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)

