FRANCE

Delphine et Sebastien
Boisseau
デルフィーヌ・エ・セバスチャン・ボワソー
（ブルゴーニュ／マコン・プレ村）

ボワソーが醸造所を構えるブレ村は、
マコンの中心地から30分程。
マコンの主要産地からは飛び地になっており、村の周囲にはのどか
な牧草地が広がっています。AOCマコン・ブレ
（Macon Bray)はフ
ランス国内でもまだ殆ど知られていない産地です。
セバスチャン・ボ
ワソー
（Sebastien Boisseau)は妻のデルフィーヌ
（Delphine)と共
に、
このマイナーAOCに特化したワインを造っています。二人はマコ
ンの醸造学校で出会いましたが、
当初は他の土地でワインを造る予

定でした。
しかし兵役を終えて一時的に実家に戻ったセバスチャン
は、改めてブレ村周辺のテロワールの独自性とポテンシャルの高さに
可能性を感じ、
この土地でのワイン造りを決心しました。初ヴィンテー
ジの2012年から、既にフ
ランスを代表するワイン
誌レヴュー・ド・ヴァン・ド・
フランスで高く評価され、
注目を集めました。現在
では国内だけで、殆どの
ワインが売り切れてしまう
程に人気が高まっている
注目のドメーヌです。

標高250ｍの“La Vigne Mouton”区画の若樹を使用。鉄分を非
常に多く含む、粘土石灰質土壌。南西及び西向き斜面。手摘みで収
穫、その後全房のままプレス。十分にデブルバージュ。エナメル樹脂
タンクの中で低温（約10℃）のまま11か月かけて長期発酵。
品種：シャルドネ

BSL117
年号 2017

“En Cornillon”区画。“1922年、1950年、2000年に植樹のガメイ古樹
を含む。ジュラ紀のローズ色花崗岩。標高350m、傾斜30%の急斜面。
キュヴェ名は”危険な斜面“全房で15日間のマセラシオン・カルボニック
発酵。その後600Ｌの木樽で9か月熟成。2017年は亜硫酸無添加。
品種：ガメイ

Macon Villages Le Mouton Blanc

BSDD17

マコン・ヴィラージュ・ル・ムートン・ブラン

容量 750ml

¥3,800

入数 12

年号 2017

年号 2017

BSTC17

マコン・ブレ・レ・117・ムートン・ブラン

¥4,000

入数 12

白ワイン

ロゼワイン

ブルゴーニュ・ルージュ・テール・ド・シャズー

容量 750ml

¥4,400

入数 12

）

Solutre（ソリュトレ）
とVergisson（ヴェルジッソ
ン）二つの岩山の間に位置するドメーヌ・ゲラン
は1926年に創設されました。現在4代目のバス
ティアンが父と共にワインづくりに心血を注いで
います。厳しく切り立つ岩山近くのこの区域は地
質学的にもたいへん古い土壌で、畑からは古代
海洋生物の化石が産出します。ゲランでは3つ
のアペラシオンに35の異なるパーセル（区画）の
畑を所持していますが、これらをすべて別々に
摘み取り、それぞれの畑の特徴を熟慮したうえで醸造・ブレンドを行います。
冬寒く夏暑いこの土地のワイン造りで重要なのは一粒一粒のブドウの実をじっくり
観察し適時対処する事です。寒さ暑さに耐えるよう土を耕し根が深くテロワールの
ミネラルを吸収するよう心がけます。栽培では手間を惜しまずブドウの健康状態と
成熟のための最適な条件を見守ります。収穫では平地が少ないので90％人間の
手で摘み取り、搾汁したジュースは素早くセラーで冷却し発酵を待ちます。畑の
パーセルとヴィンテージによって常に異なりますが、オーク樽を使用する際には澱と
一緒に11〜12ヶ月熟成させます。
赤ワイン

Bourgogne Rouge Terres de Chazeux

標高200ｍ程度の丘陵地に位置する。2haの畑が全て南南西向き。
日照が強くブドウが焼けるので葉は間引かない。土壌は粘土質が多
い石灰質粘土土壌。熟し具合が他より早く、厚みのある滑らかな仕上
がりになることが多い。白い花や果肉が黄色い果実（黄桃など）の風
味、
フレッシュな味わい。

GRCV17B
年号 2017

Saint-Veran Le Clos Vessat
サン・ヴェラン・ル・クロ・ヴェサ

容量 750ml

¥3,300

入数 12

ブドウは手作業で収穫した後、空気式プレスでソフトに搾汁します。一次発酵はス
テンレスタンクで、その後5年使用されたオーク樽に移し（新樽率15％）10〜12ヶ
月熟成させます。熟成樽のサイズは228Lと400Lの木樽です。平均40年の樹齢
の果実で、すべてヴェルジッソンのテロワールに属しています。酸とミネラルのバ
ランスが良く、且つ食事にも合う飲みやすいワインを造ろうと模索した結果です。

GRPV18B
年号 2018

Pouilly Fuisse Vieilles Vignes
プイィ・フュイッセ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

容量 750ml

¥4,500

入数 12

Vergisson の丘上部に広がる特徴的なテロワール。
カルケールが
大変強いピエール・プランシュ
（白石）で組成されるミネラルの強い
土壌。東からの風が定期的に吹き、様々なミクロクリマ条件のバラン
スをとっている。栽培面積0.4ha。

GRPF17B
年号 2017

発泡性赤ワイン

Pouilly-Fuisse Sur La Roche （2019年プルミエ・クリュ格上げ）
プイィ・フュイッセ・スール・ラ・ロッシュ

容量 750ml

¥4,600

入数 12

発泡性白ワイン

発泡性ロゼワイン
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BOURGOGNE / Domaine Guerrin & Fils Delphine et Sebastien Boisseau

（

年号 2017

ドメーヌ・ゲラン・エ・フィス
ブルゴーニュ／
サン・ヴェラン、プイイ・フュイッセ地区

¥3,800

入数 12

醸造所から丘の麓に向かって広がる“Le haut de chazeux“区
画。標高250m。鉄分を非常に多く含む粘土石灰質。90％除梗後
27日間の発酵・マセラシオン。温度調整及びピジャージュは無し。
伝統式手法。その後ブルゴーニュ樽で12ヶ月熟成。
品種：ピノ・ノワール

Macon Bray Les 117 Moutons Blancs

容量 750ml

マコン・ブレ・デッサント・ダンジュルーズ

容量 750ml

1900年に植樹された“Clos Rebitiot”区画のシャルドネ古樹を使
用。標高250m。1/3は自根。
「117」は樹齢に由来。全房のままプレ
ス。デブルバージュ後、エナメル樹脂タンクの中で低温（約10℃）の
まま11か月かけて長期発酵。
品種：シャルドネ

BSMB17

Macon Bray Descente Dangereuse

FRANCE

ドメーヌ・デ・テール・ドレー（ブルゴーニュ／ボジョレー地区）

個性的でストイックな ”ジャン・ポール・ブラン”

リヨンから最も近い南ボジョレーのシャルネー(Charnay)村で孤軍奮
闘しているジャン・ポ−ル・ブランは何もかも別格な人物です。
そもそも
ボジョレーの生産者は北に多く
（モルゴン、
フルーリを中心に）南ボジ
ョレーでは彼だけが頑張っています。気候風土も大きく異なり、温暖
ですが南風が強く、
土壌は黄金色の石灰質土壌です。
ドメーヌ名は
「黄金色の土壌」。村の建造物はこの岩を切り取って建てられた為、
村全体が黄金色に輝いています。
栽培種はガメイ、
シャルドネ、
ピノ・ノワールで、
醸造方法も従来のボジ
ョレーのような除梗しないセミ
・
マセラシオン・カルボニックでは
なく、
すべて除梗し、
ブルゴーニ
ュの伝統的な醸造方法を実践
しています。理由は「ここの石
灰質土壌で従来の醸造を行う
と軽薄なワインになるし、
ここは
標高が高いので、
より果実のフ
レッシュさを残し、且つタンニン

がしっかりしたバランス
の良いワインができる」。
確かに他のボジョレーと
はスタイルが全く違い、
ブルゴーニュを連想さ
せるのは黄色の石灰質
土壌のミネラル分の影
響だと思われます。20〜
30ｃｍの石灰土壌の下
には鉄分を多く含む赤
い岩石が敷き詰められ
ています。

16
BOURGOGNE / Domaine des Terres Dorées

ガメイベースのスパークリング・ワインは、アルコール度がわずか
7.5％。しかし、花崗岩の土壌の果実感やミネラル感はジューシー
そのものです。発酵が始まると赤い果皮が短時間でピンク色にな
り、糖分が心地よい完璧な食前酒やデザートワインです。赤い小
さな果実を連想させる逸品です。

ボジョレー全体の2〜5％を占めるBeaujolais Blanc Classic
は、木樽を全く使わずタンクで醸造されます。タンク醸造からの混
じり気のない清 涼 感が特 徴です。土 質が異なるブルゴーニュの
シャルドネとの違いが良く分かり、シャープな味わいです。

TDBC18
年号 2018

Beaujolais Blanc Classic

TDFRNV

ボジョレー・ブラン・クラシック

容量 750ml

入数 12

¥3,000

年号 NV

年号 2017

Roussanne

容量 750ml

入数 12

¥3,300

年号 2017

年号 2018

Beaujolais Le Ronsay

容量 750ml

入数 12

¥2,500

年号 2017

年号 2017

Beaujolais L'Ancien

容量 750ml

入数 12

¥2,700

¥4,300

フルーリー

入数 12

¥3,800

標高280ｍの西向き斜面。平均樹齢35年で醸造には5〜8年樽を
使用します。Pierres Dorées（黄金色をした土壌）に位置した3
区画のブドウから造られます。コルドン剪定で実は小さく、黄金の
土地のピノ・ノワールは繊細にしてデリケートな仕上がりです。

TDBP18

ボジョレー・ランシアン

入数 12

Fleurie

容量 750ml

正統派ブルゴーニュワインのように造られました。マセラシオンを
せず、搾汁後に4週間をかけてタンクでゆっくり発酵させ、熟成さ
せたフレッシュさの残るエレガントな仕上がりです。

TDLA17

モルゴン・コート・デュ・ピィ・ジャヴェルニエール

平均的なボジョレーの生産者のフルーリーより鉱物的で純粋な仕上
がりが魅力的で、複雑さとエレガントさを兼ね備えたワインです。
ベリー系果実やチェリーを連想し飲みやすさも併せ持っています。

TDFL17

ボジョレー・ル・ロンセ

¥3,000

Morgon Cote du Py - Javernieres

容量 750ml

ボジョレー・ランシアンの若樹（平均樹齢20年）を中心に造られて
います。ランシアンと同時に、ガメイ種を伝統的なブルゴーニュ手
法で仕上げたボジョレーです。

TDBR18

入数 12

クリュ・ボジョレー、モルゴンの中でも名高い「コート・デュ・ピィ地
区」。さらにその中で言わばグランクリュと讃えられる斜面のふも
と、ジャヴェルニエール畑に1haを所有。力強く、美しい骨格を備
えた偉大なガメイ。

TDCP17

ルーサンス

エフェルヴェサン・ロゼ

容量 750ml

ボジョレーでは非常に珍しいルーサンヌ100％キュヴェです。新たな
挑戦としてサヴォワのChignin Bergeronと同じ標高の畑にルーサン
ヌを植えました。ルーサンヌ栽培の北限にあたるこの土地から造られ
る、もっともエレガントなルーサンヌです。AOCヴァン・ド・フランス。

TDRS17

FRV 100 Rose

年号 2018

Bourgogne Pinot Noir
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

容量 750ml

入数 12

¥3,600

FRANCE

ドメーヌ・ロッシュ（コート・デュ・ローヌ地方）

現代性と、家族から受け継いだ伝統を尊重

17世紀初頭Romain Rocheの祖先Mr.Biscaratが、
この地で優良区画を選び
ながら段階的に12haにおよぶブドウを植えました。その後各世代で、受け継がれ
た伝統と各自の個性を活かしながら、技術とブドウ畑を受け継いできました。1929

年Victorin Roche (Romainの曽祖父)が、造り手のグ
ループと共にケランヌに共同組合を設立しました。
テロワールが全ての基本です。祖先が残してくれた土
地や自然に対する情熱を持ち続けていくという考え方
は非常にシンプルで「全ては葡萄畑から」がもっとうで
す。
また、自然環境を守り、土壌と植物のバランスを保つ
ロマン・ロッシュ氏
為、区画ごとに殆どの作業を手作業で行っています。
そのブドウ次第でワイン造りは決まりますので、カーヴでは小容量のタンクで区
画・品種ごとに分けて醸造します。それにより異なるテロワールとそのヴィンテージ
を表現出来ます。豊かで多様性に富んだ「ドメーヌ・ロッシュ」の個性とバランスを
兼ね備えたワインは、自社畑の多様なテロワールから造られます。

2016年に赤系品種から改植した自社畑のブドウを使用。AOPケランヌ
の畑だが、
グルナッシュ・グリの使用はAOPで認められていない為、
ヴァ
ン・ド・フランスとしてリリース。グルナッシュ・グリが持つフレッシュさ
が、全体にバランスを与えている。
キュヴェ名は「みにくいアヒルの子」。
品種：マルサンヌ、
クラレット、
グルナッシュ・グリ

DRPC18
年号 2018

Le Vilain Petit Canard Blanc

DRCN17

ル・ヴィラン・プティ・カナール・ブラン

容量 750ml

ブドウは平均樹齢50年で、ケランヌの石灰岩質土壌の台地と村の近くの
砂利の斜面、海抜200〜300メートルの高さに植えられています。適度な
酸とやや鉱物的なニュアンスが特徴です。スパイシーな香りとブドウ品種
特有の黒い果実の香りが醸し出されます。手摘みで収穫。最良のブドウの
みを得る為に畑で選果。100%除梗。品種：グルナッシュ70％ シラー30%

¥2,700

入数 6

年号 2017

年号 2017

Cotes du Rhone Rouge

容量 750ml

¥2,500

入数 6

¥3,000

入数 6

“ラ・ブスケット”は毎年造るわけではありません。標高300メートルの
高地に植えられたブドウで、土壌は石灰質が混じった珪質粘土質土
壌です。手摘みで収穫。最良のブドウのみを得る為に畑で選果。
100%除梗。天然酵母の自然発酵。
品種：グルナッシュ85％ 樹齢の高いカリニャン15%

DRBQ16

コート・デュ・ローヌ・ルージュ

ケランヌ・ルージュ

容量 750ml

使用されるブドウは平均樹齢40年で、標高150〜300メートルのケランヌの畑です。このブ
ドウの特徴である花のような香りとフルーティーで軽いニュアンスを大切に選果します。ブド
ウは手で必要に応じて畑ごとに分けて収穫します。セラーでの発酵は天然酵母により自然
に起こり、色素、アロマおよび柔らかいタンニンを抽出させますが強制的には一切しません。
品種：グルナッシュ60％ シラー25％ カリニャン15％

DRCR17

Cairanne Rouge

年号 2016

La Bousquette Rouge
ラ・ブスケット・ルージュ

容量 750ml

¥4,000

入数 6
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ドメーヌ・デ・ルミジエール（コート・デュ・ローヌ地方）

RZHE17B

Domaine des Remizières（ルミジエール）
は3世代続く家族経営の
ワイナリーです。約4haから始まったブドウ畑ですが、当初は協同組
合にブドウを納めていました。父の代の1973年から元詰め（Domaine)になり、現在35haとブドウ畑は拡
張し、同時に醸造設備も整備してきまし
た。現在、
ドメーヌはCrozes Hermitage（クローズ・エルミタージュ赤と白）、
Hermitage（ エルミタージュ赤と白）、
Saint Joseph（サン・ジョセフ赤のみ）、
そして少しのVin de Paysを生産してい
ます。
これらのアペラシオンのいくつかの
醸造責任者のエミリー
キュヴェがドメーヌの顔になっています。

年号 2017

RZCH17
年号 2017

年号 2017

クローズ・エルミタージュ・ブラン・キュヴェ・パルティキュリエール

容量 750ml

¥3,700

入数 12

赤ワイン

白ワイン

ロゼワイン

¥10,000

入数 12

Crozes Hermitage Rouge
クローズ・エルミタージュ・ルージュ

容量 750ml

¥3,300

入数 12

ブドウは粘土石灰岩質土壌の丘陵に植えられています。
ゴブレットと
トレリス剪定です。果実はステンレスタンクで一旦発酵させ、次に温
度コントロール付きの槽に入れ約20日間ゆっくりと攪拌しながら浸
透。その後10〜12ヶ月間600Lの樽で熟成させ壜詰めします。
品種：シラー100％ 樹齢：45年

RZCP17

Croze Hermitage Rouge "Cuvee Particuliere"
クローズ・エルミタージュ・ルージュ・キュヴェ・パルティキュリエール

容量 750ml

ブドウ畑は南に面した丘陵地帯の粘土石灰岩質土壌に植えられてい
ます。剪定はコルドン仕立てで、収穫は全て手摘みで行います。熟成
はこの土地の伝統的なワイン造りを継承し、大型バレルと600L樽で
約8〜10ヶ月行ってから壜詰します。
品種：マルサンヌ100％ 樹齢：25〜30年

Crozes Hermitage Blanc “Cuvee Particuliere”

エルミタージュ・ブラン・キュヴェ・エミリー

容量 750ml

畑は平野の粘土石灰岩質土壌に植えられ、
コルドン剪定をしていま
す。果汁は汲み上げながら約20日間醸します。その後約10〜12ヶ月
間大きな槽で熟成されます。
ブドウの平均年齢は20〜25年。
品種：シラー100％

年号 2017

RZCP17B

Hermitage Blanc “Cuvee Emilie”

¥3,800

入数 12

畑は南に面した花崗岩質土壌の丘の中腹にあります。高さのあるゴ
ブレ剪定された樹から収穫。果実は28〜30日間、温度管理の密閉タ
ンクと
（28〜30℃）
で発酵させます。新樽（100％）
で15〜18ヶ月成
熟させます。品種：シラー100％ 樹齢：40年

RZHE15
年号 2015

発泡性赤ワイン

Hermitage Rouge "Cuvee Emilie"
エルミタージュ・ルージュ・キュヴェ・エミリー

容量 750ml

¥12,000

入数 12

発泡性白ワイン

発泡性ロゼワイン

RHONE / Domaine Roche Domaine des Remizières

ブドウ畑は南に面した丘陵地帯の粘土石灰岩質土壌に植えられています。
ゴブレ仕立てだけの樹から収穫されたブドウを使います。同様にアロマを
保存する為に不活性ガス充填の228L樽（70％新樽、30％1年使用樽）を
用い、そのままマロラクティック発酵させます。澱と一緒に12ヶ月の間熟成
させて壜詰めされます。
ブドウ品種：マルサンヌ100％、樹齢：60年

FRANCE

シャトー・ラトゥール・マルティヤック
（ボルドー／ぺサック・レオニャン地方）

1857年クレスマン社はボルドーのワイン商としてエドゥワール・クレスマンにより設立され、1884
年既にエドゥワールは白ブドウ品種に着目し幾つかの畑
に白ブドウを植え始めました。1871年ポイヤックの「シャ
トー・ラトゥール」
からラトゥール・マルティヤックの白ワインに
ついて絶賛の声が届けられ、
エドゥワールはいたく感動し
たとの記録があります。現在、
ジャンの息子たちのトリスタ
ンとロイック・クレスマンは、
この素晴らしいシャトーと畑そし
てテロワールを更に進化させるべく努力を惜しみません。
1990年に初ヴィンテージ。
ラトゥール・マルティヤックの樹齢の若い
ブドウ樹(平均樹齢：25年)から造られている。樽熟成は6ヶ月。
年間生産2,000ケース。繊細で、
フルーティーな香りと味わいが特徴
的。バランスが非常にとれたワイン。
品種：ソーヴィニヨン・ブラン80% セミヨン20%

非常にアロマティックで、
グレープフルーツやレモンといった柑橘のニュ
アンス。爽やかな酸とジューシーな果実味のバランスが素晴らしい。
品種：ソーヴィニヨン・ブラン100％

CLR015B
年号 2015

Chateau Langlet Blanc

LAB014

シャトー・ラングレ・ブラン

容量 750ml

入数 6

JAN 3508695215404

¥3,300

年号 2014

年号 2015

Chateau Langlet Rouge

容量 750ml

入数 6

JAN 3508695115407

¥3,300

年号 2014
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年号 2016

LMB015

ラグラーヴ・マルティヤック・ルージュ
入数 6

JAN 3508692114407

¥4,600

シャトー・ラトゥール・マルティヤック・ルージュ
入数 6

JAN 3508691114404

¥8,000

ミネラル感を感じ、柑橘系の芳しい香りが特徴。
品種：ソーヴィニヨン・ブラン65% セミヨン35%

Lagrave-Martillac Rouge

容量 750ml

JAN 3508692214400

Chateau Latour-Martillac Rouge

容量 750ml

ラトゥール・マルティヤックのセカンドワイン。
温度制御されたステンレスタンクで3-4週間発酵。
熟成は新樽比率33%の小樽で14-16ヶ月間。
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン60% メルロー40%

LAR016

入数 6

樽は控えめではあるが、黒系果実の芳醇な香りが特徴。
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン50% メルロー43%
プティ・ヴェルド7%

LMR014

シャトー・ラングレ・ルージュ

ラグラーヴ・マルティヤック・ブラン

容量 750ml

ラトゥール・マルティヤックの醸造チームがワイン造りに携わりメル
ロー85％、
カベルネ・ソーヴィニヨン15％の比率でブレンドし、新樽
比率20％の小樽で12カ月間熟成し、
ボトリング。
品種：メルロー85% カベルネ・ソーヴィニヨン15%

CLR015

Lagrave-Martillac Blanc

¥4,800

年号 2015

Chateau Latour-Martillac Blanc
シャトー・ラトゥール・マルティヤック・ブラン

容量 750ml

入数 6

JAN 3508691215408

¥8,000

BORDEAUX / Chateau Latour-Martillac Château Micalet

(Dominique)は醸造を担当しています。先代のドニ・フェデューは、
メ
ドックの小規模生産者グループ”クリュ・アルティザン(Cru Artisan)
“の活動に力を注ぎました。
“クリュ・アルティザン”とは、
家族経営でブド
ウ栽培から販売まで行う小規模生産者を支援する為につくられたグ
シャトー・ミカレ
ループ。
ドニと仲間達の努力もあり、2006年からはクリュ・ブルジョワと
（ボルドー／オー・メドック）
同等の格付けとして公式に認可されています。
クリュ・アルティザンの
多くの生産者は所有畑10ha以下。
自らの手で耕作が可能な範囲の
『自分達が飲みたいワイン』
を造る事にこだわっています。
その
メドックでは珍しい家族経営の小規模生産者です。“職人のワイン” 畑で
為、彼らのワインにはテロワールの個性と共に、
造りに誇りを持ち、同じ志の造り手仲間と新格付け“クリュ・アルティ
造り手の個性も明確に表現されているのです。
ま
ザン”を立ち上げました。しなやかなタンニンと果実味が特徴的なク
た、
シャトー・ミカレは2004年に3haの畑からビオロ
ラフト
（手造り）
ボルドーです。
ジック農法の導入を始め、2006年には所有する
企業経営のシャトーが並ぶボルドー左岸において、3世紀にわたり家
全ての畑で転換を完了しました。現在では”ク
族経営を続ける小規模生産者シャトー・ミカレ。現在はフェデュー兄
リュ・アルティザン”の中でもビオロジック栽培の先
弟がシャトーを受け継ぎ、長男ダミアン(Damien)は栽培、次男ドミニク
駆者として、
他の造り手に影響を与えています。

メドックの本来の伝統的なワインに回帰したメルロ主体の赤。手摘み
で収穫後、旧式プレス機で圧搾。野生酵母のみを使用し、
ステンレス
タンクでゆっくりと発酵。最初はステンレスタンクで6ヶ月、その後フ
ランス産のオーク樽で12ヶ月熟成。新樽比率は30％。
品種：メルロー50% カベルネ・ソーヴィニヨン43％ プティ・ヴェルド7%

MCL016
ダミアン
（左）
とドニ
（右）

年号 2016

Chateau Micalet
シャトー・ミカレ

容量 750ml

入数 12 JAN 3760187470047

¥4,000

FRANCE

サン・セル（ラングドック地方）

2ラングドックの地方都市ベジエから西へ約30km。サン・セルは、AOC
サン・シニャンに本拠地を置く造り手です。1970 年代にワイン商のアン
リ
・カラ
（Henri Calas）
がサン・シニャンに畑を購入しワイン造りを始めま
した。
ワイン商としてラングドックを熟知していたアンリは、
サン・シニャン

のテロワールに大きな可能性を見出
し、当時はあまり植えられていなかっ
たシャルドネとシラーも積極的に植樹
しました。1993年にアンリの孫エチエ
ンヌ・ルアネ(Etienne Rouanet)が畑を
引き継ぎ当主に。畑の改良やブドウの
植樹に熱意をもって取り組みました。
エチエンヌ
（左）
とマリー（右）
一方でブドウ栽培に集中する為に、
ワ
インは自ら販売せずラングドックの大手ネゴシアンに任せていました。
2018年よりエチエンヌの妻マリー(Marie)がドメーヌに加わった事で、
ワ
インの栽培から販売までを一貫して自らで行う様になりました。同時に
キュヴェのラインナップを一新。
また、生物学に詳しいマリーの知識を活
かして、有機農法への転換も始めています。

IGPペイ・ドック。
「鐘が鳴り響く」
という意味のキュヴェ名は、石化質の岩
盤を含む畑の為、畑を耕す際に鍬が石にあたり鐘の様な音が響く事に由
来しています。エナメル樹脂加工のタンクで15日かけてゆっくりと発
酵。マロラクティック発酵無し。発酵後は澱と触れた状態で、ボトリングま
で熟成させています。

SCTC18
年号 2018

Les Etincelles Tinte Clochette

SCOB18

レ・ゼタンセル・タント・クロシェット

容量 750ml

¥2,200

入数 12 JAN 3760262670034

亜硫酸完全無添加により、
フレッシュさと溢れるような果実味が特徴的な
ワインに仕上げています。収穫は早朝に行い、除梗後ただちに圧搾。酵母
を添加して、完全に糖分が無くなるまでスムーズに発酵を進める事で、亜
硫酸無添加によるリスクを減らしています。マロラクティック発酵を行う
事で、僅かにスパイスの様な複雑味も与えています。IGPペイ・ドック。

年号 2018

年号 2018

Les Etincelles Fee Griottine

容量 750ml

¥2,200

入数 12 JAN 3760262670041

入数 12 JAN 3760262670010

¥2,700

亜硫酸完全無添加キュヴェ。無添加で仕上げる事で、複雑なアロマと口当
たりの良い果実味を両立させています。健全果のみを収穫し、完全除梗後
にステンレスタンクで発酵。酵母を添加して、完全に糖分が無くなるまでス
ムーズに発酵を進める事で、亜硫酸無添加によるリスクを軽減しています。
マロラクティック発酵後は早い段階で瓶詰めしています。IGPペイ・ドック。

SCOR18

レ・ゼタンセル・フェ・グリオティーヌ

レ・ナチュレル・ゼロ・ブラン

容量 750ml

IGPペイ・ドック。ユニークな組み合わせの3品種をブレンドして、骨
格がありながらもしなやかな口当たりに仕上げています。収穫したブ
ドウは完全に除梗し、ステンレスタンクで温度管理を行いながら発
酵。発酵中には状態に合わせてルモンタージュを行っています。
ステ
ンレスタンクで3~6ヶ月の熟成。
アルコール度数13,5%

SCFG18

Les Naturelles “0” Blanc

年号 2018

Les Naturelles “0” Rouge
レ・ナチュレル・ゼロ・ルージュ

容量 750ml

入数 12 JAN 3760262670003

¥2,700

LAGUEDOC / Saint Cels
COGNAC / Chateau d’O rignac CASUAL WINE / Louis Eschenauer GCF

シャトー・ドォリニャック（コニャック地区）

ピノ・デ・シャラントはブドウ果汁にコニャックを混ぜ、発酵を中断させたヴァ
ン・ド・リキュールです。法律では樽熟成を最低1年要しますが、シャトー・ドォリ
ニヤックでは最低5年樽熟成されています。美しい黄金色。ウォールナッツや
特有の熟成香の豊かな香りがあり、
ドライフルーツやローストしたアーモンド
を思わせる風味が長く続きます。アペリティフや肉料理の香り付け、食後酒に。
ブドウ品種：メルロー60% カベルネ・ソーヴィニヨン40% アルコール度数：18%

SC09NV
年号 NV

Chateau d'Orignac Pineau des Charentes
シャトー・ドォリニャック・ピノ・デ・シャラント

容量 750ml

¥4,500

入数 12 JAN 3394150009905

レ・グラン・シェ・ド・フランス
（ラングドック・ルーション地方）

ルイ・エシェノア
（ラングドック・ルーション地方）

ラングドック・ルーション地方のヴァン・ド・ペイ。環境にも優しい
レギュラー・ボトル４本分の3リットル入りの紙パックです。
カベルネ・ソーヴィニヨンによるカシスの香る華やかな酸と繊細な
タンニンのバランスが素晴らしいミディアムボディの赤ワインです。

VM03BB
年号 NV

Cabarnet Sauvignon Vin de Pays d'Oc
カベルネ・ソーヴィニヨン・ヴァン・ド・ペイ・ドック

容量 3,000ml

入数 4

JAN 3500610012051

赤ワイン

白ワイン

¥3,700

ロゼワイン

南仏地方の主要品種数種をブレンドしたフル̶ティーかつ飲みやす
い白。TPOを選ばずに楽しく味わえます。
ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン 他

VM05BB
年号 2017

発泡性赤ワイン

Pardon My French
パードン・マイ・フレンチ

容量 3,000ml

入数 4

発泡性白ワイン

JAN 3500610081255

発泡性ロゼワイン
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¥3,700

AMERICA

クヴェゾン（カリフォルニア／ナパ・ヴァレー）

歴史あるクヴェゾンが産み出す
バランスの取れたエレガントなワイン

1969年に設立されたナパ･ヴァレーでも古いワイナリーの一つ｡
現在はスイスのシュメット･ヘイニー家が所有し､カーネロスにある400エー
カーという広大な自社畑でシャルドネ､ピノ･ノワールを中心に伝統的な手法
でバランスのとれたエレガントなワインを生産しています｡2004年に設備を一
新し
「土地を活かす」
を基本に､使用するぶどうは全て保全型農業で栽培
された100%自社畑のみを使用し､ワイナリーは徹底してエコにこだわって
運営されています｡
2007年に完成したワイナリーの屋上にはソーラー･パネルが設置され､ワイ
ナリーの電力のほとんどを補っています｡2009年にはカーネロスに最新の設
備のテイスティング･ルームも完成し､「カーネロスのクヴェゾン」
として再出発
しました｡ワインも冷涼な気候を最大限に活かし､「シャルドネ」､「ピノ･ノワー
ル」
のクヴェゾンとして高く評価されています｡

ワインメーカー
スティーヴン・ログスタッド

クヴェゾンは全てのエコ・プロジェクトに
参加しています。

「私のワイン造りのスタ
イルと哲学は、自社ぶど
うのユニークな特徴を最
大限に表現することであ
り、できるだけ人の手を
加えないことである。こ
のような希にみる素晴ら
しいぶどうを使うことが
できるという幸福を手に
しているのだから。」

クヴェゾンのヴィンヤード

Dan Zepponi 社長

20
CALIFORNIA / Cuvaison Estate Wines

〈カーネロス〉1979年に購入（400エーカー）。
クヴェゾンはカーネロス地区のパ
イオニアのひとつです。
ここではシャルドネ、
ピノ・ノワール、
シラーと少量のメル
ローを栽培しています。
〈マウント・ヴィーダー
（ブランドリン・ヴィンヤード）〉
ナパ・ヴァレーの南西の角に
ある、
ナパでも1、2を争う素晴らしいカベルネ・ソーヴィニヨンの産地として有
名。
ブランドリン家が1926年からぶどうを栽培していました。
クヴェゾンはブラン
ドリン家からぶどうを購入していましたが、1998年に同家から畑を購入。
その
中の10エーカーには現在でも1926年に植樹された稀少なぶどう樹が残ってい
ます。海抜275〜365mという高地に位置しており、南向きの斜面で日照量は多
いのですが涼しく、
ハングタイムの長い素晴らしいぶどうが産出されます。
カベルネ・ソーヴィニヨン
（32.1エーカー）
を中心にマルベック、
カベルネ・フラン、
プティ・ヴェルドのボルドー品種が栽培されています。
土壌と気候条件の異なる15のブロックに分けられ、
ブロックごとにぶどうが栽培されていますが、
それぞれ全く違った味わいとなりま
す。
クヴェゾンではそれらをブレンドすることによって1本のワインに仕上げています。

カーネロスのレギュラー・ワイン

カーネロスの特定ブロック・ワイン

クヴェゾンがカーネロスに所有する400エーカーの涼しい自社畑から造られます。
ワインメーカーであるスティーヴン・ログスタッドにより、
ぶどうの個性とテロワールを
大切にしたワイン造りが行われています。

冷涼な気候とカーネロス地区の土壌が、ソーヴィニヨン・ブランに芳香性豊
かなアロマと生き生きした酸を与えています。ステンレスタンクで発酵、熟成
され、ワイン自体にキウイフルーツ、ライム、青りんごやライチの実のフレー
バーが幾重にも現れてきます。口に含むと、余韻も比較的長く、キレのある爽
快感溢れる辛口な味わいが続いていきます。
ソーヴィニヨン・ブラン100%

CV1018
年号 2018

濃厚な印象を持ち、繊細且つ花の香りや、芳醇な黒系果実の色合いがこの区画
で収穫されたピノ・ノワールの良質さを物語っています。ラズベリー、ストロベリー
やスミレの花の香りがクローヴやオールスパイスと幾重にも折り重なって深みを
増しています。骨子のあるタンニンや滑らかな味わいと共にしっかりとしたストラ
クチャーを備えています。フレンチオークで16カ月間樽熟成されています。

CVSP14
年号 2014

エステート・ソーヴィニヨン・ブラン

入数 12 JAN 821480550294

エステート・シャルドネ

入数 12 JAN 082148019823

¥5,500

畑は10年前からオーガニック(保全型農業の認証)で、
カーネロスの
ピノ・ノワールの典型ともいえる赤い実の果実味とスパイス、シル
キーなテクスチャー、そしてしっかりした酸味が特徴的で、エレガント
でバランスの取れたワインです。 ピノ・ノワール100％
フレンチオークの小樽で11ヶ月間熟成、新樽比率40％

年号 2017

¥6,800

JAN 082148017355

ブランドリン・カベルネ・ソーヴィニヨンはカベルネ・ソーヴィニヨン
(94%)、
プティ・ヴェルド(4%)、
マルベックとカベルネ・フラン(1%ず
つ)全てマウント・ヴィーダーの自社畑のエステート・ヴィンヤードから
収穫されるブドウから造られます。
このワインはブラックチェリーやカ
シス、モカのニュアンスを感じますが、
日照が長く、風通良い急斜面
のブドウ畑の特徴とも言えます。土地は保水力が少なく、ブドウは
タンニンが凝縮され、芳醇で肉厚のワインとなります。

Estate Chardonnay

容量 750ml

CV0117

入数 6

ブランドリン家は1870年代にマウント・ヴィーダーに
定住、岩だらけの斜面を開拓し、1926年にぶどう
栽培を開始したこの地のパイオニアです。

¥4,600

カーネロスのシャルドネの典型ともいえる果実味と芳醇な味わい、
そしてしっかりした酸味が特徴的な、エレガントでバランスの取れた
フレンチスタイルの白ワインです。
「シャルドネのクヴェゾン」
と称さ
れる程国際的にも常に高く評価されています。 シャルドネ100％
フレンチオークの小樽で8ヶ月間熟成、新樽比率25％

年号 2017

スパイヤー・ピノ・ノワール

容量 750ml

Estate Sauvignon Blanc

容量 750ml

CV0217

Spire Pinot Noir

Estate Pinot Noir
エステート・ピノ・ノワール

容量 750ml

入数 12 JAN 082148099924

¥6,500

CVB0214
年号 2014

ブランドリン・エステート・カベルネ・ソーヴィニヨン

容量 750ml

CVBH13
年号 2013

Brandlin Estate Cabernet Sauvignon
入数 6

JAN 082148025114

¥12,000

Brandlin Henry's Keep Proprietary Red Wine
ブランドリン・ヘンリーズ・キープ・プロプラエタリー・レッド・ワイン

容量 750ml

入数 6

¥12,000

AMERICA

フォートレス
（カリフォルニア／ソノマ・カウンティ）

フォートレスはその哲学として、
最高のワイン造りはテロワールが最も大切であ
ると誇りをもって教えています。”ソノマ・カウンティ”その歴史的、
豊穣な地域の
ルーツがブドウの遺伝子に引き継がれ、
他に類を見ない優れたカベルネ・ソー
ヴィニヨンを生育させています。畑はマヤカマス山脈の尾根に向かって登っ
た高所にあり、
フォートレスの宝物としてこのカベルネ・ソーヴィニヨンの畑を
守っていくことを使命としています。

フォートレスのワイン造りは比較的単純で簡単です。
ブドウ畑に焦点を当てて
昔ながらの最小限の醸造技術を使い果実をワインにします。
ブドウはアレクサ
ンダー・ヴァレー上部の尾根に位置するブドウ畑とセントヘレナ山麓にある丘
陵地帯、
ナイツ・ヴァレーのケロッグ・ヴィンヤードとペリーン・ヴィンヤードから収
穫されました。手間をかけて完熟する果実は小さく輝いています。
この地域の
朝晩の冷涼な気候から生み出される果肉の質、糖分と果皮のタンニンが偉
大なワインを造りだすヒントの一つです。

ブドウはセントヘレナ山麓にある丘陵地帯ナイツ・ヴァレーのケロッグ・ヴィ
ンヤードから収穫されました。2013年が初ヴィンテージでワイナリーのセレ
クション・リザーヴ・ワインとして愛好家の話題を集めています。ボトルは高
級感のあるプリントボトルを採用しています。エスプレッソ、
ブラックベリーそ
してローストしたスパイスなど複雑味のあるアロマが際立ちます。
ビロードの
ようにしなやかで、活き活きとした果実味、
モカ・フレーバーとバニラ・ビーン
ズの深い味わい。
プレステージ・キュヴェとしての気品があります。
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン88％、マルベック8％、プティ・ヴェルド3％、メルロー1％

ダーク・フルーツ、
モカ、ベーキング・スパイスの香りが特徴です。口に含む
とザクロ、
ブラック・ベリー、甘いパイプタバコなどが感じられ、
かすかに土
壌から由来する心地よいタンニンが味わえます。芳醇な口当たりとまろや
かなアタックを兼ね備えた絹のような舌触りと爽やかな仕上がりのワイン
です。
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン79％ プティ･ヴェルド8％ メルロー6％
カベルネ・フラン5％ マルベック2％

Cabernet Sauvignon

JFFR16
年号 2016

容量 750ml

入数 12 JAN 863415000115

Knights Reserve Cabernet Sauvignon

JFKV13

カベルネ・ソーヴィニヨン

¥5,500

年号 2013

ナイツ・リザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン

容量 750ml

入数 6

JAN 863415000122

¥10,000
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ワインスポッツはオーナーでワインメーカーのダニ
エル・ルフランソワが若かりし頃、
バックパックを背
負って世界各地へ旅行をしている時には思い
浮かんだアイディアでした。
ボルドーへの旅でワ
インの虜になり、後にワイン造りの夢を叶えた彼
は、各産地の特徴をしっかり捉えて全ラインナッ
プの品質レベルを際立ったものにしています。

手摘みで収穫し茎を取り除いた後に開放発酵槽で発酵し、
ブドウの特性を
最大限発揮させる為に低温でゆっくりと発酵させました。発酵後8ヶ月間フ
レンチの228Lの新オーク樽に移し熟成させました。ボトリングの前に新鮮
なベリーの風味を保つために、定温で清澄し最小限の濾過をしています。
品種：ピノ・ノワール100％

WSPN18
年号 2018

年号 2017

Chardonnay

容量 750ml

入数 12 JAN 890329002270

¥4,200

入数 12 JAN 890329002287

¥5,500

フレンチオークで熟成、バランスの取れた洗練された風味と熟したタンニンが引き出され、
ナパ・バレーの典型的なワインです。夜間はクールで日照は長く砂利の多い排水された山
腹の土壌で、濃厚で素晴らしい骨格を持つワインを生産します。ワインスポットカベルネソ
ーヴィニヨンは、スタッグスリープ、ラザフォード、セントヘレナAVAから調達されました。
品種：カベルネ・ソーヴィ二ヨン100％

WSCS17

シャルドネ

ピノ・ノワール

容量 750ml

モントレー郡のサンタルチアハイランドAVAのブドウ畑は大変水はけの良い花崗岩の土
壌で、サンタルチア山脈によって厳しい天候から守られています。ブドウの房は小さく糖と
酸は理想的なバランスです。フランス産のオーク樽で樽発酵、マロラクティック発酵はし
ていません。明るい酸味が保たれシャルドネ種の自然な特徴が素直に発揮されています。
品種：シャルドネ100％

WSCH17

Pinot Noir

年号 2017

Cabernet Sauvignon
カベルネ・ソーヴィニヨン

容量 750ml

入数 12 JAN 890329002299

¥5,500

ジンファンデリック（カリフォルニア／ローダイ）

「ジンファンデルの首都」
と言われるローダイは、
カリフォルニアで最も素晴らしいジンファンデル
の本拠地です。
この地域のジンファンデルはコ
コア、
バニラ香がアクセントで、ベリー系果実の
風味を持つことが特徴です。柔らかいタンニン
は長く余韻が続き、
このワインの後味にその魅
力が発揮されます。
赤ワイン

白ワイン

ロゼワイン

カリフォルニアワインの代名詞”ジンファンデル”のブドウ畑はカリフォルニ
ア州、
セントラルバレー・ホアキン群北部のローダイにあります。
ここローダ
イのジンファンデルはエレガントで、
ダークフルーツの風味が特徴です。
品種：ジンファンデル

WSZF18
年号 2018

発泡性赤ワイン

Lodi Zinfandel
ローダイ・ジンファンデル

容量 750ml

入数 12 JAN 890329002249

発泡性白ワイン

発泡性ロゼワイン

¥3,300

CALIFORNIA / Fortress Wine Spots Zinfandelic

ワイン・スポッツ（カリフォルニア）

AMERICA

ブロック・セラーズ（カリフォルニア／サンフランシスコ）

オーナーで醸造家のクリス・ブロックウェイはネブラスカの出身で、
オハ
マで生まれ育ちワインに興味を持つようになりカリフォルニアに移り住
むことを夢見ていました。畑のある郊外ではなく都会にワイナリーを
構えたのはワインを造るうえで重要な様々な情報を的確に入手でき
る環境である
「アーバン・ワイナリー」
こそが自分の求めていたスタイ

ルだと気付いた彼は、
2002年のたった25ケースのジンファンデルから
その歴史をスタートさせました。
ブロック・セラーズはブドウの生育に重要な固有環境や土壌の性質
をワインに活かすことを最大の目標にしています。
ブドウが持つ本来
の素質や特性を発揮する為に、持続可能な農法および有機栽培ま
たはビオディナミ農法によるブドウが不可欠と考えています。収穫さ
れたブドウは除梗せずに発酵槽に入れ、
発酵が自発的に始まるのを
待ちます。
すべてのワインは伝統的なバスケット
・プレスを経てボトリン
グされるまで、
必要最小限の作業にとどめています。

低い糖度と適度な酸度の時点で収穫。
ジンファンデル特有の光沢のあるル
ビー色が特徴。木苺やスパイスのアロマ、口に含むとフレッシュな酸味と黒
系果実のかすかなニュアンスを感じながらも生き生きとした印象。
品種：ジンファンデル100％

"Vine Starr" Zinfandel Sonoma County

BCVS17
年号 2017

ヴァイン・スター・ジンファンデル・ソノマ・カウンティ

容量 750ml

入数 12 JAN 700686046179

¥5,200

ブドウはダイレクトプレスされ、醸造・熟成共にニュートラルな
（数年使った）
フレンチオークとジャー（素焼きの甕）
を併用。熟成期間は10か月でノンフ
ィルター。100％MLF。元はピノ・グリだった台木に接ぎ木されたシュナン・
ブラン。

Happi Chenin

BCHP18
年号 2018

ハッピー・シュナン

容量 750ml

Love Ranchのブドウ。内陸のMadera Countyで標高400m強。
日中の強い日
差しから守るため葉を多めに残す。
また、糖度が上がり過ぎないよう収穫量はやや
多めにしている。4種のブドウはすべて混ぜて醸造、熟成させる。発酵・熟成用の
樽は大小様々なサイズを併用。熟成中もSO2添加なし。MLFは自然に行われた。
品種：マルサンヌ43％ ルーサンヌ28％ グルナッシュ・ブラン17％ ピクプール12％
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BCLW18
年号 2018

Love White

容量 750ml

入数 12 JAN 700686046124

¥3,500

年号 2017

年号 2019

Love Rose
入数 12 JAN 700686046339

ルナ・マッタ・ヴィンヤード・ピクプール・パソ・ロブレス

¥3,500

年号 2017

Love Red

年号 2017

シュナン・ブラン・シェル・クリーク・ヴィンヤード

容量 750ml

容量 750ml

入数 12 JAN 700686046209

¥3,500

年号 2017

年号 2017

Petillant Chenin Blanc

容量 750ml

入数 12 JAN 700656046346

¥5,000

年号 2017

Petillant Valdiguie Rose

年号 2018

容量 750ml

入数 12 JAN 700686046490

¥5,000

¥4,700

Grenache Gris Rose
グルナッシュ・グリ・ロゼ

容量 750ml

入数 12 JAN

¥5,000

ファーストヴィンテージ。
ファヌッキー・ウッド・ロード・ヴィンヤードの樹齢
40年のブドウで、畑は農薬を一切使用していません。1000Lのテラコッタ
ジャーで6カ月間スキンコンタクト。
トゥルソー・ノワールが入っていた
ニュートラルフレンチオークでプレス。
ノンフィルター。SO2の添加無。
品種：トゥルソー・グリ100%

BCTG18

ペティヤン・ヴァルディギエ・ロゼ

入数 12 JAN 700686046414

樹齢１００年を超えるギブソン・ランチの畑。グルナッシュ・ノワールが変異しグルナッ
シュ・グリになったと思われる。収穫後、除梗せずに足で踏んで2，3時間浸漬し、その
後プレスしステンレスタンクで24時間かけて発酵。熟成は５００リットルのフレンチオ
ークの大樽で行った。発酵中、熟成中、ボトリング時のいずれもSO2の添加なし。
品種：グルナッシュ・グリ１００％

ブドウは足踏みで破砕され、果皮と共に24時間のマセラシオンを行う。その後プレスされ、温度
管理可能なステンレス製発酵槽へ。糖度が18度に下がるまでアルコール発酵を続け、その時点
で温度を下げて発酵を中断し2週間静置。そのままボトリングし10か月間かけてボトル内で残り
の発酵を継続。すべて手作業にて軽くデゴルジュマン（澱抜き）するがドザージュは施さない。
品種：ヴァルディギエ100％

BCVR17

ラグレイン・ロゼ

BCGR18

ペティヤン・シュナン・ブラン

¥5,000

Lagrein Rose

容量 750ml

いわゆるペティヤン・ナチュレルの手法を用いた微発泡ワイン。ホールクラスター（全房）のままプレスし、ステンレス
タンクにて自然発酵。糖度が15g/lになるまで発酵させ、タンク内の温度を下げることで一度発酵を止めボトリング。
その後ボトル内で発酵が再開。そのまま4カ月間ボトル熟成させ、澱抜きの為デゴルジュマンするがドザージュは行わ
ない。シュナン・ブランの植樹は1972年。19世紀後半から同じファミリーが所有している有機栽培の畑（認証なし）。
品種：シュナン・ブラン100%

BCBL17

入数 12 JAN 700686046438

一見軽めの赤ワインに見えるが、れっきとしたロゼワイン！足踏みで破砕後すぐにプレス。ス
テンレス製発酵槽へ。畑は標高約520メートル。火山性の岩石、泥板岩、きめの細かい花崗
岩で構成されておりレフォスコやシャルドネも栽培。畑の真ん中に1本の大きな松の木があ
る。今まで何本も飲んできたアルト・アディジェのヌッセルホフにインスパイアされた。
品種：ラグレイン１００％

BCLG17

ラブ・レッド

¥5,700

Chenin Blanc Shell Creek Vineyard

ブドウはWirth Ranch、Parenti Vineyardから供給。いずれの畑も樹齢70年の古木
で、灌漑されていない粘土質土壌。カリニャンとシラーは全房発酵（コンクリートorステ
ンレスタンク）。ヴァルディギエもステンレス発酵だがマセラシオンカルボニック。各々
フレンチオークの古樽orコンクリートで8か月間熟成され、ボトリング前にブレンド。
品種：カリニャン50％ ヴァルディギエ36％ シラー8％ カベルネ・ソーヴィニヨン6％

BCLR17

入数 12 JAN 700686046247

表土は砂質だがその下には貝殻の化石が厚く堆積している石灰質土壌。1972年植樹。
1800年代から同じファミリーが所有する未認証のオーガニック・ヴィンヤード。ダイレクトプ
レスされ、500Lのオーストリア製大樽にて発酵。その後100％マロラクティック発酵。最後
に9カ月間、古樽にて熟成。ノンフィルター。パイナップル、アカシアの花、火打石のブーケ。
品種：シュナン・ブラン100%

BCSH17

ラヴ・ロゼ

容量 750ml

Luna Matta Vineyard Picpoul Paso Robles

容量 750ml

ヴァルディギエ、
ジンファンデル、
トゥルソーの3種のセパージュをアッサン
ブラージュ。除梗し、ステンレスタンクで自然発酵。ヴァルディギエから酸
味、
ジンファンデルからスパイス香、
トゥルソーからテクスチャーがもたらさ
れています。
品種：ヴァルディギエ80％ ジンファンデル14％ トゥルソー6％

BCRS19

¥4,200

除梗せずプレスされ600Lのコンクリート・エッグにて自然発酵。発酵終了後
は、
この発酵槽の中でオリと共にそのまま8カ月間熟成。品種特有のレモンを
想わせるアロマと鮮烈な酸。厳しい環境を生き抜く事で生まれる力強い凝縮
感と果実味。一般的なピクプール種のイメージとは劇的にかけ離れたワイン。
品種：ピクプール100%

BCPP17

ラブ・ホワイト

入数 12 JAN 700686046421

年号 2018

Trousseau Gris
トゥルソー・グリ

容量 750ml

入数 12 JAN 700686046520

¥5,000

AMERICA

ヴァルディギエはかつて広く南フランスで栽培されていた黒ブドウ品種。アメリカではナ
パ・ガメイとして知られ、2000年から正式にヴァルディギエと改称されました。品種自体は
いきいきとした果実味と凝縮感が特徴ですが、マセラシオン・カルボニックを用いることに
より、優しい抽出と低いアルコール、きれいに伸びる酸と赤い果実味に仕上がっています。
品種：ヴァルディギエ100%

Valdiguie Solano County

BCVA17
年号 2017

¥4,600

入数 12 JAN 700686046476

年号 2018

Old Vine Carignan Alexander Valley

年号 2017

オールド・ヴァイン・カリニャン・アレキサンダー・ヴァレー

容量 750ml

¥5,000

入数 12 JAN 700686046230

年号 2015

Cabernet Franc Happy Canyon

容量 750ml

¥5,000

入数 12 JAN 899516002987

年号 2016

クノワーズ・イーグル・ポイント・ランチ・メンドシーノ

容量 750ml

Trousseau Noir

年号 2018

容量 750ml

¥5,000

入数 12 JAN 700686046452

年号 2018

カリフォルニア州バークレー、
ギルマン地区。都会でありながら倉庫が
立ち並びとてもワイナリーを想像できない地域です。天然酵母、樽発
酵、全房（ホールクラスター）発酵などなど、
マインドセット
（多面的）
で
しかも最小限の介入しかしません。フィルタリングされていないため
クラシックでクリーンなものからファンカリシャス
（Funky+Deliciousの
造語）
なものまでさまざまなワインが出来上がります。SO2も最小限で
す。
ブドウ畑はメンドシーノとエルドラドの2つの異なる地域に集中し

年号 2017

Pinot Gris

容量 750ml

¥4,600

入数 12

年号 2016

年号 2017

Chardonney
¥4,800

入数 12

赤ワイン

白ワイン

ロゼワイン

オレンジワイン

入数 12 JAN 700686046360

¥5,200

有機で栽培。30％はホールクラスターで仕込み、発酵は解放槽で発酵させ1日
2回手でパンチダウンします。発酵後に100％ニュートラルなフレンチオーク樽
（1〜2年使用）で熟成させボトリングします。風味豊かで素朴な味わいが魅了的
です。
なめらかで繊細なタンニンが美しいストラクチャーを醸し出します。
品種：グルナッシュ100％

年号 2017

Grenache
グルナッシュ

容量 750ml

¥4,800

入数 12

セントラルバレー、シエラフットヒルズ・ヴィンヤード（フィロの西）で生産された280
ケース。桶の上に乗りパンチダウンは1日に2回ゆっくりと行います。熟成はニュート
ラルな樽（1〜2年使用）で、約15％程のフレンチオークの新樽を使用することで複
雑さを加えています素朴でありながら活気のある赤黒い果実が印象的です。
品種：ピノ・ノワール100％

WCPN16

シャルドネ

容量 750ml

ミッション・アンジェリカ

容量 375ml

ています。信頼できる栽培者との
パートナーシップにより時間を十分
に活用できます。偉大なブドウが
偉大なワインの鍵であるということ
は広く認められていますが、才能
のある献身的なブドウ栽培者との
関係なくして私たちにチャンスは
ありません。
この関係が私に火を
つけ燃やし続けセラーでの技術
を毎年向上させています。

メンドシーノ、フィルソンの西、アンダーソンバレーのブドウ畑から収穫。年間1,200
本程度です。手で摘み取り、最小限の力でブドウを圧搾、デリケートでフレッシュな
果汁を取り出します。ステンレスタンクで発酵させ、その後、樽に入れマロラクティッ
ク発酵させました。ボトリングではフィルター処理はせず上澄みだけを詰めました。
品種：シャルドネ100%

WCCH17

¥5,200

Mission Angelica

WCGN17

ピノ・グリ

入数 12 JAN 700686046537

100％ミッションのグレープジュースにヴァルディギエのブランデーをブレンドし酒精強化した甘口ワイン。3年
間、オープントップの樽で酸化熟成させました。カリフォルニアで最初に造られたワインは、フランシスコ会がミ
サ用ワインとして造った「アンジェリカ」だと言われています。ブロックセラーズがアンジェリカについて調べた
所、使われていた品種はミッション100％だと判明し、自分達のミッションでこのワインを造りました。
品種：ミッション100％

年間1,200本程度の生産数です。PGクローン152は2002年に植樹。セントラル
バレー、
フィロの西、
フットヒルズのブドウ畑。手で選別し、全房を足でブドウを踏み
つけ搾汁しました。天然酵母により木樽で発酵させ、添加物は一切ありません。
1,000Lの木樽で約6ヶ月間熟成させます。ボトリングにフィルターは未使用です。
品種：ピノ・グリ100%

WCPG17

ソギ

容量 750ml

年号 2016

Pinot Noir
ピノ・ノワール

容量 750ml

発泡性赤ワイン

¥5,500

入数 12

発泡性白ワイン

23
CALIFORNIA / Broc Cellars Windchaser

ウィンドチェイサー（カリフォルニア／サンフランシスコ）

¥4,600

Sogi

BCAG16

トゥルソー・ノワール

入数 12 JAN 700686046216

ブロック・セラーズにとって、ファーストヴィンテージとなるカベルネ・プ（フ）
ェッ
ファーを使ったワインです。同種は、アグレッシブなタンニンを持つことを知って
いましたので、それを和らげる為にマセラシオン・カルボニックを用いました。
コ
ンクリートタンクで発酵、
プレス後、ニュートラルフレンチオークで14ヶ月間熟成。
品種：カベルネ・プ
（フ）
ェッファー100％

100％除梗し発酵後、6ヶ月ステンレスタンクで熟成。ボトリングする際は無濾過
でSO2添加無し。2018年が2ヴィンテージ目。黒系ベリー、カシス、プラムのよ
うな香り。樽は使っていないが、バニラ香や焙煎香もあり複雑な要素が感じられ
る。
レモンの皮のような軽い苦みを感じるが、嫌味がなく飲みやすい仕上がり。
品種：トゥルソー・ノワール100％

BCTN18

¥4,400

Counoise Eagle Point Ranch Mendocino

BCER16

BCSG18

カベルネ・フラン・ハッピー・キャニオン

入数 12 JAN 700686046445

マヤカマス山脈に位置する標高約550メートル、約1.5haの畑。タブラスクリークのクロ
ーンを2007年に植樹（つまりボーカステル由来）された。典型的なやせた土壌だが鉄分
を多く含む。100％除梗し上部開放式の木製発酵槽。熟成は600 or 1200リッターのド
イツ製大樽にて10カ月。柔らかな酸と白コショウのスパイス感を持つミディアムボディ。
品種：クノワーズ100％

畑は、昼夜の寒暖差が大きいおかげで豊富な酸を保ったブドウを得ること
ができる。9月5日の夜間に収穫。
ブドウはホールクラスター（全房）のまま、
5トンの木製発酵槽へ。朝に軽く足で踏み、夜にはやさしくポンプオーバー。
その後ステンレスタンクでひと晩静置し、古いバリック樽で8か月間熟成。
品種：カベルネ・フラン100％

BCWC15

アモーレ・ロッソ・サンジョベーゼ・メンドシーノ

容量 750ml

樹齢130年以上の自根の
（フィロキセラ禍による接ぎ木をしていない）
カリ
ニャン。畑にはパロミノ
（シェリー酒によく使われる）やアリカンテといった
スペイン系の品種と混植されている。醸造方法は極めてシンプル。収穫し
たブドウを房のまま発酵槽に入れ、
自然に発酵が始まるのを待つ。
この醸造
法により、いきいきとした鮮烈な果実味が生まれる。

BCCA17

Amore Rosso Sangiovese, Mendocino

BCAR18

ヴァルディギエ・ソラノ・カウンティ

容量 750ml

カリニャンの畑を栽培しているブレットさんが耕作しているもう一つの畑（ローンオーク・ヴィン
ヤード）で、岩の多い鉄分豊富な砂質土壌。樹齢20年。100％除梗し発酵には2週間かけた。そ
の後プレスし半分はコンクリートタンク、もう半分は228リットルのフレンチオーク古樽で熟成。
サンジョヴェーゼは収穫の時からシナモンやクローブの素晴らしいアロマが広がっていた！
品種：サンジョヴェーゼ100%

発泡性ロゼワイン

AMERICA

ドンキー ＆ ゴート
（カリフォルニア／サンフランシスコ）

Donkey And Goat Winery（donkey=ロバ、goat=ヤギ）
は
トレーシーとジャレッド・ブラン
ト夫婦が経営しているワイ
ナリーです。
ワイン造りの基
礎を身につけるためにロー
ヌ地方で醸造を学び、2001
年に
〈ドンキー＆ゴート〉
を設
立しました。
フランスで経験
した重要な事は、昔ながら

の伝統的な技法《ナチュラル・ワイン・メーキング》
を活用し、
その地域で栽
培された葡萄をいかに最大限に活かすかを実践することでした。
そして、
葡萄の選別、
プレス、発酵、醸造に至るまで現代のワイン・メイキング
（効率
化とコスト優先型）
で失われてしまった伝統的な技法にあえて挑戦をし、短
期間にロバート・パーカーやワイン・スペクテーターなどの目にとまるワインを
造りだしました。今ではカリフォルニアの
《ナチュラル･ワイン》
を代表するワイ
ナリーのひとつにまで成長しました。

ブドウは天然酵母により自発的に発酵が始まり、完了する前に瓶に移し王
冠をします。色彩は明るいレモンイエローで、
この畑のブドウから由来する
アーモンド・フレーバー、甘くて酸っぱいスイートレモングラス、ヘーゼル
ナッツなど風味豊かな味わいが特徴です。発泡のガス圧は低くフレッシュ
でやや甘く、王冠で栓をしていますのでカジュアルに楽しめます。
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Lily's Pet Nat Sparkling Chardonnay

DGLC17
年号 2017

リリーズ・ペット・ナット・スパークリング・シャルドネ

容量 750ml

入数 12 JAN 857071006024

¥5,800

いわゆるオレンジワイン。白ワインの製造工程の中で葡萄から果汁を抽出
する際に、普通なら葡萄の果皮と果汁を早い段階で分けるところを、逆に長
く漬けておくことで果汁がオレンジ色に染められていくのです。
ブドウ品種
はローヌ地方を代表する白ワイン用のルーサンヌ。

年号 2017

Linda Vista Chardonnay

年号 2017

入数 12 JAN 857071006093

¥5,500

年号 2017

Sauvignon Blanc

年号 2017

容量 750ml

入数 12 JAN 857071006222

¥5,500

年号 2013

Eliza, barsotti Vineyard

年号 2016

容量 750ml

入数 12 JAN 857071006130

¥6,000

年号 2015

年号 2016

Chardonnay, Perli Vineyard

容量 750ml

入数 12 JAN 857071006253

¥6,300

入数 12

¥4,500

Testa Carignan
テスタ・カリニャン

入数 12 JAN 857071006062

¥4,500

シャトー・ヌフ・デュ・パプにあやかり、5品種をブレンドしたワインです。香りは個性的でベ
リー類、ハーブ、コーラ、花のニュアンスがあふれています。タンニンはソフト、後味の酸味も
しっかりしていて味わいはクランベリー、カシスといった黒赤いフルーツを連想させます。
品種：グルナッシュ40％ シラー18％ ムールヴェードル18％ クノワーズ10％ サンソー14％

DGFT13

シャルドネ ペリル・ヴィンヤード

オールド・ヴァイン・カリニャン

容量 750ml

ここは太平洋から数マイル離れた遠隔地の山岳地帯で多くのクマが生息する
野生保護区の中にあります。所有者のスティーブ・アルデンは、6割が岩石に
砂利が混じるこの土壌で、慎重にブドウ栽培をしています。ワインはジューシ
ーで、
グリーン・リンゴ、
レモンなどとやや塩味も感じます。酸はレモンなど柑橘
類の風味豊かな甘味とオレンジの香りが加わりバランスがとれています。

DGPC16

¥4,700

我々カリフォルニアワインの生産者の間では、今日で4世代となるMaria Testaとその夫であるRusty
によって、1912年に植樹されたテスタ・ヴィンヤード（当時はGaetanoとMariaによる）で造られたカリ
ニャン（樹齢の古い）は美しさと多様性を兼ね備えた品種だと高く評価されています。繊細な花、セージや
松葉の香りがその特徴。ひとたびこの軽やかな味わいの複雑性を突き詰めていくと、白胡椒、黒鉛、黒系
果実のフルーティーさ、柔和なタンニン、シナモンのような味わいが余韻としてバランスよく残ります。

DGTE15

エリザ・バルソッティ・ヴィンヤード

入数 12 JAN 857071006086

Old Vine Carignan

容量 750ml

標高2,700フィートの伝説の地”ロン・マンスフィールド”のバルソッティ・ヴィンヤードに、2010年いくつかのブ
ドウ品種を植えました。スイカズラ、ジャスミンのような花の香り、レモングラス、ウーロン茶、セージの仄かな香
り、女性らしいソフトなタッチを持ちます。それぞれの品種の構成がバランス良く、きめ細かく複雑です。白桃、
アプリコット、黄金のおいしいりんごのニュアンス。そして、少しの塩分を感じ、カシューナッツ香が加わります。
品種：クラレット、
ピクプール、ヴェルメンティーノ、ルーサンヌ、
グルナッシュ・ブラン

DGEL16

ラマート・ピノ・グリ

75年以上という非常に樹齢の古いカリニャンからつくられる。
スペインに起
源を持ったこのブドウ品種は、土のニュアンスをワインに表すのが特徴です。
チェリーなどの鮮やかな色合いのフルーツ、
スパイシーな芳香の中にほのか
になめし革などのワイルドなニュアンスが加わります。

DGCA13

ソーヴィニヨン・ブラン

¥5,500

Ramato Pinot Gris

容量 750ml

2つの別々の発酵でこのワインを作ります。マセラシオンは8日間、半分は直接プレスして樽発
酵。もう一方は除梗しパンチョン（大樽）に入れ果皮の上で発酵させます。2つを組み合わせて壜
詰めします。干し草と蜂蜜、そして甘いルッコラスパイスが感じられます。キーライム、マイヤーレ
モンのような酸味にスパイシーなテクスチャー、ほのかな塩分とのバランスが取れています。ス
キンコンタクトによって、新鮮なワインとは違う美しいリッチさと個性の深みがもたらされます。

DGSB17

ルーサンヌ

入数 12 JAN 857071006154

長い間あたため続けてきたアイデアを遂に実行したラマート
（醸し）
のピノ・
グリ。
ビオディナミの畑（フィリグリーン・ファーム）
から素晴らしいブドウを得
ることができました。
5日間の醸しにより、多面的な深みをもたらしました。

DGRA17

リンダ・ヴィスタ・シャルドネ

容量 750ml

ストーンクラッシャー

容量 750ml

スティーブ・マサイアソン氏が管理しているリンダ・ヴィスタ・ヴィンヤードは、ナパ
ヴァレーのヴァレーフロア南部、オークノルに位置しています。比較的冷涼で、
シャ
ルドネの栽培適地として有名なエリア。柑橘類やブリオッシュ、
ドライアップルなど
の複雑なアロマ。新樽は使用していながら、ほのかにナッティーな香りも重なり、ハ
チミツやハーブといった様々なニュアンスと見事にバランスが取れています。

DGLD17

Stone Crusher Roussanne

DGSC17

年号 2013

Five Thirteen
ファイヴ・サーティーン

容量 750ml

入数 12

¥5,500

AMERICA

この魅惑的なシラーは、アンダーソン・ヴァレーで最も冷涼なブロークン・レッグ・ヴィンヤード
から収穫されたブドウで造られます。私たちはこの畑をザ・レクリューズ（世捨て人）と呼び敬
愛しています。それは記憶から忘れられる程とてもゆっくり熟成する事に由来します。60%を
ホールクラスター（醸造工程において除梗や破砕をせずブドウを房ごと発酵）にしますが、こ
れはここのシラーの特徴を最大限引き出し、フルーティー過ぎず清楚な風味にする為です。

温度制御をせずに付着の天然酵母により自然発酵を促す。
20%全房発酵、10日間トランセーの開放樽で発酵、7ヶ月フレンチオーク
のミックス樽で熟成。

DGBM14
年号 2014

Merlot Blakeman Vineyard

容量 750ml

入数 12 JAN 857071006178

¥6,000

年号 2012

年号 2015

Mourvedre The Prospector
入数 12 JAN 857071006161

¥5,000

年号 2016

年号 2016

Mourvedre Twinkle Red Wine
入数 12 JAN 857071006147

¥4,500

年号 NV

年号 2016

年号 2017

入数 12 JAN 784672175401

¥2,800

Chardonnay

年号 NV

¥2,200

年号 2017

Pinot Noir

容量 750ml

入数 12 JAN 784672174916

赤ワイン

白ワイン

ロゼワイン

¥2,200

オレンジワイン

入数 12 JAN 850270008097

¥2,800

Cabernet Sauvignon

年号 2017

カベルネ・ソーヴィニヨン

容量 750ml

入数 12 JAN 820103559034

¥2,200

ベリー系の果実の香りや酸味が強く、比較的コクもあり、時間と共に変化が
楽しみな逸品。
タンニンもまろやかでアフターフレーバーにはかすかにスパ
イスの香りも感じる事ができます。

EY0517

ピノ・ノワール

スパークリング・ロゼ

カリフォルニアを代表するワインとして恥じないタンニンと余韻が印象的。
濃密さがほぐれ、
しなやかな丸みが増してきて、
タンニンのきめも細やかに
なり、複雑性が増してきます。

鮮やかな色彩とフランボワーズやカシスのような黒系果実の香り、酸と甘
みのバランスがとれたエレガントに仕上がったワイン。

EY0117

¥6,000

Sparkling Rose

容量 750ml

EY0317

シャルドネ

入数 12 JAN 661799044677

入数 12 JAN 857071006185

繊細で軽やかな泡とやや甘味を感じる酸味が特徴です。熟した果実の香り
と味わいが、心地よい口当たりを演出し余韻は長く残ります。赤い小さな果
実とオレンジ、熟した赤林檎を感じてもらいたいと思います。
アロマは夏のイチゴやブリオッシュ、
ナッツのニュアンス、そして、軽やかな
酸味とラズベリーが入った焼きたてのパンを感じます。ボディはしっかりし
ていますが、爽やかさは失っていません。繊細で生き生きしているフィニッ
シュが印象的。
品種：ホワイト・ジンファンデル、
シャルドネ、
シュナン・ブラン

ＥＹ08ＮＶ

スパークリング・ブリュット

容量 750ml

ザ・ベア

容量 750ml

色合いはやや淡い麦わら色で、柑橘系の爽やかな香りとナッツや蜂蜜を連
想させるリッチな味わいが特徴。

EY0217

The Bear

イタリア系移民の3人によって2006年に設立。
ナパ・ヴァレーのテロワー
ルに根ざしたワイン造りで一致統合し、安定した品質とクオリティで一躍
注目される存在になりました。CEOでワインメーカー
のダリオ・デ・コンティと醸造責任者のステファーノ・ミ
ゴットは情熱的な心情をワインに込めてナパ・ヴァレー
の隅から隅までくまなくブドウを調査し、
ある一定の品
質と環境が確保できる場所を得てワイナリーとワインショップの共同経
営に踏み切りました。

Sparkling Brut

容量 750ml

¥5,600

エルドラドの標高2800フィートにあるFenaughty＆Lightnerブドウ畑のブレンドで
す。テロワールとブドウのバランスを追求しました。このベアは2003年にシエラ・フ
ットヒルズで始まったローヌの品種を、我々なりに更に進化させて挑戦しました。
品種：クノワーズ、サンソー、ムールヴェードル、
グルナッシュ、
シラー、ルーサンヌ

細やかな泡が口に広がり、爽やかな酸味が心地よい逸品です。柔らかいブ
リオッシュや新鮮で香り豊かな柑橘類の果物を連想させます。アロマはレ
モン、エレガントな花の香り、
ブリオッシュのようなフィニッシュ、そして豊か
な泡が食欲をそそります。
品種：シャルドネ、
シュナン・ブラン、
ピノ・ノワール、
ヴィオニエ

ＥＹ07ＮＶ

入数 12 JAN 857071006079

年号 2017

Zinfandel
ジンファンデル

容量 750ml

発泡性赤ワイン

入数 12 JAN 820103725118

発泡性白ワイン

発泡性ロゼワイン

¥2,200
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インディゴ・アイズ
（カリフォルニア／ソノマ ナパ・ヴァレー地区）

フィリグリーン・ファーム・ピノ・ノワール

DGBF16

ムールヴェードル・トゥインクル・レッドワイン

容量 750ml

Filigreen Farms Pinot Noir

容量 750ml

ムールヴェードル特有の芳香はまさしくジューシーの一言です。濃厚なラズ
ベリーとイチゴの香り、軽い香草の香りなどがミックスされています。
トップ
ノートはイチゴ、
ラズベリー、
オレンジ色の香りへとつながります。少し冷や
して楽しむと爽やかでアペリティフとしても白身のお肉料理にも合います。

DGTR16

¥4,800

入数 12

アンダーソンバレーFiligreen Farmはバイオダイナミック認定されたブド
ウです。ピノ・ノワールの畑は2014年以来我々が植えたピノ・グリのブロッ
クに隣接しています。
ワインはドライ、
ブラックチェリー、バラの花びら、口中
ではクランベリーとブラックチェリーのニュアンスがあります。

DGFP16

ムールヴェードル・ザ・プロスペクター

容量 750ml

ザ・レクリューズ・シラー、ブロークン・レッグ・ヴィンヤード

容量 750ml

プロスペクターの畑のムールヴェードルはマッシュルームやカシス等の豊
かな香りが凝縮されています。口中では黒い梅の皮や乾燥イチジクのニュ
アンスを持っていますが、
フレーバーは暖かい香辛料で煮たブラックチェ
リーやクランベリーのようです。この凝縮した成熟感はタンニン構造が影
響していると思われ独特な風味を醸し出します。

DGPM15

The Recluse Syrah, Broken Leg Vineyard

DGLE12

メルロー・ブレークマン・ヴィンヤード

AMERICA

“ 自然に！”

オーガニックワインは除
草剤や殺虫剤を使用
しないブドウから造ら
れています。人の手に
よるブドウの収穫、
そし
て、
ワインになる工程に
おいて人工的に醸造
が 進 められてゆきま
す。
しかし、
バイオダイナミック農法のワインを造ることは
大変難しく、
これに関わる人は本当に少数です。単にワ
インを造るだけではなく生物が活性するシステムを応用
してブドウ畑の治療や動物の生態や、土壌の微生物に
至るまで微細に関係してきます。
自然なワインは、
無栄養
素のブドウ畑、
そして天然の酵母、
添加剤不使用。
従来
と違ったワインの味を均一にするための糖、酸、防腐剤
として使用される硫黄等全く使用しない本来の有機ま
たはバイオダイナミックと呼ばれるワインです。

ローファイ・ワインズ
（カリフォルニア／サンタバーバラ）

ワインは、人生と音楽のようなもの。

Lo-Fiは、
とても自然な醸造を心がけています。
開放の木樽、天然の酵母、SO2はごく少量でpH値の調整をすることはありませ
ん。
ブドウは全房発酵で搾汁も小さなプレス機でゆっくり絞ります。
また、Lo-Fiは事
前に炭酸マセラシオンを行い若々しく活気に満ちた生きているワイン造りを哲学と
しています。醸造家のマイク・ロスが長年の友人であるクレイグ・ウィンチェスターと
共にサンタ･バーバラで2013年に設立した小さなワイナリーです。

収穫は手摘み。
タンクでホールクラスタープレス。天然酵母での発酵を行っ
た後、
自然な乳酸菌によってマロラクテック発酵を進める。圧搾の時にSO2
を使用しない。発酵が終わったら、熟成のために樽に入れ、25ｐｐｍのSO2を
加える。瓶詰めの前にラッキングを1回行う。濾過前に40ppmのSO2追加。

有機栽培の手摘み。天然酵母による発酵。
タンクでホールクラスタープレ
ス。
自然発生的に100％MLF。24時間静置しオリ下げ。
タンクで15g/Lの
残糖量まで低温発酵。
ドサージュなし。SO2添加なし。

LFPR18
年号 2018

Sparkling Cabernet Franc Rose

LFCF18R

スパークリング・カベルネ・フラン･ロゼ

容量 750ml

入数 12

¥6,200

年号 2018

CALIFORNIA / Lo-Fi Wines

LFCB19
年号 2019

Chenin Blanc

容量 750ml

入数 12

¥4,300

年号 2017

年号 2016

Grenache Very Natural

容量 750ml

入数 12

¥4,000

年号 2017

年号 2015

Gamay / Pinot Noir
ガメイ

容量 750ml

入数 12

¥4,300

年号 2017

年号 2016

Gamay Noir

容量 750ml

入数 12

¥4,300

入数 12

¥4,300

Cabernet Franc Clos Mullet
カベルネ・フラン・クロ・ミュレ
入数 12

¥4,500

ブドウは破砕せずホールのまま密閉式のコンクリートタンクに入れ一日一
回パンプオーバー、上部を再び密閉し二酸化炭素を注入します。天然酵母
で発酵させた後、
マロラクティックが始まり完全に終了させます。約12日間
発酵が続き、
ワインを落ち着かせ小樽に移しかえます。壜詰め前に2回ラッ
キング、計16ppmのSO2を加え濾過せずにボトリングします。

LFCF17

ガメイ・ノワール

マルベック

容量 750ml

有機栽培の手摘み。毎日1回以上ルモンタージュを行う。天然酵母による発
酵を行った後、
自然な乳酸菌によってマロラクティック発酵を進める。9日後
にスーティラージュを行い樽に入れる。

LFGP16

¥4,400

収穫時にSO2を使用せずホールのままコンクリートタンクに入れ、1日1回
パンプオーバー、
タンク上部を再び密閉し二酸化炭素を注入。天然酵母で
発酵させた後、ゆっくりと自然にマロラクティックが始まり完了するまで待
ちます。約10日間発酵させ、一旦安定させてから小樽に移し熟成させます。
ボトリングの際には15ppmのSO2を加え、濾過せずに壜詰めします。

LFCM17

ピノ・ノワール

入数 12

Marbec

容量 750ml

〈ガメイ〉手摘みされ搾汁後コンクリートタンクに入れ密封し二酸化炭素を注
入。搾汁後にSO2は使用せず天然酵母で発酵、完全にマロラクティック。熟
成6ヵ月。
〈ピノ・ノワール〉手摘み。
オープントップタンクで足で圧搾し天然酵
母で発酵させ完全にマロラクティック。搾汁に硫黄を使用しない。発酵後小
樽に入れ ブレンド。壜詰め前に20ppmのSO2を加える。生産量：3,000本。

LFGP15

シャルドネ

有機栽培の手摘み。除梗しない。
ホールクラスターのまま、1日1回足踏みを
行い、天然酵母で発酵後、
自然な乳酸菌によってマロラクティック発酵。圧
搾時にSO2添加無。瓶詰前に3回ラッキング。濾過せず、必要最低限の
SO2 40ppmを添加。

LFML17

グルナッシュ・ベリー・ナチュラル （SO2ゼロ）

¥4,000

Chardonnay

容量 750ml

ブドウは収穫後1日1回足踏みで圧搾し、その後密閉式のタンクに入れ二酸化炭
素（炭酸ガス）
を注入します。天然酵母で自然に発酵が始まり、自然にマロラクティ
ック発酵が始まり終了を待って落ち着かせます。圧搾時SO2は使用しません。壜
詰前に2回ラッキングし、壜詰時もSO2を添加せず濾過しないで壜詰めします。

LFGN16

入数 12

収穫は手摘み。
タンクでホールクラスタープレス。天然酵母による発酵を行
った後、自然な乳酸菌によって部分的にマロラクティック発酵。圧搾時に
SO2添加無。
アンフォラと木樽で熟成。瓶詰め前に1回ラッキング。最低限
必要な40ppmのSO2を添加。

LFCH17

シュナン・ブラン

ロゼ・オブ・カベルネ・フラン

容量 750ml

収穫は手摘み。
タンクでホールクラスタープレス。48時間、天然酵母で発酵
させ完全にマロラクティック。圧搾時のSO2添加無。
ニュートラルフレンチ
オークで6ヶ月熟成。壜詰め前に1回ラッキング、35ppmのSO2添加。
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Rose of Cabernet Franc

年号 2017

Cabernet Franc Coquelicot Vineyard
カベルネ・フラン・コクリコ・ヴィンヤード

容量 750ml

入数 12

¥4,300

AMERICA

2008年にカリフォルニア州サンタ・クルー
ズでAlex KrauseとJohn Locke両氏が
設立したワイナリー。Birichinoとはイタリ
ア語で「わんぱくな」
という意味で、彼ら
のモットーは
「素晴らしい香りとバランス、
良い意味でのきまぐれさを兼ね備えたワ
インを造ること」です。
自生酵母を使用
し、極力農薬は使用しないsustainable
なワイン造りを行っています。著名なワイ
ン誌でも高評価を数多く受けています
（Wine Enthusiast誌にて90pts）。

ビリキーノ・ワインズ（カリフォルニア／サンタ・クルーズ）

ジョージ・ベッソンが切り拓いたサンタクルーズの古い畑のブドウを中心
に、4つの畑をブレンド。天然酵母による自然な発酵の後、
セメントタンクと
古樽での熟成に入る。
ラッキングは1回のみ。
ノンフィルター。華やかな芳香
とともに、
ほのかにダークチェリーのアロマも加わり奥行きを与えている。
品種：ピノ・ノワール100%

マルヴァジア（スティルワイン）
をつくる隣の畑からブドウを供給し、新たなペ
チュラン・ナチュレルを生み出しました！少量のミュスカ・カネッリをブレンドし、
さらにアロマティックな要素を加えました。澱との接触により旨味も増していま
す。泡は非常にきめ細かくなめらか。
メロンやトロピカルフル―ツのニュアンス
も含みながら、あくまでもフレッシュな酸とミネラルが心地よく流れていきます。

BIPE17
年号 2017

Petulant Naturel Malvasia Bianca Sparkling

容量 750ml

¥4,400

入数 12 JAN 899175002090

年号 2017

年号 2017

Malvasia Bianca
¥3,200

入数 12 JAN 899175002007

年号 2016

容量 750ml

¥3,000

入数 12 JAN 899175002014

年号 2015

年号 2016

Chenin Blanc Jurassic Park Vineyard
シュナン・ブラン

容量 750ml

ジュラシックパーク・ヴィンヤード

入数 12 JAN 899175002120

¥4,000

¥4,200

Mourvedre
ムールヴェードル

容量 750ml

入数 12 JAN 899175002182

¥4,200

ボーア・ヴィンヤードは標高600メートルを超える花崗岩および柔らかい石
灰質の畑。
日中の寒暖差が大きく、凝縮感やタンニンの緻密さと、上品なや
さしい質感を両立できる稀有な土地である。香り高く、
アーシーな芳香、高
原のハーブを浸したチェリーリキュールのような力強さ。
品種：ピノ・ノワール100％

サンタ・バーバラ、
サンタ・イネズ・ヴァレー。標高335ⅿ。石灰質を含む砂質
土壌で水はけが良い。天然酵母で発酵させ、冬の間は澱とともに熟成させ
る。
しばしば貴腐菌が発生する畑のため、
ほのかにそのフレーバーが乗って
くることがある。常に芳香が豊かで、
しっかりと成熟した果実味を感じる。
品種：シュナン・ブラン100%

BICB16

入数 12 JAN 899175002021

樹齢100年を超える無灌漑の畑。場所はコントラ・コスタ・カウンティ。
ブド
ウ産地としての歴史は古い。今は減少傾向にあるが、密植された古樹の畑
がパッチワークのように残っているエリア。
ピュアでなめらかな果実味と赤
系果実を連想させるチャーミングなアロマ。
品種：ムールヴェードル100%

BIMV15

ヴァン・グリ

グルナッシュ・ベッソン・ヴィンヤード・オールド・ヴァイン

BIBP16
年号 2016

Chalone Pinot Noir Boer Vineyard
シャローン・ピノ・ノワール・ボーア・ヴィンヤード

容量 750ml

入数 12 JAN 899175002199

¥6,600

ローダイ近辺に人知れず存在する平原の古い畑からもたらされるカリニャ
ンがベースとなっている。その他にもビリキーノが以前より使用しているグ
ルナッシュとムールヴェードルを補助的にブレンド。いずれも樹齢100年近
い。重層的に広がる芳香とともになめらかな果実味がある。
品種：カリニャン62％ グルナッシュ33％ ムールヴェードル5％

BISY17
年号 2017

赤ワイン

白ワイン

ロゼワイン

発泡性赤ワイン

Scylla
スキュラ

容量 750ml

入数 12 JAN 899175002212

発泡性白ワイン

発泡性ロゼワイン

¥4,000

27
CALIFORNIA / Birichino Wines

年号 2017

Vin Gris

¥4,700

Grenache Besson Vineyard Old Vines

容量 750ml

優雅なコート・ダジュール、甘美なバカンスを想起させる上品なロゼワイン。
伝統的な地中海のブドウを、
やさしくプレスする事で得られる淡い色合いの
ロゼ。バラやスミレ、ハーブの香りも十分に楽しめます。
品種：グルナッシュ50% ロール25% ムールヴェードル20% サンソー5%

BIVG17

入数 12 JAN 899175002038

ベッソン・ヴィンヤードは1910年に植樹された樹齢102年の歴史的な畑で、灌漑は施されてい
ない。収穫後、破砕する前に8日間休ませることで旨みが増し、タンニンはさらに和らぐ効果が得
られる。50％のみ全房発酵させる。野生のラズベリーや熟したイチゴ、キルシュを想わせる果実
味に透明感のある酸が加わり、まるでピノ・ノワールのようなきれいなワインに仕上がっている。
品種：グルナッシュ100％

BIGR16

マルヴァジア・ビアンカ

容量 750ml

ピノ・ノワール・サン・ジョルジュ

容量 750ml

南 イタリアからもたらされたブドウ品 種 。 マスカットにも似 たフレー
バーが特徴。杏や白桃のような香りも。
やや甘い香りから口にすると爽やか
な酸もあり、
ナチュラルでフレッシュ感に満ちたワイン。
品種：マルヴァジア・ビアンカ100%

BIMB17

Pinot Noir Saint Georges

BIPN17

ペチュラン・ナチュレル・マルヴァジア・ビアンカ・スパークリング

AMERICA

私達の任務

Santa Ynez Valleyは我々の遭遇
した中でも最も特別な地域の一つ
です。
サンタ・リタ・ヒルズは サンタバ
ーバラ郡に位置し、北アメリカで最も
シャルドネに適したユニークな場所
で古代の土壌が連なる貴重な自然
が残っています。
リキッド・ファームは
地元のブドウ栽培農家とも協力し自
然に高い酸度をもったブドウを栽培
し、過去のアメリカワインの古いイメ
ージを変えようと努めています。

リキッド ファーム
（カリフォルニア／サンタ・バーバラ）

地上。地面の下。

本当に素晴らしいワインは
すべてブドウ畑から始まります
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CALIFORNIA / Liquid Farm

リキッドファームでは最新の機材はほとんど使用せ
ず、新しいオーク樽も最小限に抑えています。
ワインの
個性を操作する添加剤や器具を一切使いません。
このプロジェクトではサンタ・バーバラで2001年から認
められた小さなサンタ・リタAVAの少さな特別なブド
ウ畑のブドウを積極的にブレンドします。リタ・ヒルズは
シャルドネ種に適し畑ごとに著しく異なる表情をもって
いて香りやテクスチャーも味わいも見事に異なります。
カリフォルニア州のシャルドネは地域の気候と土壌のタイプとの組み合わせで、幾つかのタイプ
に分類されます。サンタ・リタ・ヒルズのブドウ畑にはシャルドネ種は18％しか植えられ
ていません。
また、今までの畑では我々の期待を満たしませんでしたが、
やっと数少
ないブドウ畑で我々の希望に合ったシャルドネを収穫できたことを誇りとしています。
この渓谷の我々の畑から産出されるワインの質は誰も裏切らないと確信します。

2018年2月2日の瓶詰前に樽とステンレスタンクの組み合わせで6ヶ月間
熟成。バラの花びら、濡れた石、茶葉、桃の皮のノーズを感じる骨格のある
ロゼ。
ブラッドオレンジ、
ストロベリー、
ミネラルの香りが広がる。
もう一口す
ぐに飲みたくなるようなクリーンで爽やかな余韻のある仕上がり。
品種：ムールヴェードル95％ グルナッシュ5％

Rose of Mourvedre

LQRS17
年号 2017

容量 750ml

入数 12

Bien Nacido Vineyardの樹齢40年のブドウ。天然酵母発酵。
70％ニュートラル、30％Newフレンチオークで11ヵ月熟成。黄桃、
キウィ、
レモンタイム、
ホワイトジャスミンの香り。
キリリとしたミネラルに続き豊かな
ボディ感。
しっかりとした酸。

LQBB14

ロゼ・オブ・ムールヴェードル

¥3,800

年号 2014

年号 2016

White Hill Chardonnay

容量 750ml

入数 12

¥6,000

年号 2014

年号 2016

La Hermana Chardonnay

容量 750ml

入数 12

¥6,000

天然酵母発酵。
89％ニュートラル、
11％Newフレンチオークで14ヵ月熟成。
ベントロック、
リタ・クラウン、ペぺ、
ズートヴィック等のブレンド。

LQGS14
年号 2014

Golden Slope Chardonnay
ゴールデン・スロープ・シャルドネ

容量 750ml

入数 12

¥7,800

¥9,300

フォー・シャルドネ
入数 12

¥10,000

SBCはSanta Barbara Countyの略。天然酵母発酵。
90％ニュートラル、10％Newフレンチオークで15ヶ月間熟成。
木いちご、
アメリカンチェリー、白檀の香り。
なめし革、
タバコの葉、土っぽさ
やローストしたスパイス。
タンニンは柔らかく、心地よい酸がある。

LQPN17

ラ・ヘルマナ・シャルドネ

入数 12

Four Chardonnay

容量 750ml

天然酵母発酵。100％Newフレンチオークで11ヵ月熟成。
フレッシュリネン、柑橘の皮を感じさせるミネラル、
マジパン、爽やかなハー
ブ、花の香り。引き締まり、磨き上げられた質感。

LQLH16

ビアン・ビアン・シャルドネ

Fourという通称でワインクラブのメンバーに優先発売していたアイテム。
80％ニュートラル、20％Newフレンチオークで18ヵ月熟成。
カリン、和梨、川原の石、
フレッシュなナツメグ、
レモンクリーム、
メキシカン
ライム、
レモングラス、
ジンジャーの香り。
リッチでありながら豊かな酸。

LQFC14

ホワイト・ヒル・シャルドネ

Bien Bien Chardonnay

容量 750ml

88％ニュートラルフレンチ、12％ステンレスタンクで11ヵ月熟成。
古代土壌固有の塩分を感じ、酸度が最も高い。硬質なシャブリを想わせるミ
ネラル。華やかな芳香。
タンジェリンオレンジ、蜜蝋、
ジャスミン。
ミッドパレッ
トはクリーミー。

LQWH16

Liquid Farmという名前はワインを造る前
から考えていました。畑を耕作していると地
表とその下で何が起こっているか？そして、
それがワインにどう関連しているか？2009
年にできた最初の4樽のワインにはLiquid
Farmという名前が既に入っていましたが
ラベルは未完成でした。
ある日、
オンライン
でダヴィンチに似たスケッチでタンポポの白
黒の絵を見つけました - 英国の才能豊か
なアーティスト、ValLittlewood（英国のイラ
ストレーター）-で彼女に球根に色を加え地
面の下にある
「地球」
を運ぶ花（比喩的に
は、
ブドウ）
を書いてもらいLiquid Farmイ
メージができました。
そして、
ワインラベルに
は
「地上/地下の地上」
を意識しライン上の
ヴィンテージは収穫年に敬意を表し、一方、
下のサンタ・リタ・ヒルズは土地の価値を尊
重して入れました。

年号 2017

SBC Pinot Noir
SBC・ピノ・ノワール

容量 750ml

入数 12

¥7,000

NEW ZEALAND / REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

サンセールのトップ生産者ジャン・マリー・ブルジョワがニュー
ジーランドで手掛けるシャペル・ピークとフュージョナル。
ソーヴィニヨン・ブランとピノ・ノワールの新たな可能性を求
め、10年以上かけて見出したマルボロ地区でサンセールで
のワイン造り同様、
それぞれのテロワールを活かしたワイン
造りを行っています。

シャペル・ピーク / フュージョナル（ラポルト）
（ニュージーランド／マルボロ）

CHAPEL PEAK

シャペル・ピーク

メゾン・ラポルト
（ドメーヌ・アンリ・ブルジョア）がフランス、サンセールの地に数百年にわたり脈々と
築き上げた伝統の品種ソーヴィニヨン・ブランとピノ・ノワールが、南半球で屈指の優良ワインを生産す
るニュージーランドの南島の北端部マルボロ地区でもその素質を最大限に発揮できる場所であると
判断し、この地（未開拓の土地、手つかずの土地）
を選び、2002年にシャペル・ピークを設立しました。

FUSIONAL

土壌はとても細かい砂礫の黄色粘土質で、上質なミネラルと様々なフルーツの
ニュアンスのバランスが良く、ロワール地方のソーヴィニヨン・ブランの特徴が表
現できています。香りはパッションフルーツとグアバを思わせ、口中では豊満な味
わいやグレープフルーツの外皮のような際立った風味や完熟のパイナップルを
思わせます。繊細なアロマが特徴で3〜5年後には最良の熟成が期待できます。

CP0917
年号 2017

Sauvignon Blanc Chapel Peak

容量 750ml

入数 12 JAN 3576940009511

細かい砂利の混じった黄色粘土質の土壌に植わるソーヴィニヨン・ブランの
若木から収穫された自社畑のブドウから造られます。温度制御ステンレス
槽で発酵させ美しく壮麗なアロマに仕上がります。その後6カ月ほど細かな
澱の上に置かれ円熟さを醸し出します。

FS0918

ソーヴィニヨン・ブラン・シャぺル・ピーク

￥4,000

年号 2018

年号 2013

Pinot Noir Chapel Peak

容量 750ml

¥5,000

入数 12

ソーヴィニヨン・ブラン・フュージョナル

入数 12 JAN 3576940009559

¥3,000

収量を落とし、
フレーバーの成熟度が頂点に達した果実のみを更に選り分
け、硬砂岩、川床の砂利、黄粘土質土壌の自社畑のブドウのみを使用し、芳
香を大切にする為に温度制御ステンレス槽で発酵させます。搾汁の10％
程をフレンチオーク樽で熟成させブレンドします。それによりピュアな果実
味により複雑さを与えられ、且つ味わいの深さを実現しています。

FS0116

ピノ・ノワール・シャぺル・ピーク

Sauvignon Blanc Fusional

容量 750ml

硬砂岩と川床の砂利が混じった黄粘土質土壌から生まれるブドウは、小さな赤い果実を
思わせる華奢で絹のような質感は最高のハーモニーを奏でています。この畑はマルボロ
地区の中心の丘に位置し、寒暖差が多いたぐいまれなるテロワールです。自然との共生に
よって生まれたピノ・ノワールは洗練された上品な味わいと複雑性を持ち合わせます。
カカオやスパイス、完熟した赤い実の果実のアロマが完璧なバランスを保っています。

CP0113

フュージョナル

ニュージーランドの土地がフランスのワイン造りに出会った時、
素晴らしい歓びとなりハーモニー
が生まれます。
フュージョナルは自社畑で栽培された若いソーヴィニヨン・ブランとピノ・ノワー
ルから造られます。繊細さとフレッシュな芳香が口の中に広がり、心地よい新鮮さと熟した果実
を連想させます。

年号 2016

Pinot Noir Fusional
ピノ・ノワール・フュージョナル

容量 750ml

入数 12 JAN 3576940009658

¥3,000

29

カペンシス
（南アフリカ／西ケープ州）

ヴィンヤードマネージャー
ローザ・クルーガー

香りは、白桃、
りんご、
ボスク梨（黄緑色の梨）、バニラビーンズ。柑橘
系果実、
しっかりした酸味、バニラ、スパイスと微かなミネラルの味
わい。手摘みされた後、すぐに除梗しないまま空圧式プレスで優しく
搾汁。24〜36時間静置し、発酵はステンレスタンクorフレンチオー
クの新樽。
品種：シャルドネ100%

JFCA15
年号 2015

Capensis Chardonnay
カペンシス・シャルドネ

容量 750ml

¥12,000

入数 3

赤ワイン

白ワイン

ロゼワイン

Capensisは３つの畑（FIJNBOSCH, KAAIMANSGAT, E.BRUWER)から収穫されたシャルドネで造られています。
中でもステレンボッシュ地区のFIJNBOSCHヴィンヤードは、標高
527mに位置。
ヴィンヤードの名前の由来は、
オランダの入植者が
使っていた言葉で、
この地区に元々植えられていた樹木を
「良質の
茂み」
や
「良質の樹木」
と呼んだことから派生しています。
バンシュック・ヴァレー(BANGHHOEK VALLEY)にあるグルート・
ド
ランケンスタインの斜面に植樹されている8ヘクタール。
ブドウ樹をとりまく環境、高地である事、粘土質土壌及びフィンボス
（西ケープ州に帯状に分布する自然の灌木植生地域）
が、
シャルドネ
種に極めて自然な酸度や複雑性を与えています。

発泡性赤ワイン

発泡性白ワイン

発泡性ロゼワイン

NEW ZEALAND / Laporte
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA / Capensis

カリフォルニアのジャクソン・ファミリーと南アフリカのグラハム・ベックによるジョイントベンチャー。
南アフリカ最高のシャルドネを造り出すことを目標に2012年に設立されました。

