
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

シャブリ グラン クリュ ヴァルミュール 2018 
Chablis Grand Cru Valmur 
 

レ 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。 
 

★「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 ブノワ ドロワン   

葡萄品種：シャルドネ  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) 

 
 

「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） 

120 本 
限り 

オーナーで醸造家のブノワ ドロワン 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

タヴェル ロゼ ラ ダム ルス 2019 
Tavel Rosé La Dame Rousse 

 

3 種の土壌が混ざり合っており、ガレ 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 ローヌ  

等級：A.O.C.  生産者：ドメーヌ ド ラ 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    

有機栽培品証：AB、ユーロリーフ 

品番：FA-288／JAN：4935919092883／容量：750ml ¥3,850(本体価格¥3,500) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プイイ フュメ 
トラディシオン デ ロジュ 2018 
Pouilly Fumé Tradition des Loges 

 

畑は、レ ロジュ村のレ ムーラン ナ 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  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 2021」 

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） 

「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 

300 本限り 

２星★★  

LE GUIDE HACHETTE DES VINS 

「アシェット ガイド 2020」 ２星★★  

オーナーで醸造家のマルク デシャン 

醸造家のレミ ショーヴェ 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ルーセット ド サヴォワ 
キュヴェ ガストロノミー 2018 
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  等級：A.O.C. 

生産者：ジャン ペリエ エ フィス  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 ¥2,750(本体価格¥2,500) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 
 

【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) 

 
 

「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 
 

LE GUIDE HACHETTE DES VINS 

「アシェット ガイド 2020」 １星★  

460 本限り 

「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 

LE GUIDE HACHETTE DES VINS 

「アシェット ガイド 2020」 1 星★
★  

オーナーで醸造家のシリル マレス 


