ペレス クルス
ワインメーカーを務めるヘルマン ライオン

ペレス クルスは設立から 19 年とその歴史はまだ浅

マイポ アンデス特有の気候と土壌

カベルネの名手が生む
“洗練されたプレミアム チリ”

いですが、設立より約 40 年前の 1963 年に、パブロ
レスが既にマイポ
た。パブロ

ペ

アンデスの土地は購入していまし

ペレスの他界後、彼の妻のマリアナと 11 人

の子供たちがワイナリー設立のプロジェクトをスタート
したのが 80 年代後半で、最初の葡萄が植えられたのが
1994 年のことでした。当初は葡萄を他の生産者へ販売し
ていましたが、彼らが育てる葡萄は周囲のからの評判が
よく、自社での瓶詰めを決意しました。その後、数年かけ
てワイナリー運営について学び、遂に 2001 年にペレス
クルスを設立、翌年 2002 年にペレス

クルスの名で

ファーストリリースしました。
ペレス

クルス家は国内でいくつかの事業を展開して

いますが、ワイン造りは、自分たちのファミリーネーム
「ペレス クルス」を付けた唯一の事業です。
「ワイン造
りは、私たち家族にとって大切なものだから、自分たちの
名前をつけた。他の事業とは思い入れが違う」とオーナー
のアンドレ

ペレスは語ります。チリ全体の生産量のお

よそ 80％が大規模なワイン企業によるもので、ぺレス
クルスのような家族経営のワイナリーは非常に少なく、
プレミアム

↑樽熟成庫

↑独創的な外観をもつワイナリー。セラーは、重力
に逆らわずに醸造ができる（クラビティフローシス
テム）設計にされています。

チリ

ワインの生産者として、更なるチリ

ワインの発展に尽力しています。これまでにチリ国内の
みならず、ワイン専門家やアメリカやイギリスのワイン
専門誌で多くのワインが高い評価を得ています。

土壌と気候
ぺレス

クルスはマイポ

ヴァレー

の中でもアンデス山脈の麓、標高が高
いマイポ

アンデスに位置していま

す。このアンデス山脈の麓というロ
ケーションこそが優れたワイン造り
が出来る重要なポイントです。寒流の
フンボルト海流の影響で太平洋側か
らの冷たい風と、東のアンデス山脈か
ら畑に吹き降ろす冷たい風、そしてア
ンデス山脈の麓に広がる特有の土壌
がワイン造りに影響を与えています。
さらに、気候についてマイポ アンデスは日中の最高気温の平均と夜の最低気温の平均の差が 20 度以上あるという気候も重要なポイントです。
このように大きな昼夜の寒暖差があるおかげで、葡萄は十分な酸、フレッシュな果実味とアロマを保つことが出来ます。この要素はペレス

クル

スのワインを飲んだ際に感じて頂けるはずです。

マイポ アンデスはカベルネ

ソーヴィニヨンにとって理想的な土壌

ぺレス クルスのワインはすべて自家畑の葡萄から造られます。畑がある場所は、大昔は川底でした。砂利や丸石、岩が非常に多く、やせた土壌で
非常に水はけがよい土壌です。これらの石や岩、砂利は山から川によって流され、運ばれてきた堆積土壌です。葡萄の根は石や岩の間を縫うように、
地中深く伸びていきます。「ワイン造りに関わる人がこのような土壌を見たらすぐにカベルネ ソーヴィニヨンに理想的だと思うでしょう。これと
似たような組成を持つ土壌は、他のワイン産地では、フランスのボルドーのメドックが挙げられます」とヘルマン ライオンは語ります。
ペレス クルスでは 1994 年、
最初に葡萄を植えるにあたり、
60 ヶ所に穴を掘って、どの葡
萄がその土壌に適しているの
かを調査しました。さらに
2007～2010 年にかけて、土壌
分析の専門家ペドロ

パラと

共に再度土壌のリサーチを行
いました。

砂利や丸石が多い土壌

地中深くに伸びる葡萄の根

ペレス クルスの品質の鍵を握るワインメーカー “ヘルマン ライオン”
ペレス クルスのワイン造りは、ワインメーカーを務めるヘルマン ライオンが中心となり行っています。
彼はワイナリー設立当初よりワインメーカーを任されており、長年ペレス
した。生産量のほとんどが赤ワイン、その中でも、カベルネ

クルスのワインを支えてきま

ソーヴィニヨンを使ったワインが多くを占

めるワイナリーで長年ワイン造りをしてきたこともあり、2017 年に来日した際には、
「まさに自分はカベ
ルネ

ソーヴィニヨンのエキスパートだ」と冗談交じりで話していました。

樽の風味が中心ではなく葡萄の個性を求めた、洗練された質感の良いスタイル
これが “プレミアム チリ ワイン”を生むペレス クルスの最大の魅力
ペレス クルスのワインは 2003 年頃までは、100％新樽を使い、樽の風味がしっかりとしたスタイルで
した。しかし、そうしたワインが市場に溢れる中、樽の風味ではなく葡萄の個性が感じられるワインにし
たいと考えるようになりました。さらに 2007 ヴィンテージから抽出の仕方も変え、これまでよりもやわ
らかくエレガントなスタイルに仕上げるようにしました。2013 ヴィンテージからは、酸のバランスを意識
し、それまでよりも収穫を早めました。

カベルネ ソーヴィニヨンをはじめ、
多種のアイテムが高い評価を得ています
このように、マイポ

アンデスと葡萄の個性を追い求めた取り組み

が評価され、ぺレス クルスのワインは「ワインアドヴォケイト」や
「ワインスペクテーター」
、そして「デカンター」誌など様々なワイ
ン専門誌で高い評価を得ています。そして、そして 1 種類だけでな
く様々なアイテム、様々なヴィンテージが高評価を得ていることが
ペレス

クルスの凄みです。これはどのワインも安定して継続的に

高い品質を保ち続けていることを証明するものです。

デカンター ワールド ワイン アワーズ 2018
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レセルバ（W-011）よりも樹齢の古い樹の葡萄を使い、ボリューム感も骨格もワンランク上

バランスと質感の良さがあり、ボルドーワインを彷彿とさせるスタイル

カベルネ

ソーヴィニヨン

リミテッド

Cabernet Sauvignon Limited Edition

エディション

2016

最も古い、1994 年に植えた 20 年樹齢のカベルネ ソーヴィニヨンを使っています。土壌は、礫
岩です。除梗して破砕、ステンレスタンクに入れ 10 度で 4 日間醸しをします。発酵中にポンピ
ングオーバーします。醸しの期間は 30 日です。フレンチオーク樽（新樽、1 年樽各 50％）でマ
ロラクティック発酵、14 ヶ月熟成させます。熟成したカベルネの良さが感じられます。レッド
ベリーとスパイスのアロマ、力強いタンニンがあり、大変よく構成されたワインです。
＜その他評価＞
★「ワインアドヴォケイト 239」で 91+点 ★「ジェームス サックリング COM.」で 91 点
★「ティム アトキンＭＷ」が 93 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン、他
熟成：フレンチオーク樽（新樽、1 年樽各 50％）で 14 ヶ月

品番：W-059／JAN：4935919080590／容量：750ml

¥2,530(本体価格¥2,300)

最高の区画の葡萄を厳選して造る、カベルネのトップ キュヴェ
カベルネのエキスパートの力量を感じさせる

pts

ピルカス カベルネ ソーヴィニヨン 2014
Pircas Cabernet Sauvignon

300 本限り

ペレス クルスが所有する畑の中で最高の区画の葡萄を選別して造るトップ キュヴェ。この区画は、アンデスの山か
ら崩れた石や土による崩積土と、川によって運ばれた砂利や丸石が多く見られる堆積土の両方が混ざる土壌です。この
場所で育つ葡萄は、テロワールの個性が最もよく表れています。山からの土は、果実味と深みを与え、川からの土はスパ
イシーさ、フレッシュさ、そしてエレガンスを葡萄に与えます。収穫した葡萄は 100％除梗します。熟成はフレンチオー
ク樽で 14 ヶ月、全体の 50％に新樽、残りの 50％に 1 年樽を使用しています。熟した赤い果実のアロマにブラックペッ
パーのニュアンス、そしてかすかにハーブを思わせるニュアンスがあります。グラスに注ぐとさらに複雑さが増し、広が
りがあります。たっぷりとフルボディでありながら、フレッシュで、良くこなれたタンニンが心地よく感じられます。
＜その他評価＞ ★「デスコルチャドス 2018」で 94 点

★「ティム

アトキン 2018 レポート」で 93 点

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン
熟成：フレンチオーク樽で 14 ヶ月(50％は新樽、50％は 1 年樽)

品番：W-078／JAN：4935919080781／容量：750ml

¥5,280(本体価格¥4,800)

2014VT のピルカス カベルネ ソーヴィニヨンは、12ha の非常に品質の安定した畑からのワインで、この畑は石の多い土壌でクラシカルなスタイルのマイ
ポのカベルネが出来る。このエリアの 2014 年は 2013 年よりも少し涼しかった。（中略）冷涼な年のマイポのクラシカルなスタイルのカベルネで、熟度な抑
制の効いており、ペッパーやバルサムを思わせるアロマがある。口当たりはミディアムボディ、この品種の持つエレガントなタンニン、ハーブを感じるフィ
ニッシュ。今でも美味しく飲めるが、ボトルで熟成出来るポテンシャルを持つ。
「ワインアドヴォケイト＃239」

2013 のファーストリリース後、ヴィンテージが変わっても
高い評価を得ている注目のカベルネ フラン

pts

個性ある品種の良さを見事に引き出した
ヘルマン ライオンの力量を感じる 1 本

pts

カベルネ フラン

リミテッド エディション 2016

Cabernet Franc Limited Edition

ペレス クルスのワインに使用する全ての葡萄が栽培されるリグアイは、アンデス山脈の麓、マイポ ヴォレーのサブ
リージョン、標高約 440～520m のマイポ アンデス地区に位置しています。27 日間の醸しを行った後、14 ヶ月フレン
チオーク樽（新樽ではない）で熟成させています。そのため、香り高く、洗練されたスパイスが際立つ、エレガントなワ
インに仕上がっています。風味が損なわれない程度に軽くろ過します。赤い果実のアロマやスパイスの香りがあり、バラ
ンスが良く素晴らしい味わい。長い余韻があります。リミテッド エディションの中でも非常に個性的なワインです。
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：カベルネ フラン、他
熟成：フレンチオークの樽（新樽でない）で 14 ヶ月

品番：W-070／JAN：4935919080705／容量：750ml

¥2,640(本体価格¥2,400)

柔らかく、しなやかなタンニンが特徴。チリ国内でも人気があるワイン

カルムネール リミテッド

Carménère Limited Edition

エディション 2017

温度管理したステンレスタンクで発酵、225L のオーク樽に移し、マロラクティック発
酵させます。14 ヶ月フレンチオーク樽（新樽、1 年樽各 50％）で熟成させます。スパ
イシーで柔らかなタンニンがあり、果実の甘みも感じられるので、スパイシーな料理
やチキンによく合います。
★「デカンター ワールド ワイン アワード 2019」で 91 点＆シルバー獲得
★「デスコルチャドス 2019」で 92 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：カルムネール、他 熟成：フレンチオークの樽（新樽、1 年樽各 50％）で 14 ヶ月

品番：W-013／JAN：4935919080132／容量：750ml

¥2,640(本体価格¥2,400)

アルゼンチンのマルベックとは異なり、エレガントでしなやかなスタイルに仕上げました

コット リミテッド エディション 2015
Cot Limited Edition

「コット」はマルベックのフランス名。35hL/ha というフランスのグラン クリュ並の少ない収穫量です。温度管理し
たステンレスタンクで発酵させてから、フレンチオークの樽（新樽、1 年樽各 50％）で 14 ヶ月熟成させています。
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：コット（マルベック）
、他
熟成：フレンチオークの樽で 14 ヶ月

品番：W-012／JAN：4935919080125／容量：750ml

¥2,640(本体価格¥2,400)

フランス的要素を感じさせるシラー。
ペレス クルスの中でも生産量が少ない、貴重なアイテムです。

シラー リミテッド エディション 2017
Syrah Limited Edition

シラーにグルナッシュ、ムールヴェードルをブレンドしてよりフレッシュなスタイル、フランス的要素のあるワイン
となっています。より酸のあるスタイルを目指しているので、シラーは過完熟しないように成熟具合を丹念に観察し
ます。コットと同様 35hL/ha と、驚くほど収穫を低く抑えています。選果テーブルで選別し、破砕して 4 日間 10 度
の低温で醸しをします。柔らかなタンニンを抽出するため、発酵と 30 日の醸しの間、手動でポンピングオーバーしま
す。マロラクティック発酵はフレンチオーク樽（30％新樽）で行います。樽熟成期間は 14 ヶ月です。全体の 5％程の、
生産量の少ないワイン。オーストラリアのシラーと比較すると、どちらも温暖ですが、アンデスの涼風のおかげで、
エレガントで、ブラックペッパー、ブラックベリー、スモーキーなタッチがあります。
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：シラー、他
熟成：フレンチオークの樽（30％新樽）で 14 ヶ月

品番：W-014／JAN：4935919080149／容量：750ml

¥3,080(本体価格¥2,800)

プティ ヴェルド 100％で造る希少アイテム
個性溢れる 1 本
チャスキ プティ ヴェルド 2015

100 本限り

Chaski Petit Verdot

育てることが難しく、通常ブレンド用に少量使われることの多いプティ ヴェルド 100％の珍しいワインです。2006 年に
植えた若い樹のため、収穫量を 24hL/ha と思い切って制限しています。5 日間 9 度で低温の醸しを行います。タンクで発
酵させ、柔らかくしかも濃縮したワインとするため、その間ポンピングオーバーします。醸しは 25 日間です。フレンチ
オークの樽で 14 ヶ月熟成させています。「チャスキ」は、インカ帝国の言葉で「メッセンジャー」を意味し、ラベルに、
チャスキが走った小石で作られた道が描かれています。畑の一部には、実際に道が残っています。
★「デカンター ワールド ワイン アワード 2019」で 91 点＆シルバー獲得
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー 葡萄品種：プティ ヴェルド
熟成：フレンチオーク樽(新樽 40%、1 年 50%、2 年 10%)で 14 ヶ月

品番：W-043／JAN：4935919080439／容量：750ml

9

pts
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¥3,960(本体価格¥3,600)

ペレス クルスのトップ キュヴェのひとつ
質感の良さと深み、風格をもった 1 本

リグアイ 2015

100 本限り

Liguai

「リグアイ」とは先住民のマプーチェ族の言葉で「預言者」を意味し、この場所の地名にもなっています。葡萄はタ
ンニンとフレイバーが完全に熟した状態で収穫します。軽く破砕し、ステンレスタンクに入れ、発酵前に 10 度で 4
日間コールドマセラシオンを行います。スムーズなタンニンを得るためにやわらかなポンピングオーバーを行いま
す。マセラシオン期間はトータルで 30 日間。マロラクティック発酵はフレンチオーク樽（新樽と 1 年樽各 50％）で
行い、16 ヶ月熟成させます。ベリー、ペッパー、杉の香りにチョコレートや樽からくるトーストの要素が混ざる複
雑でエレガントなアロマ。しっかりとしたタンニンがあり、集約があります。持続性のある余韻が感じられます。
＜その他評価＞ ★「ティム アトキンＭＷ」が 94 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：シラー46%、カベルネ ソーヴィニヨン 30%、カルムネール 24%
熟成：フレンチオークの樽（新樽と 1 年樽各 50％）で 16 ヶ月

¥6,380(本体価格¥5,800)

品番：W-069／JAN：4935919080699／容量：750ml

カベルネ ソーヴィニヨン レセルバ 2017
Cabernet Sauvignon Reserva

選別の後、除梗して軽く破砕し、4 日間低温で発酵前の醸しをします。ステ
ンレスタンクで発酵、24 日間の醸しの後、アメリカンオーク樽 60％、フレ
ンチオーク樽 40％を使い 12 ヶ月熟成させます。その後、最低 3 ヶ月瓶で寝
かせます。深いルビーレッド、熟したレッドベリーとスパイスのアロマは、
ドライフルーツやバニラの風味をより一層引き立てています。すばらしい構
成のワインです。
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【赤・フルボディ】国・地域等：チリ・マイポ ヴォレー
葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン、他 熟成：アメリカンオーク 60%、フレンチオーク 40%で 12 ヶ月

品番：W-011／JAN：4935919080118／容量：750ml
品番：W-027／JAN：4935919080279／容量：375ml

¥1,760(本体価格¥1,600)
¥1,100(本体価格¥1,000)

フランス／コート デュ ローヌ
／ラストー

DOMAINE LA SOUMADE

現在ワイン造りの中心を担う、フレデリック

コート

ロメロ

デュ

ローヌのラストー村でワイン造りをするドメーヌ

ラ

スマドは古い樹齢の樹から

素晴しいワインを造っており、その品質には目をみはるものがあります。1979 年にアンドレ

ロメ

ロがドメーヌを設立し、1990 年には自家葡萄園元詰めをスタートしました。1996 年からは息子の
フレデリック

ロメロもドメーヌに加入し、2002 年に現在のワイナリーを建設しました。この年に

大きな変革が起こります。その当時から、また現在でも有名なエノログである、ステファン

ドゥル

ノンクールとそのチームがコンサルタントとして迎え入れられたことから、スーパースターへの階段
を駆け上ることとなりました。その当時は、バリック熟成を用いた、いわゆる筋肉質でパワフルなワ
イン造りが主流でした。15 年経過した現在もドゥルノンクールのコンサルタントは続いていますが、
フレデリック

ロメロを中心として、時代が求めるスタイルへの転換を今まさに行なっているのです。

ドメーヌの名声を築き上げた
アンドレ ロメロ

黄色と青色の粘土土壌が与えるラストーの個性
ラストーは粘土が多く、表層の黄色粘土、下層の青色粘土が特徴です。
こういった地質は熱が溜まりやすく、パワフルなスタイルになりやすい
と言われています。フレデリックは、「ケラーヌとラストーは似ている
よ」
。と語ります。標高差はあるものの、確かに弊社が取り扱うケラーヌ
の生産者ロワトワール
ります。

サン

マルタンの畑もまさしく同じ地質であ

キュヴェによって使い分ける、2 種類の発酵槽
ドメーヌ
ロー

ラ

スマドでは重力を利用して液体を移動させるグラヴィティ

フ

システムを採用しています。ドメーヌの入り口を入ると 2 階につながってお

り、ここは醸造用のセラーになっています。コート デュ ローヌ、スタンダードの
ラストーの発酵にはステンレス製発酵槽を使用します。それ以外のキュヴェは円錐
形の木製発酵槽を使用します。
この下の１階は熟成用のセラーになっており、
温度は 18-20 度に保たれています。
熟成用セメントタンク(46-56hL サイズ)、様々なサイズの樽(フードル、バリック、
トノーなど)が置かれています。
発酵終了後、ワインはステンレスタンク、もしくはフードルで 1 年以上熟成させま
す。その後、セメントタンクに移し静置します。セメントタンクを使用する利点と
して、ステンレスタンクよりも外的要因の少ない状態で保存できることを挙げてい
ました。ステンレスタンクでは、静電気などの外的要因の影響も受けてしまう為、
それは自分たちの求めている事に反するそうです。

バリック主体の熟成から、フードル熟成へ変更
2010 年ヴィンテージから、それまで主流だったバリック熟成からフードルに変更し
ました。「樽香が強いと、フィネスが隠れてしまう。」という考えから、様々な樽で試
した結果、液接地面の少ないフードルを選択しました。フードルは 40hL と 12hL の
サイズを使用します。また、樽の下には砂利が敷き詰められており、気温を低くし室
温をキープする効果と、砂利に水を撒いてセラー内の湿度を保つのに役立っているそ
うです。
実は、青色粘土層はかなり深い場所に形成されています。その深さまで葡萄の根がは
ることによって、非常に集約した実をつけることが出来ます。その為、以前まではバ
リックを使用した派手さのあるワインを造っていたものの、温暖化の影響もあり、今
までの造りでは重厚感が出過ぎてしまうことを懸念し、小樽を使わずとも集約感を出
すような造り方に変化してきています。

フレデリックが表現したかった
エレガントさやフィネスを感じられる 1 本
ラストー 2017
Rasteau

畑は 8ha。標高 80m で南～南西向き。粘土石灰岩土壌で、下層土には青色
粘土があります。栽植密度は、5,000 本/ha。コルドン仕立てで、葡萄は 1 本
に 6 房に制限します。収穫量は 35hL/ha です。グルナッシュとシラーは、混
醸します。ワイン造りはステンレスのオープンタンクで伝統的な方法で行い
ます。発酵温度は 25～30 度で、醸しは 14～18 日間行います。ステンレスタ
ンクで澱と共に 18 ヶ月熟成させます。香りは華やかでスパイシィ、タンニ
ンが強く、しっかりと目の詰まったワインです。

pts

pts
高
評
価
を
獲
得
し
ま
し
た

最
新
の
「
デ
カ
ン
タ
ー
」
で
も

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ／ラストー
葡萄品種：グルナッシュ 70%、シラー20%、ムールヴェードル 10%
熟成：ステンレスタンクで澱と共に 18 ヶ月

品番：F-777／JAN：4935919047777／容量：750ml

¥3,080(本体価格¥2,800)

2017VT のラストーは樹齢 15 年から 30 年の葡萄から造られる。深みがあり、リッチでチョコレートのようなニュアン
スにプラムやスパイスを使ったケーキのノートがあり、フルボディでクリーミーな口当たり。長く、豊かな余韻の中にリ
コリスの魅力的な要素が感じられる。この先 6～7 年は美味しく飲めるだろう。
飲み頃：2019 年～2026 年 「ワインアドヴォケイト＃245 2019.10.31」

樽とタンクの絶妙なブレンド
酸とのバランスが抜群
2015VT

pts

ラストー キュヴェ プレスティージュ 2015

30 本限り Rasteau Cuvée Prestige

※無くなり次第 2017VT へ切り替わり

畑は粘土石灰岩土壌で、下層土は青色粘土です。標高は 80m で、南～南西
向きの斜面。コルドン仕立てです。収穫量は 35hL/ha。14 度で 5 日間プレ
マセラシオンさせます。栽植密度は 5000 本/ha。1 本に 6 房に制限しま
す。円錐形の木製発酵槽に入れ、25～30 度の間で発酵させます。醸しは 18
～25 日間行います。熟成は、50％はフードル（40hL）
、50％はコンクリー
トタンクで 18 ヶ月行います。ソフトな甘味、タンニンは非常に強く、酸も
コクもしっかりとした重い味わいです。
2015VT … ★「ワインアドヴォケイト#233」で 92 点
2017VT … ★「ワインアドヴォケイト#245」で 92 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ／ラストー
葡萄品種：グルナッシュ 70%、シラー20%、ムールヴェードル 10%
熟成：50%はフードル(40hL)、50%はタンクで 18 ヶ月

品番：F-778／JAN：4935919047784／容量：750ml

¥3,850(本体価格¥3,500)

2015VT のラストー キュヴェ プレスティージュもまた重量以上のパンチ力がある。半分をフードル、半分
をコンクリートタンクで熟成させたこのワインは、アニスやガリーグの魅力的な香りを持ち、ブラックチェリー
を感じる力強い口当たり、長くリッチなテクスチャを感じる余韻。 飲み頃：2017 年～2025 年
「ワインアドヴォケイト＃233」

青色粘土層に沿って植えたグルナッシュを使用
こだわりが詰まった珠玉の 1 本
あああああああああああああああああああ
200 本限り ラストー フルール ド コンフィアンス 2015

pts

Rasteau Fleur de Confiance

限定数量しか入手することが出来ないドメーヌ ド
ラ スマドのプレスティージュワインです。スマド
が最もこだわる青色の粘土層に沿って葡萄を植えて
います。畑は標高 150m。南向きの斜面の上のテラ
スです。ゴブレ仕立てで、栽植密度は 4,000 本/ha。
収穫量は、15～20hL/ha に抑えています。ワイン造
りは円柱型の木製タンクで伝統的な方法で行いま
す。発酵温度は 25～30 度です。醸しは 18～25 日間
行います。ピジャージュとルモンタージュします。
600L の樽（ドゥミ ドュイ）で 18 ヶ月熟成させま
す。きめの細かい強いタンニンと圧倒的なボリュー
ム感があり、これほど印象的なローヌワインには、
めったに巡り会えることはありません。
＜その他評価＞ ★「デカンター 2018.6」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／ラストー
葡萄品種：グルナッシュ 90%、シラー10%
熟成：600L の樽で 18 ヶ月

品番：FC-208／JAN：4935919312080／容量：750ml

¥8,250(本体価格¥7,500)

ラインナップの中で最も印象的なこのワインからはクミンのようなエキゾティックなスパイス、赤のラズベ
リーの果実のノートが広がり、リッチでヴェルヴェットのようなテクスチャを持つ。全体がしっかりと纏まる
までボトルで 1、2 年寝かせると素晴らしくなる将来のスター。グルナッシュはすべて暑く乾燥した年でもよ
い葡萄が出来る青色粘土土壌からのものを使用している。 飲み頃：2019 年～2030 年
「ワインアドヴォケイト＃233」

FRANCE/VALLÉE DE LA LOIRE/SANCERRE

ダニエル ショタール
１６４２年からおよそ４００年続く歴史を持つ、サンセールの実力派ドメーヌ

父ダニエルから息子シモンへと受け継がれる高品質なワイン造り
『ベタンヌ + ドゥソーヴ 2020』３ッ星生産者
新進気鋭の若手醸造家シモン ショタールに注目！
ダニエル

ショタールは、1642 年にさかのぼるほどの歴史を持つドメーヌ

です。ダニエル（上写真右）は 1992 年に、父のマルセルと叔父のアンリか
らドメーヌを引き継ぎました。ダニエルは実家のドメーヌに戻る前は教師と
して働いていました。また、アコーディオンとギターの奏者でもあり、
「Jazz
aux Caves」というフェスティバルの創設者でもあります。音楽好きのダニエルらしく、ドメーヌのロゴ
には楽器を演奏するキャラクターが描かれています。ドメーヌは現在、息子のシモンが牽引しています。

シモンへの世代交代により、さらに深みのある味わいへ
シモンは 1987 年生まれ。トゥールーズの学校で醸造学を学び、2011 年に家族のドメーヌに戻ってきま
した。2012 年からはニュージーランドにもワイン造りの勉強に行っています。また、年に 4、5 回はフ
ランス各地を周り、勉強を続けています。これらの経験は自身のワイン造りに活かされており、サンセー
ルの存在意義を理解し、同地域の他の生産者との違いを表現する上で重要な経験となりました。2011 年
から 2013 年までは醸造のみを担当し、2014 年からは畑仕事からワイン造りまでの全ての工程を管理す
るようになっています。ダニエル

ショタールでは、2004 年から農薬を全く使わないようにしています

が、2018 年からはビオディナミにも挑戦しています。フランスのワインガイド『ベタンヌ + ドゥソー
ヴ』の 2018 年版では、
「彼は、家族のドメーヌのワインに正確さと深みを与え、賞賛に値するワインを
提供しています。父親のダニエルと印象的なコンビを組んでいます」と記載され、新進気鋭の若手生産者
として注目されています。また、同誌 2020 年版でも、3 ッ星生産者としての地位を維持しています。

ソーヴィニヨン ブランだけではなくピノ
ダニエル

ノワールでも高評価を獲得

ショタールの所有畑は全てサンセール A.O.C.内にあります。サンセールはプイイ

共にソーヴィニヨン

ブランで知られる銘醸地ですが、プイイ

められていることです。ダニエル

ショタールは、ピノ

フュメと

フュメとの一番の違いは、赤とロゼも認

ノワールからの赤ワインの品質の高さでも知ら

れています。アメリカの著名なワインガイド『ワイン エンシュージアスト 2017.10.1』では、
「サンセ
ール

ブラン

ラルシュ

レ クリ

2015」
（取り扱い無し）が 95 点、
「サンセール

ルージュ

ル

シャン

2014」
（FB918：現行 2015VT）が 93 点を獲得しており、注目を集めています。

ド

リリースするワインはサンセールのみ
区画により異なる個性を表現しています
ダニエル

ショタールでは、スタンダード

クラスのサンセールとし

て、白（FB-795）
、ロゼ、赤（FC-132）を手掛けています。これらは
いわばワイナリーの顔のようなワインで、サンセールらしさを存分に
楽しむことが出来ます。これに対し、ダニエル

ショタールの持つ葡

萄畑の、それぞれの区画の個性を表現したテロワール
ります。弊社ではこれらの内、
「サンセール
セル

ブラン

アンリ（FB-917：写真左上）
」、
「サンセール

ヌ（FB-919：写真右上）
」
、
「サンセール

ルージュ

シリーズがあ
キュヴェ
ブラン
ル

マル
ラシー

シャン

ド

ラルシュ（FB-918：前ページのボトル画像）
」を取り扱っています。
なお、ドメーヌは現在転換期となっており、ラベルはダニエル
タール名義とシモン

ショ

ショタール名義とが混在していますが、いずれ

も同一生産者のワインです。
ダニエル

ショタールのワインは、2014 年より取り扱いを開始しました。弊社では、サ

ンセールのトップ生産者のひとりとして知られるヴァンサン

ピナール（『ベタンヌ +

ドゥソーヴ 2020』4 ッ星）等、素晴らしい生産者のワインを輸入し続けていますが、
「高
品質なサンセールの魅力を、もっと手頃な価格で楽しめる生産者を探したい」と考え、取
引を開始するに至りました。現在、サンセール 3 軒、プイイ フュメ 3 軒、ルイイ 1 軒
のそれぞれ個性的な生産者から、素晴らしいワインを輸入しています。そんな中でも、こ
のダニエル ショタールのワインは今まさに輝きを増しており、シモンの活躍によって今
美しく輝くソーヴィニヨン ブラン

後さらに品質向上が期待できると考えています。

シモン ショタールの哲学とこだわりを反映したワイン造り
ダニエル

ショタールが所有する葡萄畑は、標高 200～350m の丘陵地帯に位置し、全部で 13

の区画に分かれています。全体の 70％がキンメリジャンの粘土石灰質土壌、30％がカイヨット
（粘土を含まない、小石の多い石灰質土壌）です。葡萄の平均樹齢は 20 年、最も古い葡萄で樹齢
40 年ほどです。古い樹の畑は手摘みで、若い樹の畑は機械摘みで行います。白の発酵温度は 20
度前後で、発酵期間は 2 ヶ月。赤はタンニンがかたくヴェジタルな仕上がりにならないように、
発酵温度は 25 度を上回らないようにしています。マセラシオンは 25～30 日間行っています。
白ワインは、樽熟成をさせる場合にもフレッシュさを残すためマロラクティック発酵は行いませ
ん。赤ワインの場合はマロラクティック発酵が自然に起こるのを待ちますが、セラーの温度が低
すぎるとスタートしないため、セラー内の温度を上げて調節しています。

ワインになる前のジュース

「父の時代はクリアなジュースにこだわっていたため、3 日間かけて澱下げを行っていましたが、私は風味を残すため澱下げを 2 日
間にしています。また、ワインのボディの集約感や、アロマの抽出には、葡萄が完熟した状態であることが重要と考えています。そ
のため収穫の前に、区画ごとに 3 回のチェック工程を入れています。①葡萄を食べて状態を確認する。②葡萄を潰して、種の状態
等を確認する。③葡萄を絞ったジュースの状態を確認する。葡萄の糖度は機械でも確認できますが、これらの状態を自身でチェッ
クすることで、収穫時の葡萄の品質を高くしています」

ダニエル ショタールのワイナリーは、サンセールの南西、レイニー（Reigny）にあります。これは、丘陵地からレイニー村を望む景色です。所有する葡萄畑には、シモン
の祖父のマルセルや大叔父のアンリが植えた葡萄樹も現存しています。家族から受け継いだこれらの葡萄畑から、素晴らしいサンセールが生み出されます。

畑は、南、南東と南西向きです。収量は 59hL/ha で、収穫は一部手摘
み、一部機械で行います。それぞれの区画の葡萄は別々に醸造します。
100％除梗、破砕後、ニューマティックプレスで圧搾します。プレスし
た後、48 時間静置し、澱引きします。発酵はステンレスタンクで行いま
す。アロマを最大限に引き出すため、14 度の低温で発酵させます。低温
発酵させることで、青っぽいハーブのニュアンスやタニックなフレイバ
ーが出ないようにしています。スキンコンタクトは行わず、マロラクテ
ィック発酵もさせません。綺麗な澱とともにタンクで約 8 ヶ月熟成させ
ます。ワインにリッチさとアロマの複雑さを与えるために、味を確認しながら、12 月と 2 月に 1 回ずつ、バトナー
ジュを行います。清澄、フィルターをかけてボトリングします。白い花を思わせる華やかなアロマ。きれいな酸が豊
かな果実味と調和し、余韻に感じるフレッシュなミントやオレガノなどのニュアンスがアクセントになっています。
★「ギド デ ヴァン ベタンヌ&ドゥソーヴ 2019」で 15 点
【白・辛口】国／地域等：フランス／ロワール
葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン

品番：FB-795／JAN：4935919217958／容量：750ml

¥3,630(本体価格¥3,300)

50 本限り
所有する畑の中で一番樹齢の古い葡萄から造るキュヴェです。シモンの祖父マルセル、大叔父アンリが植えた葡萄なので
この名前を付けています。マルセルが植えたレ プラト（Les Plates）の区画は日当たりが良く、古いキンメリジャン土
壌。アンリが植えたレ マルヌ（Les Marnes）はより涼しく、西向きの泥灰土で、レ プラトよりも新しい年代のキンメ
リジャン土壌です。畝と畝の間には草を生やしています。収量は 40～45hL/ha。手摘みで収穫後すぐに除梗し、ニューマ
ティックプレスでやわらかく圧搾し、その後澱引きをします。発酵は 16～21 度に温度管理したステンレスタンクで行い、
マロラクティック発酵は行いません。20 ヶ月澱と共にフードルとタンクで寝かせ、軽くフィルターをかけてボトリングし
ます。花を思わせるピュアなアロマ。空気に触れるとスパイシーな要素が現れます。口当たりはしなやかで力強く、複雑
さも感じられます。エキゾティックなフルーツの要素と塩味、深みがあり、洗練されたエレガントな味わいです。
★「ギド デ ヴァン ベタンヌ&ドゥソーヴ 2019」で 16.5 点
【白・辛口】国／地域等：フランス／ロワール 葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン
熟成：フードルとタンクで 20 ヶ月

品番：FB-917／JAN：4935919219174／容量：750ml

¥5,500(本体価格¥5,000)

80 本限り
丘の中腹の斜面にあるグランド ルロット（Grandes Roulottes）と呼ばれ
る南向きの畑の葡萄を使用しています。1950 年代に植樹した、平均樹齢 60
年ほどの葡萄です。土壌はキンメリジャンのマール（泥灰土）。畝と畝の間に
は草を生やしており、肥料はオーガニックのコンポストを使用、防カビ剤は
使用しません。畑で完熟した葡萄を選別しながら手摘みで収穫します。収量
は 40hL/ha。ニューマティックプレスでやさしくプレスします。その後、澱
引きをします。発酵、熟成ともに樽で行いますが、樽がワイン本来の風味を
隠してしまわないよう、樽の素材、焼き具合を慎重に選んでいます。400L の
オーク樽 100％（新樽、1 年、2 年樽）を使用します。マロラクティック発
酵はさせません。樽で 10 ヶ月、その後ステンレスタンクで 6 ヶ月熟成させます。さらに 5 ヶ月瓶熟させています。桃や
ドライフルーツを思わせるアロマ、かすかにメントールやミネラルの要素が感じられます。口に含むとリッチでありなが
らフレッシュ。熟した果実と奥行きのあるミネラルのニュアンスも感じられます。ラシーヌは「根」という意味です。
★「ギド デ ヴァン ベタンヌ&ドゥソーヴ 2020」で 16 点
【白・辛口】国／地域等：フランス／ロワール 葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン
熟成：400L のオーク樽 100%（新樽、1 年、2 年樽）で 10 ヶ月、タンクで 6 ヶ月、瓶で 5 ヶ月

品番：FB-919／JAN：4935919219198／容量：750ml

¥6,160(本体価格¥5,600)

点
点

<赤ワインで知られていたフィロキセラ禍以前のサンセール>
サンセールは、辛口白ワインの銘醸地としてプイイ

フュメやシャブリと並ぶ名声を築いています。しかし、19 世紀中頃まではピノ ノワ

ールとガメイからの赤ワインで知られていました。特にピノ ノワールからのワインが有名で、中世の頃には、王国の宮廷生活の記録にも記
載されており、当時のジャン ド ベリー公爵（Duke Jean de Berry）によって「王国全体で最高のワイン」と信じられていたほどでした。
また、白ワインは主に耐寒性のあるシャスラから造られていました。フィロキセラ禍によってこれらの葡萄が壊滅的な被害にあったため、比
較的害虫に強いとされるソーヴィニヨン ブランに植え替えられました。それからわずか 150 年ほどで辛口白ワインの銘醸地としての地位
を築き上げたサンセールですが、現在、ピノ

ノワールからの赤ワインについて、その品質の高さに注目が集まっています。

畑は、丘の麓や丘の頂上など様々な場所に点在しています。表土は粘土石灰質、下層土はキンメリジャンで、上の部分は
マール主体、下の部分は粘土で構成されています。葡萄の仕立てはギヨー、栽植密度は 8,000 本/ha。収穫は畑で選別しな
がら手摘みで行います。また、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。発酵前に 14 度で 5 日間、低
温マセラシオンを行います。発酵はステンレスタンクを使い、葡萄の果皮についている天然酵母で 25 度に温度コントロー
ルしながら行います。発酵期間中、1 日に 1 回、ルモンタージュを行います。3 週間醸しをします。発酵後、ニューマティ
ックプレスで圧搾します。全体の 50％を 225Ｌのトロンセ産のバリック（新樽 15％、1 年樽 15％、2 年樽 15％、3 年以上
の樽 55％）、残りの 50％をステンレスタンクに入れ、12 ヶ月熟成させます。熟成後、それぞれのワインをブレンドし 3 ヶ
月ほど寝かせます。清澄はせず、軽くフィルターをかけてボトリングします。ブラックカラントやレッドカラント、チェ
リーを思わせるアロマが広がります。口当たりはやわらかで、かすかにスパイシーなフレイバーが感じられます。
★「ギド デ ヴァン ベタンヌ&ドゥソーヴ 2019」で 15.5 点
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ロワール
葡萄品種：ピノ ノワール
熟成：50％バリック､50％ステンレスタンクで 12 ヶ月、ブレンド後 3 ヶ月、瓶で最低 4 ヶ月

品番：FC-132／JAN：4935919311328／容量：750ml

¥3,740(本体価格¥3,400)

90 本限り
畑は丘の上部、南西向きの斜面にあります。La Vallée de la Côtes（ラ ヴァレ ド ラ
コート）と La Panquenelle（ラ パンクネル）の 2 つの区画から成ります。土壌は粘土
石灰質です。畑の畝と畝の間には草を生やしています。葡萄は畑で厳しく選別しながら手
摘みで収穫し、100％除梗します。収量は 40～45hL/ha。アルコール発酵前に 3 日間、低
温マセラシオンを行います。アルコール発酵は 18～25 度にコントロールしながらステン
レスタンクで約 2 週間行います。その間、1 日 2 回ルモンタージュします。228L のバリ
ックと、ロワールで祖父母の時代使っていた 300、400、500L の樽で、18 ヶ月熟成させ
ます。マロラクティック発酵は、春まで続きます。熟した黒い果実とスパイスのアロマと
共に樽の心地よい香りが広がります。熟したイチゴやカシス、ブランデー漬けのチェリーの風味にシナモンやペッパーなど
の要素が混ざっています。
★「ギド デ ヴァン ベタンヌ&ドゥソーヴ 2019」で 15.5 点
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ロワール 葡萄品種：ピノ ノワール
熟成：樽で 18 ヶ月

品番：FB-918／JAN：4935919219181／容量：750ml

¥5,500(本体価格¥5,000)

2 ,0 00 円 以 下 の

樽熟成白ワイン
樽熟成による、リッチでバランスの良い樽の風味をもった、
これからの時期にピッタリの白ワインをご紹介いたします。

フレンチオークの新樽熟成
日本以外ではリリースされていない、限定キュヴェ
アンデルーナ シャルドネ 2017
日本限定
キュヴェ

Andeluna Chardonnay

これは通常リリースされていない、稲葉用に特別に樽
熟させたワインです。これまでより樽熟成の期間を伸
ばし、樽の風味を顕著に出しています。手摘みで収穫
した葡萄を人の手で選別し、発酵は約 15 度にコント
ロールしたステンレスタンクで行ない、全体の 50％
をマロラクティック発酵させます。100％フレンチ
オークの新樽で 6 ヶ月熟成させています。緑がかった
黄金色、はっきりとしたトロピカルフルーツやバニラ
の香りが感じられます。生き生きとしてバランスがと
れ、フルボディで複雑さがあります。香り、味わい共
に、しっかりとフレンチオークを感じることが出来ま
す。
【白・辛口】

国／地域等：アルゼンチン／メンドーサ

生産者：アンデルーナ
葡萄品種：シャルドネ

セラーズ
熟成：フレンチオークの新樽で 6 ヶ月

品番：A-124／JAN：4935919061247／容量：750ml

¥1,760(本体価格¥1,600)

同価格帯のボルドーワインを凌駕するクオリティ
樽の要素をしっかりと感じる、飲み応えある 1 本
シャトー デ ゼサール ブラン
キュヴェ プレスティージュ 2018

Château des Eyssards Blanc Cuvée Prestige
遅く収穫し、完熟した葡萄を使っているのが特徴です。24～48 時間ス
キンコンタクトさせます。オークの樽で発酵させます。新樽、1 年樽、
2 年樽各 1/3 で、澱と共に攪拌しながら、6～12 ヶ月熟成させます。
洋梨のような完熟したフルーツにスモーク、ナッツ、蜂蜜の風味があ
ります。濃く、豊かな個性があり、滑らかで焦がしたオークの風味の
後口が感じられます。イギリスのワインマガジンのペサック

レオ

ニャンのブラインドテイスティングで NO.1 となったことがあります
（ぺサック レオニャンの特集に 2 本だけベルジュラックが混ぜられ
たブラインドテイスティング）
。
【白・辛口】 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：ソーヴィニヨン ブラン、セミヨン、ミュスカデル
熟成：オーク樽(新～2 年樽 1/3)で澱と共に 6～12 ヶ月

品番：FB-237／JAN：4935919212373／容量：750ml

¥2,090(本体価格¥1,900)
樽で発酵、熟成させたキュヴェ
長期熟成可能なミュスカデの魅力が体感出来ます
ミュスカデ セーヴル エ メーヌ シュール リ トラディション 2017
Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie Tradition

限定 300 本

樽発酵、樽熟成させたキュヴェです。収量は 45hL/ha です。収穫した葡萄は空気圧プレスでやさしく圧搾します。プレス
した果汁を一晩置き、澱下げをします。発酵はフレンチオーク樽（2～10 年樽）で行います。225L と 400L の樽を使いま
す。15～18 度で 20～30 日間発酵させます。温度を下げてキープし、マロラクティック発酵はさせません。きれいな澱と
共に 9 ヶ月樽熟成させます。さらにボトルで熟成させたのち、リリースします。金色がかった輝きのある黄色。かすかに
樽からのバニラ、ヘーゼルナッツやアーモンドのアロマ。非常にフレッシュでバランスのとれた味わいが感じられます。
心地よく、長い余韻があります。長期熟成可能です。
【白・辛口】 国／地域等：フランス／ロワール 生産者：ドメーヌ ド ラ フォリエット
葡萄品種：ムロン ド ブルゴーニュ
栽培：テッラ ヴィティス
熟成：澱と共にフレンチオーク樽（225L と 400L）で 9 ヶ月、さらにボトルで熟成

品番：FB-933／JAN：4935919219334／容量：750ml

¥2,200(本体価格¥2,000)

長年、好評いただいているロングセラー商品。リーズナブルな価格ながら樽の風味が感じられます。

ペイ ドック シャルドネ キュヴェ ド ブリュ 2019
Pays d'Oc Chardonnay Cuvée de Brieu

畑の土壌は粘土石灰質、標高 87m の比較的冷涼な北向きのテラスに広がっています。収穫した葡萄は酸化しないよう低温に
冷やしてセラーに運びます。数時間低温マセラシオンを行い、アロマを抽出します。その後、プレスし、澱下げします。14 度
の低温で発酵させます。きれいな澱と共にフレンチオークで熟成させます。グリーンがかった淡い黄色。白い花や熟した果実
の魅力的で複雑なアロマの中に、かすかにハチミツの要素が感じられます。リッチでエレガント、とてもしなやかな口当たり
です重厚感のあるボトルに詰めています。
【白・辛口】 国・地域等：フランス／ラングドック ルション
生産者：フォンカリュ
葡萄品種：シャルドネ
熟成：フレンチオークで澱と共に熟成

品番：F-609／JAN：4935919046091／容量：750ml

¥1,540(本体価格¥1,400)

「良いワインも重要だが、記憶に残るワインを造りたい」
という思いから、このワインが出来ました
サレント ビアンコ エレナ 2017
Salento Bianco Jelena

畑は、石灰質構造で、いくつかの領域を除いて、ほとんど岩で、石の
層と白亜質の斜面で構成されています。葡萄はギヨー仕立てです。気
候は、春と夏は非常に乾燥しており、冬は穏やかです。収穫時のセレ
クションがとても大事です。発酵、
熟成ともにアカシアを使ったバリッ
ク（225L、新樽、1 年樽）で行います。すべての品種は一緒に発酵、
熟成させます（混醸）。樽熟成した後は、すぐにノンフィルターで瓶詰
めします。父から受け継いだ手法で、父の代ではクルミの木の樽を使
用していましたが、アカシアの樽に変えました。アカシアの樽を使う
のは、アグレッシブになりすぎない、樽の香りが付きすぎないためで
す。ソフトでエレガントなスタイルに仕上がります。グリーンがかっ
たイエロー、黄桃のシロップ漬け、バニラの香りが感じられます。丸
みのある果実感があり、レモンのようなしっかりとした酸、タンニン
を僅かに感じます。
【白・辛口】 国／地域等：イタリア／プーリア
生産者：ロッカ ディ モリ
葡萄品種：グリッロ 40%、ビアンコ ダレッサーノ 30%、シャルドネ 30%
熟成：アカシアの樽（225L、新樽、1 年樽）で 12 ヶ月

品番：I-582／JAN：4935919055826／容量：750ml

¥1,980(本体価格¥1,800)

エレガントな果実味と
新樽の心地よさを感じる、絶妙な樽の風味

キアンタリ シャルドネ 2018
Chiantari Chardonnay

90％は自家畑の葡萄、残り 10％は共同組合の畑の中から選んだ優良な区画の葡萄を
使用しています。発酵はステンレスタンクで 14 度にコントロールしながら 13 日間
行います。マロラクティック発酵は木樽で約 7 日間行いますが、酸はしっかり残っ
ています。フレンチオーク樽（60％新樽）で 6 ヶ月熟成させます。熟成中にバトナー
ジュを行います。熟した洋梨を思わせる厚みのある果実味、しっかりとした酸が支
えています。かすかにスパイシーで、エレガントな樽の風味が心地よく感じられま
す。
【白・辛口】 国／地域等：イタリア／シチリア
生産者：ヴィニエティ ザブ
葡萄品種：シャルドネ
熟成：フレンチオーク(60%新樽)で 6 ヶ月

品番：I-714／JAN：4935919057141／容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

カステロ デ メディナが唯一、樽発酵、樽熟成させて仕込む、骨格のあるベルデホ
カステロ デ メディナ フェルメンタド エン バリッカ 2018
Castelo de Medina Fermentado en Barrica

225L のフレンチオークの新樽で発酵、6 ヶ月樽でバトナージュしながら熟成させます。
その後、最低 3 ヶ月瓶熟させます。グリーンがかったゴールデンイエロー。樽熟成によ
るバニラの香り、刈ったばかりの草や麦わら、フェンネル、そしてアニスのアロマが広
がります。口当たりはまろやかでとてもスムーズ、素晴らしくバランスがとれています。
長い余韻があり、しっかりとした骨格が感じられます。
★「デカンターワールドワインアワード 2020」で 96 点/金賞
★「ベルリン ワイン トロフィー2020」で金賞
【白・辛口】 国／域等：スペイン／ルエダ
生産者：ボデガス カステロ デ メディナ
葡萄品種：ベルデホ 90%、ソーヴィニヨン ブラン 10%
熟成：225L のフレンチオークの新樽で 6 ヶ月、最低 3 ヶ月瓶

品番：S-165／JAN：4935919071659／容量：750ml
¥2,200(本体価格¥2,000)

アパッシメントワイン
特 集
イタリアのヴァルポリチェッラを中心に行われている伝統製法
凝縮した旨みと香りの高さを持つワイン

「2015VT は天候に恵まれ、とても品質の良い葡萄が多く得られました。
10 年は熟成出来るでしょう 」 —ジャンマリア リゲッティ
アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ
カピテル デ ロアリ 2015
Amarone della Valpolicella Classico Capitel de Roari

畑は決めず、その年によって最良の畑の葡萄を使います。日当たりが良い丘陵地にあり、粘土質の多い土壌
で、収量は低くなりますが良い葡萄が出来ます。このアマローネは厳しく葡萄を選別するため、100kg の葡
萄から最大でも 30～35L しかワインになりません。10 月に房のまま収穫した葡萄は、3 月までアパッシメン
ト（陰干し）します。天然酵母を使用して発酵させ、大樽と 225L のバリック各 50％で、18～20 ヶ月熟成さ
せています。大樽とバリックの比率は年によって異なりますが、樽の影響が出すぎないようにしています。
僅かにオレンジかかった深いガーネット色、ビターチョコレート、シナモンを思わせる香りもあります。力
強いアタックがあり、かすかに甘味を感じます。喉越しは驚くほどなめらかで、余韻も素晴らしく長く続き
ます。
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／ヴェネト
生産者：ルイジ リゲッティ 葡萄品種：コルヴィーナ、ロンディネッラ､他
熟成：大樽と 225L のバリック各 50％で、18～20 ヶ月

品番：I-099／JAN：4935919050999／容量：750ml
品番：I-293／JAN：4935919052931／容量：375ml

¥4,620(本体価格¥4,200)
¥2,530(本体価格¥2,300)

2010VT の生産量約 1000 本！
これまでに生産したヴィンテージは 2004 と 2008 のみ！

アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ G&G 2010
Amarone della Valpolicella Classico G&G
左から、ジュゼッペ（兄）ルイジ（父）
ジャンマリア

「私と兄のジュゼッペは小さいこ
ろからセラーのすぐ隣で育ちまし
た。これまでずっとワイン造りと
共に人生を歩んできたのです。ワ
インは生き物なので傍を離れるこ
とはできません。私たち家族は葡
萄の状態からワインになって出荷
されるまでずっとワインを見守っ
ています。そうした家族に敬意を
表して、こ のワイ ン名にし まし
た。」 ―ジャンマリア リゲッティ

「G&G」とは、リゲッティ家の兄弟、ジャンマリアとジュゼッペの頭文字をとったも
のです。良いヴィンテージにしか生産しません。畑は、古くからヴァルポリチェッラ
を産する「クラッシコ」のエリアの丘陵地にあり、標高は 300m です。摘み取った葡
萄は 5 ヶ月間アパッシメント（陰干し）します。その後、翌年の 2 月から 3 月にかけ
てプレスします。発酵は天然酵母を使い、温度コントロールしながら 20 日間行いま
す。その後、フレンチオークのバリックで 24 ヶ月熟成させます。その中から、試飲を
して最も素晴らしい 4 樽をこのワインのために選びます。フィルターをかけずにボト
リングし、1 年間瓶熟させています。ガーネットを帯びた深い赤色。暖かみのある味
わいで、口当たりはベルベットのようにとてもしなやかです。深みと広がりがあり、
非常にバランスがとれています。
【赤・フルボディ】国・地域等：イタリア・ヴェネト ヴァルポリチェッラ
生産者：ルイジ リゲッティ 葡萄品種：コルヴィーナ 90％、ロンディネッラ 10％
熟成：フレンチオークのバリックで 24 ヶ月

品番：I-859／JAN：4935919058599／容量：750ml

¥9,350(本体価格¥8,500)

カ ルガーテの努力が実り、ついに 2012VT がトレ ビッキエーリを獲得！
エレガントさと飲み易さを追及したアマローネは、白ワインを生産してきたカ ルガーテならではのスタイル。

アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ
プンタ 470 2015
Amarone della Valpolicella Punta 470
モンテッキーア

ディ

クロザーラ近辺の丘の自家畑「プンタ

ト

ロッティ」から、最良の葡萄を選別します。標高は 410～500m で、
南と南西向きです。土壌は、砂利と石灰岩です。9 月の下旬に収穫し
た葡萄を 4～5 ヶ月陰干し（アパッシメント）します。葡萄品種ごとに
ステンレスタンクに入れ、選別酵母で 15 日から 20 日間ほどアルコー
ル発酵させます。アルコール発酵が終わったらやわらかくプレスし、

オーナーのミケーレ テサリ（右）

ブレンドして樽に入れます。50％ずつ 500L のトノーと 20hL の大樽に
入れて、25 ヶ月熟成させます。濃いガーネット色、熟したブルーベリー
やブラックベリー、チェリーの濃縮した、またオークのスパイシーな
風味があります。味わいは、リッチでフルボディ、濃縮しています。
素晴らしいバランスで、長く余韻が残ります。
★「イ ヴィーニ

ディ

ヴェロネッリ 2020」で 3 星／91 点

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ヴェネト
生産者：カ ルガーテ
葡萄品種：コルヴィーナ 45%、コルヴィノーネ 40%、ロンディネッラ 15%
熟成：50％ずつ 500L のトノーと 20hL の大樽に入れて、25 ヶ月

品番：I-397／JAN：4935919053976／容量：750ml

品質を追求したソアーヴェでトップ
生産者のひとりとして名が知られる
カ ルガーテ。近年では赤ワインにも
注力しており、このアマローネの
2012VT が「ガンベロ ロッソ」でト
レ ビッキエーリを獲得しました。ま
た、カ ルガーテとしてはトレ ビッ
キエーリを獲得した 6 アイテム目のワ
インとなりました。ソアーヴェだけに
留まらず、ヴェネトを代表する生産者
へ躍進を遂げています。

¥8,800(本体価格¥8,000)

ピオーナ家が、ヴァルポリチェッラのテロワールを表現するために設立したカンティーナ

トッレ ドルティの “最上キュヴェ”

アマローネ デッラ
ヴァルポリチェッラ 2013
Amarone della Valpolicella

2013VT は

100 本限り

※無くなり次第 2016VT に切り替わります

収穫した葡萄は木棚に並べ、標高 300ｍに位置する小屋で自然乾
燥させます。乾燥の過程は、葡萄がベストの状態になるように翌
年の 1 月まで続きます。醸造には高アルコールでも死なない酵母
を使用、伝統的な方法で、ルモンタージュ、デレスタージュを行
いながら 15～20 日行ないます。その後、果皮とともに数日マセラ
シオンします。100％フレンチオークの新樽で 12 ヶ月熟成させま
す。その後、大樽に入れブレンドして、瓶詰まで保存します。強い
スパイスのアロマ、ペッパーやチェリーの香りが広がります。高
いアルコールに負けないタンニンとしっかりとした骨格が、この
ワインを洗練されたバランスの良い味わいにしています。
★「ルカ

マローニ ベストワイン年鑑 2018」で 93 点

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ヴェネト
生産者：トッレ ドルティ（ピオーナ家）
葡萄品種：コルヴィーナ、コルヴィノーネ、ロンディネッラ、オセレータ
熟成：フレンチオークの新樽で 12 ヶ月

品番：I-617／JAN：4935919056175／容量：750ml

¥7,150(本体価格¥6,500)

オーナーで醸造家のルチアーノ ピオーナ

安定した品質で、弊社が 1990 年代初め
から取引を続けるピオーネ家が、2000 年
にヴェルポリチェッラに設立したカン
ティーナです。
アマローネの葡萄は、認証員会に申請、品
質基準を満たしているものだけが使用を
認められます。2013VT は、申請された
全体量の 30％は基準を満たすことがで
きず認められませんでした。しかし、ピ
オーナ家の葡萄は 100％認められ、
「これ
には認証委員会も驚いていた」とルチ
アーノは語ります。こうしたエピソード
からもピオーネ家の妥協を許さないワイ
ン造りと品質の安定性が伺えます。

アマローネ以外で、アパッシメントを取り入れた「魅力的なワイン」
アマローネと同じ造りをして、1 年早くリリースしています
ルチアーノ ピオーナ曰く、「ベビー アマローネ」

ヴァルポリチェッラ スペリオーレ モラリ 2017
Valpolicella Superiore Morari

乾燥した葡萄を 100％使用しアマローネと同じ造り方をして、1 年早くリリースしています。
（熟成を 1 年長くすればアマ
ローネとして出荷出来る）
。標高 350m の畑の区画の葡萄を使用しています。日照条件に恵まれ、風通しのよい畑で育つ
葡萄は健康で、完璧な状態に成熟します。葡萄は畑で選別し、小さな木のバットに入れ換気の良い専用の部屋で 2～3 ヶ
月乾燥させ、30～40％の水分を蒸発させます。果実が健全な状態で 1 月に至るよう、乾燥の期間中は細心の注意が欠かせ
ません。高い糖度と低い外気温のために、醸造にも注意が必要です。毎日少しずつ葡萄を発酵させていき、糖分が無くなっ
たらまた葡萄を入れていくといった方法をとっています。毎日ルモンタージュしながら、20 日間醸しを行います。その
後、バリック（新樽、アマローネに使った 1 年樽各 50％）に入れて、バトナージュしながら澱と共に 12 ヶ月熟成させま
す。アルコールの強さを感じさせないバランスがあります。チェリーやブラックベリー、ブルーベリーのはっきりとした
香り、バルサムや白胡椒もかすかに感じられます。ミネラルと柔らかさが、口の中でソフトなタンニンと混ざり合います。
長い余韻があります。
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／ヴェネト
生産者：トッレ ドルティ（ピオーナ家）
葡萄品種：コルヴィーナ、コルヴィノーネ、ロンディネッラ
熟成：バリック（新樽、1 年樽各 50％）で澱と共に 12 ヶ月

¥4,180(本体価格¥3,800)

品番：I-616／JAN：4935919056168／容量：750ml

メルロを短期間アパッシメントした、アマローネ スタイルのワイン
アルコールの高さを感じさせない、均整のとれたバランスがあります

メルロ ガルダ ファイアル 2014
Merlot Garda Faial

※無くなり次第 2016 年に切り替わります

ヴァルポリチェッラ以外の葡萄で、短期間アパッシメントするという新しい方法を取り
入れたキュヴェ。収穫した葡萄を小さな木箱に入れて乾燥させます。収穫量を低く抑え
ているので糖度は十分なレベルになっており、あくまでも乾燥によるニュアンスを与え
るためです。アマローネのように長い期間は行わず、最大で 3 ヶ月です。伝統的な発酵
の後、12～14 日間醸しを行います。マロラクティック発酵後、新樽と 2 回使用樽各 50％
で 18 ヶ月熟成させます。非常に長い寿命を持ったワインです。2013 年に来日した際、
「ファースト ヴィンテージは 1997 年ですが、今飲んでも非常に若々しい状態です」と
ルチアーノは話していました。

NEW ラベル

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ロンバルディア 生産者：ラ プレンディーナ（ピオーナ家）
葡萄品種：メルロ
熟成：新樽と 2 年樽各 50％で 18 ヶ月

品番：I-308／JAN：4935919053082／容量：750ml
¥5,500(本体価格¥5,000)

トスカーナの伝統製法「ゴヴェルノ」に注目したファルネーゼ渾身の 1 本
ゴヴェルノ アッルーゾ トスカーノ ポッジョ チヴェッタ 2017
Governo All'Uso Toscano Poggio Civetta

「ゴヴェルノ」は、1400 年頃から、キアンティをはじめこのエリアのワイン造りに用いられてきた伝統的な製法で、干し葡萄状ま
で乾燥させ糖度の高くなった葡萄（又はそれを圧搾したマスト）を、すでに出来あがったワインに加え、再びゆっくりと発酵させ
る製法です。9 月の前半に収穫したメルロを除梗、破砕し、選別酵母を使い発酵させます。9 月後半に残りの葡萄を収穫します。
その際、一部の葡萄は摘み取らず、樹上に残したままにして 4～5 週間乾燥させます。収穫した葡萄は品種ごとに別のタンクで発
酵させ、プレスして、ブレンドします。そこに、遅摘みにして乾燥させた葡萄を圧搾したマストを加えます。そこで 2 度目の発酵
を起こさせます。発酵後、一部のワインをフレンチバリックに入れ 5 ヶ月程熟成させます。鮮やかなルビーレッド色、熟した赤い
果実や花を思わせる香りの混ざる複雑なアロマを持っています。フルボディでしなやか、非常にフルーティな味わいです。
★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 97 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／トスカーナ

生産者：テヌーテ ロセッティ

葡萄品種：サンジョヴェーゼ、メルロ、カベルネ ソーヴィニヨン、シラー
熟成：一部をフレンチバリックで 5 ヶ月

品番：I-823／JAN：4935919058230／容量：750ml

¥2,530(本体価格¥2,300)

「こちらのワインは、私の父が造ったワインです。30 年ほど前、父が良い年のバルバレスコを一
部だけとっておき、素晴らしい状態になってからリリースしようと考えたのがきっかけです。こ
のワインは、その時代を切り取る「写真のようなワイン」で、当時のことを思い出させてくれま
す。今のロベルト サロットのスタイルとは異なり、まだアパッシメントも行っていません。当
時はこれが最高のバランスだったと思います。若々しさや、ネッビオーロらしい厳格なニュアン
スがあり、熟成による複雑な要素が現れています。タンニンもまだ感じ取れると思います。柔ら
かくハーモニーがあり、食べ物が欲しくなる味わいです」

醸造家兼オーナーのロベルト サロット

――2020 年 2 月の来日セミナー時のロベルトのコメント

バルバレスコ エリアの 2001VT は
「ワインアドヴォケイト」の
ヴィンテージチャートで 96 点
2000 年以降のヴィンテージでは
最高のポイントとなっています

VT
Barbaresco Riserva
葡萄は 10 月末に収穫し、発酵前にコールド

マセレーションします。その後、29 度に温度

管理しながら 15 日間、発酵と醸しを行います。当時は、一部のタンクは温度管理出来ませ
んでした。発酵終了後、果皮と共にさらに 10 日間長いマセラシオンを行います。伝統的な
スラヴォニアオークの樽で 48 ヶ月以上熟成させます。樽のサイズは様々で、7hL～50hL で
す。スパイシーでかすかになめし皮の要素が感じられるアロマ、味わいは非常にやわらかく、
エレガントです。複雑で持続性のある長い余韻が心地よく感じられます。ボトルは、「ルス
ティカ」と呼ばれる、昔 1 本 1 本手造りしていた頃の形に似せたものです。2001VT は昔の
ラベルを復刻し、妻に捧げる意味を込め「ヴィッラ

アウローラ」の文字を入れています。

来年成人される方へのプレゼントとしてもおすすめです。
【赤・フルボディ】

国／地域等：イタリア／ピエモンテ

生産者：ロベルト サロット

葡萄品種：ネッビオーロ

熟成：スラヴォニアの樽で 48 ヶ月以上、その後ステンレスタンクで保管
品番：I-841／JAN：4935919058414／容量：750ml
ロベルトの父アンジェロは 70 歳の誕生日
（1998 年）を期に、古いヴィンテージのバルバ
レスコを一番良い状態になった時にリリース
しようと考え、毎年一部をこっそりと売らずに
キープしていました。この古いワインは忘れ去
られ、その後 15 年程経って、古い醸造日記と
一緒に発見されました。樽熟成の後ステンレス
タンクに入れられていたため、ワイン自体が
ゆっくりと熟成し良い状態をキープしていま
した。家族で相談した後、この希少なワインを
売ることに決めました。ワインは今まさに、驚
きの品質に到達しています。

¥6,600(本体価格¥6,000)

アルバの中心地にある、サロット家の経営するレ
ストランの地下セラー。この貴重なバルバレスコ
リゼルヴァは、奥にある格子の先に、1 本 75 ユー
ロ（現在のレートで約 9,300 円）の値札をつけて
並べられていました！

「カルムネール アル ムンド 2018」

カ ル ム ネ ー ル ア ル ム ンド
は、チリワインを象徴する葡
萄品種であるカルムネールに
特化した品評会です。最高の
カルムネールを選出すること
を目的として、国内外の審査
員が 30 名ほど集まり、4 日
間にわたりテイスティングを
行いました。偉大なワイン 12
本に大金賞（Gran Oro）が、
優れた 21 本に金賞（Oro）が
授与されました。

ビーニャ ウィリアム フェーヴル

チリ

シャブリの地位向上に努めた偉大な人物、故ウィリ
アム フェーヴルが、チリで理想の葡萄畑を探し求
め、現地のピノ家とともに立ち上げたワイナリーで
す。ワイン造りは現在、父のビクトール ピノ（写真
右）と息子のゴンザーロ ピノ（写真左）を中心とし
て、この土地のテロワールを表現した偉大なワイン
造りを行なっています。

エスピノ カルムネール 2017
Espino Carmenère

40 ケース限り

収穫は 5 月の第一週に行います。選果テーブルで厳しく選別します。除梗、破砕した後、240hL のステンレスタ
ンクに入れ、発酵前に低温マセラシオンを行います。発酵中は 1 日に 2 回ポンピングオーバーを行い、ゆっくり
とタンニンを抽出します。アルコール発酵後、5 日から 10 日間マセラシオンを行います。マロラクティック発酵
の後、全体の 75～80％は樽で 8 ヶ月熟成させます。豊かなアロマの中にはブラックペッパーやレッドペッパーの
スパイシーな要素と樽からくるスモーキーなニュアンスが感じられます。口に含むと非常にフレッシュでジュー
シー、パワフルでありながらシルクのようにしなやかなタンニンが感じられます。カルムネールらしいスパイシー
でやわらかな余韻があります。
★「カルムネール

アル

ムンド 2018」で大金賞（Medalla Gran Oro）。

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー 生産者：ウィリアム フェーヴル チリ
葡萄品種：カルムネール

熟成：75～80％は樽で、残りはステンレスタンクで 8 ヶ月、瓶で 6 ヶ月

品番：W-076／JAN：4935919080767／容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

アイスヴァイン特集
生産者の努力の賜物と言える、“貴重な甘口ワイン”

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。
外気温がマイナス 7 度以下で収穫しなければならない、という規定があるアイスヴァインは、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。気温が下が
るまで辛抱強く待つ忍耐力、その間に葡萄が痛んでしまい収穫を失うかもしれない、というリスクを負
いながら、生産者が畑で数多くの作業を行った結果、やっと得ることが出来るアイスヴァインは、まさ
に生産者の努力の賜物と言えます。
弊社では出来るだけ長く、そして出来るだけ多くのお客様に貴重なアイスヴァインをお届けしたいと思
い、アイスヴァインが出来た 2016VT と 2018VT を思い切った本数を買い付けしましたが、アイテム
によっては、いよいよ最終のご案内となりそうです。是非この機会をお見逃しなく。

2018VT のゾンネンベルクのアイスヴァインは
香り、味わいが非常にしっかりしています。
ウーデンハイマー ゾンネンベルク リースリング
アイスヴァイン 2018
Udenheimer Sonnenberg Riesling Eiswein
このアイスヴァイン用の葡萄の収穫は 1 月 22
日に終わりました。ファウスの歴史の中でもこ
こまで収穫が遅くなったのは初めてとのこと
です。しっかりと凍った状態で収穫された葡萄
は、セラーに運ばれ、凍った状態のまま圧搾さ
れます。果汁は非常に凝縮されているため、発
酵は非常にゆっくりとしか進みません。
2018VT のゾンネンベルクのアイスヴァイン
は香り、味わいが非常にしっかりしています。
様々なトロピカルフルーツの要素が感じられ

オーナーのルドルフ ファウス

ます。
【白・極甘口】

国／地域等：ドイツ／ラインヘッセン

生産者：ルドルフ

ファウス

残留糖度:188．3g/L

葡萄品種：リースリング

酸度：8．2g/L

品番：KA-637／JAN：4935919196376／容量：375ml

¥4,400(本体価格¥4,000)

「良質な葡萄が得られた 2016ＶＴは、20 年後も美味しく楽しめる」と語る秀逸品
ウーデンハイマー キルヒベルク リースリング アイスヴァイン 2016
Udenheiemr Kirchberg Riesling Eiswein

500 本限り

2016 年のリースリングの収穫は 11 月 30 日、日の出前の早朝、マイナス 9．5 度の中、行いました。これほど早い時期に収穫
出来るのは珍しいことです。2016VT は、健康な葡萄が多かったため、アイスヴァイン用の葡萄がより多く収穫出来ました。128
エクスレあります。「口に含むと、甘さと酸が交互に感じられ、酸がしっかりとあることが分かります。これは樹齢の若いリー
スリングならではのことです。アイスヴァインにとっては、10～20 年位がよい樹齢です」とルドルフは話していました。透明
感と清涼感を持った果実のアロマがあります。とても良い品質で、アイスヴァインの魅力が堪能出来、20 年後も美味しく飲め
ることでしょう。
【白・極甘口】 国／地域等：ドイツ／ラインヘッセン 生産者：ルドルフ ファウス
葡萄品種：リースリング
残留糖度：143．2g/L
酸度：10．0g/L

¥4,620(本体価格¥4,200)

品番：KA-544／JAN：4935919195447／容量：375ml

シャルドネを使った、ファウスならではの珍しいアイスヴァイン
ウーデンハイマー ゴルトベルク シャルドネ アイスヴァイン 2016
Udenheimer Goldberg Chardonnay Eiswein

400 本限り

2016VT のシャルドネの収穫は 12 月 7 日、日の出前の早朝、気温マイナス 8．5 度の中、行いました。冬はこの時間が最も寒く
なります。凍った状態で収穫した葡萄をプレスします。発酵はステンレスタンクを使い、低温で行います。高い糖度を持った葡
萄の発酵は、頻繁にチェックが必要です。発酵が終わるまで忍耐強く見守る必要があります。完熟リンゴやドライフルーツ、ハ
チミツを思わせるたっぷりの果実のアロマがあります。124 エクスレありますが、しっかりとした酸のおかげで、ワインに透明
感、フレッシュさ、そして長期熟成のポテンシャルを与えています。
【白・極甘口】 国／地域等：ドイツ／ラインヘッセン
生産者：ルドルフ ファウス
葡萄品種：シャルドネ
残留糖度:149．7g/L
酸度：9．4g/L

¥4,620(本体価格¥4,200)

品番：KA-537／JAN：4935919195379／容量：375ml

ショイレーベのやわらかい酸と充分な甘さが
アイスヴァインの醍醐味を楽しませてくれます

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
りと完熟した良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)

樹齢の古いシルヴァーナーで造るアイスヴァインで、バランスの良さが
ハイマースハイマー ゾンネンベルク シルヴァーナー アイスヴァイン 2018
Heimersheimer Sonnenberg Silvaner Eiswein

収穫した葡萄はすぐにセラーに運び、凍った状態でプレスします。このようにして高濃度の果汁のみを醸造しま
す。非常に上品でエレガントな甘さと洗練されたきれいな酸がバランスよく調和しています。砂糖漬けのレモン
を思わせる味わいがあります。

KA-419

【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：シルヴァーナー
残留糖度:164．0g/L

K-729

酸度：6．3g/L

品番：K-729／JAN：4935919027298／容量：375ml

¥4,620(本体価格¥4,200)

BORDEAUX
ボルドーワイン
特別な価格で入手出来た限定数量のボルドーワイン。
各アイテム、在庫が無くなり次第、終了となります。是非ご活用下さい。

「サンテミリオン グラン クリュがこの価格で楽しめる」
全体的に涼しい年となった 2012 年。
そんな中で、エレガントながら果実の膨らみがあり、バランスよく、
飲み頃を迎えているのがこのワインの特徴です。

シャトー ガイヤール ド ラ ゴルス
サンテミリオン グラン クリュ 2012

Château Gaillard de la Gorce Saint-Emilion Grand Cru
サン テミリオンのワインは全世界で高い評価を得ていますが、それは「グラン
品質の高さが起因しています。AOC サン テミリオン

クリュ」の

グラン クリュは特定のテロワール

を表しているわけではありませんが、毎年厳しい審査が行われ、格付けが更新されています。
そして数少ない最高の品質のワインだけが「グラン

クリュ」の名称を使用することが許さ

れています。このシャトーはサン テミリオンの街から 5 キロほど東に離れた小さな村にあ
ります。畑は 6ha で、土壌は粘土石灰質です。収穫は機械摘みです。醸造は伝統的な方法で
行われますが、温度管理は徹底しています。バリック樽とステンレスタンクで 18 ヶ月熟成
させています。深いルビーレッド。香りには森の下生えや樹皮のアロマが感じられます。口
当たりはシルキーで、繊細でふくらみのある凝縮感があり、余韻には完熟した果実の風味が
いつまでも長く続きます。
【赤・フルボディ】
国／地域等：フランス／ボルドー／サンテミリオン
葡萄品種：メルロ 70％、カベルネ フラン 30％
熟成：バリック樽とステンレスタンクで 18 ヶ月

品番：FC-214／JAN：4935919312141／容量：750ml

¥3,080(本体価格¥2,800)

2012 年ヴィンテージについて
寒い春が続き、開花は例年よりも遅く、色づきも例年より遅くなりました。その後は晴
天に恵まれましたが、生育期の降雨量の多さから例年以上に畑の作業を強いられました。
全体的に雨が多かったヴィンテージで、早熟のメルロにとっては期待の出来るヴィン
テージとなりました。

2009VT や 2010VT 年のような派手さはありませんが、
その分個性がはっきりと出たヴィンテージです
ラ ヴィエルジュ デュ シャトー アルノートン 2011
La Vierge du Château Arnauton

土壌は粘土石灰質、栽植密度は 1ha 当たり 5,500 本。収量は 44hL/ha です。収穫した葡萄は、アルコール発酵前に低温
マセラシオンを行います。発酵はコンクリートタンクで 28～30 度にコントロールしながら 21 日間行います。発酵中、ミ
クロビュラージュを行います。全体の 1/3 を樽、残りはコンクリートタンクに入れ 12 ヶ月熟成させます。チェリーがかっ
たルビーレッド、赤い果実と樽の心地よい香りがうまく調和しています。口に含むと柔らかく、素晴らしい果実味が広が
ります。程よい酸が感じられ、とても調和のとれた味わいです。
★「コンクール ド ボルドー2013」で金賞
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー／フロンサック
葡萄品種：メルロ 熟成：1/3 を樽、2/3 をコンクリートタンクで 12 ヶ月

¥3,080(本体価格¥2,800)

品番：FB-857／JAN：4935919218573／容量：750ml

アシェット ガイドにも度々掲載される実力派シャトー
シャトー ラルジャンテール 2014
Château L’Argenteyre

シャトーは、ボルドー市街から北西に 60km、メドック北部のベガダン村にあります。葡萄畑はジロンド川から 3km に
位置し、川からの良い影響を受けています。面積は 27ha、土壌は砂利と、粘土石灰質の混ざる組成となっています。収
穫は手摘みと機械摘み。醸造は区画ごとに行います。収穫した葡萄は選果テーブルで厳しく選別し、コンクリートタンク
とステンレスタンクを使い、24～26 度にコントロールしながら発酵させます。熟成はバリック（35％新樽）で 14～18 ヶ
月行います。紫がかった濃い赤色、スパイシーなベリーに熟した葡萄のニュアンス、程よい樽のニュアンスも感じられま
す。力強く、まろやかで、熟したタンニンが心地よく感じられます。
【赤・フルボディ】
国／地域等：フランス／ボルドー／メドック
葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ、プティ ヴェルド
熟成：バリック（35％新樽）で 14～18 ヶ月

クリュ

ブルジョワ

品番：FC-313／JAN：4935919313131／容量：750ml

¥2,200(本体価格¥2,000)

シャトー 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
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／ボルドー シュペリュール
葡萄品種：メルロ 70％、カベルネ ソーヴィニヨン 20％、カベルネ フラン 10％
熟成：全体の 1/3 を樽熟成

品番：FC-269／JAN：4935919312691／容量：750ml

¥2,310(本体価格¥2,100)

天才醸造家と呼び声の高いステファン ドゥルノンクールがコンサルタント

ドメーヌ ド クルテイヤックのセカンドワイン
フルール ド クルテイヤック 2016
Fleur de Courteillac
天才醸造家ステファン

ドゥルノンクールがコンサルタントを務めるドメーヌ

ド

クルテイヤッ

クのセカンドワインです。この価格帯でセカンドワインを造ること大変珍しいことです。このワイン
は比較的樹齢の若い木の葡萄を使っています。一部はドメーヌ

ド

クルテイヤックに使わなかった

プレスワインを使用します。収穫は機械で行います。除梗し、セラーで良い葡萄だけを選別します。
発酵は品種ごと、区画ごとに分け、ステンレスタンクと小型のコンクリートタンクを使い、27 度から
30 度に温度コントロールしながら行います。フレッシュさと果実味を失わないよう、一部のみバリッ
クで熟成させ、ワインにエレガントさとまろやかさを与えています。しっかりと濃い色合い、フレッ
シュかつフルーティで非常によくバランスが取れています。
「カシミヤを液体化したようなイメージ」
というオーナーのドミニク
【赤・フルボディ】

メヌレの言葉どおり、非常にシルキーでしなやかな口当たりです。

国／地域等：フランス／ボルドー／ボルドー

葡萄品種：メルロ、カベルネ

ソーヴィニヨン、カベルネ

シュペリュール

フラン

熟成：一部をバリックで熟成

品番：FC-318／JAN：4935919313186／容量：750ml

¥1,980(本体価格¥1,800)

メドックでたいへん長い歴史を持ち、奇跡の復活を遂げた
シャトー ダルサックのオーナーが、オー メドックで手掛けるワイン

シャトー ル モンテイユ ダルサック 2012
Château le Monteil d'Arsac
ル

モンテイユ

ダルサックは、シャトー

ダルサックのセカンドワインというよりも弟分のような

位置づけです。シャトーの歴史は古く 900 年以上の歴史を持ち、メドックの中でも最も古いシャトー
のひとつです。12 世紀、当時のアルサック卿の所有となり、その後、16 世紀には有名な哲学者ミシェ
ル

ド

モンテーニュの兄弟の手に渡ります。18 世紀になるまで葡萄栽培は行われていませんでし

たが、19 世紀末にはメドックで最も広い畑を持つまでになりました。20 世紀初頭にフィロキセラの
被害を受け、葡萄は壊滅してしまい、1930 年代の半ばには完全に衰退し、1954 年のマルゴーの AOC
が認定された際にも外れてしまいます。時が過ぎ、1986 年にフィリップ

ラウーがシャトーを購入

します。彼は 10 年をかけてシャトーを再興します。荒れ果てた畑に、新たに葡萄を植え、セラーを
改築し、設備の近代化を図りました。その結果、AOC マルゴーと AOC オー
108ha の畑は見事に復活しました。このワインはオー

メドックの所有する

メドックの畑（54ha）からのものです。発

酵は温度コントロールされたステンレスタンクで 3 週間から 4 週間行います。熟成は全体の 30％を
バリック、70％をステンレスタンクで行います。一部樽熟成による心地よい木のアロマが感じられま
す。口に含むと肉厚で丸みがあり、タンニンはとてもしなやかです。
【赤・フルボディ】

国／地域等：フランス／ボルドー／オー メドック

葡萄品種：メルロ 51%､カベルネ

ソーヴィニヨン 49%

熟成：30％をバリック、70％をステンレスタンク

品番：FC-337／JAN：4935919313377／容量：750ml

¥2,530(本体価格¥2,300)

CHÂTEAU DU HAUT-MARAY
良いヴィンテージにのみ、所有する最も優れた区画葡萄を使い、樽で発酵、熟成させて造る

シャトー デュ オー マレの “プレミアム キュヴェ”

限 定

兄のジェロ―ム ルーカス（左）と弟のジュリアン（右）
。ジュリアンは、サンテミリオン
第一特別級 A に昇格した「シャトー パヴィ」の醸造チーフを務めており、
「オー マレで働
くことの方が、私にとってはより魅力的だ」と語ってくれました。マイクロ シャトーです
が、造りはまさにグラン ヴァンです。

兄弟の思いを込め「極秘」という名をつけた最上級品

シャトー デュ オー マレの真髄を体感できる 1 本

シャトー デュ オー マレ ルージュ
コンフィダンス 2015
Château du Haut-Maray Rouge Confidence

「コンフィダンス（Confidence）
」とは「秘密」と言う意味で、造り手のジェロー
ムとジュリアンの二人の秘めたる思いを込めたワインです。オー

マレの畑の中

で最も優れた区画の葡萄をセレクションして造っています。土壌は白亜の混ざる
粘土質です。収穫は畑で選別しながら手摘みで行います。500L のフレンチオー
ク樽で 4～5 週間という長期間の発酵、醸しを行います。凝縮を高めるため、全
体の 20％はセニエを行います。ブレンドした後フレンチオーク樽で 22 ヶ月（新
樽比率 50％）熟成させます。2015VT の生産量はわずか 1200 本です。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ボルドー／グラーヴ
葡萄品種：メルロ 70％、カベルネ

ソーヴィニヨン 30％

熟成：フレンチオーク樽（新樽比率 50％）で 22 ヶ月

品番：FC-284／JAN：4935919312844／容量：750ml

¥7,150(本体価格¥6,500)

120 本

イタリアワインガイド「CIVILTA DEL BENE」が主催するワインコンクール
ga あああああ

THE ITALIAN WINE COMPETITION 2020

ベストワインに選出
単一畑、オーガニック栽培、良年のみ生産する“上級キュヴェ”
ファルネーゼのセラーで熟成させた 2012VT が楽しめます

オピ モンテプルチャーノ ダブルッツォ
コッリーネ テラマーネ リゼルヴァ 2012

Opi Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Riserva
カンタルッポにある単一畑「オピ」の葡萄を使用しています。コッリーネ テラマーネ（I-457）よ
り樹齢が古く、より厳しく収穫制限をしています。手摘みで収穫し、小さなバスケットに入れて、
ワイナリーへ運びます。除梗し、2 度手で選別。ソフトに破砕し、25 日醸しをします。バリック
で 24 ヶ月熟成後、6～12 ヶ月瓶熟させています。しっかりとした樽の風味と充分なタンニンがあ
りますが、甘さも感じられ、とてもおいしく飲めます。今から充分楽しめ、キープも出来るワイン
です。モンテプルチャーノのエッセンスがより強く感じられます。
★「イ ヴィーニ

ディ ヴェロネッリ 2018」で 3 星／92 点

【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／アブルッツォ
等級：D.O.C.G.

生産者：ファルネーゼ

葡萄品種：モンテプルチャーノ
熟成：バリックで 24 ヶ月、瓶で 6～12 ヶ月
有機認証：ユーロリーフ、C.C.P.B.

品番：I-432／JAN：4935919054324／容量：750ml

かつて世の中に質の悪いオーガニックワインが数多く出回り、
「オーガニックは美味しくな
い」というイメージ持っている方が多数いました。そのため、オピの畑の葡萄は 10 年以上
オーガニックで栽培していましたが「オーガニック」の表示はしていませんでした。しかし、
オーガニックで正しく造ればこのように美味しいワインが出来るということを世の中に知
らせたいと考え、2011 年ヴィンテージからオーガニック認証を表示することにしました。
― ヴァレンティーノ ショッティ

¥4,950(本体価格¥4,500)

WINE ENTHUSIASTTOP100
BEST BUY 2019

ワイン エンスージアスト

『TOP 100 BEST BUY OF 2019』
に選ばれました！
ファンティーニ モンテプルチャーノ ダブルッツォ 2018
Fantini Montepulciano d'Abruzzo

畑は、南部のキエーティのオルトーナ、サン

サルヴォとポッルトリにあります。砂質土壌で

す。一部、北部の葡萄も使用しています。手摘みで収穫します。注意深く除梗、破砕します。
発酵前に 5 度で 4 日間マセラシオンします。発酵と醸しは、27 度で 15 日間行います。エッジ
までしっかりと色素のある深く濃い紫色。煮詰めたジャムやバルサミコ

ドルチェ、少し野性

的なベリーフルーツの香りがあります。色合いや香りとは対照的に柔らかいほのかな甘さのあ
る果実味。タンニンも十分ありますが、果実味がうまくカバーし、丸みを帯びた味わいです。
★「ルカ

マローニ

ベストワイン年鑑 2020」で 95 点

【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：イタリア／アブルッツォ
生産者：ファルネーゼ

葡萄品種：モンテプルチャーノ

品番：I-056／JAN：4935919050562／容量：750ml

¥1,430(本体価格¥1,300)

妥協のない細かい気配りが、安定した品質を生んでいます
モンテプルチャーノはリッチなタンニンを持つ品種で、特に種にタンニン分が多いです。ファルネー
ゼではこのタンニンが、イメージするワインには強過ぎると考えており、通常、発酵の 2 日目に種を
取り除くという作業を行います（他品種は行いません）。タンクとポンプで繋ぎ、専用の機械（荒目の
フィルター）に通します。専用の機械が振動し、種が除かれます。発酵中のワインは再びタンクに戻
しますが、それ自体がポンピングオーバーの効果となります。こうした一つ一つの細かい積み重ねが、
エントリーレベルから上級クラスのワイン至るまで、ファルネーゼの安定した品質を生んでいます。

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO BIO
ファンティーニ モンテプルチャーノ ダブルッツォ
Fantini Montepulciano d'Abruzzo Bio

ビオ 2018

化学肥料を一切使用せず、牛糞のコンポストを使用した栽培を行っています。イタリア政府のオーガニック認定機
関 C.C.P.B.による栽培の認定を受けています。以前からオーガニックに興味を持っていたファルネーゼが、その考
えに賛同してくれた数軒の農家と一緒に、6～7 年かけ造り上げました。アドリア海岸のオルトーナ、サン

サルヴォ、

ポッルトリで、有機栽培された葡萄を使います。葡萄は除梗、破砕し、4 日間コールドマセラシオンします。24～
26 度で、ステンレスタンクにて 8～10 日間発酵させます。ガーネットがかったルビー色、濃い木苺、花やスパイス
の強い香りがあります。濃縮された味わい、しっかりとしたタンニン、力強くバランスがとれた味わいです。
【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：イタリア／アブルッツォ
生産者：ファルネーゼ

葡萄品種：モンテプルチャーノ

有機認証：ユーロリーフ、C.C.P.B.

品番：I-611／JAN：4935919056113／容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

来年の干支“丑”が描かれた

干支ラベル

2021

コート デュ ローヌ ルージュ
プティ アンデゾン 2019

Côtes du Rhône Rouge Le Petit Andézon
ソフトで丸みある、飲みすすむワインがコンセプトです。同時期に収穫した
シラーとグルナッシュを混醸しています。マロラクティック発酵の後、澱引
きを行い、ステンレスタンクで約 6 ヶ月熟成させています。ノンフィルター
で瓶詰します。驚く程しっかりとした果実味があり、非常にバランスがとれ
た味わいです。ドメーヌ ダンデゾンのワインと同様に、雄牛をデザインし
たラベルを使用しています。
【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ
生産者：エステザルグ葡萄栽培者組合 葡萄品種：シラー、グルナッシュ

品番：FB-992／JAN：4935919049924／容量：750ml

¥1,540(本体価格¥1,400)
＜ハーフサイズもあります＞
品番：FC-057／JAN：4935919310574／容量：375ml

¥935(本体価格¥850)
ハーフサイズ（375ml）は 2018VT です。無くなり次第 2019VT へ切り替わります。

LES VIGNERONS D’ESTEZARGUES
DOMAINE D’ANDÉZON
エステザルク葡萄栽培者組合

& ドメーヌ

ダンデゾン

小規模な生産者組合の利点を生かした高品質なワイン造り
“エステザルグ葡萄栽培者組合”
1965 年、南フランスのコート デュ

ローヌ地方のエステザルグ村に設立された小さな生産者組合で、約 10 軒のメンバーで構

成される小規模な組合です。メンバーは、自分の畑は自分で管理し、最も良いものから 3 分の 1 から半分の葡萄を自身のドメー
ヌ名でリリース、残りは組合名で瓶詰めするかネゴシアンに売ってしまいます。葡萄栽培はそれぞれが行いますが、醸造設備は
共有し、個人でワイン造りをするよりも負担が少なく、品質の良いワイン造りに集中できる環境が生まれています。

牛のラベルでお馴染みの “ドメーヌ ダンデゾン”
ドメーヌ

ダンデゾンはエステザルグ葡萄栽培者組合のメンバーのひとつで、その中でも花形的存在のドメーヌです。畑はヴァ

リギエール村に 30ha、エステザルグ村に 40ha 所有しています。二つの村は直線距離で約 5km と比較的近いのですが、気候は
異なり、ヴァリギエール村の方が 2 週間程遅く摘み取ります。
「自然環境を意識した栽培と醸造」に取り組み、基本的には、除草
剤を使わず、銅や硫黄を使用します。病気に罹った際には、薬を使うこともあります。

コート デュ ローヌ ルージュ
ヴィエイユ ヴィーニュ 2018
Côtes du Rhône Vieilles Vignes

【赤・フルボディ】
生産者：ドメーヌ ダンデゾン
葡萄品種：シラー
熟成：ステンレクタンクで約 6 ヶ月

コート デュ ローヌ ヴィラージュ
シニャルグ 2018
Côtes du Rhône Villages Signargues
【赤・フルボディ】
生産者：ドメーヌ ダンデゾン
葡萄品種：シラー
熟成：バリックで 12 ヶ月

ほとんど透けて通らない濃厚なカラー
で、しっかりとした目の詰まった味わ
い。ダークフルーツやリコリス、ペッ
パーが感じられます。

濃い黒紫色、ブラックベリーを思わせる
香りに、ハーブやスパイスの風味が混ざ
ります。ボリュームがありながらも大変
バランスの良いワインです。

■品番：F-471
■JAN：4935919044714
■容量：750ml

■品番：FA-336
■容量：750ml
■JAN：4935919093361

¥1,870(本体価格¥1,700)

¥2,530(本体価格¥2,300)

