
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

エスピノ ピノ ノワール 2019 
Espino Pinot Noir 
 

以前はマイポ ヴァレーで育てたピノ ノ

ワールを使用していましたが、ワインのさ

らなる品質向上のため畑を探し、冷涼産地

として有名なカサブランカ ヴァレーのピ

ノ ノワールを使用することにしました。

美しいルビーレッド、チェリーやイチゴの

典型的な香りの奥にかすかなミネラルの

ニュアンスが感じられます。口に含むとア

タックは繊細、軽めですが、充分なタンニ

ン、さわやかな酸と持続性のある果実味が

あります。フィニッシュは、少しスパイスの

風味も感じられます。とてもエレガントで

洗練されたワインです。 

 

80hL の小型のオープンタンクを使い、温度管理の下、ゆっくりと発酵させます。初めに

8 度で 5 日間プレマセラシオンを行い、その後 18～24 度で約１週間発酵させます。ブル

ゴーニュの伝統的なピジャージュ、つまり人の手で大きなスプーン状の道具を使って何

度も果帽を突き崩し、色と風味を抽出します。ブレンドし、40％をフランソワ フレー

ルのブルゴーニュ樽で、残りをステンレスタンクで 4 ヶ月熟成させます。 
 

 赤・フルボディ  国／地域等：チリ／カサブランカ ヴァレー 

等級：DO カサブランカ ヴァレー 葡萄品種：ピノ ノワール 

熟成：40％をフランソワ フレールのブルゴーニュ樽、60％をステンレスタンクで 4 ヶ月 

品番：W-034／JAN：4935919080347／容量：750ml 

¥1,760(本体価格¥1,600) 

 

 

 

 

 

 

 

 

カサブランカ ヴァレー 

マイポ ヴァレー 

©Vineyards.com 

シャブリの故ウィリアム フェーヴルが、チリで葡萄栽培に理想的な土地を見つけ、所有者

のピノ家に購入を持ち掛けたものの断られてしまいました。諦めきれず、何度も交渉を続け

た結果、共同でワイナリーを設立することになりました。フランスから葡萄の苗を輸入し、

シャブリで培ったワイン造りのノウハウを活かしながら、この素晴らしい土地ならではのワ

インを造り続けています。 

ウィリアム フェーヴル チリ 

冷涼なカサブランカ ヴァレーの 
ピノ ノワールを使用するようになりました！ 

ピノ ノワール特集 

ブルゴーニュ以外の産地 

ブルゴーニュ以外の産地においても、栽培にも醸造にも最新の注意を求める気難しい品種ピノ ノワール。単一で醸造

されることが多く、テロワールの特徴を反映したワインとなります。世界各地で、この気まぐれな品種にチャレンジする意欲

的な生産者がおり、近年の地球温暖化の影響もあって、注目すべき品質へと進化しています。ブルゴーニュワインが高騰を

続ける中で、それぞれの畑の個性を反映させた、個性的でリーズナブルなピノ ノワールをご紹介します。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シュペートブルグンダー クーベーアー トロッケン 2016 
 

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、2500L 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、かす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  

生産者：ワイングート ラインホールト コーネリア シュナイダー 

葡萄品種：ピノ ノワール  熟成：2500L の大樽で 24 ヶ月 

品番：KA-674／JAN：4935919196741／容量：750ml ¥3,960(本体価格¥3,600) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

シュペートブルグンダー クーベーアー トロッケン 2018 
              ＜スクリューキャップ＞

 

畑はハインフェルトにあり、南西向きで標高 182m です。手摘みで収穫します。石灰岩土壌です。収穫

量は 55hL/ha。6 度で 30 時間のコールド マセレーションを行います。ステンレスタンクで 22～30

度に温度管理しながら 12 日間発酵と醸しを行います。ルモンタージュとピジャージュをします。10％

を 228L の樽（新樽でない）に移し、ステンレスタンクと樽で 14 ヶ月熟成させます。ろ過も清澄もし

ません。ラズベリー、ブラックベリーやチェリーの香り。やさしい口当たりで、余韻に酸が調和します。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：ドイツ／ファルツ  生産者：ベルンハルト コッホ 

葡萄品種：ピノ ノワール  熟成：主にステンレスタンク、全体の 10%を 228L の樽で 14 ヶ月 

品番：KA-610／JAN：4935919196109／容量：750ml ¥2,200(本体価格¥2,000) 
 
 

シュペートブルグンダー エス クーベーアー トロッケン 2018 
             ＜スクリューキャップ＞

 

収穫は畑で選別しながら手摘みで行います。除梗、破砕した葡萄をアルコール発酵前に 6 度の低温で約

30 時間のコールドマセラシオンを行います。その後、ステンレスタンクに入れ、22 度から 30 度で約

12 日間発酵させます。発酵後、空気圧プレスで圧搾し 228Ｌのブルゴーニュ樽（新樽でない）に移し

マロラクティック発酵を行い、約 18 ヶ月熟成させます。清澄なし、フィルターをかけずにボトリング

します。しっかりとしたレッドチェリーのアロマに少しスモーキーでスパイシーな要素が混ざります。

金細工のように繊細な口当たりがあり、フレッシュな酸と洗練され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：ドイツ／ファルツ   生産者：ベルンハルト コッホ 

葡萄品種：ピノ ノワール  熟成：228Ｌのブルゴーニュ樽で約 18 ヶ月 

品番：KA-661／JAN：4935919196611／容量：750ml  ¥3,300(本体価格¥3,000)

ドイツのピノ ノワール銘醸地バーデン優 

出来る限り生産者のセラーで熟成させてからリリースしています 

ドイツ／ファルツ 

ドイツ／バーデン 

日本人の醸造家が活躍する 
ファルツでトップクラスの評価を得ている生産者 

ブルゴーニュに引けを取らない洗練されたピノ ノワール 

再入荷致しました    
1 月に初回入荷後 

大変好評 
いただいております 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ピノ ノワール 
グラン レセルバ 2017 
 

土壌の異なる二ヶ所の畑の葡萄を使っています。一つは標高

350m、冷涼なエリアにあるティトンの畑で、南北に広がってい

ます。花崗岩がメインの、粘土混じりの痩せた土壌です。二つめ

はワイナリーのすぐ近くにある標高 650m の畑で、やや暖かい

気候条件です。渓谷の中の平らな場所にあり、川が運んできた沖

積土に砂や砂利の混ざる土壌です。畑は東西に広がり、風通しの

よい場所です。二つの畑の葡萄は収穫、発酵、熟成を別々に行い

ます。除梗、丁寧に破砕します。温度管理した 20hL のステンレ

スタンクを使い、手動でルモンタージュしながら発酵させます。

マロラクティック発酵も樽で行い、ラッキングはしません。フラ

ンスの樽メーカーの中でもトップクラスのタランソー社のフレ

ンチオークの樽（新樽、1 回使用樽、2 回使用樽）で 6 ヶ月熟成

させます。出荷前の瓶熟成が一番大事だと考えています。味わいには、品種の個性であるクリー

ンな印象を引き出しています。ブラックチェリーのきれいな香り。樽を使って熟成させています

が、樽香が強すぎることはありません。なぜなら、飲む人に感じて欲しいのはテロワールの個性

であり、オークの香りではないからです。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー   

生産者：ビーニャ ファレルニア  葡萄品種：ピノ ノワール 

熟成：フレンチオークの樽で 6 ヶ月 

品番：W-050／JAN：4935919080507／容量：750ml ¥2,750(本体価格¥2,500) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ペイ ドック ピノ ノワール キュヴェ ド ブリュ 2018 
  ※無くなり次第 2019VT へ切り替わり

 

畑はオード県の西に位置します。粘土石灰質土壌で、昼夜の気温差があるた

め、葡萄からワインに豊かなアロマがもたらされます。ブルゴーニュ的スタ

イルを目指し柔らかい抽出をするために、空気圧式の機械でピジャージュ

を行います。ピノ ノワールの繊細なアロマを保つため、24 度の低温に管理

しながら 10 日間発酵させます。圧搾し、澱引きした後、マロラクティック

発酵を行います。その後、澱と共に熟成させます。輝きのあるルビーレッ

ド。赤のベリーの非常に華やかなアロマ、さらに紫の花やリコリスのアロマ

も感じられます。柔らかく、こなれたタンニンです。余韻の中にも、再び

レッドベリーの風味があり、同時にタバコやローストしたアーモンドの香ばしいニュアンスもあります。 
 

【赤・ミディアムボディ】 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：ピノ ノワール 

品番：FC-298／JAN：4935919312981／容量：750ml ¥1,540(本体価格¥1,400)

©Vineyards.com 

マイポ ヴァレー 

エルキ ヴァレー 

フランス／ラングドック 

過去にデカンター ワールド ワイン アワード獲得！ 

世界の常識を覆したエルキ ヴァレーのピノ ノワール 

手頃な価格で楽しめる 

果実味が豊かな南仏のピノ ノワール 



  

 

 

 

 

 

  

 

コート ド ラ シャリテ ピノ ノワール 
レ モンテ ド サン レイ 2015 
 

古い地図にも載った「レ ピノット」という区画で、昔からピノ ノ

ワールを植えていました。粘土とチョークに鉄分の混ざる土壌です。

葡萄は手摘みで収穫します。選別し、除梗します。収穫量は 35hL/ha

です。10～15 日間発酵させ、その間毎日ピジャージュとルモンター

ジュを行います。フレンチオークのバリック（5～10％新樽）で 10

～12 ヶ月熟成させます。その後タンクに移し、3 ヶ月落ち着かせて

から瓶詰めします。セルジュは赤ワインを造ることを夢見ていました

が、プイイ フュメで赤は認められていないので、このワインを始め

ました。チェリーやカシスの華やかなアロマに、樽からのロースト、

スパイスのニュアンスが混ざりあっています。「コート ド ラ 

シャリテは、天候はブルゴーニュより涼しいですが、土壌はブルゴー

ニュと似ています。ワインのスタイルもブルゴーニュ的な繊細なピノ 

ノワールを目指しています」とヴァレリーは話していました。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ロワール  

生産者：セルジュ ダグノー エ フィーユ  葡萄品種：ピノ ノワール 

熟成：バリック（5～10%新樽）で 10～12 ヶ月、その後タンクで 3 ヶ月 

栽培：リュット レゾネ 

品番：FB-751／JAN：4935919217514／容量：750ml ¥3,080(本体価格¥2,800) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ルイイ ルージュ レ グランド ヴィーニュ 2018 
 ※無くなり次第 2019VT へ切り替わり 

 

畑の面積は 4ha で、栽植密度は 6,500 本/ha、土壌はシルト石灰

岩で、表土は砂利です。標高 120m で、南向きです。収穫量は

50hL/ha。畝と畝の間には草を生やし、葡萄の根が深く伸びるよ

うにしています。9 月初旬に機械で収穫します。葡萄は選果テーブ

ルで選別します。100％除梗します。発酵前に 6～8 度で 4～5 時

間コールド マセレーションを行います。タンクを使い、20 度で

約 3 週間発酵させ、最初の 2 週間は毎日ルモンタージュを行いま

す。ニューマティックプレスで圧搾。85％フリーランワインを使

います。澱引きをして、マロラクティック発酵させます。75％は

ステンレスタンク、25％は 3～5 回使用樽で 8 ヶ月熟成させます。ろ過はしますが、清澄はしません。

4 週間瓶で寝かせます。カシスやイチゴ、チェリーなど赤い果実の華やかなアロマ、口に含むと、しな

やかで非常にバランスが取れています。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ロワール／ルイイ  

生産者：クロード ラフォン  葡萄品種：ピノ ノワール 

熟成：ステンレスタンクと樽で 8 ヶ月 

品番：FB-753／JAN：4935919217538／容量：750ml ¥2,860(本体価格¥2,600) 

 

フランス／ロワール 

フランス／ロワール 

ブルゴーニュを凌駕する、繊細で奥深いピノ ノワール 

2015VT は残り僅かです 

※無くなり次第 2017VT へ切り替わり 

ルイイの第一人者が造る、ピノ ノワール 

繊細でじわじわと風味が広がる味わい深いワイン 


