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左から、ラインホールト、コーネリア、息子のアレクサンダー

1981 年にラインホールトとコーネリアのシュナイダー夫妻が地元の生産者組合を離れ、バーデン南部、カイザーシュトゥールの
エンディンゲン村に自分達のワイングートを立ち上げました。2002 年からは、ファルツで研修をしていた息子のアレクサンダー
もワイン造りに加わるようになりました。設立当初から殺虫剤や化学肥料を使用せ
ず、自然を尊重した葡萄栽培を行っています。所有する畑は合計で 6.8ha です。彼
らは、ドイツの中で最も暖かい気候とカイザーシュトゥールの火山性土壌に適した
シュペートブルグンダー、ヴァイスブルグンダーなどブルグンダー系の品種に力を
入れており、
「ゴーミヨドイツワインガイド 2020」で 3 房、
「ヴィヌム 2020」で
4 ツ星など高い評価を得ています。また「ワールド

アトラス

オブ

ワイン第 7

版」でカイザーシュトゥールの最高の栽培家のひとつに名前を挙げられています。

ドイツ最南端のワイン産地 “バーデン”

ストラスブール

フライブルク

オルテナウ
ブライスガウ
トゥニベルク
マルクグレーフラーラント

バーゼル

バーデン地方は、ドイツ最南に位置するワイン生産地。葡萄畑の総面積は
15,800ha、ドイツで 3 番目に広い産地。北から南まで 400ｋｍと細長く、
9 つのべライヒ（タウバーフランケン、バーディッシェ・ベルクシュトラー
セ、クライヒガウ、オルテナウ、ブライスガウ、カイザーシュトゥール、トゥ
ニベルク、マルクグレーフラーラント、ボーデンセー）があり、気候的にも
かなりの差があるため、様々なタイプのワインが生産されている。バーデン
地方で生産されるワインの約 75％が大小の共同組合で生産されている。
年間日照時間は 1700 時間以上、年間平均気温が 11 度あり、ドイツでも温
暖な地域。カイザーシュトゥール、トゥニベルク、マルクグレーフラーラン
トには火山性の破砕土壌が見られる。
バーデンは「ブルグンダーの国」と言われ、気候が温暖なカイザーシュトゥー
ルやトゥニベルクは、力強い味わいに仕上がるブルグンダー系品種（シュ
ペートブルグンダー、ヴァイスブルグンダーなど）にとって理想的な生育条
件が備わっている。
－Wines of Germany より抜粋

職人的な手法で最高のワインを造ることを心がけ、仕事の多くは手作業で行います
シュナイダー家は、最新のテクノロジーに頼らない、職人的な手法で最高の品質のワインを造りたいと考えています。収穫をはじ
め、仕事の多くは手作業で行っています。また、生産するワインの大半は、糖分が残らないよう最後まで発酵させた辛口に仕立て
ています。天然酵母による長い発酵と熟成を行い、澱と長くコンタクトさせることで、柔らかくフルーティなスタイルを持ちなが
ら、長期熟成が出来るタイプのワインを造っています。

設立当初から、自然を尊重した葡萄栽培を実践
土壌はカイザーシュトゥールの特徴である火山性で、風化した火山岩の礫、レス（黄土）、ロームがみられます。栽培する品種は、
シュペートブルグンダー、ヴァイスブルグンダーがメインですが、その他にシャルドネ、ルーレンダー、オーセロワ、ソーヴィニ
ヨン

ブランも栽培しています。畑では化学的なものを避け、自然な栽培を実践しています。殺虫剤を使用せず、また畑の肥料は

馬の糞を使います。冬の間、畑には自然の草を生やしておきます。夏は、益虫にとって良いとされるファセリア（ハゼリソウ）や
ソバを生やしています。所有する畑は 6.8ha ですが、これ以上広げるつもりはありません。自分達で細部まで気を配り、自分自身
の手で作業が出来る範囲に留めておきたいと考えているためです。

低温での長い発酵、熟成させ、まろやかで調和のとれた仕上がりを目指す
発酵および熟成はステンレスタンクまたは大型の木樽で行います。手摘みで収穫した葡萄をやさしくプレスします（シュペートブ
ルグンダー以外）
。白葡萄は除梗せず全房のままプレス、シュペートブルグンダーは 100％除梗します。発酵は天然酵母、ステンレ
スタンクまたは大型の木樽（フーダー）を使い、低温でゆっくりと発酵させます。白の発酵温度は 15 度、赤は 20 度です。低温で
の長い発酵と醸し、長期の熟成を行い、澱と長い時間コンタクトさせることで、素晴らしくまろやかで調和のとれたワインが出来
ます。ワインは軽くフィルターをかけてからボトリングします。清澄は白ワインのみ、分析によって必要と判断した場合に行って
います。

独自の表示方法
ラインホールト&コーネリア

シュナイダーでは、ワインについて独自の表示を行っています。

例えば、彼らが偉大なヴィンテージと判断した年には「★★★」をつけて表示します。
その他にも、
「C」はレス（黄土）土壌のワイン、
「R」は火山性土壌からのワイン、
「Trio」は
3 つの異なる区画からのワイン、といったようにワイン特性によって独自の表示をしています。
※偉大な年の「★★★」やワイン特性の表記は、スペースの関係上、省略されている場合があります。

ピノ ノワールの繊細な香りと果実味が楽しめる 1 本
バランスがよく、全体のまとまりがあり、今まさに飲み頃です

Spätburgunder Q.b.A. Trocken

※無くなり次第 2015VT に切り替わります

畑は標高 250ｍの高台に位置し、土壌はレス（黄土）です。葡萄の栽培には殺虫剤や化学肥料を一切使用していませ
ん。手摘みで収穫した葡萄は 100％除梗し、2,500L の木製の大樽に入れ、天然酵母を使い 20 度の低温で約 25 日間発
酵させます。そのまま同じ大樽で 24 ヶ月、ゆっくりと熟成させます。ブラックベリーやブルーベリーの果実のアロ
マ、口に含むと微かにローストの風味を感じます。タンニンはしなやかで洗練された味わいがあります。
【赤・フルボディ】 国／地域等：ドイツ／バーデン
葡萄品種：シュペートブルグンダー（ピノ ノワール）
熟成：2,500L の大樽で 24 ヶ月
残留糖度：1．5g/L

平均樹齢：17 年
酸度：5．2g/L

品番：KA-674／JAN：4935919196741／容量：750ml

¥3,960(本体価格¥3,600)

単一畑「ディール」からの葡萄で造ります
バーデンの実力が感じられる、完成度の高い 1 本

Spätburgunder Q.b.A. Trocken Diel

※無くなり次第 2015VT に切り替わります

単一畑「ディール」の葡萄からのワインです。標高 250ｍの高台に位置し、畑の土壌はレス（黄土）です。
葡萄の栽培には殺虫剤や化学肥料を一切使用していません。手摘みで収穫した葡萄は 100％除梗し 1,700L
の木製の大樽に入れ、天然酵母を使い 20 度の低温で約 25 日間発酵させます。そのまま同じ樽で 24 ヶ月、
ゆっくりと熟成させます。フレッシュなサワーチェリーやローズヒップのアロマが広がります。タンニン
はとてもきめ細かく洗練されています。 ★「ゴーミヨドイツワインガイド 2018」で 92 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：ドイツ／バーデン
葡萄品種：シュペートブルグンダー（ピノ ノワール）
熟成：1,700L の大樽で 24 ヶ月
残留糖度：1．4g/L

平均樹齢：19 年
酸度：5．2g/L

品番：KA-675／JAN：4935919196758／容量：750ml

¥7,150(本体価格¥6,500)

2014VT

エンディンゲン村周辺に広がる単一畑「エンゲルスベルク」
の葡萄を使用した “上級キュヴェ”

Spätburgunder Q.b.A. Trocken Engelsberg
標高 250ｍ、一部の区画は南西向きの段々畑になっています。土壌はレス（黄土）の層で覆われ、一部に粘土が混ざる
場所があります。非常に日当たりがよい理想的な畑で、土が太陽熱を蓄積します。この畑の葡萄から出来るワインは、
力強く、スパイシーなスタイルになります。葡萄の栽培には殺虫剤や化学肥料を一切使用していません。手摘みで収
穫した葡萄は 100％除梗し、1,700L の木製の大樽に入れ、天然酵母を使い 20 度の低温で約 25 日間発酵させます。そ
のまま同じ樽で 24 ヶ月、ゆっくりと熟成させます。新鮮なプラムの果実のアロマにコーヒーの香ばしい要素が混ざり
ます。口に含むとベリー系の果実のジューシーなフレイバーが広がります。
【赤・フルボディ】 国／地域等：ドイツ／バーデン
葡萄品種：シュペートブルグンダー（ピノ ノワール）
熟成：1,700L の大樽で 24 ヶ月
残留糖度：1．1g/L

平均樹齢：35 年
酸度：5．1g/L

品番：KA-676／JAN：4935919196765／容量：750ml

¥8,250(本体価格¥7,500)

2015VT

南ドイツらしい充実したボリューム、まろやかな口当たり

Silvaner Spätlese Trocken
畑は標高 200ｍの高台に位置し、土壌はレス（黄土）です。葡萄の栽培には殺虫剤や化学肥料を一切使用していません。
手摘みで収穫した葡萄は除梗せず全房のまま優しくプレスします。発酵は天然酵母を使い、ステンレスタンクで 15 度の
低温で 4 ヶ月かけてゆっくりと行います。熟成も同じステンレスタンクで約 11 ヶ月行います。甘いメロンやブラックベ
リーの力強くスパイシーアロマがあります。口に含むと透明感のあるハーブや洋梨のフレイバーが広がります。長い余韻
が感じられます。
【白・辛口】 国／地域等：ドイツ／バーデン
葡萄品種：シルヴァーナー
平均樹齢：21 年
熟成：ステンレスタンクで約 11 ヶ月
残留糖度：5．6g/L
酸度：6．1g/L

品番：KA-671／JAN：4935919196710／容量：750ml

¥3,080(本体価格¥2,800)

オーセロワ 100％で造る“希少なワイン”
火山性土壌から生まれる、やわらかくフルーティな味わい
Auxerrois Spätlese Trocken

※無くなり次第 2019VT に切り替わり

「オーセロワ」は、中世から存在する自然交配によるブルグンダー系品種で、ドイツでは気温の暖かい南のバーデンやファ
ルツで多く栽培されています。果皮が薄く早熟なのが特徴です。畑は標高 200ｍの高台に位置し、土壌は火山性の礫質で
す。葡萄の栽培には殺虫剤や化学肥料を一切使用していません。手摘みで収穫した葡萄は除梗せず全房のまま優しくプレ
スします。発酵は天然酵母を使い、1,500L の大型の木樽で 15 度の低温で 4 ヶ月かけてゆっくりと行います。熟成も同じ
大樽で約 11 ヶ月行います。マルメロ、パイナップル、ローズヒップを思わせるアロマ、口当たりはパワフルで、マンダ
リンオレンジやフェンネル、白い梨のリッチなフレイバーが感じられます。とてもフルーティな余韻があります。
【白・辛口】 国／地域等：ドイツ／バーデン
葡萄品種：オーセロワ
平均樹齢：20 年
熟成：1,500L の大樽で約 11 ヶ月
残留糖度：０g/L
酸度：5．8g/L

品番：KA-672／JAN：4935919196727／容量：750ml

¥3,080(本体価格¥2,800)

シャルドネのイメージを覆す
個性的なアロマが楽しめるシャルドネ

Chardonnay Spätlese Trocken

-D-

「Ｄ」と表示がついているのは香りが華やかなシャルドネを示しており、100％ステンレスタンクで造られます。葡萄畑は、
標高 250ｍの高台に位置し、土壌はレス（黄土）です。葡萄の栽培には殺虫剤や化学肥料を一切使用していません。手摘
みで収穫した葡萄は優しくプレスします。発酵は天然酵母を使い、ステンレスタンクで 15 度の低温で 4 ヶ月かけてゆっ
くりと行います。熟成もステンレスタンクで 11 ヶ月行います。熟した柑橘系の果実のアロマ、口に含むと、キンカンや
ユズ、カボスを思わせるフレイバーが広がります。エレガントな余韻が長く続きます。
【白・辛口】国／地域等：ドイツ／バーデン
平均樹齢：10 年
残留糖度：2．6g/L

葡萄品種：シャルドネ

熟成：ステンレスタンクで約 11 ヶ月
酸度：5．6g/L

品番：KA-673／JAN：4935919196734／容量：750ml

¥3,960(本体価格¥3,600)

偉大な醸造家ヴィルヘルムの哲学を継ぐ２軒のトップ生産者
フリッツ ハークとシュロス リーザーが生み出す極上のワイン

ヴィルヘルム ハーク
Wilhelm Haag 1937-2020
「私が造ったワインを、誰がどのように売るかということは、
私にとって実に重大なことなのです」
ヴィルヘルム

ハークへの追悼文

ヴィルヘルム ハークは偉大なワインメーカーであり、偉大な人でした。1989 年に初め
てお会いしたヴィルヘルムが「私が造ったワインを、誰がどのように売るかということは、私
にとって実に重大なことなのです」と語ったことは、とても印象深く心に残っています。そ
れはつまり、自分のワインが誰にでも売れればいいとは決して思っていないということです。
私たちが彼のワインを輸入し始めてから間もなくのことですが、ヴィルヘルムは 1993
年に初出版された『ゴーミヨ ドイツワインガイド』の 1994 年版で、第 1 回の「ワイン
メーカー オブ ザ イヤー」に選ばれました。また、VDP の設立メンバーでもあり、
1984 年から 2004 年までの 20 年間にわたって「グローサー リング」の会長を務めていました。私たちが訪問した際も、「モー
ゼルワインはエンジョイできるワイン。暖かくなってきたらテラスに座って 1 本飲み終わってしまうようなものがいい」と熱く語っていま
した。ヴィルヘルムのお気に入りは、その特徴が最も表現されているカビネットでした。
2005 年にはワイナリーを息子のオリヴァーへと譲っていましたが、私たちが訪問すると、必ず出迎えてくれました。特に印象的な
のは、こちらの手が痛くなるくらいの力強い握手で、訪問したスタッフの思い出には必ずこのエピソードが残っています。そんなヴィ
ルヘルムが、2020 年 12 月に惜しまれながらこの世を去りました。2006 年に来日していただき、一緒に素晴らしい時間を過
ごしたことを今もはっきりと覚えています。東京、名古屋、大阪、福岡、そして鹿児島や岐阜の高山へと一緒に旅をしました。こ
れらすべてはとても素晴らしい思い出です。心よりお悔み申し上げます。
ヴィルヘルムのワイン造りの哲学は、息子たちにそれぞれ受け継がれています。長男トーマスはシュロス リーザーで、次男オリ
ヴァーはフリッツ ハークで、ともに世界に名を轟かせる素晴らしいワインを造り出しています。今後も、彼の魂と哲学は息子たち
によって受け継がれ、ワインという形でいつまでも多くの人に感動を与えることでしょう。私たちは、そんな彼の魂のこもったワインを、
これからも皆様の元へお届けしたいと心より願っています。
株式会社 稲葉 代表取締役

稲葉 吉彦

ブラウネベルク村を代表するトップ生産者
フリッツ

ハーク / オリヴァー

ハーク

フリッツ ハークは、兄の経営するシュロス リーザーと同じく、モーゼルを代表する
トップ生産者のひとつです。ヴィルヘルムの次男、オリヴァーが 2004 年に実家に戻り、
2005 年に引き継ぎました。オリヴァーは、偉大なる父を超える勢いでその才能を発揮
しています。
『ワインアドヴォケイト 2019.6.29』では、オリヴァーの手による 2017
年ヴィンテージについて、テイスティングに提供された 19 種類のワインすべてが 90
点以上を獲得しており、そのうち 17 種類が 93 点以上、10 種類が 96 点以上の高評価
2005 年訪問時に撮影
を獲得しています。さらには、3 つのワインに 100 点満点が与えられ、ユッファー ゾ
ンネンウーアのトロッケンベーレンアウスレーゼは、
「可能ならば 101 点を与えたい」と絶賛されています。
ドイツ国内のワインガイドでは『ゴーミヨ ドイツワインガイド 2020』5/5 房、
『アイヒェルマン 2020』5/5 星、
『ファイン
シュメッカ― 2020』5/5F、
『ヴィヌム 2020』4.5/5 星を獲得しています。また『アイヒェルマン 2018』では「ワイナリー オ
ブ ザ イヤー」を受賞しました。これほどの評価を獲得していながらも、オリヴァーは常に謙虚で、私たちの訪問を毎年快く受
け入れ、テイスティングの後は食事の場を設けてくれます。オリヴァーはアジアを訪れた際に、
「気候、料理共にドイツワインに合っ
ている。特に日本食が一番だ」と感じたそうです。フリッツ ハークのワインを 30 年以上愛し続けている日本市場を、非常に大
切に思ってくれている様子が訪問するたびに伝わってきます。

５つのワインガイド全てで最高評価を獲得する生産者
シュロス

リーザー / トーマス

ハーク

シュロス リーザーは、
今やエゴン ミュラーと並ぶモーゼル屈指の生産者となりました。
弊社が輸入を始めたのは 1996 年のことです。ヴィルヘルムの長男、トーマスは 1992
年にマネージャー兼ケラーマイスターとして雇われた後、1997 年にはワイナリーと畑
を購入しオーナーとなりました。
当時かつての名声を失いつつあったシュロス リーザー
で、瞬く間に才能を開花させ、1998 年には VDP のメンバーに認定。2015 年にはゴー
ミヨ誌の５/5 房生産者となり、
「ワインメーカー オブ ザ イヤー」も受賞しました。

2003 年訪問時に撮影

ドイツを代表する著名なワインガイドの評価は、
『ヴィヌム 2021』5/5 星、
『ゴー&ミヨ 2020』5/5 房、
『アイヒェルマン 2020』
5/5 星、
『ファインシュメッカー2020』5/5F となっており、オーストリアの『ファルスタッフ 2020』でも 5/5 星と全てにおい
て最高評価を獲得しています。ブラウネベルク村に専念するオリヴァーとは異なり、リーザー村のニーダーベルクヘルデンを始め
とするモーゼル中流域の 8 つの VDP グローセ ラーゲを手中に収め、丁寧な畑仕事を行い、緻密に醸造することで、それぞれのク
リュの個性を表現する唯一無二の個人生産者となっています。また、VDP の「グローサー リング」が主催する 2019 年のオーク
ションで、
「ベルンカステラ― ドクトール GG 2018」のマグナムボトルが、1 本 874 ユーロ（日本円で約 11 万円）で落札され
るなど、ドイツの辛口ワインを牽引するにふさわしい生産者としての頭角を現しています。
なお、
『ヴィヌム』が主催する「リースリング チャンピオン」というコンクールでは、オリヴァーがアウスレーゼ部門で 1 位、2 位
を独占。同コンテストの特別賞「リースリング

チャンピオン（4 種類のワインの平均得点で評価される）
」ではトーマスが 2 位、

オリヴァーが平均得点では 1 位だったものの、甘口ワインは 1 種類までという規定のため 3 位を受賞しています。

ブラウネベルク村を代表する銘醸畑、
ユッファー ゾンネンウーアの象徴的な
日時計の前に立つヴィルヘルム。
（2017 年訪問時に撮影）

ヴィルヘルムが愛した伝統的なスタイルのカビネット

甘みと酸味の完璧なバランスが楽しめます
ブラウネベルガー ユッファー カビネット 2018
Brauneberger Juffer Kabinett

pts

＜スクリューキャップ＞

VDP グローセ ラーゲに認定されている、ブラウネベル
ガー ユッファーからのカビネットです。ヴィルヘルムは、
自身のワイナリーのカビネットが持つ、「辛口でも甘口でも
ない、伝統的なモーゼルのスタイル」を愛していました。ヴィ
ルヘルムの時代には、グレートヴィンテージには造らず、葡
萄の糖度があまり上がらなかった年に造っていました。近年
は温暖化の影響で葡萄が熟しやすくなっているため、繊細な
カビネットを造ることが難しくなっています。そのため、オ
リヴァーは、シュペートレーゼの格下げとしてではなく、最
初からカビネットのために葡萄を収穫して造っています。収
穫時は畑に 3 回入り、まずカビネット用の葡萄を、それから１週間後にシュペートレーゼ用とアウスレーゼ用の
葡萄を選別します。
「ワイン アドヴォケイト」は、飲み頃を 2026～2045 年としており、カビネットでさえも 30
年近く熟成できると評価しています。
★「ジェームズ サックリング.com」
で 94 点、
「ヴィノス 2020.11」
で 92 点、
「ワインアドヴォケイト 2019.6.29」
で 91 点、「ワインスペクテーター2020.6.15&30」で 91 点、「ヴィヌム 2020」で 91 点、「ゴーミヨ ドイツワ
インガイド 2020」で 90 点。
リンゴ、ハネデューメロン、そしてライムが混ざり合う、素晴らしくゴージャスな香りは同様に魅力的なフレーバー
にも感じられ、粘性と共に繊細さがあり、このヴィンテージでは珍しい快活さがあるが、これはハークが葡萄を 9
月中旬に収穫したおかげである。マルメロを思わせる甘い香りがミッドパレットに感じられる。この甘さは素晴ら
しくまとまり、美味しさを引き立てるが、快活さや完璧な爽快感を失わせることなく、濡れた石のニュアンスを感
じるフィニッシュへと続く。（後略）飲み頃：2020～2034 年。

【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：フリッツ ハーク残糖：53. 1 g/L 酸度：7. 7 g/L

品番：KA-628／JAN：4935919196284／容量：750ml

――『ヴィノス 2020.11』より

¥3,850(本体価格¥3,500)

ブラウネベルガー ユッファー カビネット 2018
Brauneberger Juffer Kabinett

トーマスがヴィルヘルムから譲り受けた、0．69ｈａのユッファーの区画からのワインです。たいへん日当たりのよい南向き
の畑で、斜度 80％の斜面、土壌は青色粘板岩です。植密度は 5,000 本/ha、葡萄の樹齢は約 40 年です。収穫は畑で選別しな
がら手摘みで行います。アロマはやや控えめで、洋梨やメロン、フレッシュなハーブ、スパイスのニュアンスがあります。口
当たりは非常にスムーズでクリーミーです。生き生きとした酸と洗練された果実味がとてもバランスよく調和しています。
★「ヴィノス 2019.9」で 90 点

pts

【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：シュロス

リーザー 残糖：66. 0 g/L

酸度：6. 9 g/L

品番：KA-228／JAN：4935919192286／容量：750ml

¥3,960(本体価格¥3,600)

ブラウネベルガー ユッファー ゾンネンウーア アウスレーゼ ゴルトカプセル AP12 2003
Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Auslese Goldkapsel AP12

ヴィルヘルム ハーク自身が醸した極上のアウスレーゼ ゴルトカプセルです。2003 年は暑く乾燥した年で、葡萄が完熟し
た稀有なヴィンテージでした。18 年の時を経てもなお衰えることはなく、むしろ清々しい綺麗な酸味と、完熟したフルーツや
蜂蜜を思わせる風味がしっかりと表現されています。トップ生産者の最高峰のワイン、それも熟成品は非常に貴重です。
★「ゴーミヨ ドイツワインガイド 2005」で 94 点。
※熟成ワインという商品の特性上、ラベルや瓶の汚れなど、経年による劣化が見受けられる場合がございます。
恐れ入りますが、あらかじめ上記内容をご了承の上ご発注くださいますようお願い申し上げます。
【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：フリッツ

ハーク 残糖：98. 8 g/L 酸度：6. 7 g/L

品番：KA-128／JAN：4935919191289／容量：750ml

限定

３２本
¥11,000(本体価格¥10,000)

pts

モーゼル屈指の実力者オリヴァーが手掛けるグローセス ゲヴェックス

銘醸畑ブラウネベルガー ユッファーの極上の辛口ワイン
ブラウネベルガー ユッファー クーベーアー GG 2018
Brauneberger Juffer GG

※無くなり次第 2019VT へ切り替わり

2018VT
限定 36 本

VDP が定めるグローセ ラーゲは、ブルゴーニュにおけるグ
ラン クリュのような格付けです。このグローセ ラーゲの葡
萄を使用し、収穫量や完熟度についての規定や、収穫を手作業
で行う等の徹底した規則を守って生産される特別な辛口ワイ
ンをグローセス ゲヴェックスと呼び、最高級の辛口ワインと
しています。ブラウネベルガー ユッファーは VDP グローセ
ラーゲに認定されています。畑は南向きで、場所によっては斜
度 70％という急斜面です。土壌は風化した青色粘板岩で、日
中に浴びた太陽の熱を蓄え、夜間にその熱を放出するため葡萄
の生育が促進されます。出来る限りソフトに圧搾し、天然酵母
を使い、1,000L のオーク樽とステンレスタンクで発酵させま
す。熟成はステンレスタンクで 6 ヶ月。柑橘系の皮を思わせる生き生きとしたフレーバーは持続性があり、ミネ
ラルやスレートのニュアンスがあります。滑らかな口当たりと同時に力強さが感じられます。
★「ワインスペクテーター 2020.6.15&30」で 94 点、
「ゴーミヨ ドイツワインガイド 2020」で 92 点、
「ヴィヌ
ム 2020」で 89 点、
「アイヒェルマン 2020」で 91 点。

pts

ネクタリン、マンゴー、ジャスミンのフレーバーが混ざった美しい白ワインで、集中力のある酸味が流れて行き、
要素を結びつけ、しっかりとした骨格を与えている。重層的で複雑で余韻が長く、口当たりの良い後味には湿った
石のようなミネラリティが感じらる。ピュアで優美だ。現在から 2033 年まで飲むことができるだろう。
――『ワインスペクテーター 2020.6.15&30』より

【白・辛口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：フリッツ ハーク 残糖：5. 5 g/L 酸度：6. 7g/L

品番：KA-486／JAN：4935919194860／容量：750ml

¥5,940(本体価格¥5,400)

カビネットシュトゥック リースリング クーベーアー トロッケン 2018
Kabinettstuck Riesling O.b.A. Trocken

＜スクリューキャップ＞

限定

48 本

葡萄は著名な単一畑、リーザー ニーダーベルク ヘルデン、リーザー シュロスベルグ、グラーハー ヒンメルライヒ
のものを使用しています。従来のカビネット トロッケンに相当するワインですが、VDP では等級表示としてのカビネッ
トという単語が甘口ワインにしか使用できないため、
「カビネットシュトゥック」という造語で表示しています。平均樹齢
30 年。土壌は青色粘板岩です。畑の標高は 140m、ほぼ完全な南向きです。発酵と熟成ともにステンレスタンクで行いま
す。この先 10 年から 15 年は熟成できる可能性を秘めています。
★「ヴィノス 2019.9」で 90 点、
「ゴーミヨ ドイツワインガイド 2020」で 90 点、「ヴィヌム 2020」で 87 点。

pts

【白・辛口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：シュロス リーザー 残糖：6. 6 g/L

酸度：6. 5 g/L

品番：KA-487／JAN：4935919194877／容量：750ml

¥3,630(本体価格¥3,300)

ヘルデンシュトゥック リースリング クーベーアー トロッケン 2018
Heldenstück Riesling Q.b.A. Trocken

pts

トーマスと次女のララ。ワイナリーは家族経営で、次女のララと長男のニ
コラウスが参加し始めています。ララは広報や海外でのセミナーを担当
し、幅広く活躍しています。

所有する畑の中で、最もミネラリーな特徴を持つリーザー ニーダーベルクヘルデンから
の葡萄を主体とした辛口ワインです。VDP の規定上、グローセ ラーゲからの辛口ワイン
はグローセス ゲヴェックス以外では畑名の表示が出来ないため、ニーダーベルクヘルデ
ンはヘルデンシュトゥック、ゴールドトロップヒェンはゴールドシュトゥックとして表示
しています。畑は南南西を向いた斜度 75％の斜面に位置しており、樹齢は古いもので 90
年。土壌は青色粘板岩です。丁寧に選別しながら良い葡萄だけを手摘みします。発酵、熟
成ともにステンレスタンクで、発酵には天然酵母を使用します。非常にクリアでフレッ
シュですが、しっかりとしたボディ、たっぷりのミネラルの要素と複雑さがあります。
★「ヴィノス 2019.9」で 90 点、
「ゴーミヨ ドイツワインガイド 2020」で 89 点
【白・辛口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：シュロス リーザー 残糖：5. 7 g/L 酸度：6. 4 g/L
品番：KA-632／JAN：4935919196321／容量：750ml

¥4,620(本体価格¥4,200)

兄のフローラン（左）と弟のクレマン
（右）のピナール兄弟が引き継ぎ、さ
らに品質に磨きがかかっています。

ヴァンサン ピナール
VINCENT PINARD
『ベタンヌ+ドゥソーヴ 2020』で 4 ッ星生産者として掲載
世代を超えて受け継がれるトップ クオリティのサンセール
フローランとクレマンが醸す最高品質のサンセール
ヴァンサン ピナールは、1780 年からワイン造りを行なってきた家族経営の生産
者です。ピナール（Pinard）は、フランス語のスラングで「安酒/安もののワイン」
を意味しますが、ドメーヌ名はあくまでもピナール家の家名に由来したものです。
ヴァンサン ピナールの造り出すワインは、そんな意味合いとはほど遠く、常にサ
ンセールにおけるトップ クオリティとして、国内外の数々のワインガイドで紹介
されています。特にフランス国内での評価は非常に高く、『ベタンヌ+ドゥソーヴ
2020』では 4 ッ星（最高 5 ッ星）生産者として掲載されています。また、
『ル ギ
ド デ メイユール ヴァン ド フランス 2021』では 2 ッ星（最高 3 ッ星）の評価
を獲得しています。また、
「フランス・ロアンヌのミシュラン 3 ッ星レストラン『ト
ロワグロ』でもオンリストされている」と話してくれました。
熟成庫を案内するヴァンサン ピナール。ビュエ村を代表す
るワイナリーとして自身のドメーヌをトップに押し上げた。
(2000 年訪問時に撮影)

弊社が彼らのワインを輸入し始めたのは 1995 年のことで、当時はヴァンサンが笑
顔で出迎えてくれました。25 年が経った今ではヴァンサンは一線を退き、彼の 2
人の息子たち、フローラン（ジャン ルイ トラペで修業）とクレマン（ドメーヌ ド トレヴァロンやニュージーランドで修業）がワ
イナリーを運営しています。ピナール兄弟が醸すワインは、父の時代よりもさらに洗練された仕上がりとなっています。

「名門ピナール家の仕事は、自然派ヴィニュロンの手本だ。」
――『奇跡の自然ワインを！ ヴァン・ナチュールの名作 300 本』より
ヴァンサン ピナールの哲学のひとつが有機栽培です。認証は取得していませんが、オー
ガニックな肥料を使用し、除草剤、殺虫剤、防カビ剤などの農薬は一切使用しません。有
機栽培を行うことで、畑の微生物を活性化させ、昆虫や野鳥などを含んだ周囲の自然環
境を尊重し、受け継がれてきた葡萄畑のテロワールを表現しています。畑仕事のほとん
どは手作業です。葡萄の品質を高めるため、短く剪定し、さらにグリーンハーベストを行
うことで収量を低く抑えています。畑で選別しながら手作業で収穫し、セラーに運んで
からも振動式の選果テーブルでもう一度選別しています。出来るだけ自然に醸造するた
めには、葡萄が健全でなければならないと考えているため選別を重視しています。効率
第一の農業ではなく、畑仕事に時間を費やし、自然な栽培・醸造に挑み続ける 300 軒の
生産者をピックアップした『奇跡の自然ワインを！ ヴァン・ナチュールの名作 300 本』
（シルヴィ オシュロ、アントワーヌ ジェルベル著）にも「自然派ヴィニュロンの手本」
として紹介されています。

サンセールの魅力を余すところなく表現するラインナップ
ヴァンサン ピナールのドメーヌが位置するビュエ村は、人口 360 人ほどの小さな村ですが、その内の 35 人はワインメーカーと
いうほど、ワイン産業と密接にかかわる村として知られています。ヴァンサン ピナールはサンセールのみを生産しており、所有
する葡萄畑は約 40 区画、17ha に及びます。ラインナップはおおまかに以下の 3 つに分けることが出来ます。

4 つの特別なクリュの個性を表現した単一畑シリーズ（取り扱い無し）
ビュエ村の特に優れたクリュとして知られている畑からのセレクションワイン。所有する
40 区画のうち、シェーヌ マルシャン、グラン シュマラン、プティ シュマラン、ル
シャトーの 4 つの特別なクリュから、それぞれの名前を冠したサンセール ブランをリ
リースしています。特にシェーヌ マルシャンはサンセールにおけるトップ クリュのひ
とつとしても知られており、
『デカンター』の「Sancerre to drink in 2020」の記事で
紹介されたサンセールの中で、ヴァンサン ピナールのシェーヌ マルシャン 2018
（取り扱い無し）が 96 点でトップを飾りました。また、
『ヴィノス 2014.9』では、2012
年ヴィンテージが「ドメーヌ ド シュヴァリエを彷彿とさせる塩気のある余韻が続く」
と評され、91 点を与えられています。シェーヌ マルシャンの葡萄は、もともとは「サ
ンセール ブラン アルモニ」に全てブレンドしていましたが、個性のある葡萄が収穫で
きるため、2007 年ヴィンテージから単独でのリリースを始めています。

4 つの特別なクリュのうち、2 つずつをブレンドして調和させたシリーズ
ビュエ村の特に優れた 4 つのクリュを、それぞれ 2 つずつ組み合わせてリリースするワ
インです。シェーヌ マルシャンとグラン シュマランの葡萄を使用した「アルモニ」と、
プティ シュマランとル シャトーの葡萄を使用した「ニュアンス」の 2 つのサンセール
ブランをリリースしています。それぞれのクリュの個性が調和した、素晴らしいバランス
が特徴です。シングル ヴィンヤード シリーズよりも価格は控えめでありながら、優れ
たテロワールによる個性の違いが楽しめます。『ル ギド デ メイユール ヴァン ド フラ
ンス 2021』では、
「サンセール ブラン アルモニ 2018（FC-374：現行品）
」が 92
点を獲得しています。
取り扱いのラインナップ
・FC-374 サンセール ブラン

アルモニ

2018

本体価格\8,000

「アルモニ」に使用するグラン シュマランでの収穫
風景。選別しながら手作業で収穫した葡萄は、
セラーに運ばれて選果台でさらに選別される。

家族にちなんだ名前を付けたシリーズ
ピナール家の家族の名前にちなんだワインです。ヴァンサンの二人の息子たち、フローラ
ンとクレマンにちなんだサンセール ブランとして「フロレス」と「クレメンス」を、ま
た、ヴァンサンの父でありフローランとクレマンの祖父たち、シャルルとルイーズにちな
んで「シャルルイーズ」をサンセール ルージュの上級品としてリリースしています。
取り扱いのラインナップ
・F-127 サンセール ブラン フロレス 2018 本体価格￥4,500
・FC-373 サンセール ブラン フロレス 2019 本体価格￥5,000
・FB-427 サンセール ブラン クレメンス 2017 本体価格\4,800
・FC-375 サンセール ルージュ シャルルイーズ 2018 本体価格\9,000

振動式の選果台で選別を行うピナール兄弟。

サンセールを特徴づけるテロワール
サンセールは、大昔は海底であり、その隆起した部分がなだらかな丘
陵地を形成したといわれています。そのため、葡萄畑には化石が混ざ
る石灰岩（白亜）が見受けられ、葡萄樹はその堆積物を避けながら根
を地中深く伸ばします。ヴァンサン ピナールのドメーヌがあるビュ
エ村は、「カイヨット」と呼ばれる小石の多い石灰岩が特徴的な石灰
質土壌です。カイヨットは、ワインに素晴らしいフィネスやピュアな
風味、綿密さを与えるといいます。所有する葡萄樹の多くは 1960 年
代に植えたもので、樹齢 40 年を超える古木から出来る彼らのワイン
は持続性があり、豊かなミネラルが感じられます。「このテロワール
が、ワインにミネラルを与えている」と彼らは語ってくれました。
一方、ピノ ノワールの特徴としては、ブルゴーニュよりもスモー
キーなフレーバーが表現されています。サンセールは、フィロキセラ
禍以前までは赤ワインの産地として知られていました。ヴァンサン ピナールも、父の時代からずっとピノ ノワールの優れた生
産者として高い評価を獲得し続けています。
『レ メイユール ギド デ ヴァン ド フランス 2021』での評価は、
「サンセール ルー
ジュ シャルルイーズ 2017（FC-375:現行は 2018VT）
」が 93 点、
「サンセール ルージュ ピノ ノワール 2018（FB673：現行は 2013VT）
」が 92 点となっており、その確かな品質が評価されています。

特別なクリュ”シェーヌ マルシャン”と”グラン シュマラン” の葡萄を使用

樽熟成による複雑な味わいが楽しめる極上のサンセール
pts
サンセール ブラン アルモニ 2018
Sancerre Blanc Harmonie

所有する約 40 区画の内、特別な 4 つのクリュから 2 つを選んでブレンドし
たワインです。シェーヌ マルシャンの葡萄を 70％と、グラン シュマラ
ンの麓部分のプラン ド デュプレという区画の葡萄を 30％使っていま
す。畑は、南、南東向きで、標高 300m。土壌はカイヨットで下層土は石灰
岩です。平均樹齢は 45 年です。1 本当たり 10 房に制限します。収穫量は
45hL/ha。1/3 を木桶、2/3 を樽（新樽、1 年使用樽のドゥミ ミュイ）で発
酵後、マロラクティック発酵は行なわず 18 ヶ月熟成させます。その後ブレ
ンドし、さらに 3 ヶ月休ませます。葡萄本来の味を残すため酒石は取り除き
ません。清澄し、軽くろ過します。フランスのグルメ達が奪い合うように欲
しがる、非常に入手が難しいワインです。樽からくるバニラやナッツを思わせる、しっかりとした香りがとても心地よ
く、グレープフルーツのような風味が素晴らしい最高のサンセールです。
★「ル ギド デ メイユール ヴァン ド フランス 2021」で 92 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：1/3 を木桶、2/3 を樽（新樽、1 年使用樽のドゥミ ミュイ）で 18 ヶ月、ブレンド後 3 ヶ月

¥8,800(本体価格¥8,000)

品番：FC-374／JAN：4935919313742／容量：750ml

カイヨット土壌のテロワールを表現した、繊細でフレッシュな味わいが楽しめます

サンセール ブラン フロレス

2018VT

Sancerre Blanc Florès

100 本限り

ビュエ村の複数の区画のソーヴィニヨン ブランを使います。畑は、南、東、西向き。カイヨット土壌で、下層土は石灰岩で
す。標高は 250～300m です。平均樹齢は 32 年。仕立てはギヨーで、1 本当たり 10 房に制限しています。収穫量は 55hL/ha
です。ニューマティックプレスで圧搾、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。清澄し、軽くろ過し、
瓶詰します。緑がかった金色、アカシアとグリーングラスの複雑なノーズ。柑橘類、特に熟したレモンのような固くフレッシュ
で、生き生きした風味があります。山羊のチーズ（シェーヴル）との相性も抜群です。
【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
熟成：ステンレスタンクで澱と共に 8 ヶ月

ブラン

¥4,950(本体価格¥4,500)

【2018VT】品番：F-127／JAN：4935919041270／容量：750ml
★2018VT：「ル ギド デ メイユール ヴァン ド フランス 2021」で 90 点

【2019VT】品番：FC-373／JAN：4935919313735／容量：750ml

¥5,500(本体価格¥5,000)

粘土とシリカ土壌が特徴的なトーヴネィ村のレ クレオという区画からのワイン

がっしりとしたスタイルの香り高いサンセール
サンセール ブラン クレメンス 2017
Sancerre Blanc Clémence

フロレスと造り方は一緒ですが、畑の場所と土壌が異なります。トーヴネィ村のレ クレオという区画の葡萄を使用していま
す。カイヨット土壌のビュエ村とは異なり、粘土とシリカ土壌で、下層土は石灰岩です。葡萄園面積は 1ha、東向き、標高 200m
です。収穫量は、45hL/ha です。揺れる選果テーブルを使うため、葡萄に傷がつきません。ニューマティックプレスで圧搾し
ます。ステンレスタンクで発酵させ、タンクで澱と共に 8 ヶ月熟成させます。
★「ベタンヌ+ドゥソーヴ 2020」で 14.5 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
熟成：ステンレスタンクで澱と共に 8 ヶ月

品番：FB-427／JAN：4935919214278／容量：750ml

ブラン

¥5,280(本体価格¥4,800)

祖父たちが植えた平均樹齢 50 年の古木を使用した特別なキュヴェ
歴史的に赤ワインで知られていたサンセールの実力が確かめられる 1 本です

サンセール ルージュ シャルルイーズ 2018
Sancerre Rouge Charlouise

ビュエ村の畑、シュマラン、ヴァレ、ペルリーヌの区画（計 1．5ha）
の葡萄を使います。シャルルとルイーズという祖父達の世代に植
えた畑で、キュヴェ名もそれにちなんでいます。南～南東向きで、
標高 250ｍです。栽植密度は 7,000 本/ha。土壌は、表土が粘土石
灰質、下層土は石灰岩です。収穫量は少なく 30hL/ha。100％除梗
します。発酵前に 10 度の低温で 4 日間、コールド マセレーショ
ンを行います。天然酵母を使い、円錐台の形状の木樽で発酵させま
す。途中、ピジャージュとルモンタージュを行います。30 度以上
にならないよう 4～5 日間柔らかくマセラシオンを行い、その後 3
～4 週間置きます。マロラクティック発酵も樽で行います。全体の
2/3 は新樽と 1 年使用樽、残りの 1/3 は大樽を使い、22 ヶ月熟成
させます。ろ過も清澄もせず瓶詰めします。ピノ ノワールの
チャーミングな果実味と樽が素晴らしく調和しています。柔らか
な口当たりがあり、しっかりとした酸が全体を支えています。

サンセールは、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。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、その後、辛口白ワインの銘醸地として知られるようになりました。

【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：2/3 樽(新樽、1 年樽)、1/3 大樽で 22 ヶ月熟成

品番：FC-375／JAN：4935919313759／容量：750ml

¥9,900(本体価格¥9,000)

最高峰のサンセール ルージュの造り手が手掛けるピノ ノワール
熟成によって複雑な味わいが現れており、今まさに飲み頃を迎えています

サンセール ルージュ ピノ ノワール 2013
Sancerre Rouge Pinot Noir

ビュエ村の畑、ペルリーヌとガレンヌという区画からの葡萄を使います。畑は、
面積は 2ha、標高 200ｍ、南～南西向きです。栽植密度は 7,000～10,000 本
/ha。土壌は、表土が粘土石灰質、下層土は石灰岩です。収穫量は 32hL/ha。
100％除梗します。発酵前に 10 度で 4 日間、コールド マセレーションしま
す。天然酵母を使い、円錐台の形状の木樽で発酵させます。途中でピジャージュ
とルモンタージュを行います。マロラクティック発酵も 100％樽（新樽なし）
で行い、12～18 ヶ月熟成させます。ろ過も清澄もせず瓶詰めします。新鮮な苺
やスミレのピュアなアロマ、しっかりとした酸があり、非常にフレッシュな味
わいです。余韻に心地よい赤い果実の香りが漂います。
★「ベタンヌ+ドゥソーヴ 2016」で 15．5 点、
「ル ギド デ メイユール ヴァ
ン ド フランス 2015」で 15 点（※最新版が採用する 100 点方式では 90 点
に相当）。
【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（新樽無し）で 12～18 ヶ月熟成

品番：FB-673／JAN：4935919216739／容量：750ml

¥6,380(本体価格¥5,800)

写真左より：マルティーヌ(ジャックの妻)、ジャック ロデ、次男ギョームの妻、次男ギョーム、長男オリヴィエ

シャトーは、コート

ド

ブールの中心にあります。ブリュルセカイユ

は 2 語からなる名前で、
「ブリュレ」が燃やす、
「セカイユ」はラテン語
でセカレ=切るという意味です。1924 年にレカペ家がシャトーを購入。
その後 1974 年に、ピーエル
ティーヌとジャック
G.F.A.

ロデ

レカペから娘と義理の息子であるマル

ロデに引き継がれました。その結果、所有者名は

レカペとなっています。ワイン造りのすべてはジャック

ロデが行っており、自然を尊重し、生育から収穫までの生物学的なバラ
ンスを大切にしています。ヒュー
ン

ブック

2020』で、コート

して、シャトー

ジョンソンは、著書『ポケット
ド

ワイ

ブールのトップ生産者のひとつと

ブリュルセカイユを挙げています。

所有畑は合計で 32ha（ブール 30ha、サンテミリオン 2ha）です。95％
手摘みで、5％カベルネ ソーヴィニヨンの畑のみ収穫は機械で行います。
カベルネ

ソーヴィニヨンは葡萄の実が小さいので機械摘みに向いてい

コート ド ブールの TOP 生産者の
ひとつとして、その名が挙がっています

ます。地層は、表土は粘土、下層は石灰岩です。ブールは石灰岩がとても
多く埋まっており、家を建てるのにも使用する程です。

肥料は、ビオで認められているオーガニックなもの
を使用しています。土壌内の窒素を補うため 2 年毎
に撒きます。そして、畝の間に草を生やし、自然の競
争を促しています。ただ、このエリアは大西洋気候
で非常に湿度が高く、病害が発生しやすいため、最
低限だけ銅を使用します。

2 つの樽を選択したことで、私達のスタイルが確立した
赤ワイン用の葡萄は、全て除梗します。熟成用の樽はフレンチオーク、アメリカンオーク
を両方使用します。そして、タランソー、カントン、ソーリーの 3 社の樽を使用します。
その内、全体の 1/4 は新樽を使用します。熟成期間は約 12 ヶ月で、アメリカンとフレン
チを 50%ずつです。アメリカンはワインに甘みを、フレンチはタンニンなどの骨格を与
えます。これは 10 年程前から行っており、樽の比率のバランスをとることで自分達の求
めるスタイルが確立できるようになりました。樽熟成はキュヴェごとに行い、熟成後、も
う一度 150hL の大きなタンクに移して、
1 ヶ月ほど静置した後、
ボトリングを行います。
赤ワイン用熟成セラー。定温に保たれている

ワインを低温に保つ特製の器具
ブリュセカイユでは樽の中のワインが低温に保たれるよう、独自の技術が導入しています。
セラー内の壁に冷却水が流れる管を張り巡らせており、それを専用の管とドッキングさせ、
樽の中にそのまま挿入し、ワインの酸化を避けながら、内部からワインの温度を下げるこ
とができるという特殊な器具を使用しています。ジャック曰く、これは特許も取っている、
ブリュルセカイユ特製の道具です。

CHÂTEAU BRULESÉCAILLE
シャトー ブリュルセカイユ
【赤・フルボディ】

国／地域等：フランス／ボルドー／コート

葡萄品種：メルロ 60％、カベルネ

ド

ブール

ソーヴィニヨン 30％、カベルネ フラン 10％

熟成：アメリカンオークとフレンチオークで 12 ヶ月
表土は粘土、下層は石灰岩の土壌です。滑らかなメルロと、フィネスと頑強さのカベルネをブレンドする
ことで、土壌の特徴が表現されます。全て除梗します。発酵とマロラクティック発酵は、ステンレスタン
クで行います。発酵と醸しは 3 週間行います。マロラクティック発酵の後、どのキュヴェをどのワインに
使うか選別します。キュヴェ毎に樽熟成させます。熟成期間は 12 ヶ月です。樽は全体の 1/3 ずつ、新
樽、1 年使用樽、2 年使用樽を使います。アメリカンオークとフレンチオークを 50%ずつの比率にしま
す。アメリカンオークはワインに甘みを、フレンチオークはタンニンなどの骨格を形成します。熟成後、
150hL の大きなタンクに移して、1 ヶ月静置させてから瓶詰します。紫がかった色、甘いスパイス、プ
ルーンの強く豊かな香り。黒い果実の風味、熟したタンニンがあります。長い余韻が感じられます。

＜2012VT＞ まとまりがあり、バランス感に富んだ、食事と共に楽しみたい 1 本。
品番：FB-947／JAN：4935919219471／容量：750ml
¥3,080(本体価格¥2,800)
★「ル ギド アシェット ド ヴァン 2015」で 2 星（最高３星）
★「ボルドーワインコンクール」で銅賞
★「バリューボルドー100 2018」に選出

＜2014VT＞ やわらかく、きれいな果実味が楽しめる、エレガントなヴィンテージ
品番：FC-039／JAN：4935919310390／容量：750ml
¥2,970(本体価格¥2,700)
★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2017」で 15 点
★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2017」で 1 星（最高３星）
※画像は 2015VT です

＜2015VT＞ 注目を浴びた “偉大なヴィンテージ”。ヴィンテージの良さが表れた、力強い味わい。
品番：FC-129／JAN：4935919311298／容量：750ml
¥3,300(本体価格¥3,000)
★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2018」掲載
★「パリ農産物コンクール」で金賞
★「レ メイユール デュ ヴァン ド フランス 2019」で 15.5 点

「ル ギド アシェット デ ヴァン」

高評価獲得ワイン
フランスのアシェット社が 1986 年から毎年出版するフランスワインガイ
ド。800 人程の専門家が 22,000 本余りのワインを試し、8,000 本程のワイ
ンが掲載されます。ドメーヌやシャトーの評価ではなく、地区やアペラシ
オン毎に、ワイン単位で記述されています。ワインには、醸造法などのデー
タのほか、無署名の注釈、星無しから 3 ッ星までの 4 段階の評価がなされ
ています。加えて、審査員が気に入り、一目惚れしたワインには「クー

ド

クール（coup de coeur）」というハートマークが付けられます。
「クー

ド

クール（coup de coeur）
」は各アペラシオンに数本しか選ばれず、評価の
高さの証でもあります。

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2021」

３星 ★★★
♥COUP DE COEUR
「デカンター」や「メイユール ヴァン ド フランス」でも高評価！
2018VT は「2011 年 VT 以来の収量、品質共に素晴らしい年だ」（ブノワ）
シャブリ

グラン

クリュ

Chablis Grand Cru Valmur
レ

ヴァルミュール

2018

120 本
限り

クロと共に、最もミネラルを感じるシャブ

リです。畑は、南～南西向きです。40％樽（1～
3 年使用樽）、60％タンクで発酵、8～10 ヶ月熟
成させます。
「大きな石のようなイメージ。リッ
チさを感じます。しっかりとしたボディですが、
ファットではありません。レ

クロに似ていま

すが、唯一の違いはシレックスなどのミネラル
の感じ方です」とブノワは話していました。

オーナーで醸造家のブノワ ドロワン

★「デカンター 2019.12」で 95 点
★「ヴィノス 2020.9.24」で 94 点

★「ル ギド デ メイユール ヴァン ド フランス 2021」で 96 点
【白・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ
等級：A.O.C.

生産者：ジャン ポール エ

葡萄品種：シャルドネ

ブノワ

ドロワン

熟成：40％樽、残りをタンクで 8～10 ヶ月

品番：FC-142／JAN：4935919311427／容量：750ml

¥13,200(本体価格¥12,000)

2003 年のモーゼルは、凝縮感のある風味が楽しめる偉大なヴィンテージとして評価されています。
『ワインエンスージアスト』のヴィンテージチャートで 93 点の評価を獲得。また、
『ワインスペクテー
ター』のヴィンテージチャートでは、「ドイツ：リースリング」の 2003 年は 94 点といずれも高評価
です。モイレンホフのシュテファン ユステンは、
「乾燥してとても暑かった年で、ベーレンアウスレー
ゼやトロッケンベーレンアウスレーゼも多く造れました」と語ります。今回入荷したのは 2003 年ヴィ
ンテージの 3 種類のワインで、生産者蔵出しの限定品となります。弊社スタッフが試飲し、素晴らしい状態であると判断したため輸入するに至り
ました。それぞれの畑の違いについて、シュテファンは次のように話しています。
「ヴェレナー ゾンネンウーアは女性的。香りも味わいも華やか
で、余韻もとても長く感じられます。一方、エルデナー トレプヒェンは男性的。骨格があり酸もしっかりと感じられ、すっきりしています」。

ヴェレナー ゾンネンウーア シュペートレーゼ 2003
Wehlener Sonnenuhr Spätlese

【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング 残糖：69. 8 g/L 酸度：7. 6 g/L

品番：KA-668／JAN：4935919196680／容量：750ml

¥3,300(本体価格¥3,000)

ヴェレナー ゾンネンウーア アウスレーゼ 2003
Wehlener Sonnenuhr Auslese

【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング 残糖：85. 0 g/L 酸度：6. 4 g/L

品番：KA-669／JAN：4935919196697／容量：750ml

¥4,180(本体価格¥3,800)

エルデナー トレプヒェン アウスレーゼ 2003
Erdener Treppchen Auslese

【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング 残糖：63. 0 g/L 酸度：5. 9 g/L

品番：KA-670／JAN：4935919196703／容量：750ml

¥4,180(本体価格¥3,800)

その熟成ポテンシャルから近年注目を集めている、2002 年のワインも入荷しています！
エルデナー トレプヒェン シュペートレーゼ 2002
Erdener Treppchen Spätlese

2001 年と 2003 年に挟まれた「陰の年」です。すぐに 2003 年 VT がリリースされ顧客がそちらに流れたため、全くと言っていいほど市場
に出ていませんでした。最近、2002 年 VT は長期熟成の年と言われ始め、注目が集まり出しており、
「発見された年」と言えます。
【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング 残糖：51．8 g/L

品番：KA-559／JAN：4935919195591／容量：750ml

酸度：8. 2 g/L

¥3,080(本体価格¥2,800)

オーガニック認証を取得しているワインの中から
弊社の「おすすめ」や「売れ筋」ワインを厳選して
ご紹介いたします。

「品質のためにオーガニックを採用している」
近年、品質がめきめきと向上している注目の 1 本。
サンブーカ

イル

ディ シシリアにある畑は、標高 400ｍの丘陵地にあり風通しが良いため
病害が少なく、銅や亜硫酸を使用しない有機栽培が可能です。

パッソ

ヴェルデ ネーロ

IL Passo Verde Nero d'Avola

ダーヴォラ

2019

通常より 10 日間ほど遅摘みにし、わずかに過熟気味になった葡萄を
使用します。全体の 50％は複雑味を与えるため天然酵母、50％は選
別酵母を使用します。マロラクティック発酵と熟成は、全体の 50％
は 225L の新樽、50％はコンクリートタンクで行います。熟成期間は
6 ヶ月です。深いルビーレッド、赤や黒の果実の濃厚な香り、スパイ
ス、かすかにユーカリを思わせる要素、樽からの心地よいアロマも感
じられます。口に含むとしっかりと厚み、ボディが感じられ、長い余
韻があります。
【赤・フルボディ】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：ネーロ ダーヴォラ

熟成：50%は 225L の新樽、50%はステンレスタンクで 6 ヶ月
オーガニック認証：ユーロリーフ、C.C.P.B.

品番：I‐737／JAN：4935919057370／容量：750ml

¥1,650(本体価格¥1,500)

年間降水量はわずか 300mm と非常に乾燥しているため
収量は 20hL/ha と驚きの低収量！
ムルシア州のオーガニック認証を受けた畑の葡萄を使用して造ります。

オノロ

ベラ

Honoro Vera Organic

オーガニック

2019

畑はフミーリャ北部、標高 650～700m に位置しています。葡萄の平均樹齢は 35 年
です。モナストレルは接ぎ木をしておらず、機械を使うことが出来ないため、手摘
みで収穫します。発酵は 25 度以下にコントロールしながら天然酵母を使い、ステ
ンレスタンクで 15 日間行います。熟した果実や花の魅力的なアロマ、口に含むと
生き生きとフレッシュでバランスがとれています。果実味とともに、程よい酸と上
品なタンニンが感じられます。ラベルは、フミーリャがとても荒れた岸壁の農地で、
何を作るにも難しい土地であることを表しています。
【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／フミーリャ
生産者：ヒル ファミリー エステーツ

葡萄品種：モナストレル

オーガニック認証：ユーロリーフ、CAE-RM

品番：S‐231／JAN：4935919072311／容量：750ml

¥1,650(本体価格¥1,500)

日本市場のために、バローネ コルナッキアのセラーで
飲み頃を迎えてからリリースしています
400 年以上の歴史を持つコルナッキア家。このワインは、日本市場のために生産者のセラーで熟成させ、
より一層奥深い味わいになってから日本へリリースしています。
しかも、スタンダードクラスであっても D.O.C.G.エリアの葡萄を使用しているという、驚きのワインです。

モンテプルチャーノ ダブルッツォ

2016

Montepulciano d'Abruzzo
10 月中旬に収穫します。除梗して、発酵前に 1 週間マセラシオ
ンを行い、その後ステンレスタンクで 15～20 日発酵させます。
熟成は、30hL のスラヴォニアンオークの樽で 8～10 ヶ月行いま
す。その後、3 ヶ月瓶熟させます。ほとんど透けて通らないしっ
かりとした濃い赤色で、かすかに甘さを感じる力強さと、熟成で
きるたくましさ、またしなやかさ、なめらかさもあります。
「私た
ちは稲葉のために、特別に熟成させてよりタンニンを柔らかくし
てから出荷しています」とフィリッポは話していました。
★「ヴィノス 2018.09」で 90 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：バローネ コルナッキア
葡萄品種：モンテプルチャーノ
熟成：30hL のスラヴォニアンオークで 8～10 ヶ月
有機認証：ICEA、ユーロリーフ

¥1,650(本体価格¥1,500)

品番：I-035／JAN：4935919050357／容量：750ml

樹齢は 80 年以上！平地のトレビアーノとは全く別物。
2017 年ヴィンテージからスペリオーレへ進化。
トレッビアーノ

ダブルッツォ

Trebbiano d'Abruzzo Superiore

スペリオーレ

2019

他の生産者と違う点は樹齢 80 年の葡萄樹を使っていることで、収量も大変少なく、濃縮度も高くなります。
また、他の多くの生産者は平地の畑ですが、コルナッキアは標高 240m の丘陵地帯です。塩を含む石灰岩質
土壌です。発酵前に、ロータリーファーメンターに入れ、8 度でスキンコンタクトを 8～12 時間行います。垂
直タンクに移し、16～18 度に温度管理しながら 12～14 日間発酵させます。その後、4 ヶ月澱と共に寝かせ、
この間バトナージュを行います。白い花を思わせる華やかな香り、クリーンでピュアな果実味、フレッシュで
とてもバランスのよい味わいです。複雑でミネラル感が美しいテロワールを表現した味です。酸もしっかり
とあります。
「アゴスティーニのアドバイスを受けながら、集約があり、果実も綺麗でとてもリッチなスタイ
ルを目指しています。一番に考えたのはクリーンな味わい、二番目は香りの強さ。口に含んだ時のインパクト
です」とフィリッポは話していました。
【白・辛口】国／地域等：イタリア／アブルッツォ
生産者：バローネ コルナッキア

葡萄品種：トレッビアーノ

熟成：タンクで澱と共に 4 ヶ月

オーガニック認証：ICEA、ユーロリーフ

品番：I‐716／JAN：4935919057165／容量：750ml

¥1,650(本体価格¥1,500)

収穫体験を機に写真家から一転
ワイン生産者の道を歩んで30 年、その情熱は冷めることを知りません
シャトー

モンデジール

2016

Château Mondésir
畑は粘土石灰岩土壌で、南・南西向きの斜面にあります。収穫した葡萄は 100％除梗し、
ステンレスタンクで発酵させます。きれいな赤紫色、熟したベリーフルーツの香り、な
めらかですがしっかりとしたタンニンが口中に広がります。香りも果実味のボリューム
もたっぷりです。集約があり、酸もしっかりしています。素晴らしい味わいです。穏や
かなタンニン、風味豊かでバランスのとれたワインです。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ボルドー 生産者：マルク パスケ
葡萄品種：メルロ

熟成：コンクリートタンクで 18 ヶ月

オーガニック認証：AB、ユーロリーフ

品番：FB‐172／JAN：4935919211727／容量：750ml

¥2,200(本体価格¥2,000)

シストワール（黒色片岩）と粘土質土壌の葡萄をブレンドした
コート デュ ルションの魅力を味わうに最適なワイン
コート デュ 優れたテロワールから生まれるフィトゥ
ルション ルージュ マス ラス カベス 2017
Côtes du Roussillon Rouge Mas ここにタイトルを入力
Las Cabes
マス

ラス カベスは標高 120m の南向き、
ワイナリーのすぐ近くにある畑です。熟成は、

ステンレスタンク 50％、樽（新樽でない）50％で、8 ヶ月行います。力強さを感じますが、
これは葡萄が自然に身につけたもので、パワフルになるような手は加えていません。濃い
赤紫色で、新鮮なブラックチェリーの香りがあります。目の詰まったタンニンと豊かなア
ルコール、ふくよかでボリュームのある味わいです。
「スパニッシュ

タパス（スペインの

様々な前菜）によく合うと思います。海の幸とも山の幸とも合わせられます」とガルディ
エは話していました。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ルション
生産者：ドメーヌ ガルディエ

葡萄品種：シラー、グルナッシュ、カリニャン、その他

熟成：ステンレスタンク 50％、樽（新樽でない）50％で 8 ヶ月
オーガニック認証：ユーロリーフ

品番：FB‐073／JAN：4935919210737／容量：750ml

¥1,980(本体価格¥1,800)

表層にはシスト（片岩）
、下層には花崗岩の層
優れたテロワールから生まれるフィトゥ
ここにタイトルを入力
フィトゥ
2019
Fitou
葡萄は、最も若いもので 15 年、古いものは 100 年近くの樹も含まれています。剪定は
厳しく行い、葡萄の房の数は 1 本あたり 8 房に制限します。収穫は、8 月に選別をしな
がら手摘みで行ないます。非常に乾いた気候のため、葡萄の実は小さくなり、収穫量は
自然に抑えられ、30～33hL/ha とかなり低くなっています。深い赤色、すみれ、シナモ
ン、タイム、刈ったばかりの草のアロマが混ざります。味わいは力強く、余韻には、凝縮
された果実味のフレイバーがいつまでも続きます。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ラングドック ルション
生産者：ドメーヌ ド ロラン

葡萄品種：カリニャン、グルナッシュ、シラー

熟成：タンクで 12 ヶ月

オーガニック認証：AB、ユーロリーフ

品番：FC‐447／JAN：4935919314473／容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

エレガンスとフレッシュを追求
「バランスの良さと余韻に感じるスパイシーさが私たちのタヴェルの個性」
タヴェル ロゼ ル クラシック 2018
Tavel Rosé Le Classique

※無くなり次第 2019V に切り替わり

葡萄畑は、タヴェルの特徴的な土壌のタイプであるガレ ルレ（丸い小石）、白いスレー
ト、砂から成っています。穏やかな冬と非常に暑い夏の地中海性気候で、この地域の特
徴であるミストラルが吹きます。収穫は 8 月中旬に開始します。6～12 時間、場合によ
って 24 時間浸漬して、色が付いたらプレスします。フリーランジュースとプレスジュ
ースをブレンドします。アルコール発酵は 15～20 度に温度管理して、天然酵母で行い
ます。翌年 2 月に瓶詰します。それぞれの品種が、典型的な味わいをワインにもたらし
ます。グルナッシュはふくよかな果実味を、サンソーはフィネスと余韻の長さ、シラー
とムールヴェードルは美しい色と赤い果実の風味、そして長い寿命をワインに与えてく
れます。
【ロゼ・辛口】国／地域等：フランス／コート
生産者：ドメーヌ ラ

デュ

ローヌ

ロカリエール

葡萄品種：グルナッシュ、サンソー、シラー、ムールヴェードル
オーガニック認証：AB・ユーロリーフ

品番：FC-266／JAN：4935919312660／容量：750ml

¥2,750(本体価格¥2,500)

『オーガニック生産者のフレート プリンツは、ハルガルテンの畑から
とてもフレッシュでエレガントなリースリングを造る』
ヒュー ジョンソン著『ポケットワインブックＪ2020 より

グーツ

リースリング

クーベーアー

トロッケン 2018

Guts Riesling Q.b.A. Trocken
軽いパウダー状の土、ローム層、砂、丸石、粘土質土壌で、10～15％の斜度の
畑です。選別酵母を使用し、ステンレスタンクで発酵、熟成させます。大変ボ
リュームのある辛口です。香りは甘い果実、ミネラルと生き生きとしたフレッ
シュ感があります。ベーシックなリースリングで、
「グーツリースリングはスタ
ートライン、入り口のようなもの。気に入ってくれたら上のワインも選んでも
らえるので重要」とプリンツは話しています。
【白・辛口】国／地域等：ドイツ／ラインガウ
生産者：プリンツ

葡萄品種：リースリング

オーガニック認証：ユーロリーフ

品番：KA-201／JAN：4935919192019／容量：750ml

¥2,640(本体価格¥2,400)

『絶対はずさないおうち飲みワイン』（山本昭彦著）
に掲載されました！
このワインはトロッケン（辛口）ですが、モーゼルのような丸い酸と親しみやすさも
秘めています。白い花、レモン、ほっそりしていて、砕いた石をなめるようなシャ
ープな味わい。アルコール度数は 12％*で体が楽。リースリングは最も好きな白
ワインの 1 つ。いつ飲んでもほっとする。押し付けがましい主張がなく、心も体も
癒されます。
※掲載は 19 年 VT ですが、現行 VT は 18 年で、アルコール度数は 12.5％になります。

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2021」

２星 ★★

タヴェル ロゼの最高峰として評価され続ける、モルドレを象徴するワイン
「2019VT は素晴らしく豊かなアロマがあり、完璧なバランス」（レミ ショーヴェ）

タヴェル

ロゼ ラ

Tavel Rosé La Dame Rousse

ダム ルス 2019

3 種の土壌が混ざり合っており、ガレ

300 本限り

ルレ（丸石）
、石灰岩、砂質

土壌です。収穫量は 40～42hL/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。

【ロゼ・辛口】国／地域等：フランス／コート デュ
等級：A.O.C.

生産者：ドメーヌ

ド

ラ

ローヌ

モルドレ

葡萄品種：グルナッシュ、シラー、サンソー、他
熟成：ステンレスタンク

醸造家のレミ ショーヴェ

有機栽培品証：AB、ユーロリーフ

¥3,850(本体価格¥3,500)

品番：FA-288／JAN：4935919092883／容量：750ml

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2020」

２星 ★★

「ワインアドヴォケイト」のプイイ フュメの評価において、
上級キュヴェが歴代最高得点を獲得した、知られざるプイイ フュメの名手
生産者を知るのに相応しい 1 本

プイイ フュメ
トラディシオン デ

ロジュ 2018

畑は、レ

ナ

Pouilly Fumé Tradition des Loges
ロジュ村のレ ムーラン

ヴァンです。畑は 0．6ha、

土壌は粘土と砂で、下層土は石灰です。標高 240m の南東向きの斜
面にあります。収穫した葡萄はニューマティックプレスで柔らかく
圧搾します。発酵前のスキンコンタクトはしません。48 時間、果汁
を落ち着かせます。15 度に温度管理したステンレスタンクで発酵さ
せ、マロラクティック発酵は行いません。ステンレスタンクできれ
いな澱と共に 8 ヶ月熟成させます。清澄し、軽くろ過して瓶詰しま
す。洋ナシやアプリコットの香りと豊富なミネラルがあります。フ
レッシュさだけでなく、瓶熟によって味わいが変化していきます。
【白・辛口】 国／地域等：フランス／ロワール

オーナーで醸造家のマルク デシャン

等級：A.O.C.

生産者：マルク デシャン 葡萄品種： ソーヴィニヨン ブラン
熟成：ステンレスタンクで澱と共に 8 ヶ月

品番：FB-799／容量：750ml／JAN：4935919217996

¥3,300(本体価格¥3,000)

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2020」

１星 ★

「2019VT は糖度と酸のバランスが良く、フレッシュでミネラル豊か」
“ワインスペクテーター”でも 90 点獲得
ルーセット ド サヴォワ
キュヴェ ガストロノミー

2018

460 本限り

Roussette de Savoie Cuvée Gastronomie

アルテッスは収穫量が少なく、
病害に弱いため栽培が難し
い品種です。手摘みで収穫し、圧搾します。澱を沈めた後、
16～20 度で発酵させます。アルコール発酵後、そのまま
ステンレスタンクでマロラクティック発酵、ステンレスタ
ンクで 4～5 ヶ月熟成させます。瓶詰後 3 ヶ月寝かせてか
らリリースします。淡い黄色や緑の色合い、白い果物、洋
ナシ、スミレの香りがあります。
生き生きとした口当たり、
アルテッス特有の美しい苦味があります。
★「ワインスペクテーター 2019.10.31」で 90 点
【白・辛口】 国／地域等：フランス／サヴォワ
生産者：ジャン ペリエ エ フィス

等級：A.O.C.

葡萄品種：アルテッス

熟成：ステンレスタンクで 4～5 ヶ月、瓶で 3 ヶ月

品番：FC-264／JAN：4935919312646／容量：750ml

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2020」

¥2,750(本体価格¥2,500)

1 星★
★

「2017VT は、フレッシュさと集約感がありバランスがとれている。
2016VT ほど熟成を必要とせず、早い段階から楽しめる」（シリル マレス）

凝縮度が高く、豊かな果実味がります
コスティエール ド ニーム ルージュ
キュヴェ トラディション 2017
Costières de Nîmes Rouge Cuvée Tradition

グルナッシュは 3 つの異なる区画から使用し、ステンレスタンクで 2
～3 週間発酵させます。サンソーもステンレスタンクを使います。シ
ラーは 5 つの異なる区画からのものを、コンクリートタンクで発酵さ
せます。発酵後、11～12 月にブレンドし、その後 6 ヶ月コンクリート
タンクで熟成させます。輝きのあるダークレッド、フレッシュで熟し
たブラックカラントの果実の香りがあり、熟成によって次第にガリー
グのハーブの香りが現れます。丸さがありフレッシュで、バランスが
良いワインです。集約はしていますが、エレガントです。

オーナーで醸造家のシリル マレス

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

生産者：マス デ

ブレサド

葡萄品種：グルナッシュ 55%、シラー40%、サンソー5%
熟成：コンクリートタンクで 6 ヶ月

品番：FA-679／JAN：4935919096799／容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

マルケで偉大な白ワインを造るというアンジェラの「夢」が込められたワイン
2018VT は多数のコンクールやワインガイドで高い評価を獲得しています
ヴェレノージのアンジェラより
ワインの紹介動画をいただきました。
ぜひご覧ください！
弊社ホームページにて動画の内容が
ご覧いただけます。
https://www.inaba-wine.co.jp/blog/

「デカンターワールドワインアワード 2020」
「イタリアン ワイン コンペティション 2020」
「ベルリン ワイントロフィー2020」
「ロンドン ワイン コンペティション 2020」

レーヴェ ペコリーノ 2018
Reve Pecorino
「レーヴェ」はフランス語で「夢」という意味で、マルケ州で偉大な白ワインを造りたいとい
うアンジェラの想いが込められたワインです。アスコリ

ピチェーノとカステル

ディ

ラーマの、40 年樹齢の葡萄を使います。標高 200m で、比較的砂の多い土壌です。通常のペ
コリーノより遅摘みにします。気温の低い早朝、もしくは夕方に手摘みで収穫します。葡萄
を小箱に入れ、低温でセラーへ運びます。除梗し、コールド

マセレーションします。50％

はフレンチバリックの新樽で、残りの 50％をタンクで発酵させ、1 日 3 回バトナージュしな
がら 6 ヶ月熟成させます。樽熟成させたワインは澱と共に別のタンクに移します。10 度に
保ち、5 日置きにルモンタージュしながら、さらに 9 ヶ月熟成させます。ブレンド後、タン
クの温度を 5 度に下げ澱を落ちつかせます。無濾過で瓶詰めするため、3～4 回移し替えま
す。バナナやパイナップルの香りの後から、エニシダの花やサンザシ、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持続性のあるワインです。
★「デカンターワールドワインアワード 2020」で金賞/95 点、
「イタリアン
ペティション 2020」で金賞、
「ベルリン
イン

【白・辛口】

ディ

コン

ワイントロフィー2020」で金賞、
「ロンドン

コンペティション 2020」で金賞、
「ルカ マローニ

ヴィーニ

ワイン

ワ

ベストワイン年鑑」95 点、
「イ

ヴェロネッリ 2020」3 ッ星/90 点

国／地域等：イタリア／マルケ

葡萄品種：ペコリーノ

等級：D.O.C.G. オッフィーダ

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

品番：I-612／JAN：4935919056120／容量：750ml

¥3,300(本体価格¥3,000)

「2018 年は本当にハッピーな年。赤ワインは、非常に暑かった中で、酸度も熟度もキープすることができ、抜きんでた
ヴィンテージだ。白ワインには、少々難しい年であったが、その中でも上手く収穫ができたことで品質には大変満足でき
た年と言える。ポマールの畑は自社畑で、面積は 1.0ha。収穫した葡萄の一部をネゴシアンに売っているが、毎年、少量
ずつではあるが自社でもボトリングを行っている。しっかりとしたタンニンが特徴。15 年前のようなワイン造りは、が
つがつとしたタンニンがあるためすぐには楽しめなかったが、このワインは 2～３年で飲み頃になると思う」
――2019 年訪問時のジュスタンのコメント

ジュスタン

ポマール 2018
Pommard

ジラルダン

／ ヴァレリー（母）

限 定 180 本

ポマールは、３つの区画（Les Vignots：右写真）、Les Cras、
Les Combes Dessous）の葡萄を使用しています。平均樹
齢は 30 年、収量は 40hl/ha、仕立てはコルドン ロワイ
ヤとギヨー サンプルです。収穫は手摘みで行います。選
別は 3 回、最初は畑で摘み取る際、2 度目は収穫した葡萄
の中から好ましくないものを取り除きます。3 度目はセ
ラーに運び、振動式の選果テーブルを使って本当に健全な
葡萄だけを選別しています。収穫した葡萄は除梗し、12 度
で 5 時間から 7 時間、葡萄本来のアロマを引き出すため低
温マセラシオンを行います。発酵は葡萄の果皮についてい
る天然酵母で行います。発酵と醸しは 15 日から 20 日間、タンニンが強くなりすぎず、繊細でエレガン
トなワインにするため、ピジャージュの回数は最低限にしています。1 日に 1 回、ルモンタージュを行
います。優しい抽出を行うことで、葡萄やヴィンテージの個性を尊重しています。熟成はアリエとヴォー
ジュの樽（新樽 25％）で 15～18 ヶ月行います。清澄せず、軽くフィルターをかけてボトリングします。
赤の果実にスパイスの混ざるアロマとフレイバーがあり、リッチで力強い骨格を持っています。
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ
生産者：ジュスタン ジラルダン 葡萄品種：ピノ ノワール
熟成： アリエとヴォージュの樽（新樽 25％）で 15~18 ヶ月

品番：FC-356／JAN：4935919313568／容量：750ml

¥9,350(本体価格¥8,500)

