Pouilly Fume
サンセールの対岸に位置し、土壌が異なりシレックス
（火打ち石）
が多いため、燻したような芳香がブドウに独特の風味を与
えます。
ワイン愛好家好みのワインです。

Pouilly Fume La Vigne de Beaussoppet Blanc

750ml

プイィ・フュメ・ラ・ヴィーニュ・ド・ボーソペ・ブラン

白・辛口

Pouilly Fume Les Duchesses Blanc

750ml

プイィ・フュメ・レ・デュセス・ブラン

白・辛口

石灰岩のミネラルとアロマを感じ、まさにシレックス“火打ち石”のワイン
です。第一印象は軽いアタックですが、瓶熟成で徐々に円熟味が加わり、バ
ニラやアカシアなどの複雑なアロマと燻した（フュメ）香りを生み出します。
石灰岩のミネラルとアロマが全面に出た、まさに“火打ち石”のワイン。
熟成により、
フレッシュな味わいと果実の甘みに加え燻し香（フュメ香）
も
生まれます。

Le Bouquet
ル・ブーケはその名の通り花束をイメージしたワインです。
ラポルトの伝統と技術で造り上げた親しみやすい白ワイン
と赤ワインです。

Le Bouquet Sauvignon Blanc
ル・ブーケ・ソーヴィニヨン・ブラン

新鮮でアロマティックなソーヴィニヨン・ブランです。ロワール丘陵の全
ての美しさを表した、フローラルでフルーティーな仕上がり。まさに
白・辛口 「ブーケ」
という名にふさわしい白い花の香りと果実味満載のワインです。

Le Bouquet Cabernet Franc

750ml

ル・ブーケ・カベルネ・フラン

赤・ミディアムボディ

チャーミングで赤い果実を連想させるワインです。カベルネ・フランはこの地の代表
的な黒ブドウで、熟すとイチゴやチェリーの香りに若干のスパイシーさが表れます。新
鮮さもこのワインの特徴で、控えめながらもエレガントでフルーティーなワインです。
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手付かずの土地を開墾して、オーガニックワイン造りに挑戦

サンセールのトップ生産者ジャン・マリー・ブルジョワ氏とそのチームがニュージーラン
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ー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
はサンセール伝統の品種と技の結晶で、
北部マールボロ地区の特徴を最大限に生かし、
フュージョナルは若樹を選別して親しみやすい味わいに仕上げています。

Chapel Peak
フランス伝統品種のソーヴィニヨン・ブランとピノ・ノワールはラポルトにより厳選され、良質なブドウから織りなすハーモニー
はエレガントです。

Chapel Peak Sauvignon Blanc

750ml

シャぺル・ピーク・ソーヴィニヨン・ブラン

白・辛口

Chapel Peak Pinot Noir

750ml

シャぺル・ピーク・ピノ・ノワール

赤・フルボディ

上質なミネラルとフルーツのニュアンス。ソーヴィニヨン・ブランの特徴
が良く表現できています。香りはパッションフルーツとグアバ、グレープ
フルーツの際立った風味や完熟のパイナップルを思わせます。
小さな赤い果実は最高のハーモニーを奏でています。この畑はマールボロ地
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。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。

Fusional

同じ区画の若樹から、フレッシュさと芳香が口の中に広がる心地よい新鮮さと熟した果実を連想させるワインに仕上げて
います。

Fusional Sauvignon Blanc

750ml

フュージョナル・ソーヴィニヨン・ブラン

白・辛口

Fusional Pinot Noir

750ml

フュージョナル・ピノ・ノワール

赤・ミディアムボディ

ソーヴィニヨン・ブランの若樹から収穫された自社畑のブドウから造ら
れます。ブドウはフレッシュなまま発酵させ、美しく壮麗なアロマが発
生します。その後、細かな澱の上に置かれる為、円熟さを醸し出します。
自社畑のブドウのみを使用し、収量を落とし成熟度が頂点に達した果実
のみを選り分け醸造します。
ピノ・ノワールの芳香とピュアな果実味を大
切にし、複雑さと味わい深さを実現しています。
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LAPORTE

750ml

DOMAINE DES REMIZIÈRES

ドメーヌ・デ・ルミジエール

Hermitage Blanc Cuvee Emilie
エルミタージュ・ブラン・キュヴェ・エミリー

750ml
白・辛口

ブドウは南に面した丘陵地帯の樹齢25〜30年の樹から収穫され
ます。全て手摘みで、醸造・熟成共に伝統的な手法です。特徴ある
花の香り、
なめらかな酸と余韻の長さが際立ちます。
醸造長 エミリー・デムール

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

750ml

赤・フルボディ

ローヌ地方を代表するこのワインは、樹齢40年のシラーで造られ
ます。
カシスやフランボワーズなどベリー系の香りに加え、
シラー
特有のスパイス香が特徴です。芳醇でタンニンがなめらか、
バラン
スが良く長期保存に耐える骨格を備えています。

Crozes Hermitage Blanc Cuvee Particuliere
エルミタージュのスペシャリスト。緻密な醸造と熟成によるワイン

FRANCE
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ルミジエールは3世代続く家族経営のワイナリーです。父の代の1973年
から元詰めになり、現在35haとブドウ畑を拡張し、同時に醸造設備も整
備してきました。ドメーヌは、クローズ・エルミタージュ赤と白、エルミター
ジュ赤と白、サン・ジョセフ赤のみ、そして少しのヴァン・ド・ペイを生産し
ています。2005年には娘のエミリーがディジョン大学での勉強を終えド
メーヌに加わり、現在は醸造長として全ての醸造を担当しています。大学
で国家醸造士資格を取得したエミリーは、経験と理論に基づいた緻密な
ワイン造りに取り組み、その技術は高い評価を得ています。また弟のクリ
ストフも醸造学校を卒業しドメーヌへ戻り、主に栽培を担当しています。

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

750ml
白・辛口

ブドウは南に面した丘陵地帯の樹齢25〜30年の樹から収穫され
ます。全て手摘みで、醸造・熟成共に伝統的な手法です。品種はマ
ルサンヌで、特徴ある花の香り、なめらかな酸と余韻の長さが際立
ちます。

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

750ml
赤・フルボディ

平均樹齢20〜25年のシラーで造ります。醸造過程でシラーの特
徴である力強さ、熟成過程で白コショウのようなスパイシーさが
充分に抽出され、柔らかでコクのあるワインに仕上がります。

RHONE / Domaine des Remizières Domaine Roche

DOMAINE ROCHE

ドメーヌ・ロッシュ

Cairranne Rouge La Bousquette
ケランヌ・ルージュ・ラ・ブスケット
当主 ロマン・ロッシュ

750ml

赤・フルボディ

標高300メートルの高地に植えられたブドウで、フィロキセラの
被害直後に植えられた樹齢120年のカリニャンとグルナッシュを
使用します。黒い果実のニュアンスと甘草のアロマを持つ芳醇な
ワインです。

Cairanne Rouge
ケランヌ・ルージュ

750ml
赤・フルボディ

ブドウは平均樹齢50年で適度な酸とやや鉱物的なニュアンスが
特徴です。AOCケランヌ独特のスパイシーな香りとブドウ品種
（グルナッシュ、シラー）特有の黒い果実の香りがエレガントな
ワインです。

品質が認められ2016年に誕生した新AOC“ケランヌ”の若手生産者

17世紀初頭、祖先ビスカール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。1929年ケランヌに共同組合を設立。
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
考え方は非常に重要で、
「 全てはブドウ畑から」がドメーヌの家訓です。
また、自然環境を守り土壌と植物のバランスを保つ為、区画ごとにすべ
てを手作業で行っています。
「その年のブドウ次第でワイン造りは決まる
ので、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。」個性とバランス
を兼ね備えたワインが、自社畑の多様なテロワールから造られています。

Cotes du Rhone Rouge
コート・デュ・ローヌ・ルージュ

750ml
赤・フルボディ

平均樹齢40年に及ぶケランヌのブドウ畑。ブドウはグルナッシュ、
シラー、
カリニャンのブレンドです。天然酵母による自然発酵。花の
香りとフルーティーで軽いニュアンスのワインを目指しています。

Le Vilain Petit Canard Blanc
ル・ヴィラン・プティ・カナール・ブラン

750ml
白・辛口

2016年に黒系品種から改植した自社畑のブドウを使用。
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ます。
ワイン名は
「みにくいアヒルの子」
。

ERIC TEXIER

エリック・テキシエ

北ローヌ最小栽培地「ブレゼム」を中心に
テロワールを重視した “ナチュラルワイン” を
90年代から造り続けている生産者

750ml

Cotes du Rhone Brezeme Vieille Roussette

シャトーヌフ・デュ・パプ・ヴィエイユ・ヴィーニュ・ブラン

白・辛口

コート・デュ・ローヌ・ブレゼム・ヴィエイユ・ルーセット

750ml
白・辛口

クレレットとブール・ブーランから醸し出される長熟なワインです。
若いうちはハツラツとした酸と果物の味わいがいっぱいです。熟成
すると蜂蜜やネクタリンの香りが楽しめます。

樹齢70年以上のルーサンヌのスペシャルなワインです。現地で
「ルー
サンヌ」
は「ルーセット」
と呼ばれていたのでラベルに使いました。ふく
よかで味わい深く、余韻が長くゆっくり味わいたいワインです。

Chateauneuf du Pape V. V. Rouge

Cotes du Rhone Brezeme Vieille Serine

シャトーヌフ・デュ・パプ・ヴィエイユ・ヴィーニュ・ルージュ

750ml

赤・フルボディ

1904年に植えられたグルナッシュとムールヴェードルを使用。
他のシャトーヌフ・デュ・パプとの違いはきめ細かいタンニンと
ギュッと締まった骨格でしょう。直線的な香りは肉料理に最適です。

コート・デュ・ローヌ・ブレゼム・ヴィエイユ・スリーヌ

750ml

赤・フルボディ

樹齢70年以上のスリーヌ
（シラーの原種）
を使用。
この地のシラー
は若干の海藻の香りが感じられ複雑な味わいです。グラスの中で
時間とともに変化する味わいが楽しみです。

Cotes du Rhone Brezeme Roussanne
コート・デュ・ローヌ・ブレゼム・ルーサンヌ

750m
白・辛口

テキシエの代表的なナチュラルワイン。
ブレゼムのテロワールを反
映したエレガントな白。生産本数は少なく4,000本のみ。なめらか
な果実味があり、
しっかりとした味わいです。

Cotes du Rhone Brezeme Rouge
コート・デュ・ローヌ・ブレゼム・ルージュ

750ml

赤・フルボディ

通常想像する濃いローヌワインとは異なり、
ブルゴーニュのような
繊細さを感じる赤。若い時はポトフ、熟成後は鳥類のジビエに合わ
せたい逸品です。

Cotes du Rhone Blanc Adele

750ml

コート・デュ・ローヌ・ブラン・アデル

白・辛口

コート・デュ・ローヌの地域性を活かした飲みやすい白。
アペリティ
フに。
また、
サラダやアスパラガスとの相性が良いです。

Cotes du Rhone Rouge Chat Fou
コート・デュ・ローヌ・ルージュ・シャ・フー
（上左）当主 エリック・テキシエ （上右）長年使用している木樽が並ぶ樽熟庫
（下）リヨン北部のシャルネイ村にある醸造所

750ml

赤 ・ ミディアムボディ

難しさを除外し親しみやすいワインを目指し、一部に白ブドウを使
用しバランスを得ています。BBQや肉のロティ、
チーズと共に。
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Chateauneuf du Pape V. V. Blanc

FRANCE

テキシエのワイン造りの礎となっているのは、ナチュラル
ワインの提唱者ジュール・ショヴェ博士（1907〜1989）の理念
で、
「私にとって“ナチュラルワイン”とは伝統的手法に回帰し
たワイン」。この第１世代である事を誇りにしています（昔か
らのワイン造りこそがナチュラルワインであり、栽培・醸造と
もに伝統的手法に回帰）。

所有畑は北ローヌで最も南に位置する栽培地域の「ブレゼ
ム」。冬には雪が積もる丘陵地のすぐ下の石灰質土壌で、アル
プス山脈の影響を受けるため冷涼な気候です。先人たちの自
然を重視した農業
（農法）
に影響を受け、
なるべく耕作をせず生
態を尊重したワイン造りを実践しています。
テキシエは近年のナチュラルワインの流行に左右される事
なく、あくまでテロワールの表現にこだわった品質重視のワ
インを造り続けています。

SAINT CELS

サン・セル

Les Naturelles “0” Blanc

750ml

レ・ナチュレル・ゼロ・ブラン

当主 ルアネ夫婦

白・辛口

若いうちから美味しく楽しめるワインにする為に、SO2を全く使用
せず造りました。果汁の酸化を防ぐ為に、収穫は細心の注意を払
い、搾汁は素早く醸造されます。
ヴェルメンティーノのピュアな味わ
いが特徴です。

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

750ml
赤・フルボディ

若いうちから美味しく楽しめるワインにする為にSO2不使用。収穫
後のブドウはすぐに醸造します。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。

Les Etincelles Tinte Clochette
レ・ゼタンセル・タント・クロシェット

サン・シニアンで、良質かつ健全なブドウを生育。酸化防止剤0(ゼロ)も

FRANCE
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1970年代にワイン商のアンリ・カラがサン・シニアンに畑を購入
しワイン造りを始めました。1993年にアンリの孫エチエンヌ・ルアネ
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。2018年よりエチエンヌの妻マリー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。

750ml
白・辛口

I G Pペイ・ドック。キュヴェ名は「鐘が鳴り響く」という意味。
コロンバール、ヴェルメンティーノのユニークな組み合わせのワ
インです。骨格がありながらもフレッシュで舌触りが良く、飲み
やすいワインです。

Les Etincelles Fee Griottine
レ・ゼタンセル・フェ・グリオティーヌ

750ml

赤・フルボディ

ブレンドはメルロー、
シラー、
カベルネ・ソーヴィニヨンのIGPペイ・
ドックワインです。黒い果実を連想させるフレッシュなワインで、僅
かにスパイスの様な複雑味も感じます。

LAGUEDOC / Saint Cels BORDEAUX / Chateau Latour-Martillac
PINEAU DES CHARENTES / Chateau d’Orignac

CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC

シャトー・ラトゥール・マルティヤック

Lagrave Martillac Blanc

750ml

ラグラーヴ・マルティヤック・ブラン

白・辛口

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)から造られる。
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。

Lagrave Martillac Rouge
ラグラーヴ・マルティヤック・ルージュ

750ml
赤・フルボディ

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%の木樽で14-16ヶ月間。

長期にわたりペサック・レオニャンの中核として常に君臨するシャトー

クレスマン社は1857年にボルドーのワイン商として設立され、1884年
に既に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年にはポイヤックの「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、創業者のエドゥ
ワールはいたく感動したとの記録があります。現在、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。

Chateau Langlet Blanc

750ml

シャトー・ラングレ・ブラン

白・辛口

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。

Chateau Langlet Rouge
シャトー・ラングレ・ルージュ

750ml
赤・フルボディ

ラトゥール・マルティヤックの醸造チームがメルロー主体、カベルネ・ソーヴィニヨン
補助の比率でブレンドし、新樽比率20％の木樽で12ヶ月間熟成しボトリング。

CHATEAU D’ORIGNAC

シャトー・ドォリニャック

コニャック造りの伝統と熟成の技で、他と一線を画す味わい

ピノ・デ・シャラントには様々なタイプがありますが、
シャトー・ドォ
リニャック家ではワイン
（メルロー、
カベルネ・ソーヴィニヨン）の発
酵中に自家製コニャックを混入、発酵を中断させて
（アルコール度
数：18%）果実の甘さを保ったヴァン・ド・リキュールに仕上げてい
ます。
フランスの法律では樽熟成を最低1年要しますが、
シャトー・
ドォリニャックでは最低5年樽熟成させています。

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

750ml
甘口

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、食後酒に最適です。

CRUS ARTISANS

2006年よりボルドーの公式格付けとして「クリュ・アルティザン」が認められました。
このグループの存在は1868年から記録に残っていますが、20世紀に入ってから暫くは忘
れられた存在になっていました。
しかし、1991年にシャトー・ミカレやシャトー・ガデ・テールフォールなどの生産者が再
結集し、公式格付けとしての認可取得に向けての活動を再開しました。

クリュ・アルティザン

職人技による、造り手の個性が溢れる手造りボルドーワイン

「クリュ・アルティザン」
とは、
メドック地区で家族経営によりブド
ウ栽培から醸造・販売までを行う小規模生産者のグループです。
格付けは5年毎にブラインドによる試飲を行い見直しされますが、
現在はメドックの36生産者が格付けされています。
クリュ・アルティザンの多くの生 産 者は所有畑10 h a 以下。

自らの手で耕作が可能な範囲の畑で「自分が飲みたいワイン」を
造る事にこだわっています。その為、彼らのワインにはテロワール
に加えて、造り手の個性がしっかりと表現されています。

Chateau Micalet
シャトー・ミカレ

750ml
赤・フルボディ

メドック本来の伝統的なワインに回帰したメルロー主体の赤ワイン
です。手摘みで収穫後、旧式プレス機で静かに圧搾します。天然酵
母のみを使用し時間をかけてゆっくりと発酵させ、フランス産の
オーク樽で12ヶ月熟成させます。
シャトー・ミカレ当主 ドミニク

シャトー・ガデ・テールフォール
当主 アナイ

シャトー・ガデ・テールフォール

750ml
赤・フルボディ

メドック地区の異なる2区画のブドウを使用。天然酵母を使用しス
テンレスタンクで発酵。木樽で熟成させています。なめらかなタン
ニンと果実味が心地よく、
バランスがとれたワインです。

FRANCE

Chateau Gadet Terrefort
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レ・ヴィニュロン・パリジャン

当主 マチュー・ボッセ

ワインが造られていません。
しかし、
1950、
60年代にはベルシー地
区に醸造所があり、当時はセーヌ川で樽を運んでワインをブレン
ドし瓶詰していたようです。この歴史を基にして現代のパリでワ
イン醸造を始めました。ブドウはコート・デュ・ローヌで収穫され、
最新の注意でフレッシュさを保ったまま醸造所へ運ばれます。
テロワールと品種の本質、品質、雰囲気など、全てを尊重した
ワイン造りで注目を集めるアーバン（都市型）ワイナリーです。

Le Petit Parisien Blanc

750ml

ル・プティ・パリジャン･ブラン

白・辛口

コート・デュ・ローヌの契約農家のブドウを使用しています。細心の注意
を払いフレッシュさを保ったまま醸造所へ運ばれます。ブドウはヴィオニ
エ、マルサンヌ、
クレレットのブレンドで酸と果実味あふれる味わいです。

生粋のパリっ子が、パリの市街地マレ地区で
ワインを造る喜び

マチューはパリ生まれパリ育ち。父がワイン関係の仕事をして
おり、常に将来はワインを造りたいと思っていました。地方でのワ
イン造りも考えましたが、最終的に生まれ育ったパリで素晴らし
いワインを造る決心をしました。マチューはまず造りたいワインの
コンセプトを決め、そのコンセプトに適するブドウ畑をコンサル
タントしている造り手をパートナーに選びました。
パリ人はフランスで最もワインを飲んでいますが、パリでは

Le Petit Parisien Rose
ル・プティ・パリジャン・ロゼ

750ml
ロゼ・辛口

白と同様コート・デュ・ローヌの契約農家のブドウを使用し、醸造
後は良質の澱と共に熟成させます。サンソーの力強さに加え、グル
ナッシュの酸で上質な味わいのロゼに仕上がります。

Le Petit Parisien Rouge
ル・プティ・パリジャン・ルージュ

750ml
赤・フルボディ

コート・デュ・ローヌの契約農家のブドウを使用し、果実味を残す為
に低温でじっくり発酵させます。サンソー、
メルローのブレンドはな
めらかで上品な味わいの中にハツラツとした香りが特徴です。

BORDEAUX / Crus Artisans PARIS / Les Vignerons Parisien

LES VIGNERONS PARISIEN

CUVAISON ESTATE WINES

クヴェゾン・エステート・ワインズ
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一日の寒暖差が大きく、ブドウの成長に最適な環境が保持されています。そ
の最良の自社畑から収穫されたブドウを、ワインメーカーであるスティー
ヴ・ログスタッドが近代的設備で古典的なワイン造りを実践しています。

Estate Sauvignon Blanc
CEO ダン・ゼッポーニ

ワインメーカー
スティーヴ・ログスタッド

750ml

エステート・ソーヴィニヨン・ブラン

白・辛口

冷涼な気候とロス・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。キウイ、ライム、青
りんごやライチのフレーバー。キレのある爽快感溢れる辛口ワインです。

Estate Chardonnay

750ml

エステート・シャルドネ

白・辛口

ロス・カーネロスのシャルドネの果実味と芳醇な味わい、
しっかりした酸味が
特徴で、バランスの取れたエレガントな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、国際的にも常に高く評価されています。

U.S.A.
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ロス・カーネロスの冷涼な土地で
エレガントなワインを造るナパ・ヴァレーの老舗

CALIFORNIA / Cuvaison Estate Wines Fortress

1969年に設立されたナパ･ヴァレーの歴史あるワイナリー。ブドウは400
エーカーの広大な自社畑から収穫されるシャルドネ､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ます｡
銘醸地ナパ・ヴァレーの中でもクヴェゾンがロス・カーネロスに所有する
畑は、サンフランシスコ湾から入り込む霧の影響を受け他のどの地域よりも

Estate Pinot Noir
エステート・ピノ・ノワール

750ml
赤・フルボディ

畑は10年前からオーガニック。ロス・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。

Brandlin Estate Cabernet Sauvignon
ブランドリン・エステート・カベルネ・ソーヴィニヨン

750ml
赤・フルボディ

標高が高く理想的な日照条件を得られる歴史的な銘醸畑。ブラックベリーやプラム、
モカ、
イチジク、
クローブの香り。
濃厚なブーケを持ちながら、
上品さもあるカベルネです。

FORTRESS

フォートレス

ワインメーカー
クリスティー・メルトン

りは比較的単純です。
ブドウ畑に焦点を当てブドウの完成度を高
め、最小限の醸造技術を使いながらワインを造ります。
ブドウは
ノース・コーストを代表するいくつかのAVAから収穫されました。
手間をかけて完熟させ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。

Cabernet Sauvignon
カベルネ・ソーヴィニヨン

オーソドックスでありながら先端を行く
ジャクソンファミリーの中核ワイナリー

彼らの原点とも言える
「ソノマのカベルネ・ソーヴィニヨン」に特
化し、
カリフォルニア最高峰のワイン造りを目指しています。
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語ります。
フォートレスのワイン造

750ml
赤・フルボディ

クロスグリ、ブルーベリー、僅かなモカと甘いバニラの香り。色の
濃い黒系果実、飲みごたえのあるタンニンとココアのほのかな味
わいが広がります。ダーク・フルーツとスパイスのエレガントでダ
イナミックなニュアンスは肉との相性が完璧です。

Knights Reserve Cabernet Sauvignon
ナイツ・リザーヴ・カベルネ・ソーヴィニヨン

750ml

赤・フルボディ

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
ました。エスプレッソ、ブラックベリー、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。

LIQUID FARM

リキッド・ファーム

Four Chardonnay
フォー・シャルドネ

750ml
白・辛口

サンタ・リタ・ヒルズのブドウで造られ、
「フォー」という通称でワインクラブのメンバーに優先
発売していた特別なアイテム。カリン、和梨、ミネラル、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が特徴です。

La Hermana Chardonnay
ラ・ヘルマナ・シャルドネ

750ml
白・辛口

サンタ・マリア・ヴァレーの一区画。
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、花の香りが特徴です。
ボディが引き締まり、磨き上げられた質感が魅力です。

White Hill Chardonnay
ホワイト・ヒル・シャルドネ
CEO ジェフ
（左）、
ワインメーカーのジェームス
（右）

カリフォルニアの“シャルドネ”のトップ生産者

サンタ・リタ・ヒルズの畑は古代土壌固有の塩分を感じ、酸度が高く地表が白い
区画です。硬質なシャブリを想わせるミネラルが感じられますが、味わいは華や
かで芳香があり、タンジェリン・オレンジ、蜜、ジャスミンのニュアンスが特徴です。

SBC Pinot Noir
SBC・ピノ・ノワール

750ml
赤・フルボディ

SBCはサンタ・バーバラ・カウンティ（Santa Barbara County）の略。ベルベットのような
タンニンと果実味あふれる味わいです。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も感じ、柔らかく心地よい酸が楽しめます。

Dandi Syrah
ダンディ・シラー

750ml
赤・フルボディ

リキッド・ファームのセカンド・ラベル的ニューブランド「ダンディ・ワインズ」。サン・ル
イス・オビスポ・カウンティ最南端の畑のシラー。白胡椒、黒系果実、ユーカリの香りが
広がります。ジビエ、仔羊などの肉料理、“旨味”が目立つアジア料理と良く合います。

インディゴ・アイズ

「インディゴ・アイズ」の名称は、ステファーノの青い目からヒン
トを得て名付けました。

Chardonnay

750ml

シャルドネ

白・辛口

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。酸味は控えめで飲みやすい
ワインに仕上がっています。

Pinot Noir
ピノ・ノワール

CEO ダリオ・デ・コンティ
（左）、醸造責任者 ステファーノ・ミゴット
（右）

ナパ・ヴァレーのブドウから、安定した品質と価格のワインを造る

インディゴ・アイズは、イタリア系移民のダリオとステファーノ
が手掛けるワイナリーです。二人は毎年カリフォルニアの幾つも
の畑を廻り、ベストなコンディションのブドウを買い付けて醸造
しています。
カリフォルニアらしさを追求したワイン造りを目指しています
が、
特に
「ナパ・ヴァレー」
のテロワールの特徴がよく表現されてい
ます。お手頃な価格ながら安定したクオリティの彼らのワインは、
大いに注目を集めています。

750ml
赤・フルボディ

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なワインです。グラスいっ
ぱいにジューシーさが広がります。

Cabernet Sauvignon
カベルネ・ソーヴィニヨン

750ml
赤・フルボディ

温暖な気候に恵まれて生育したブドウのタンニンと余韻が印象的
です。時間とともに濃密さがほぐれ、
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。

Zinfandel

750ml

ジンファンデル

赤・フルボディ

濃いベリー系の果実の香り。酸味が強く、比較的コクもあり、タン
ニンはまろやかで、アフターフレーバーにはかすかに白コショウの
香りも感じるスパイシーさが特徴。
カリフォルニアが誇る品種です。

19
CALIFORNIA / Liquid Farm Indigo Eyes

INDIGO EYES

U.S.A.

フランスのシャンパーニュ会社で働いていたジェフは、退職後にフランス、ブ
ルゴーニュワインに負けない白ワインをアメリカで造りたいと思い仲間と起業
しました。拠点に選んだのはサンタ・バーバラで、2001年から認められたサン
タ・リタ・ヒルズAVAの小さな特別なブドウ畑です。サンタ・リタ・ヒルズは
シャルドネに適し、畑ごとに著しく異なる表情をもっていて香りもテクスチャー
も味わいも見事に異なります。しかし、ブドウ畑にはシャルドネが18％しか植
えられていません。この畑から産出されるワインの品質は折り紙付きです。
リキッド・ファームは最新の機材はほとんど使用せず、新しいオーク樽の
使用も最小限に抑えています。

750ml
白・辛口
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カリフォルニアの “ナチュラルワイン” 。
その土壌やブドウの特徴を表すために、
自然なアプローチでワインを造っている造り手のワインです。
日々地道な畑作業を丹念に続け
ブドウを造り上げる彼らのワインは個性に溢れています。
こだわりのナチュラルワインをぜひお楽しみください。

U.S.A.

DONKEY & GOAT

ドンキー ＆ ゴート

Lily's Pet Nat Sparkling Chardonnay
リリーズ・ペット・ナット・スパークリング・シャルドネ

750ml

泡・白・辛口

色彩は明るいレモンイエローで、アーモンド・フレーバー、甘くて酸っぱいレモングラス、ヘーゼルナッツの味わ
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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CALIFORNIA / Donkey & Goat

Linda Vista Chardonnay

750ml

リンダ・ヴィスタ・シャルドネ

当主 トレーシー

白・辛口

スティーブ・マサイアソン氏が管理しているこのヴィンヤードは、シャルドネの栽培適地として有名。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。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。

Eliza Barsotti Vineyard

750ml

エリザ・バルソッティ・ヴィンヤード

白・辛口

標高2,700フィートの伝説の地バルソッティ・ヴィンヤード。スイカズラ、ジャスミンのような花の香り、レモン
グラス、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。バランス良く、きめ細かく複雑です。

Stone Crusher Roussanne
ストーン・クラッシャー・ルーサンヌ

他とは一線を画す本格的なナチュラルワイン生産者

Donkey & Goat Winery（donkey=ロバ、goat=ヤギ）はトレー
シー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イキング」
を活用し、
その地域で栽培さ
れたブドウ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、
ブドウの選別・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
技法にあえて挑戦し、
短期間でロバート・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。
従来のアメリカワインには多くの薬品が使われていますが、
ドン
キー＆ゴートはボトリングの際に最小限のSO2のみです。
もちろん
収穫したブドウは無農薬・有機栽培です。

750ml
オレンジ・辛口

オレンジワイン。アロマティックですが、醸造方法を工夫することによって様々な味わいが楽しめるルー
サンヌ。バラ、オレンジ、シナモン、クロ ーブ、白桃、紅茶の香り。合う料理の幅がとても広いワインです。

Ramato Pinot Gris
ラマート・ピノ・グリ

750ml
オレンジ・辛口

オレンジワイン。ビオディナミの素晴らしいピノ・グリから醸造しました。熟したアプリコット、オレンジの皮、キノコ、樹木の香
りが広がります。ハイビスカスティー、ブラッドオレンジ、レモン、塩分を感じる味わい。キノコを使った料理とよく合います。

Five Thirteen
ファイブ・サーティーン

750ml
赤・フルボディ

フランスのシャトーヌフ・デュ・パプにあやかり、5品種をブレンドしたワイン。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ます。味わいはクランベリー、カシスといった黒系果実を連想させます。

The Recluse Syrah Broken Leg Vineyard
ザ・レクリューズ・シラー・ブロークン・レッグ・ヴィンヤード

750ml

赤・フルボディ

シラーはアンダーソン・ヴァレーで最も冷涼な畑から収穫されたブドウ。ザ・レクリューズ（世捨て
人）と敬愛される畑です。それは記憶から忘れられるほど、とてもゆっくり熟成する事に由来します。

WINDCHASER

ウィンドチェイサー

ワインメーカー
デイヴ・ギフォード

Pinot Gris
ピノ・グリ

アンダーソン・ヴァレーのピノ・グリ。手摘みで収穫しています。
無清澄・無濾過ならではのピュアで柔らかな酸とアロマティックな
味わいが魅力です。

Chardonnay
シャルドネ

シックでモダンなナチュラルワインを目指す
異色の新鋭生産者

750ml
白・辛口

メンドシーノ、
フィルソンの西、
アンダーソン・ヴァレーのブドウ畑か
ら収穫したシャルドネ。
ここは冷涼な地域なのでデリケートでフレッ
シュな果汁が特徴です。青リンゴ、
レモン、
ライム、ナッツなどリッチ
で複雑な印象が特徴です。

Gruner Veltliner
グリューナー・ヴェルトリーナー

750ml
白・辛口

アンダーソン・ヴァレーの2015年に植樹されたブドウから造られ
た新しいワイン。キレのある爽やかな酸味とミネラルが感じられ、
果実味が口いっぱいに広がります。無清澄・無濾過のワインです。

Syrah
シラー

750ml
赤・フルボディ
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CALIFORNIA / Windchaser

メンドシーノ・リッジの銘醸畑ペルリの有機栽培のシラー。手摘み
で収穫しました。ペルリは標高約2,000フィートの高地に位置して
おり、
この畑のブドウは例年最後に収穫されます。常に安定した品
質のシラーが出来ます。

U.S.A.

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。調達
先の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
中しています。
「信頼できるブドウ栽培者とのパートナーシップ、才
能ある献身的な彼らとの関係無くして私たちにチャンスはありま
せん。
この関係が私の心に火をつけ、セラーでの技術を毎年向
上させています。」
ワインメーカーのデイヴはウインドサーフィンの
プロでしたが、一念発起して食品業界を経て醸造家になりました。
海という大自然からの経験を活かし、自然なワイン造りの醸造家
へと変身しウィンドチェイサーを立ち上げました。

750ml
白・辛口

LO-FI WINES

ローファイ・ワインズ

ローファイは全てにおいて自然な醸造を心がけています。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。
若々しく活気に満ちたワイン造りを哲学としています。少し昔の
濃くて重いイメージのカリフォルニアワインとは一線を画すワイン
として注目されています。
全てが手作業で、収穫後、ブドウは房ごと小さなプレス機で
ゆっくり絞り天然酵母で発酵させて造ります。
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U.S.A.

「ワインは人生と音楽のようなもの」と語る
ナチュラルな造り手

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畑
から収穫するブドウで造られています。それに加えて自然なワ
イン造りは天然の酵母など、従来と違ったワインの観念が必要
です。その為にサンタ・バーバラを選びました。手付かずの畑が多
く残っていたからです。
また、自然と向き合いながらブドウを収穫し醸 造するので、
年ごとに微妙に（または大きく）違うワインが出来上がります。
それが「本当のワイン造り」と信じています。
彼らの目指すワインは、肩肘を張らず、仲間とゆっくり楽しく食
事をしながら飲むワインです。

Sparkling Cabernet Franc Rose
スパークリング・カベルネ・フラン･ロゼ

750ml

泡・ロゼ・辛口

フレッシュでリッチな味わいを追求し、黒ブドウを軽く絞ってロゼのスパークリングにしま
した。黒ブドウのタンニンをほんの少し感じる仕上がりです。

Rose

750ml

ロゼ

ロゼ・辛口

カベルネ・フランにモンドゥーズとガメイをブレンドし、近年、新しいスタイルに生まれ変わりました。
3品種とも手摘みで収穫。果実の酸とジューシーさがチャーミングな印象を与えるロゼです。

Chardonnay

750ml

シャルドネ

白・辛口

有機栽培のシャルドネは丸みのある酸と果実味豊かでピュアな味わいが特徴です。
リンゴ、有
機レモン、青リンゴ、
ナッツ、蜂蜜フレーバーなど複雑性があり、
ローファイの看板ワインです。

Chenin Blanc

750ml

シュナン・ブラン

白・辛口

果実味が豊かでパイナップルやコンポートのようなトロピカルな香りが満ちています。
熟成感もあり骨格もしっかりしていて果実が主張しているようなワインです。

Gamay Noir
ガメイ・ノワール

750ml
赤・ミディアムボディ

有機栽培の熟したガメイの心地よい酸味が際立ち、果実味と風味を補い合って豊かな味
わいを醸し出しています。

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

750ml

赤 ・ミディアムボディ

歴史あるコクリコ・ヴィンヤードの畑から収穫されたカベルネ・フランです。古い樹が多く、色
調はやや薄く優しい味わいが特徴です。時間の経過とともに、グラスの中で変化が楽しめます。

Malbec
マルベック
（上左）様々なタイプのタンクを使用 （上右）一部木樽での熟成も行っている
（下）経営者クレイグ・ウィンチェスター（左）とマイク・ロス（右）

750ml
赤・ミディアムボディ

アメリカでは珍しい品種マルベックが見つかったのでチャレンジして造りました。独特の凝縮感があり、
一種の漢方薬や濃く抽出した紅茶のようなニュアンスを感じますが、若々しさが残り重たさは感じません。

BIRICHINO WINES

ビリキーノ・ワインズ

代表作“マルヴァジア・ビアンカ”は世界の注目
陽気なナチュラルワイン

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

750ml

泡・白・辛口

スティルワインの「マルヴァジア・ビアンカ」を仕込み、発酵している最中の
一部分を手作業で瓶詰めし、王冠で打栓。ネクタリン、スイカズラやプルメ
リアの花のような香りが漂う、軽快で爽やかなやわらかいペチュランです。

Malvasia Bianca

750ml

マルヴァジア・ビアンカ

白・辛口

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。

Chenin Blanc Jurassic Park Vineyard

750ml
白・辛口

1978年に植樹された畑のシュナン・ブラン。サンタ・バーバラ、
サンタ・イネズ・ヴァレーの標高335ⅿの石灰質を含む砂質土壌で
水はけが良い土地。常に芳香が豊かで、成熟した果実味を感じます。

Vin Gris

750ml

ヴァン・グリ

ロゼ・辛口

初夏のテラスで楽しみたい上品なロゼ。伝統的な地中海沿岸の黒ブドウをやさしく
プレスすることで得られる鮮烈な色合いの果汁を使用。淡麗でやわらかな柑橘系
の酸、ストーンフルーツ（核果）、ハイビスカス、スイカ、スミレの花の香りが印象的。

Pinot Noir Saint George
ピノ・ノワール・サン・ジョルジュ

750ml

赤・ミディアムボディ

ジョージ・ベッソンが 30 年前に切り拓いたサンタ・クルーズの小区画の畑を中心に、
４つ
の畑のピノ・ノワールをブレンド。ハーブやチェリーリキュールなどの華やかな芳香と質感
のある深みで、ダイナミックにセントラル・コースト AVA のテロワールを表現しました。

Grenache Besson Vineyard Old Vines
グルナッシュ・ベッソン・ヴィンヤード・オールド・ヴァインズ

750ml

赤・ミディアムボディ

ベッソン・ヴィンヤードは1910年に植樹された樹齢約110年を誇
る自根の畑。
ノンフィルターによる持ち味が存分に発揮されたワ
インです。

Mourvedre
ムールヴェードル

750ml
赤・ミディアムボディ

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
しての歴史は古く、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
です。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。

Scylla
スキュラ
（上左）樹齢100年以上のグルナッシュ （上右）マルヴァジアの畑
（下）2018年に開設した念願のテイスティングルーム

750ml
赤・ミディアムボディ

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。
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。
いずれも樹齢約100年。重層的に広がる芳香とともになめらかな果実味があります。
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シュナン・ブラン・ジュラシック･パーク･ヴィンヤード

U.S.A.

ビリキーノは2008年にカリフォ
ルニア、サンタ・クルーズに設立さ
れました。フランス、イタリア、カリ
フォルニアでワイン造りを学んだ
ワインメーカーのアレックス・クラ
共同責任者 ジョン
（左）
とアレックス
（右）
ウスとジョン・ロックは、香り高くバ
ランスのとれた、かつチャーミングなワインを目指し取り組んでいます。
ワイナリー名はマルヴァジアのワインを意識した遊び心のあるフレー
ズ、
「いたずら」の意味のビリキーノにしました。
ワイナリーを一躍有名にした「マルヴァジア・ビアンカ」の畑はモント
レー郡のサリナス・ヴァレーの西端に位置します。モントレー郡の特異な
土壌がこの芳香な古代品種に適していました。マルヴァジアはイタリア
のはるか南のカラブリアから20世紀初頭にアメリカに持ち込まれたと言
われていますが、ここの気象条件（日中暖かく、夜間涼しい：モントレー
湾の涼しい風）がブドウに多大な影響を与え生育にもたらす条件を完璧
にしてくれます。明るい昼の日光の下、そして午後の霧の中にブドウ畑は
広がっています。一日の大きな温度変化がマルヴァジアに酸味と活気あ
ふれる独特の香りを与えゆっくりと育んでくれます。
このヒットを機に樹齢100年（1910年植樹）のグルナッシュのベッ
ソン・ヴィンヤードと契約。同じく樹齢100年のムールヴェードルが植
えられているサクラメント川沿いの畑と契約。最近ではピノ・ノワール
にも着手しています。

Petulant Naturel Malvasia Bianca Sparkling

CAPENSIS

カペンシス

ヴィンヤードマネージャー
ローザ・クルーガー

た最良のシャルドネで造られています。中でも1番多く使用される
ステレンボッシュ地区にあるフィジンボッシュ・ヴィンヤードは、標
高527mに位置し、洗練された酸味のブドウができます。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。
ブドウ樹をとりまく環境が、シャルドネに極めて自然な酸度や
複雑性を与えています。
白地の印象的なラベルは、キング・プロテア、ス
プリングボック、マルラトゥリー、ズル・シールドと
いう南アフリカ固有の動植物の図柄がエンボス
加工されています。

SOUTH AFRICA
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孤高の白ワイン
最良、最上の逸品を目指し南アにたどり着く

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のワイナリーです。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。
カペンシスは5つの畑（フィジンボッシュ・ヴィンヤード、ノイット
グダックト・ヴィンヤード、E.ブルワー・ヴィンヤード、カイマンズ
ガット・ヴィンヤード、フレイプラス・ヴィンヤード）から収穫され

Capensis Chardonnay
カペンシス・シャルドネ

750ml
白・辛口

シャルドネ特有の青リンゴや白桃、
ボスク梨（黄緑色の梨）などの香
りに、バニラ、
スパイスと微かなミネラルの味わいが感じられます。
しっかりした酸味、
フレンチオークの新樽に由来するバニラビーン
ズの香りとクリーミーで厚みのある舌触りが印象的です。

Capensis

https://ficwine.com

株式会社 富士インダストリーズ ワイン事業部
〒105-0004

東京都港区新橋2-5-5 新橋2丁目MTビル
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