぎないように葉を残しておきます。収穫の 1 週間前に、房のまわりの葉を
取り除き、理想的な状態まで熟すようにします。同時にフレッシュさと充分な酸を失わないように常に注意
を払います。発酵前に約 7 日間、8 度で低温マセラシオンを行い、色とアロマを抽出します。発酵は、16～
21 度にコントロールしながら垂直のステンレスタンクで行います。発酵タンクの下の部分までしかマスト
を入れません。そうすると果皮と果汁との接触面が多くなり、ピジャージュなどマストに負荷をかけなくて
もソフトな抽出が可能となります。マロラクティック発酵もタンクで行います。リリース前にボトルで 6 ヶ
月寝かせています。輝きのあるルビーレッド。イチゴやラズベリーの赤い果実やスミレのアロマ。口当たり
は繊細でフレッシュ、バランスがとれています。余韻にも心地よい果実味が続きます。
赤・フルボディ
国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー／チョルキ
生産者：トレス パラシオス
葡萄品種：ピノ ノワール

品番：W-057／JAN：4935919080576／容量：750ml

ピノ

ノワール

ヴァレー

¥1,760(本体価格¥1,600)

レセルブは少量ずつ仕込むのがポイント

トレス パラシオスでは、ピノ ノワールを仕込む場合にのみ、複数のタ
ンクに果皮と果汁を分けて入れて、上に空間が空いた状態にします。通常
のやり方ではタンクの上部まで果汁を入れますが、果皮は一番上に浮かぶ
ため、果皮と果汁の接触面積が小さくなり、成分の抽出が上手くいきませ
ん。そこで、果帽を突き崩して循環させたり（ピジャージュ）、ポンプで果
汁をくみ上げて上からかけたり（ルモンタージュ）といった手法がとられ
ます。一方、トレス パラシオスでは複数のタンクに、右図のように少し
ずつ果皮と果汁を分けて入れることで、接触面積を大きくしています。こ
れにより果汁に負担をかけずに成分の抽出を行うことができ、よりピュア
な味わいが表現できています。ピノ ノワールは最初に収穫する葡萄で、
ステンレスタンクに空きがあるため、唯一この方法をとることが出来ます。

冷涼な気候がもたらす心地よい酸とトロピカルな果実味が楽しめます
シャルドネ レセルブ 2018
Chardonnay Reserve

収穫は、手摘みで行います。1 回目の収穫が終わった 10 日後に、2 度目の収穫をします。最初に収穫する葡萄には、フ
レッシュな果実味と心地よい酸を求めています。2 度目の収穫では、トロピカルなアロマを持ったより熟した葡萄を収
穫します。パイナップルやマンゴーを思わせるトロピカルフルーツのアロマ。口に含むとフルーティでフレッシュ、しっ
かりとした酸とミネラルのノートが感じられます。
白・辛口
国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー／チョルキ ヴァレー
葡萄品種：シャルドネ 熟成：ステンレスタンクで澱と共に 2 ヶ月、全体の 15%をフレンチバリックで熟成

品番：W-056／JAN：4935919080569／容量：750ml

¥1,540(本体価格¥1,400)

果皮（果帽）

果汁

2019 ヴィンテージは、アイスヴァインを造れた生産者は僅か 1 軒

近年、入手困難な希少ワインとなっています
2020 年 3 月 WINES OF GERMANY は、
2019 年ヴィンテージのアイスヴァイン用葡萄の収穫が出来た生産者は僅か 1 軒であったと発表しました。
近年、地球温暖化の影響によって、毎年造ることが難しくなっており、その価値が高まっています。

ハインフリート デクスハイマー
デクスハイマーでは毎年アイスワインを造ろうと、ひとつひとつ毎年同じ畑仕事をして準備してい
ますが、それでも最後は天候次第です。毎年、1～1.5ha、アイスヴァイン用に葡萄を残します。し
かし、気候変動により、近年収穫に至らない年が増え、デクスハイマー家では 2013 年以降、ア

イスヴァインを生産出来たのは 2016 ヴィンテージと 2018 ヴィンテージのみです。ア
イスヴァイン用の葡萄は、畑の準備、病害対策だけでなく、鳥獣の被害対策もしなければなりませ
ん。収穫時期には天気予報を毎日チェックして、氷点下 7 度以下になりそうだったら畑に向かい、
葡萄の実を触って凍っているか状態を確かめます。何日も何日もこうした作業を繰り返します。こ
うしたデクスハイマー家の努力と葡萄が凍るかわからない中で毎年挑戦し続ける献身性、そして天
候という自然が生み出す、まさに『奇跡のワイン』です。

葡萄が凍る冬までの間、鳥や動物に食べられないように
大きなネットを張って葡萄を守ります。また、ネットの
他に空砲を撃ち被害を防ぎます。

収穫を待つアイスヴァイン用の葡萄。アイスヴァイン
は氷点下 7 度以下で凍結した葡萄を収穫、凍結した状
態で搾汁し醸造しなければなりません。

気候変動の影響を受け、アイスヴァインの生産を止めてしまう生産者が多い中
デクスハイマー家の努力が実り、2018 ヴィンテージを入手出来ました。
1 本 1 本が本当に貴重なワインです。この機会をお見逃しなく。
ハイマースハイマー ゾンネンベルク ショイレーベ アイスヴァイン 2018
Heimersheimer Sonnenberg Scheurebe Eiswein

ショイレーベは晩熟で、葡萄が健全な状態を保ちやすく、しっかりとした完熟したいい状
態で収穫が出来ます。色はまさに黄金色。蜂蜜やアプリコット、白桃、メロン、マンゴー
など、極めて甘い香りと味わいが続きます。やわらかい酸と充分な甘みが、まさにアイス
ヴァインの醍醐味を楽しませてくれます。
【白・極甘口】 国／地域等：ドイツ／ラインヘッセン
生産者：ハインフリート

デクスハイマー

葡萄品種：ショイレーベ
残留糖度：179．2g/L

酸度：6．7g/L

品番：KA-419／JAN：4935919194198／容量：375ml

¥4,180(本体価格¥3,800)

新入荷
NEW ARRIVAL
「ワイン造りは芸術」 細部まで手をかけて造られる珠玉のワイン

ロベルト サロット

オーナーのロベルト サロット

ROBERTO SAROTTO

これまでにも家族の名前をつけたワインを手掛けてきましたが

ついにロベルト自身の名を冠したキュヴェが誕生しました
アパッシメントしたカベルネ ソーヴィニヨンをブレンド

こだわりのピエモンテ ロッソ
エッレ ピエモンテ ロッソ 2017

85 ケース限り

Erre Piemonte Rosso

最良の畑で育つ葡萄を使用しており、バルベーラを主体に、カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ
をブレンドしています。カベルネ ソーヴィニヨンは、アパッシメント（陰干し）した葡萄を使
います。畑はモンフェッラートにあり、標高は 300ｍ、南向きで日当たりの良い理想的な場所に
位置しています。土壌は灰色をした粘土質です。葡萄の仕立てはギヨー、栽植密度は 5,000 本
/ha です。収穫は 9 月の下旬に行います。発酵は温度コントロールしたステンレスタンクで行い
ます。熟成はステンレスタンクで 2 ヶ月、その後オーク樽で 8 ヶ月寝かせます。ボトリング後、
さらに 3 ヶ月瓶熟させます。リッチでパワフルであると同時に豊かでやわらかなボディを持つ、
とても親しみやすいスタイルです。紫を帯びた濃いガーネット色、チェリーやプラムの豊かなア
ロマ、リッチでスムーズな口当たり、黒い果実の長い余韻が感じられます。今お飲みいただいて
も十分に美味しく楽しめますが、熟成させるとさらに素晴らしく発展することが期待できます。

★「ルカ

マローニ

ベストワイン年鑑 2020」で 96 点

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ
等級：D.O.C.
生産者：ロベルト サロット
葡萄品種：バルベーラ 50％、カベルネ ソーヴィニヨン 25％、メルロ 25％
熟成：ステンレスタンクで 2 ヶ月、その後樽で 8 ヶ月

品番：I-900／JAN：4935919059008／容量：750ml

¥3,850(本体価格¥3,500)

これまでに「アウロラ（妻）
」、
「エンリコ（息子）
」
、
「エレーナ（娘）
」と家族の名前をつけたワインを造っ
てきたロベルト サロットですが、自らの名前をつけたワインが満を持して生産されました。ワイン名は、
Roberto の頭文字を取り「R（エッレ）
」としています。ロベルト サロットは、著名な DOCG であるバ
ローロやバルバレスコ等のワインを生産していますが、自身の名を冠するワインにあえてピエモンテ
ロッソを選んだところに、ロベルトの哲学や思想が感じられます。5 つの DOCG に葡萄畑を所有し、ワイ
ン造りを行なう唯一の個人生産者でありながら、それに縛られることのない自由な発想や、ワイン造りの
手法、
「サロット スタイル」がこのワインにも表現されています。

高い透明度、光沢感、劣化耐性に優れたワイングラス

シェフ&ソムリエ

◆シェフ＆ソムリエとは？
ワインとスピリッツの色・香・味を極めるために、新しい素材「Krysta（クリスタ）
」と
デザインを融合させてできたグラスシリーズ。フランスのソムリエ・シェフ・ワインコン
サルタントが開発に携わり、その高いデザイン性と実用性で注目を集め、VINEXPO 公式
グラスパートナーや最優秀ソムリエコンクールの公式テイスティンググラス、フランスの
栄誉ある賞「Janus 産業賞」を受賞するなど、フランス国内外で高く評価されています。
また、2011 年より、国際ソムリエ協会のオフィシャルパートナーとなっています。

＜シェフ＆ソムリエが選ばれる理由＞

◆Krysta（クリスタ）とは？
独自の成分配合と加工技術により、 「絶対的な透明度」
「長く持続する輝き」
「物理的衝撃への高い耐性」を併せ持つ、
美しくて強いガラス素材が誕生しました。Krysta は、業務用の食器洗浄機に

2000 回かけてもその輝きと透

明度に変化がないことが実証されています。（フランス国立検査機関の検証による）

OPEN UP

オープンナップ

革新的でコンテンポラリーなデザインのオープンナップシリーズ。ダイナミックな形状により、ワインが空気に十分に触れて素早くひらき、立
ち上がったブーケが上部で凝縮されるので、他では味わえないテイスティングを体験させてくれる、ワインを楽しむ人にピッタリのグラスです。
若いワインでもアロマを十分に楽しめます。

2

ボウル（2）で凝
縮されます。ワ
インの酸味をス
ムーズにし、タ
ンニンを柔らか
くします。

1
ボウル （1） の
カーブ形状がア
ロマを素早く開
かせます。

REVEAL’UP

オープンナップ

オープンナップ

ユニバーサル・テイスティング 40

プロ・テイスティング 32

W：91mm、Ф：60mm、H：231mm

W：87mm、Ф：54mm、H：180mm

容量：400cc（60cc）

容量：320cc（40cc）

品番：N-151

品番：N-152

本体価格\1,500

本体価格\1,100

オープンナップ

オープンナップ

タニック 55

エフェヴァセント 20

W：107mm、Ф：72mm、H：233mm

W：74mm、Ф：57mm、H：234mm

容量：550cc（110cc）

容量：200cc（125cc）

品番：N-153

品番：N-154

本体価格\1,700

本体価格\1,500

リヴィールアップ

ワイングラスが対話を楽しむように、味覚（味）
、嗅覚（香り）
、視覚（色）
、感触（グラスに触れた感覚）を呼び覚ますようデザインされたシ
リーズです。「インテンス」は、ワインが空気に十分に触れる大きなボウル形状で、力強いタンニンを持つ赤ワインに向いていいます。「ソフ
ト」は、ワインが空気に十分に触れる空間と開口部の少ないボウル形状で、ソフトな赤・ロゼ・白ワインの魅力を引き出します。

3

薄い口部が心地よい
口当たり

2

1

狭くなる口部
が引き出した
アロマを凝縮
して、豊かな香
りを伝えます。

ワインが空気に触
れる表面積が大き
くなることで、引き
出したアロマを閉
じ込めます。

リヴィールアップ

リヴィールアップ

インテンス・ワイン 55

インテンス・ワイン 45

W：110mm、Ф：65mm、H：236mm

W：104mm、Ф：62mm、H：222mm

容量：550cc（130cc）

容量：450cc（100cc）

品番：N-155

品番：N-156

本体価格\1,500

本体価格\1,300

リヴィールアップ

リヴィールアップ

ソフト・ワイン 50

ソフト・ワイン 40

W：97mm、Ф：60mm、H：247mm

W：91mm、Ф：56mm、H：232mm

容量：500cc（120cc）

容量：400cc（100cc）

品番：N-157

品番：N-158

本体価格\1,500

本体価格\1,300

※（ ）内は最も表面積が広い部分まで注いだ量です

シアーリムテクノロジー

エフェヴァセンス プラス テクノロジー

薄く繊細なグラスの口部（リム）は、触れた唇に心地よく感じ
るように計算されています。繊細な口部と薄さと耐久性を同時
に実現します。

フルートグラスにはスパークリングワインの泡が常に規則正し
く立ち上がる技術を適用しています。華やかで美しい泡立ちは、
視覚と味覚を満足させてくれます。

