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品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

CHAMPAGNE BARRAT-MASSON
シャンパーニュ・バラ・マッソン

シャンパーニュ地方

LF2801 QUALITY Fleur de Craie,  Non Dosé, AOC Champagne
フルール・ド・クレ、ノン・ドゼ、AOCシャンパーニュ NV

(2017)
泡 ¥7,500

12.5%   

LF2802 QUALITY Grain d'Argile, Non Dosé, AOC Champagne
グラン・ダルジル、ノン・ドゼ、AOCシャンパーニュ NV

(2016&17)
泡 ¥8,000

　  

LF2803 QUALITY Les Margannes, Non Dosé, AOC Champagne
マルガンヌ、ノン・ドゼ、AOCシャンパーニュ NV

(2014)
泡 ¥9,300  

12.0%  

LF2806 QUALITY Nuance de Cornoie, AOC Champagne
ニュアンス・ド・コルノワ、AOCシャンパーニュ NV

(2016)
泡 ¥13,800

12.5% 　 　

LF2805 QUALITY La Grande Hommée, non dosé, AOC Champagne
ラ・グランド・オメ、ノン・ドゼ、AOCシャンパーニュ NV

(2018)
ﾛｾﾞ泡 ¥15,800

12.0% 　 　

LF2804-12 ART Millesimé, Non Dosé, AOC Champagne＜マグナム＞
ミレジメ、ノン・ドゼ、AOCシャンパーニュ

2012 泡 ¥25,200  

12.0%

＊＊＊＊＊フランスワイン＊＊＊＊＊

大手メゾンの対極
「テロワール」
シャンパーニュ

コート・ド・セザンヌ地区、セザンヌ村から南西に20km程に位置するヴィルノクス・ラ・グランド村に誕生した全く新しいRMメゾン。ルイック・マッソンと奥
さんのオレリー・バラの2人が力を合わせ、2011年の収穫からシャンパンを造り始めた。2人の実家は共にぶどう栽培家で、両家の栽培をご主人のル
イックが行い、醸造学者の資格を持つ奥さんのオレリーが醸造を担当する。ぶどう畑は合わせて7.5ha。シャルドネ90％、ピノ・ノワール10％という構
成。コート・ド・セザンヌの特徴である石灰質土壌にマッチしたシャルドネを主体に、ビオロジック栽培で果実味を生かしたシャンパン造りを実践する。
生き生きとした果実とフレッシュ感、ミネラルが大きな魅力だ！初年度は自社ラベルでの販売は僅か1.5haから12,500本のみと限定されており、他の
ぶどうは大手メゾンに販売している。

ぶどう品種：ピノ・ノワール100%　ピノが健全に充分熟したよい年のみ造るキュヴェ。粘土質石灰土壌、樹齢40年のぶど
う。最もよく熟したぶどうのみ選別し手で収穫。除梗し破砕はせず24時間醸し、滴り落ちるフリーランのみ細かい澱と共
にタンクで発酵、そのまま5か月熟成させ、18か月瓶内2次発酵実施。最低3か月瓶熟後出荷。
際立ったサクランボ・ロゼの色調。ラズベリーやサクランボの赤果実風味豊か。口に含むと赤果実が広がり、しっかりした
酸とほのかなタンニンを感じる。　（デゴルジュマン：2022年1月）

ぶどう品種：シャルドネ100％　最も良いシャルドネを選りすぐって醸造。100％樽を用いて熟成させた原酒を瓶内で40
か月と長期間発酵熟成させることにより、キメが細かく優しい泡が生じる。パイナップルなど熟した果実味にブリオッシュな
どほんのり香ばしさが香る、純粋で美しいミネラル感のあるエレガントな味わい。マグナムのみ450本生産

　　　ラヴニールワインリスト

ぶどう品種：シャルドネ50％、ピノ・ノワール50％粘土質の多い土壌にピノを植えている。ステンレス60％と木樽40％にて
補糖せずアルコール発酵行い、澱と共に9か月熟成し、2018年ティラージュ。瓶熟2-3年後、デゴルジュマン。打栓後3
か月以上落ち着かせる。キュヴェ名は”粘土の種”の意。淡いイエローの外観で、泡はとても細かく長く続く。ブリオッシュ
のようなイースティな香りに、赤りんごの熟した果実風味。紅玉の様に旨味のある酸があり、しっかりした味わい。

ぶどう品種：シャルドネ100％　原料ぶどうは2017年のみで限りなくミレジメに近い。長期間の熟成により強い酸とミネラ
ル感が和らぎ、旨味倍増し美味しく楽しめる味わいと！補糖をする必要のない位十分にぶどうを熟させ収穫。時間を
掛け優しく圧搾。発酵はステンレスと樽を使用し、澱と共に9か月熟成。フィルターには掛けず瓶詰めし2年瓶熟。
デゴルジュマンはヴォレと呼ばれる栓抜きを使い1本づつ手で行う。キュヴェ名は”チョークの花”の意。

ぶどう品種：シャルドネ100％原料ぶどうは2014年のみで限りなくミレジメに近い。長期間の熟成により強い酸とミネラル
感が和らぎ、旨味倍増し美味しく楽しめる味わいとなっております！ステンレスと木樽で発酵、うち25％は新樽を使用。
澱と共に9か月熟成。フィルターには掛けず2年瓶熟後デゴルジュマン。ドザージュはゼロ！打栓後3か月以上落ち着か
せる。淡いイエロー、泡は細かく永く続く。より熟した黄色果実強い果実風味、純粋さが際立った味わい。当初はカチカ
チだったが、程よい熟成を経て旨味が乗ってきた！キュヴェ名”マルガンヌ”は、ギリシャ語で真珠を意味する”マルガリ
ターリ”のフランス古語。真珠の様に気貴い輝きを意味する。長熟のポテンシャルを秘めた、緻密でエレガントなシャン
パーニュ。

ぶどう品種：シャルドネ60％、ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ40％　石灰が80％と多く含まれる粘土質石灰土壌、区画”シャルモア”と”コ
レール”に植わる樹齢40年もぶどう。”クー・ド・キュヴェ”と呼ばれる優しいプレスの1番と2番絞りのみ使用。静置し自然
にデブルバージュし、シャプタリザシオンはせず、70％は樽にて30％はステンレスタンクで澱と共に9か月発酵。瓶内2次発
酵48ヶ月と長期で、フィルターには掛けずデゴルジュマン時はドザージュ・ゼロにて瓶詰め。瓶詰め後も3-6か月以上瓶
熟してから出荷。瓶内熟成期間36ヶ月以上のミレジメより長期熟成！（デゴルジュマン：2021年1月）
淡いイエローの色調で、泡はしっかりしている。カリンや洋ナシ、黄桃など黄色果実風味に、ほんのりヘーゼルナッツの香
ばしさが漂う。口に含むと黄色果実が広がり、しっかりとした酸とほのかなタンニンを感じる。抜栓直後は閉じた印象だ
が、時間と共にカルピス的乳酸の旨味やパイナップル果実が広がり、ポテンシャルを感じさせる味わい。

ラヴニール プロ向け
LINE公式アカウント



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

ANDRE ROHRER
アンドレ・ロレール

アルザス地方

LF3425-21 QUALITY Auxerrois, AOC Alsace
オーセロワ　AOCアルザス

2021 白 ¥3,600

11.5% 　 　

LF3403-20 QUALITY Riesling Stein, AOC Alsace
リースリング・シュタイン、AOC アルザス

2020 白 ¥5,100 　

13.5% 　

LF3427-19 QUALITY Sylvaner Grand Cru "Zotzenberg", AOC Alsace
シルヴァネール、グランクリュ”ゾッツェンベルグ”、AOCアルザス

2019 白 ¥11,000

13.5%  

LF3405-21 QUALITY Pinot Noir, AOC Alsace
ピノ･ノワール､AOC アルザス

2021 赤 ¥3,900

11.5% 再入荷待ち

OLIVIER CARL
オリヴィエ・カルル

LF4703-21 QUALITY Barbe à Bulles
バルブ・ア・ビュル

2021 弱泡白 ¥4,300  

12.5% 　再入荷待ち

赤ひげのワインは
エレガント

ぶどう品種：シルヴァネール   アルザスには50余のグランクリュがあるが、シルヴァネールという品種に認定されたグランクリュ
は唯一”ゾツェンベルグ”だけだ！”ゾツェンベルグ”はミッテルベルガイム村に所在し、ミッテルベルグハイム村の生産者に
とってシルヴァネールは特別な品種。その最高峰がこのGC”ゾッツェンベルグ”である。”ゾッツェンベルグ”の特徴は、粘土
質石灰土壌で下層土には泥炭が混じる為、ミネラル分豊かで保水力が高い。また水脈が通っていることから涼しくしっ
かりと酸も残るうえに、斜面上で日当たりがよいことから傑出したワインが出来る。樹齢50-60年のぶどうをドゥミ・ミュイ
(中樽)にて2年熟成、ノンフルター、亜硫酸無添加。淡いイエローの色調、白い花や洋ナシの優しい風味、口当たり柔
らかくもしっかりとした酸と上品な果実味が広がり、美しいミネラル感が続くとても調和の取れた、超熟の可能性あるワイ
ン。この僅か28アールの畑は2019年に取得したが、植え替えの為今後10年は生産がなく、’19の生産本数は400本の
み。

アルザスの中心都市であるストラスブールとコルマールを結ぶワイン街道の中程に位置する村、「ダンバッハ・ラ・ヴィル」にあるドメーヌ。ダンバッハは、ローマ時代より
ぶどう栽培が行われている伝統ある村で、一番の特徴は花崗岩の土壌にある。この花崗岩が、ワインに華やかさをもたらす。また、とても乾燥した気候で、アルザ
スの特徴でもあるボトリティスが殆ど付かないことから、ぶどうの成熟期にじっくりと健全にぶどうが完熟する。辛口ワインの生産には非常に向いたテロワールであると
云えるだろう。現在ワイン造りを行うオリヴィエは7代目で、20世紀初頭、祖父母の代では羊飼いをしたり、家畜を飼ったり、野菜の栽培をしたりしながら、ぶどう栽
培を行いワインを造っていた。元々は造ったワインを樽に詰めて売っていたが、1923年、当時としてはとても珍しかった、瓶詰めで販売することを始めたところ、地域
のレストランでとても好評となった。1960年代には、父アンドレが品質の高いワインを瓶詰めし、ドメーヌに人を招き試飲会を開催したところ、多くの人が集まるよう
になった。オリヴィエは2000年からドメーヌの仕事に携わり、2004年19歳の時にワイン造りを父アンドレから継承。そして完全に有機栽培に移行し、2015年ヴィン
テージからラベル上にも「AB認証」と「エコセール認証」を表示し始めた。またオリヴィエはヴァン・ナチュールの取り組みも始め、2015年ヴィンテージで初めて酸化防
止剤を一切使用しないキュヴェを造り出した。その働きが評価され、2016年からはビネール率いるピルーエットのワインも醸造。オリヴィエは一部の例外を除いて、
現在亜硫酸(SO2)を添加しないワイン造りを貫いている。それにもかかわらずオリヴィエのワインがこれ程までにエレガントで安定している理由は、時間を掛け、ワイ
ンが美味しくなるまでじっくりと待つ、ここに尽きるだろう。

ぶどう品種：オーセロワ オーセロワは糖度が上がるとすぐに酸が落ちる傾向にあり、酸が少ないと単品種ワインとしては魅
力がない、ということで、通常はブレンドし、エシャーブに使用していた。ところが’21は涼しい年で、酸もしっかり残ったの
で、単品種でリリースすることにしたという稀有なミレジム。亜硫酸無添加。淡いイエローの色調。洋ナシの黄色果実風
味に、チャービルのハーブ香、藁の様な風味あり。豊かな酸と穏やかな黄色果実が心地よく、ミネラリーでスッキリした味
わい。

フランス
アルザス地方

品種：リースリング50％、ゲヴルツトラミネール30％、ミュスカ20％　’21は雨が多く収穫量も少なかった年で、豊かな酸
が特徴。リースリングとミュスカは花崗岩土壌、ゲヴルツは粘土質のシルト(中粒)土壌に植わる、樹齢30-45年のぶど
う。全房を即圧搾後、僅かにデブルバージュし発酵途中の10月に瓶へ詰め、泡が生じたペットナット。SO2無添加。山
吹色でかなり濁った色調。レモン風味カルピスの、優しくも食指揺さぶられる香りが溢れている。ピチピチと弾ける優しい
泡で、厚みある口当たり。マスカットの豊かな香りが口中に広がり、程よい甘みと酸・果実の調和取れた味わい。

次世代の
アルザス

ぶどう品種：ピノ・ノワール　’21は雨が多く涼しい年だったため、ピノ・ノワールは”ヌーヴェル・リュンヌ”とは別により軽やか
なこのキュヴェを造った。亜硫酸無添加とても淡いルビーの色調。グミやチェリーの小赤果実の風味。フレッシュな口当た
りで、とてもチャーミングな小赤果実が口中に広がる。心地よい酸で、旨味もある。全く無理のない素直な味わい。

ぶどう品種：リースリング　区画“シュタイン” に植わる樹齢の古いぶどうから造られたキュヴェ。粘土質石灰土壌、真南
向き。フードル熟成、亜硫酸無添加。輝きのあるイエロー。黄桃など黄色果実風味、白や黄色の花の香りでとても上
品。生き生きとした酸と黄桃の果実味が口中に広がり、とてもエレガントな白い花の余韻が永く続く。今飲んでも全く問
題なく楽しめると同時に、強靭な酸が長期熟成を約束してくれている。2016年以来初めて再び造られた“シュタイン”は
ごく少量のみの生産で価格も大きく上がったが、それを充分に納得させる味わい。

ストラスブールとコルマールの丁度中程に位置するミッテルベルグハイム村に所在する、ドメーヌ・アンドレ・ロレールの現在のオーナー醸造家アンドレは8代目で、そ
のお父さんは1960年代からすでに雑草とぶどうの樹とが共生した栽培を始め、1980年代には化学殺虫剤の使用もやめ、2001年にはアンドレが公式にもAB認
定ビオ栽培とした。
また、2016年からはビオディナミによるぶどう栽培を始めている。アンドレは、純粋さと精緻さを兼ね備えたとても優れたワインを生み出しているが、特筆すべきはア
ンドレの息子ルードヴィックの存在！ルードヴィックはアンドレが受け継ぎ発展させたテロワールがしっかりと詰まったぶどうから、自然な醸造方法により純粋さがその
まま表現された、とても体に優しい味わいのワインを造りだした！今回ご紹介するワインは、息子のルードヴィックがSO2の使用を極力抑え醸造した、生き生きとし
た美味しさに満ち溢れた味わいだ。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

OLIVIER CARL
オリヴィエ・カルル

LF4701-21 QUALITY Riesling Car la Nature est Belle
リースリング・カール・ラ・ナチュール・エ・ベル

2018 白 ¥3,900 　

12.5% 　

LF4705-18 QUALITY Barbe Jaune
バルブ・ジョーンヌ

2018
白

（産膜）
¥5,900 　

14.5% 　

EMILIEN REVERS (Raisin Sauvage)
エミリアン・ルヴェール（レザン・ソヴァージュ）

アルザス地方

LF4306ー21 ART K8, Vin de France
キュイット

2021 泡白 ¥4,000 New!

12.5%

LF4310ー21 QUALITY SOCIALITTRE !, Vin de France
ソシアリットル！

2021 白 ¥5,400 New!

11.5%

LF4303-20 ART Ravala Blanc
ラヴァラ・ブラン

, Vin de France 2020 白 ¥5,800

13.0% 11本

LF4304-20 ART Ravala Rouge
ラヴァラ・ルージュ

, Vin de France 2020 赤(白) ¥5,800

12.5%

ぶどう品種：ミュスカ80%(買いぶどう)、ピノ・ブラン20%(自社ブドウ) 　薄濁りペットナット。7か月ラット(ルミュアージュ板)で
瓶内発酵熟成した後、デゴルジュマン実施。淡く僅かに緑掛かった色調。泡はとても細かくクリーミー。とてもエレガントな
マスカット風味が広がる。ほんのりとした甘みを感じ、フレッシュで心地よい。レモングラスの様なハーブ香も感じられる。

ぶどう品種：リースリング50%、シルヴァネール50％ 自社ぶどうを早めに収穫し、即圧搾。淡いイエローの輝きある色調。
洋ナシの熟した果実風味。フレッシュな口当たりで、仄かにガスを感じる。やや厚み感じる口当たりで、僅かに甘みある。
マスカットの風味が広がり、余韻が少しスパイシー。調和が取れ強い主張がないところが魅力！これなら1リットルいきたく
なる。

ぶどう品種：ピノ・ノワール50％、ピノ・グリ50％　キンツハイム村lieu-dit”アルテンブール”の粘土質石灰土壌のピノ・ノ
ワールと、キンツハイム村の花崗岩質土壌に植わるピノ・グリ。ピノ・グリの25％は全房で、3週間醸し。ピジャージュ1回、
ルモンタージュ数回実施。木製垂直式圧搾機でプレス後、古樽で11か月澱と共に熟成。手で瓶詰め。アズキ掛かった
ルビー色で濁りあり。プラム的赤果実風味豊かで、ピノっぽさが前面に出た複雑味ある香り。口中でもピノノワールの風
味が広がり、ピノグリのタンニンが下支えしたとても深い味わい。

品種：ゲヴルツトラミネール100％ '18は太陽豊かな年。南西向き斜面、シルト状の粘土質土壌(中粒)に植わる樹齢
30年のぶどう。全房を即圧搾し、デブルバージュは殆ど行わない。野生酵母の自然な働きで発酵させ、産膜酵母下で
澱と共に酸化的熟成を42ヶ月行った。SO2 45mg/L添加。色付きよいイエローの色調。黄桃の黄色果実風味とカマン
ベールチーズのような酸膜風味がハーモニーを奏でる。自然な口当たりで丸みあり。黄色果実やノアゼットの香りが口中
に広がり、酸は丸く調和している。ジュラのヴァン・ジョーンヌを彷彿とさせる味わい。キュヴェ名は、ワインの色を自身の髭
の色に例えた言葉遊び。

夢見る
ヴィニュロン

アルザスでワイン造りを始める若手生産者には、2つのタイプがいる。1つは栽培農家出身で親の畑を引き継ぎナチュールを造り始めるパターン。もう１つは、栽培
農家ではなくワインが好きでゼロから始めるパターンだ。エミリアンは後者。しかし、彼のワイン造りは困難を極めた。何のバックボーンもなく、信用もないエミリアンに
ぶどう畑を託してくれる人は簡単には表れなかったからだ。エミリアンはブザンソン出身の元ソムリエで、ガストロノミックなレストランで働いていた際、2013年にヴァン・
ナチュールと出会った。2017年、彼は1年の半分をワイン学校で、半分は生産者、ドメーヌ・ローラン・バルトで働いた。アルザスでは畑を見つけるのはとても困難
で、あったとしてもかなりの高額。よって、買いぶどうを手作業で、化学的な介入はせず、全くの自然な手法でワインを造る、ミクロ・ネゴスの会社を2019年に設立
した。エミリアンのワイン造りはまだ始まったばかりで、これからも幾多の困難が立ちはだかるだろうが、2022年からは自分のぶどうでワインを造る目途が立った。そん
なエミリアンは、自らの夢に向かって邁進している様に見える。彼が自分のワインを試飲する時その眼差しの向こうには、1年間のぶどう栽培やワイン醸造で全力を
尽くしてきた全てが走馬灯の様に駆け巡っているのが見て取れる。まさに人生を掛けてワインを造っているエミリアンの1コマを見る様な想いだ。実はエミリアンは、ワ
インの他にも同様の考え方、つまりすべて地元産、すべて自然な手法、培養酵母なし、バクテリア添加なし砂糖添加もなし、炭酸添加もなしで、ビールやシード
ル、蜂蜜酒なども造っている。これからのエミリアンの活動に、どうぞご期待ください！

ぶどう品種：リースリング40%、ピノ系55％、ミュスカ5％　グランクリュ”シュロスベルグ”とその周辺を含むキンツハイム村の
ぶどう、花崗岩土壌。木製垂直式圧搾機でプレスし古樽発酵したワインに、除梗し醸した20％のミュスカを加え、11か
月澱と共に樽熟、手で瓶詰め。淡いオレンジ色。白桃や黄桃に、ほんのりバニラっぽい香りやミントっぽさが漂うとても複
雑な香り。口に含むと果実味が溢れ出し、時間と共にドンドン味わいに深みと旨味が増幅してくる。

品種：リースリング100％ ’18は太陽に恵まれた年。東向き斜面、小石の多い沖積土壌に植わる樹齢25年のぶどう。
全房を即圧搾、ごく軽くデブルバージュ実施。野生酵母の働きで自然に発酵させ、翌’19年8月に100年以上前から
使われているフードル(大樽)にて10カ月熟成、SO2は一切添加せず瓶詰め。　黄金掛かった色付きよいイエロー。山吹
やエニシダの黄色い花の香り、黄桃の豊かな果実風味、ほのかにマカデミアナッツの香り、優しいペトロール香など、とて
も豊かでかぐわしい風味に富んでいる。自然な口当たりで、黄色果実が口中に広がる。程よい穏やかな酸とミネラルが
永く続く。キュヴェ名は"la Nature est Belle"（自然は美しい）の文頭に、自分の苗字である"Carl"をくっつけ"Car la
Nature est Belle"(だから自然は美しい）とした言葉遊び。

赤ひげのワインは
エレガント

フランス
アルザス地方



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

EMILIEN REVERS (Raisin Sauvage)
エミリアン・ルヴェール（レザン・ソヴァージュ）

アルザス地方

LF4305-21 ART Cave, si non pruna
カーヴ・シ・ノン・プルーナ

2020
ビール
750ml

¥5,600

6.0%

LUC BAUER
リュック・ボエ

サヴォア地方

LF1004-19　 ART Chardonnay le Grangeon Mano
シャルドネ・レ・グランジェオン・マノ

, Vin de France 2019 白 ¥4,500 　

13.5%
次ヴィンテージ

入荷待ち

LF1014-20 QUALITY Altiesse en Paradis, le Gres, Vin de France
アルテス・アン・パラディ、ル・グレ

2020 白 ¥5,600 New!

13.0% 　

LF1013-20 QUALITY Monday is a wine day
マンデイ・イズ・ア・ワイン・デイ

, Vin de France 2020 赤 ¥3,500

11.0%

LF1015-20 QUALITY Gamay Sauvage des Montagnes
ガメイ・ソヴァージュ・デ・モンターニュ

, Vin de France 2020 赤 ¥4,000

12.5%

LF1010-20 ART Combernand, Gamay Pinot Noir ,Vin de France
コンベルナン・ガメイ・ピノ

2020 赤 ¥4,300 　

12.5%

LF1005-19 ART Mondeuse Le Château, AOP Bugey
モンドゥーズ・ル・シャトー、AOPビュジェ

2019 赤 ¥4,500  

10.0%   

LF1016-17 ART Fendangold passerillage de chasselas
ファンダンゴールド・パスリヤージュ・ド・シャスラ

 500ml
NV

（15-17）
白

甘口
¥6,900 再入荷

15.0%

ぶどう品種：シャルドネ100％　ワインが安定するまで敢えて1年以上通常より長く生産者にて熟成したお陰で、超絶エ
レガントな味わいとなった！南南西向き、斜度20-35度の急斜面、灰色泥炭土土壌に沢山の風化した石灰の石が
転がる。発酵・熟成は、新品のアンフォラ(炻器)、ドゥミ・ミュイ、ブルゴーニュ古樽にて12か月、その後6か月タンクにてさら
に熟成。MF実施、ノンフィルター、SO2を1g/HL添加し瓶詰め。淡いイエローの色調。上品な洋ナシの黄色果実に、レ
モンクリームの風味が漂う。自然な口当たりで、口中にとてもエレガントな風味が満ちていく。白アスパラの風味があり、
ピュリニー・モンラッシェの様な優雅な飲み心地。調和した味わいで、程よい酸、塩っぽいミネラリーな余韻が続く。

原材料：有機大麦麦芽18％、井戸水52％、野生のプラム(ｸｴｯﾁ)27％、ゲヴュルツトラミネール果汁3％ 最も原始的
なビール製法！地元の大麦、井戸水、野生のプラムと僅かなぶどう果汁だけで造られており、ビールに通常使用される
培養酵母、バクテリア、砂糖などは一切使用していない。ベルギーで有名なグーズと云われる酸味の強い自然発酵
ビールの造り方。煮立てた麦汁を一晩屋外に置き野生酵母を含むスターターを造る。煮立てた麦汁を自然に冷まし、
スターターを加えると自然に発酵が始まる。木樽で10ヶ月熟成した後澱引きし、大量の野生プラムを潰し加え2週間醸
し、樽を移し替える。ゲヴュルツのマストを加え瓶詰め。ボトル内で発酵と熟成が10年以上に渡り続く。白濁したオレン
ジの色調。泡はクリーミーで、プラムのフルーティな香りが印象的！レモンのような強烈な酸と、詰まった旨味がタマリマセ
ン(涎)！

サヴォアの情熱

ぶどう品種：シャスラ100%　過熟状態で収獲したぶどうを、さらに3か月乾燥させて醸造した所謂ヴァン・ド・パイユ。茶掛
かったオレンジ色。漢方薬や蜂蜜、蕗など山菜や山のハーブの香り。トロッとした口当たりでまるでネクター！アンズや甘
草の風味が口中に広がり、スーと消えていく。酸豊かで甘いのに全く重さがなくとてもエレガント！

ぶどう品種：ガメイ　標高400m真南向き、石灰の小石が転がる斜面に植わる樹齢60年のビオで栽培された買いぶど
う。全房で10日間醸し、タンク熟成後’20.5月にSO2 1g/HL僅かに添加し瓶詰め。600本生産。

リュックは、栽培の仕事を請け負いながら2011年初めて自身のワインをリリースした。とはいえ、まだたった1.2haのぶどう畑を借りているに過ぎない。
しかし、彼の活動はサヴォアの伝統を今に復活させる大きな一歩であることに間違いない。伝統白品種アルテス(ルーセット)は栽培にとても手間が掛
り、晩熟で多産性赤品種のモンドゥーズは収量を40ha/hl以下に抑えないと良いワインができない。そんな難しい品種から、彼はこの地ならではのワ
イン造りに情熱を賭けている。スキー最上級者にしか滑れないようなただでさえ急峻な斜面に、石灰岩の露出した山から転げ落ちてきた石がびっしり
と2ｍも積もった畑。足元悪く、歩くだけでフラフラするのだ。そこに晴天時にはじりじりと照りつける太陽が35度もの暑さをもたらす。こんなところで畑
仕事ができるとは到底思えない、、　その畑で、ビオ、ビオディナミを実践し、他にはない類稀な味わいのワインを造っている。いろいろ試験的なワイン
も造るなど、これからが楽しみな生産者の出現だ！現在は新しい畑も手に入れ、耕作の請負仕事も辞め、トータルで3haの畑から自身のワイン造り
に専念している。自然なワイン造りにとても研究熱心で、あの幻の醸造家ジャック・ネオポールとも親交があり2014年には何度も来て醸造を手伝いな
がらアドバイスをしてくれた。

ぶどう品種：モンドゥーズ100%　リュックのワインの神髄とも云えるキュヴェ。石灰の石の堆積する急斜面で実るモンドゥー
ズを低温にて10日間房丸のまま醸した後、ブルゴーニュ樽と600L樽にて12か月熟成。ややガーネット掛かったルビー
色。赤果実と溶けたタンニン、酸に樽の風味が混じり合い、とても深遠で複雑な風味を醸し出している。アルコール度は
10度と低く軽やかさがありながら深い味わいを兼ね備えてる

ぶどう品種：ガメイ、ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ　丸い石が多い氷河の堆積土壌、東向きの区画。樹齢50年のガメイに10％2015年の
ピノ・ノワールを加えている。全房で10日間醸し発酵、12ヶ月ドゥミ・ミュイの古樽で熟成。。フィルター掛けず、瓶詰め時
に亜硫酸1g/HLと微量添加。紫の強いルビーの色調。スミレの花やブルーベリーの果実香主体で、木材や燻した香り
を感じる。しっかりとした酸を感じフレッシュな口当たり、ブルーベリーや桑の実の果実香が広がる味わい。

ぶどう品種：モンドゥーズ3/4、ガメイ1/4　樹齢の若い自社ぶどう。モンドゥーズはセミ・カルボニックで絞ったフリーランのみ
でアルコール10％。ガメイは樹に実った状態で過熟になったぶどうで、アルコール14％。とても優しく調和した味わい。
SO2一切添加しない純粋ぶどうワイン。'21.5.5瓶詰め1300本製造。紫掛かったルビーの色調。スミレや赤花の豊かな
香り。フレッシュな口当たりで溌溂としている。サルビアの様な赤花の風味広がり、赤花の蜜を感じる味わい。

夢見る
ヴィニュロン

ぶどう品種：アルテス100％　斜度20-35度、南南西向き急斜面、灰色泥炭土の下層土に石灰の小石が沢山転がる
畑。新しいアンフォラ(炻器)とドゥミ・ミュイ(600Lの古樽)、ブルゴーニュ古樽で12ヶ月熟成。フィルターには掛けず瓶詰め
時に亜硫酸1g/HL添加。キュヴェ名はVDFにはAltesseの表記が認められていないのでAltiesseに。淡いイエローの色
調。レモンやレモンの皮、レモンクリームの黄色果実風味、田舎の山に咲き誇る白から黄色の花の香りなど、とても気品
ある風味豊か。アタックから黄色果実風味が口中に広がり、穏やかな酸、気品ある風味、上品なミネラルが永く余韻と
なって感じられる。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

LES GRANGES PAQUENESSES
レ・グランジュ・パクネス

ジュラ地方

現在欠品中、次ヴィンテージ入荷待ち

FERME DE L'YONNIERE
フェルム・ド・リヨニエール

ノルマンディ地方

LF3804 QUALITY Cidre Paysan
シードル・ペイザン

2020 ｼｰﾄﾞﾙ ¥2,200

5.0% 　

LF3801 QUALITY Poiré, AOP Domfront
ポアレ、AOPドンフロン

2020 ﾎﾟｱﾚ ¥2,300 僅少

4.5% 　

LF3802 QUALITY Poiré "Champ du Poirier", AOP Domfront
ポアレ”シャン・デュ・ポアリエ”, AOPドンフロン

2019 ﾎﾟｱﾚ ¥3,100

6.5% 　

LF3803 QUALITY Poiré, "Vinot"
ポアレ "ヴィノ"

2020 ﾎﾟｱﾚ ¥2,700

5.5% 　

LF3805 QUALITY PYRUS
ピリュス

 - 700ml 　 ﾘｷｭｰﾙ ¥3,900

16.5%

VINI LIBRE
ヴィニ・リーブル

ロワール地方

LF3601-21 QUALITY Ce Qi Nous Lie, Vin de France
ス・キ・ヌ・リ

2021 白 ¥3,400 　

12.0%

失われたシードル
とポアレの再興

昔ながらの高品質なシードルやポアレを生み出す樹が失われつつある現在、培われた伝統を再興し、自然な手法により栽培・醸造する為に1993年
この農園を取得したジェローム・フォルジェ。近年は栽培管理がし易いように樹を低く剪定(矮化栽培)される傾向にあるが、そうすると樹が弱り病気に
罹りやすくなる。林檎や洋梨は本来樹木である。ジェロームは樹が自然に育つ樹高数メートルに達する高い本来の仕立てに拘り、地面には牧草を育
成させ、牛を放牧する。牛は草を食み糞をし、樹がそれを吸収しその場で自然が循環している。こうすることによって農薬を一切使用しない栽培が可
能となる。また、この農園は高品質なポアレが生まれることから”AOPドンフロン”に認定された唯一のクリュにある。”AOPドンフロン”は、収量は低い
が高品質なポアレとなる品種”プラン・ド・ブラン”を主に地品種10数種が使われる。完熟し自然に落ちた林檎や洋梨をその都度何度も手で拾い、更
に冷暗所で追熟させ、昔ながらの方法で圧搾、野生酵母の働きで発酵させ、必要ないと判断すれば亜硫酸も一切添加せず瓶詰めする拘りまくった
生産者だ。料理の相性としては従来クレープが定番であったが、リヨニエールのシードルとポアレはエレガントな味わいの為、ムール貝や海の幸、ブ
ルーやシェーヴル、白カビなどのチーズにとてもよく合う。

品種：林檎(ﾏﾘｰ･ﾒﾅｰﾙ､ﾍﾞﾀﾞﾝ､ﾌﾚｷｬﾝ･ﾙｰｼﾞｭ､ﾌﾚｷｬﾝ･ﾗｴ)　落ちた林檎を拾い、圧搾し果汁を静置し大きな澱を
除く。ステンレスタンクで野生酵母の自然な働きで数ヶ月発酵、その後瓶に詰め発酵を継続し発泡を得る。褐色掛
かったオレンジの色調で、すりおろし林檎の様な風味、優しい泡があり残糖27g/Lで甘みを感じる。

品種：洋梨(ﾌﾟﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ100%)　最上の品種”プラン・ド・ブラン”を100％用いた特別キュヴェ！醸造方法はシードルと
同じ。淡いイエローの色調。まるで蜜が入っている様なとても熟した洋ナシの風味で、キャラメリゼしたような香ばしさもあ
る。仄かにタンニンも感じ、複雑な味わいにも関わらず後味がとてもスッキリしている。総亜硫酸2mg/L

品種：洋梨(ｳﾞｨﾉ､ﾎﾟﾒﾗ､ﾌﾟﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ)　品種”ヴィノ”が最も多く使われたキュヴェ。やや濃い目の淡いイエローの色
調。金木犀の様に華やかな香りが特徴で、優しい口当たり、辛口でより品のある味わい。亜硫酸無添加。オマールや
ホタテ貝など海の幸にbestなエレガントな味わい。

スペインのナチュール界で最もイケてるワインバーはみんな知ってるブルタルだろうが、最も愛されているワインバーと云えば「コルティホ」に違いな
い！何かというと、ここコルティホに生産者が集まって来る。いつもの様にクエヴァ一味と押し掛けると、いるわいるわ、フランスからピュズラご夫妻も
～。そこで偶然出会ったのが”ヴィニ・リーブル”のクリストフだった。　彼、何といってもデカイ！きっと身長190cm、体重150kgはあるに違いない💦ゾ
ウの様なキリン、キリンの様なゾウ、か？！「オレのワイン飲んでみるか～」というので試してみた。すると「旨ぇーじゃねーか！」という偶然の出会い
で取引が始まった(笑)　「ヴィニ・リーブル」は、ナントから南東に（洒落ではこざいません）20km程進んだゴルジュという街に位置します。ワイン造りと
は無縁の家系に育ったクリストフはぶどう畑を所有していないので、買いぶどうで自身のワインを造っております。所謂ネゴシアンという事にはなりま
すが、近年この手の生産者で傑出した品質のワインを生み出す生産者がポツポツ出て来ております。ワイン造りの家系ではないのにワインを造ると
いう事は、本当にワインが好きで、売れるかどうか分からないワインを造るというリスクを冒して始める訳です。しかもぶどうを買ったり醸造設備を手
に入れたりと、多額の先行投資が必要になります。これだけ高リスクのビジネスを始めるのは並大抵のことではありません！それだけのリスクを冒し
ても、オレのワインは絶対売れる！という確信と情熱がなければ出来ることではありません。クリストフのワインをすべて試飲して納得しました。これ
だけの味わいなら、間違いなく売れる。そう納得させるだけの味わいが、彼のワインにはあります！全キュヴェSO2無添加にもかかわらず、不安定さ
は感じさせません。ぜひ、お試しください～

ナントの巨人

品種：ムロン・ド・ブルゴーニュ ガブロと呼ばれるマグマが地中深くで冷え固まった土壌。即圧搾し野生酵母の自然な働
きで発酵。清澄もフィルターにも掛けず、シャプタリザシオンも行わず、SO2も一切添加していない。淡いイエローの色
調。洋ナシなど黄色果実、黄色い花の香りに、香りからもミネラルを感じられる。丸みのある口当たりで、黄色果実風
味豊か。余韻にミネラルから来るほんのりとした苦みを感じる清涼感あり。「ス・キ・ヌ・リ」とは、「私たちを結び付けてくれ
るもの」という意。

品種：洋梨(ﾌﾟﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ30％以上､ﾎﾟﾒﾗ､ｺﾞﾍﾞｰﾙ)　最上のポアレ”ドンフロン”産。醸造方法はシードルと同じ。とても
淡いイエローの色調で、穏やかな洋梨の香り、ほんのりとした甘みを感じる。総亜硫酸20ml/L

エレガント！ジュラ

街の喧騒から離れた、森と牧草地に囲まれたジュラの田舎にて、2010年からワイン造りを始めた女性ロルリーヌ・ラボルド。ジュラのテロワールを最
大限表現するピュアな味わいのワインを造り始めた注目すべき造り手だ。僅か3.5haの畑にて、ほぼ自分一人でぶどう栽培からワイン醸造までこな
す。ぶどう栽培の傍ら、大自然の中でロッジの経営も行っている。2016年は品質も量も申し分なかったが、2017年は天候不順で収穫の70％を失っ
た。

原料：洋梨果汁75%, 洋梨ｶﾙｳﾞｧﾄﾞｽﾞ・ﾄﾞﾝﾌﾛﾝﾃ(AOP)25%　洋梨果汁に洋梨から造ったカルヴァドスを加え、18か月
熟成させ瓶詰めさせたリキュール。”ポモー”の洋梨版。褐色掛かったオレンジ色、タルトタタンの様な蜜っぽくキャラメリゼ
した風味で、甘みと酸味がうまくバランス取れた味わい。亜硫酸無添加。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

VINI LIBRE
ヴィニ・リーブル

ロワール地方

LF3602-21 QUALITY Divin Poison Blanc
ディヴァン・ポワゾン・ブラン

, Vin de France 2021 白 ¥4,500 　

12.0% 　

LF3606-20 QUALITY Gabbrodo, Vin de France
ガブロド

2020 白 ¥6,700 2本

12.0%

LF3605-19 QUALITY Orchidoclaste
オルキドクラスト

 <Magnum>, Vin de France 2019 白 ¥11,800 マグナム

13.0% 　

LF3608-21 QUALITY Pink Different, Vin de France
ピンク・ディフェラン

2021 ロゼ ¥3,500

12.0%

LF3604-19 QUALITY Ce Qi Nous Relie, Vin de France
ス・キ・ヌ・ルリ

2019 赤 ¥3,200 2本

12.5%

LF3603-18 QUALITY Divin Poison Rouge
ディヴァン・ポワゾン・ルージュ

, Vin de France 2018 赤 ¥3,500 5本

13.5%

LF3609-21 ART Demons et Vermeilles, Vin de France
デモン・エ・ヴェルメイユ

2021 橙 ¥6,800 　

10.5% 少量入荷

TERRE D'ARDOISE
テール・ダルドワーズ

ロワール地方

LF0302-21 FRIENDLY Sauvignon, VDP
ソーヴィニヨン、ＶＤＰ　デュ・ヴァル・ド・ロワール

 du Val de Loire 2021 白 ¥2,600

11.5%

LF0303-21 FRIENDLY Grolleau, Vin de France
グロロ

2021 赤 ¥2,400

11.0%  

ぶどう品種：ムロン・ド・ブルゴーニュ（ミュスカデ）　ナントの東25kmに位置するヴァレ村のぶどう、土壌はミカシスト(結晶
片岩)。即圧搾後セメントタンクにて発酵、澱と共に卵型アンフォラにて9か月熟成。清澄もフィルターも掛けず、SO2も
添加せず瓶詰め。マグナムのみ製造。

ぶどう品種：カベルネ・フラン50%、メルロ50%　ナントの東25kmに位置するヴァレ村のぶどう、土壌はミカシスト(結晶片
岩)。除梗したブドウをステンレスタンクで発酵。醸しは軽く、清澄もフィルターにも掛けず瓶詰め。

品種：ムロン・ド・ブルゴーニュ ナントから15km南東に位置するモニエール村Monnieresのぶどう。斑レイ岩Gabbro土
壌。10HLのアンフォラjarreで９か月熟成。SO2含め添加物ゼロ。とても淡い色調。洋ナシの豊かな香りに、ヘーゼルナッ
ツのほのかな香り漂う。自然な口当たりで、とても瑞々しくミネラル感感じる味わい。黄色果実と大理石の様なミネラル
感のバランスが優れている。キュヴェ名は、神の酒の意。

テール・ダルドワーズとはスレート土壌を意味する生産者名。まさに、この生産者の持つ土壌はシスト（粘板岩）からなるスレートが特徴だ。従って彼
らの造るワインは、常にミネラル感に裏打ちされた味わい深さがある。しかし、硬いミネラル感に閉ざされた気難しいワインではない。逆に、ロワール
としては珍しいくらい大らかさと陽気さを感じさせる、親しみ易さが彼らのワインの魅力だ！オーナーのヴァンサンは、1880年から続く家族経営の生産
者。1984年から一切化学肥料は使わず、昔から馬で耕している。昔ながらの方法をやっているだけの事と語り、ビオ認証は取る気がない。ここアン
ジュの魅力を最大限表現するため自然なぶどう栽培を実践し、その味わいを求めやすい価格で提供してくれるとてもありがたい造り手だ。

ぶどう品種：ｸﾞﾛﾛ　全房を丸ごとマセラシオン・カルボニック。グミやチェリーなど軽快な赤果実風味と心地よいミネラル
感。スパイシーな余韻がアジア系料理など幅広く合いそう。

ぶどう品種：ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ　グレープフルーツの心地よい風味、優しいまろやかさとスキッと爽やかな酸がとても良いバ
ランスで飲み飽きしない味わい。

ぶどう品種：ムロン・ド・ブルゴーニュ（ミュスカデ）　ナントから15km南東に位置するモニエール村Monnieresのぶどう。斑レ
イ岩Gabbro土壌。10HLのアンフォラjarreで９か月熟成。SO2含め添加物ゼロ。

ぶどう品種：シラー、グルナッシュ、カリニャン各1/3　南ローヌ東端Saint-Pantaleon-les-Vignes村のぶどう。化石化した
貝と黄色の砂が多く含まれる粘土質石灰土壌。セメントタンクで3品種混醸、半分のみ除梗し5日間醸し。フィルター
掛けずSO2添加せず瓶詰め。心地よい果実味とフレッシュ感を与えてくれるミネラルが調和していて、重ったるさは一切
感じられない。

親しみロワール

ぶどう品種：メルロ、カベルネ・フラン、ガメイ、コロンバール、グロロ、ムロン・ド・ブルゴーニュ　Gabbroという斑レイ岩に植わ
る全てナント地区のぶどうを使用。澱と共にタンクで熟成し、清澄もフィルターも掛けず、亜硫酸も含め何も添加せず瓶
詰め。アペリティフとして、ガスパチョに合わせて、太陽の下で飲んでもらいたいワイン！

品種：モーザック80％、ムロン・ド・ブルゴーニュ20％ 南仏リムーのモーザック主体。15％は手で除梗し、10hlのアンフォラ
(炻器)で１か月醸した後11か月発酵・熟成。野生酵母、コラージュなし、フィルター掛けず、SO2添加なし。淡いオレン
ジ掛かったイエローの色調。穏やかなほおずきやキンカン、アプリコットのオレンジ色果実の香りに、水仙の花の爽やかな
風味かハーモニーを奏でている。自然な口当たりで、柑橘果実の溌溂とした酸を感じ、余韻にミネラル感がたなびく。
キュヴェ名は、「悪魔と真っ赤」の意。

ナントの巨人



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

THOMAS BOUTIN
トマ・ブタン

ロワール地方

LF0703-20 QUALITY La Quiette, Vin de France
ラ・キエット

2020 赤 ¥3,500

12.4% 　

LF0702-10 ART Topaz, Vin de France＜ハーフボトル＞
トパーズ

2010 白 ¥5,000 375ml

10.0%

GAR'O'VIN
ガローヴァン

ロワール地方

LF1505-14 QUALITY Somnan Bulles, Pet Nat Rosé, Vin de France
ソムナン・ビュル、ペティヤン・ナチュレル・ロゼ

2014
弱泡
ロゼ

¥3,800

11.5%

ANDRIEN DE MELLO
アドリアン・ド・メロ

ロワール地方

LF3212-20 QUALITY Les Gâts, Vin de France
レ・ガ

2020 橙 ¥4,800

13.0% 　 　

LF3207-20 ART Globule Blanc, Vin de France
グロビュル・ブラン

2020 白 ¥5,300 　

　 　 　

ぶどう品種：シュナン・ブラン　石英とシスト土壌。貴腐の付いたぶどうを１週間の間３回に渡り選別しながら収獲し、一
つのタンクで発酵。SO2添加せず一度瓶詰めしたが瓶内で再発酵しコルクが浮いてしまったため再度タンクに入れ、
2020年12月にSO2を20mg/L添加し再度瓶詰め。残糖225g/L。淡い琥珀色。ドライアプリコットや杏露酒の風味に
微かに揮発酸を感じる。滑らかな口当たりでしっかりした酸があり、まだまだ十分に若い味わい。

ぶどう品種：ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100％　‘20は天候に恵まれ健全にぶどうが熟し、最高の品質のワインが造れた年。シス
ト土壌のぶどうは5日間醸し、粘土土壌のぶどうは即圧搾し、ステンレスタンクで発酵。熟成は7-8年樽で6-7か月。コ
ラージュ、フィルターにも掛けず、SO2も添加せず瓶詰め。輝きのあるイエロー。モクレンなど白花・黄花にレモンクリームの
香り。自然な口当たりでエニシダなど黄色い花、黄桃の果実味が口中に満ち、醸し由来の軽いタンニンの苦みを感じ
る。豊かな果実味をしっかりとした酸が引き締め、最高のバランス！

ぶどう品種：シュナン・ブラン100％　‘20は天候に恵まれ健全にぶどうが熟し、最高の品質のワインが造れた年。シスト
土壌に植わる樹齢46年の樹。即圧搾後、樽で発酵熟成。翌年7/21に瓶詰め。アドリアンは収量が多かったというが、
僅か20hl/ha。はちみつの様な黄色の色調。黄色い華やかな花の香り、洋ナシのコンポートやオレンジ、エキゾチックな
果実風味が広がる。自然な口当たりで黄色果実が口中に広がり、蜜っぽいニュアンスあり。バランス取れ味わいの詰
まった充実した飲み心地。

アンジュに
大物登場！

アンジュの
新しい伝統

ガローヴァンは、2010年にセドリック・ガローにより設立された、全く新しいドメーヌだ。ボルドー・リブルヌのワイン学校でぶどう栽培・ワイン醸造を履
修した後、1年ニュージーランドのワイン生産者で実践を積み、翌年はアイルランドで英語の勉強をしながらレストランで働くなど、幅広い体験をしてき
た。父がシャトー・ドゥ・ブルイユで働いており元々この地の出身だった彼は、10年以上ビオにて栽培されていた2.2haの理想的なぶどう畑を手に入
れ、このドメーヌを設立した。以来、栽培や醸造に必要な器具を少しずつ揃え、醸造所を造り、収穫したぶどうを置く場所を新設してきた。そして、2012
年には収量の低いとても優れたグロロを植えた。3haの畑から僅か8000本のワインを産する小さいドメーヌにすぎないが、セドリックは美しいアンジュ
の魅力を最大限表現するため、自然なぶどうから亜硫酸を極力使用せず、区画ごとの味わいを表現するためブレンドせず、区画ごとにキュヴェを造
る。また、志を同じくする若手アンジュの生産者（オリビエ・クザンの息子、トマ・ブタン、その他）らとグループをつくり、互いに研鑽し、新しいアンジュの
魅力を伝える活動も精力的に行っている。美味しいワインを日々求め続けている、未だ31歳のセドリックの将来が楽しみだ。全キュヴェSO2完全無添
加。

ぶどう品種：ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ  【2014: 熟成ペットナット】シストとクアーツ土壌の標高の高い南向きの斜面から収穫したぶど
うを使用することにより、熟しつつもフレッシュ感あるペティヤンに仕上げた。瓶内発酵熟成1か月半後、手でデゴルジェし
打栓。入荷当初、極度の還元状態であった為、永きに渡り寝かせておりました。それがここへきて還元がスッキリ取れ美
味しく頂ける状態になりました。しかも、程よい熟成感のあるペットナットとしては異例の複雑な味わいです！オレンジ掛
かったサーモンピンクの色調。木苺や小赤果実の果実風味に熟成感を感じる香り、泡は細かくクリーミーで、複雑な味
わいをお楽しみ頂けます。

優しく・優雅・ピュア

父は球根の卸を、母は会計事務の仕事とワインとは全く関係ない家系であったトマは、なぜか次第にワイン造りに興味を持つようになった。栽培醸造
学を修めた後、アメリカを含む各地で栽培・醸造の経験を積みアンジュに戻った。トマが手に入れた畑は、ロワール川を挟んでサヴニエールを望む高
台の斜面上にあるロッシュフォール村にある。東北東向きの斜面に広がる畑は風光明媚で、多様な生態系に富んでいる。グザヴィエ・カイヨからは
SO2を極力使用しない野生酵母によるワイン造りを、クリストフ・ダヴィオからは有機栽培を学んだ。そして2008年、80アールのシュナンの畑から彼自
身のワイン造りが始まった。彼がワイン造りにおいて最も重要視していることは、収穫ぶどうと果汁の状態を尊重すること。彼にとってワインとは、ワイ
ンを通して何かを伝えるもの、語りかけるもの、だという。まさに彼のワインを飲むと、きっと何かを感じるだろう！　透明感ある味わいの先に、きっと
何かを感じ取っていただけるはずだ。

ロワールで自然派の動きが一番活発な地域アンジュに、期待の新星が登場した。その名はアドリアン・ド・メロ！初めて会ったとき、まだ35歳にも拘わ
らず並々ならぬ存在感を放っていた男だ。彼は2015年、レイヨン川を見下ろす南向きの高台にあるドメーヌ”クロ・ドゥ・レリュ”から3.2haのぶどう畑を
譲り受け、自身のワイン造りが始まった。アドリアンはケベックでのワイン造りを皮切りに、フィリップ・フォールブラックが共同経営するビオディナミ生
産者シャトーヌフ・デュ・パプのドメーヌ・デュセニュール、フィリップ・パカレ、その後アメリカと再度ケペックでワイン造りの経験を積んできた。特にパカ
レでの経験は大きかったようで、その時自分のやるべき事を発見したという。アドリアンの畑はシスト土壌の南向き高台に位置しており、昔からビオで
栽培されている最高の条件に恵まれている。そこで、亜硫酸を一切添加しない自然醸造を実践している。テロワールを映し出すピュアな果実味を最
大限表現するワインを生み出したいというアドリアンのこれからが、本当に楽しみだ！

ぶどう品種：ガメイ55％、カベルネ・フラン35％、グロロ10％　砂岩を含んだシスト土壌。品種ごとに8日間全房で醸し、
FM実施、4月にブレンド。9か月ファイバータンクで熟成、ノンフィルター。SO2瓶詰め時に僅か添加。淡いルビー色。イチ
ゴの上品な赤果実風味豊か。素直な口当たりで、心地よい赤果実が口中に広がる。フレッシュ感にあふれ、スイスイい
ける味わい。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

ANDRIEN DE MELLO
アドリアン・ド・メロ

ロワール地方

LF3204-16 QUALITY Gamins, Vin de France
ギャマン

2016 赤 ¥8,500 ﾏｸﾞﾅﾑ

13.5% 　 　

LF3203-19 ART Globule, Vin de France
グロビュル

2019 赤 ¥4,200

13.0% 　 　

LF3205-16 ART Globule, Vin de France
グロビュル

2016 赤 ¥7,800 ﾏｸﾞﾅﾑ

13.0% 　 　

LF3210-17 QUALITY Go Fast, Vin de France
ゴー・ファスト

2017 赤 ¥3,900 　

13.5%

LF3209 ART Erogène, Vin de France
エロジェンヌ

2016 赤 ¥4,500 2本

12.5%

LF3209-19 ART Erogène, Vin de France
エロジェンヌ

2019 赤 ¥4,900 　

 

ANNE PAILLET
アンヌ・パイエ

ロワール地方

LF1308-21 QUALITY Wonder Womanne, Vin de France
ワンダー・ウーマンヌ

2021
ロゼ
泡

¥4,500

13.5%  

LF1310-21 QUALITY La Limo d'Anne
ラ・リモ・ダンヌ

（ニワトコ・レモネード） 2021
微発泡　　　

白
¥2,700

3.6%  

ぶどう品種：グルナッシュ60％、サンソー40％　アドリアンが5年間働いていたシャトーヌフ・デュ・パプのドメーヌ・デュセ
ニュールのビオディナミぶどうで醸造。’17は雨が降らずとても乾燥した年で収量も僅か15hl/ha。全房をステンレスタンク
で13日間発酵、次いで8か月タンク熟成。清澄もフィルターにも掛けずSO2も添加せず瓶詰め。やや淡いルビー色合い
で、フレッシュな軽やかでありながら深みのある味わい。あづき色、赤い花のエレガントな香りに黒胡椒のスパイスが仄か
に薫る。フレッシュで口中に香りが広がり、心地よいタンニンが舌を撫でる。キュヴェ名は、すぐに飲んで美味しいのでGO 
FAST !

ぶどう品種：カベルネ・フラン90％、ソーヴィニヨン・ブラン10％　「グロビュル」とは血球の意味、ぶどうの樹に樹液が巡るの
を血液に擬えて命名。’19は収量が低かったが豊かでバランス取れた年。シスト土壌に植わる45年の樹をビオディナミで
栽培。全房で12日間醸し、9ヶ月間ファイバータンクで熟成。コラージュ、フィルターには掛けず、亜硫酸も添加せず瓶詰
め。若干紫掛かった暗いルビーの色調。プラムやスミレに、やや田舎っぽい深みある香り。口に含むなり様々な味わいが
押し寄せ、熟した赤黒果実、程よい酸とバランス取れている。とても優しく細やかなタンニン、瑞々しさ、ほんのりとバニ
ラ、黒コショウのスパイシーさが余韻となり永く続く。

ぶどう品種：カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン　アドリアンによる2回目のヴィンテージ。ひどい霜害で8割を失った
年。全房で15ヶ月醸し発酵後、9ヶ月タンクにて熟成。清澄もフィルターにも掛けず、亜硫酸も添加せず瓶詰め。黒味
掛かったルビーだが透明感もある色調。熟したイチゴの風味豊かで、ほんのりバニラっぽい香りがある。フレッシュ感ある口
当たりで苺の風味広がり、程よい酸もあり充実した味わい。”グロビュル”とはヘモグロビンの意味だが、ぶどうの樹に樹液
が巡るのに血液を擬えて命名。

ぶどう品種：ｶﾞﾒｲ90%,ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ10%　素直な果実味を最大限兼ね備えたワインを醸したいというアドリアンの言葉の
通り、イチゴの心地よい果実味一杯のワイン！ほのかなガスが心地よい。

ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン88％、ソーヴィニヨンB12％　’19は霜害で収穫の50％を失ったが、凝縮して高品
質なワインが出来た年！樹齢50年のカベルネを10日間セミ・カルボニックで醸し、発酵終了2か月後にレ・ガのソーヴィ
ニヨンを12％ブレンドし、ファイバータンクで8か月熟成させ、SO2も一切添加せず瓶詰め。エロジェンヌとは性的興奮を
引き起こす場所、つまり性感帯の事。このキュヴェは女性の体の様に軽やかで滑らか。ひとくち口にするととてもエロい味
わいが満ちる特別なワイン！

とても興味深い生産者が登場した！前情報によると、南仏のぶどうを買ってロワールでワインを造っている女流醸造家？？いったい何者か？と訝し
がっていたらこういうことだった。ビオディナミの本を著し、南米でも栽培指導を行うなどその道の大家でもあるクリストフ・ボーのドメーヌ・ボートレにて
共同で仕込んだワインをトゥーレーヌにある自身のドメーヌに持ち込んで更に熟成させ、ワインを造っている。しかもご主人は、あの超自然なワインを
醸すグレゴリー・ルクレールだと。しかも話はこれで終わらない。この家には何とあの幻のルメール・フルニエを醸していたニコラ・ルナールが居候して
おり、彼も自分のワインを造っている。こんな理想的な環境で、美味しいワインが出来ない筈がない！この女流醸造家の名前は、アンヌ・パイエ。一
体アンヌのワインはどんな味なのか？それは南仏の豊かな果実味そのままで、ロワールらしい伸びやかな爽やかさが共存している、生き生きしたワ
インだ！アンヌのロワールドック（ロワール＋ラングドック）を、是非とも味わって頂きたい！全キュヴェSO2完全無添加。（現在は、ニコラ・ルナールは
同居しておりません）

原材料：水、ニワトコの花(ｴﾙﾀﾞｰﾌﾗﾜｰ),有機レモン,有機砂糖　有機のエルダー・フラワーと有機レモンの皮と果汁、有
機砂糖を水に加え48時間漬け込んだ後、3週間発酵。瓶に詰め1年間発酵を継続させ、デゴルジェ(澱引き)したペティ
ヤン。淡い乳白色。パクチーなどハーブの香り豊かで、発酵に由来する酸っぱ味ある香りを感じる。泡は細かくムース状
で、レモンスカッシュの様な味わい。アジア系の料理やインド料理などスパイスを多用した料理に完璧に合う。

ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン　
収穫の殆どを失った年だがこのカベルネは全てアドリアンの自社ぶどう。収量24hl/ha。全房で炭酸ガス充填もせず、ピ
ジャージュやルモンタージュなど一切せず15日間醸し、ファイバータンクにて10ヶ月熟成。エロジェンヌとは性感帯のこと。
縁が僅かにオレンジ掛かった淡いルビー色。赤花の風味、スモモの赤果実に、タンニンが熟した様なちょっと燻したスモー
キーさがある。軽やかな口当たりでフレッシュ感あり。プラム的赤果実が広がり、程よい酸と調和取れた味わい。熟成し
た果実感と熟した細やかなタンニンが、エレガントな永い余韻を奏でる。カベルネとは思えないブルゴーニュ的繊細な味
わい.まるで女性の体の様に滑らかできめ細かでエロティック、そんな味わいのカベルネ・ソーヴィニヨン！

AOCロワール・
ドック？！

ぶどう品種：サンソー、シラー、グルナッシュ各1/3　ガリグに囲まれた元羊の放牧地、粘土質石灰土壌。シラー＆グル
ナッシュは20年来ビオディナミ栽培でデメテール認証あり。サンソーは10年来ビオ、1年前からビオディナミ栽培。収量
20hl/ha。各品種即プレスし発酵。その後ロワールに移動し熟成、ブレンドし瓶詰め、6ヶ月動瓶板で瓶内発酵熟成後
デゴルジェ。亜硫酸添加なし。濃いサーモンピンクの色調で泡は細かくムース状。気品のあるサクランボやオレンジの花の
香り。ムースの口当たりで厚みもある。サクランボの果実風味が広がり、フェンネルのハーブ香が感じ取れ、僅かに残糖を
感じる味わい。

アンジュに
大物登場！



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

ANNE PAILLET
アンヌ・パイエ

ロワール地方

LF1311-19 QUALITY Los Annegels, Vin de France
ロス・アンヌジェルス

2019 白 ¥4,300

12.0%

LF1314-21 QUALITY Leathal Wepanne (Anne Fatale), Vin de France
リーサル・ウエパンヌ　（アンヌ・ファタル）

2021 赤(白) ¥7,500 ﾏｸﾞﾅﾑ
6本のみ

12.0%

LF1306-21 QUALITY Les Etats d'Anne, Vin de France
レ・ゼタ・ダンヌ

2021 赤 ¥3,900  

12.5%  

LF1302-20 QUALITY CSG, AOC Coteaux du Languedoc
セー・エス・ジェ、 AOC コトー・デュ・ラングドック

2020 赤 ¥4,200

 

LF1309-15 QUALITY Bob dit l'Anne <Magnum>, Vin de France
ボブ・ディランヌ

2015 赤 ¥6,900
ﾏｸﾞﾅﾑ
2本

12.0%

LF1312-19 QUALITY MDXV, Vin de France
エム・デ・イクス・ヴェ

2019 赤 ¥3,900

12.0%  

DOMAINE DU CLAIR-OBSCUR
ドメーヌ・・デュ・クレール・オプスキュール

ブルゴーニュ地方

LF1105-16 QUALITY Bourgogne Chardonnay
シャルドネ、 AOC ブルゴーニュ・シャルドネ

, Aoc Bourgogne Chardonnay 2016 白 ¥5,300

12.0% 僅少

ぶどう品種：サンソー、グルナッシュ、ガメイ、グロロ各1/4　’15のボブ・ディランヌは、南仏2品種ロワール2品種による
AOCロワール・ドック。バラの花の様な香り主体で軽やかでエレガント、しかも複雑性のある味わい。'15は生産量が少な
く、マグナムのみ300本生産

ぶどう品種：メルロ45％、サンソー10％、シラー10％、グルナッシュ10％、ヴェルメンティーノ15％、コロンバール10％　粘
土質石灰土壌で有機栽培されたぶどう。収量20hl/ha。すべて手摘みし、メルロは1/2除梗1/2全房、サンソーは1/2
除梗1/2全房で即プレス、シラーは40％除梗60％全房で即プレス、グルナッシュは100％除梗し即プレス、ヴェルメン
ティ－ノとコロンバールは即プレス。品種ごとに6-12日間タンク醸し発酵し、翌1-2月ロワールにてブレンド、5-6月に瓶
詰めし更に翌年2月迄8か月瓶内熟成発酵。SO2無添加。黒味掛かった淡いルビー色、グリオットチェリーやブラックチェ
リーの果実風味、スミレやハーブっぽい香りあり。自然で軽やかな口当たりで、熟した果実味が広がり、スイスイ飲み進
められつつも充実感ある味わい。

AOCロワール・
ドック？！

ぶどう品種：グルナッシュ50％、サンソー50％　
石灰質赤粘土砂質土壌、収量25hl/ha。全房で5日間醸し、15日間発酵、ファイバータンクで4か月熟成後、SO2は
添加せず瓶詰め。僅かに赤紫掛かったルビー。熟したプラムやマスカットの種の周りのジュクジュク感を感じる香り。流れ
る様な口当たりでアロマティックな香りが口中に広がり、心地よい酸がありスイスイ飲み進められる味わい。

ぶどう品種：サンソー30%、シラー30%、グルナッシュ40%　概ねすべて樹齢50年以上の古樹。サンソー＆シラーは半分除
梗半分全房、グルナッシュはすべて除梗して醸し。除梗したぶどうは軽く破砕しタンクに入れ、その上に全房ぶどうを投
入し、品種ごとに12-14日醸し発酵。その間2日ごとに2-3HLタンクから醪を抜きだし、軽やかな香りを引き出しつつ深い
味わいももたらしている。翌1-2月ブレンドし、8か月タンク熟成。ピジャージュもルモンタージュもせず、酵母の添加もせず
コラージュもフィルターにも掛けずSO2も添加せず瓶詰め。黒紫掛かった淡いルビー。ダークチェリーの果実香主体的でス
パイシーな風味、畑の周りに群生しているガリグの風味あり。フレッシュな口当たりで、果実と酸のバランス優れている。ほ
んのりとオリーブや木材のようなハーブっぽさを感じ、軽やかながら複雑味とフィネスある味わい。

お爺さんの
ブルゴーニュ

ぶどう品種：ヴェルメンティーノ50％、コロンバール50％　収量20hl/ha。粘土砂質土壌に植わるヴェルメンティーノと石灰
質のコロンバールを即圧搾、発酵初期の8時間のみ12度の低温で21日間発酵、ファイバータンクで4か月熟成し、SO2
は一切添加せず瓶詰め。やや濁りある淡いイエロー。パイナップルの熟した南国果実風味豊か、やや酵母感あり。口に
含むと溌溂とした酸がフレッシュで、パイナップルをかじった様なジューシーな果実感が広がる。余韻にちょっとパイナップル
の揮発感があるが、これも魅力のひとつ。キュヴェ名は、ロサンジェルスにアンヌの名前を掛け命名。生産本数2000本

ぶどう品種：カリニャン100％　粘土石灰質の痩せた土壌、収量15hl/ha。70％除梗したぶどうの上に30％全房のぶどう
を乗せ8日間醸し、12日間発酵、ファイバータンクで6ヶ月熟成後SO2は添加せず瓶詰め。キュヴェ名は、「1515年マリ
ニャーノの戦い」に掛け「1515年カリニャン」（1515はローマ数字でMDXVと表記する）を意味する。生産本数2200本

ぶどう品種：ｼｬﾙﾄﾞﾈ　年によっては１樽も造れない程希少なシャルドネ。圧搾後静置させ大きな不純物のみ取り除き、
５年程度の古樽で発酵。熟成もそのまま細かな澱と共に約１年。SO2は瓶詰め前のアッサンブラージュ時に15mg/Lと
極少量添加。微かに緑掛かった淡いイエロー。ハチミツ、カリンなど黄色果実、甘茶ずるなど様々な風味が交錯する複
雑な香り。フレッシュな口当たりで、黄色果実にほんのりとした苦みとミネラルを感じる。永く熟成させることでさらにポテン
シャルが発揮されるような深遠なニュアンス。

優良な生産者を探し出すのが困難なブルゴーニュで、期待の彗星が登場した。オーナー醸造家のピエール・クレールは、ムルソーのジャック・プリ
ウールでのぶどう栽培の経験を買われ、ヴォルネイにある古典的ドメーヌ、ド・モンティーユの栽培長を永年に渡り務めている実力者だ。モンティーユ
と云えば、映画『モンドヴィーノ』でも主役級で登場し、伝統を重んじ自然な手法にてワインを造りだしているとても存在感のある造り手である。クレー
ルは長年温めてきた自分のワインを造るという夢を、2006年やっとスタートすることができた。お祖父さんが所有していた樹齢の古い畑を受継ぐこと
が出来たのだ。アリゴテの畑は僅か10畝であるが、樹齢50年と古い理想的な畑だった。彼に言わせると、アリゴテは50年前にはシャルドネと同等に
栽培されており、大事にされていたという。シャルドネが植わる”ミステール”の畑は、僅か4畝のみ。ピノノワールは、お祖父さんが1982年に植えた畑
だ。ブルゴーニュでは80％の生産者は決められた時期に決められた量の農薬や薬剤を散布しているが、ぶどうの状態と天気をよく観察すれば、例え
ボルドー液でも大幅に使用量を抑えられるという。当然ながらピエールは、自然を尊重し、ビオ、ビオディナミにてテロワールを最大限生かした栽培を
行う。醸造に於いても醸造用物質（酸、酵母、酵素etc）は使用せず、テロワールとヴィンテージを最大限表現するワインを消費者に味わってもらえる
よう、最大限の努力を惜しみなく注いでいる。これからの動向に、注目頂きたい生産者だ。2016年、請われてドゥ・モンティーユからマルキ・ダンジェル
ヴィルに移籍した。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

SOCIETE AMI
ソシエテ・アミ

ブルゴーニュ地方

LF3514-20 QUALITY AOP Bo
AOPブルゴーニュ　白”ラ・テット・ダン・レ・ヌアージュ”　

urgogne Blanc "la Tete dans les Nuages" 2020 白 ¥6,300

12.6%

LF3515-20 QUALITY AOP Chablis
AOC シャブリ ・ブロック・ド・ビック

 "Bloc de Biques 2020 白 ¥7,100 2本

12.4%

LF3502-18 QUALITY AOP Saint Romain Blanc
AOP サン・ロマン　白

2018 白 ¥7,200
6本

（内2本ﾗﾍﾞﾙ
不良）

　

LF3516-14 ART AOP Saint Romain ”Sous Roche" Blanc
AOCサン・ロマン ”スー・ロシュ” ブラン、長期熟成

, elevage longue 2014 白 ¥7,900 2本

LF3503-20 ART AOP Santenay 1er Cru "Clos Rousseau" Blanc
ＡＯＰ　サントネイ 1級　”クロ・ルソー”　白

2020 白 ¥11,300 ７本

　

LF3509-20 QUALITY AOP Bourgogne Rouge
AOP ブルゴーニュ　赤 ”ラ・テット・ダン・レ・ヌアージュ”

 "la Tete dans les Nouages" 2020 赤 ¥6,300 　

12.5%

LF3510-19 QUALITY AOP Marange Villages
AOCマランジュ・ヴィラ-ジュ

2019 赤 ¥6,300 6本

LF3506-20 QUALITY AOP Côtes de Nuits Villages
AOP　コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ

2020 赤 ¥8,300 1本

12.0%

ぶどう品種：ﾋﾟﾉ・ﾉﾜｰﾙ　【生産量】 3300本　【ぶどう由来】 2区画のぶどうで、80％はサントネ南部のコニューン”シャッ
セ・ル・カン”の自社畑、20％はサントネの買いぶどう(ビオ)、粘土質石灰土壌。　タンクの底に破砕した全房ぶどうを入
れ果汁を出し発酵を促進し、上部に破砕しない全房ぶどうを投入。発酵が進まないタンクのみ3,4日若干ピジャージュ
実施。最適発酵温度28度で15日間醸し、12ヶ月古樽にて熟成後、2区画のワインをブレンド。清澄・フィルターせず、
亜硫酸１ｇ/HL添加し瓶詰め。　縁が黒みかかった明るいルビー色。ダークチェリーの赤黒果実風味主体的。口に含む
と心地よい酸を感じ、プラムなど赤黒果実風味が口中に広がる。

ぶどう品種：シャルドネ　【生産量】 3000本 【ぶどう由来】 50%ピュリニー・モンラッシェ 下部コルポー村の買いぶどう(ビオ
認定/砂質粘土/東向き)と、50%サントネの隣村シャッセ・ル・カン小谷に面した東向きの自社ぶどう(2017年ビオに転
換)。　【醸造】 全房即圧搾、一晩軽いデブルバージュ/5-8年樽で発酵/澱引きもバトナージュもせず1年/樽ごとに涼
しいカーヴで翌春迄自然に発酵が終わるまでゆっくり発酵【瓶詰】 2021年10月瓶詰め/粘土で軽くフィルター/SO2瓶
詰め前の澱引き時に若干添加、SO2total 29mg/L

ミクロ・ネゴシアン

ぶどう品種：シャルドネ【生産量】 400本　【ぶどう由来】 40年来ビオ認定の買いぶどう　【畑特徴】 粘土質石灰/南向
き/標高300m【醸造】 澱引きせず古樽にて1年間熟成【瓶詰】 2021年9月、僅かの亜硫酸を添加し瓶詰め/軽いコ
ラージュし、フィルターなし/SO2 total 30ml/L

ぶどう品種：ﾋﾟﾉ・ﾉﾜｰﾙ【生産量】 1200本　【ぶどう由来】 1区画の買いぶどう/ラドワとニュイ・サン・ジョルジュに挟まれた
コミューン”コンブランシアン”Comblanchien　【畑特徴】 黒果実風味の基となる大理石の下層土がある土壌　　【醸
造】　ステンレスタンクにて全房で15日間温度が上がり過ぎないようにしながら発酵/古樽で1年間熟成　【瓶詰】　
2021年10月亜硫酸添加せず瓶詰め/SO2 total 31mg/L

ぶどう品種：シャルドネ　この区画を醸造した初ヴィンテージ。とても寒い年で強靭な酸が残った。樽熟中強い還元状態
に陥った為長期樽熟を決断。【生産量】900本 【ぶどう由来】1区画の買いぶどう(ビオ/樹齢40年)/リュー・ディ”スー・ロ
シュ”Sous Roche　【畑特徴】粘土質石灰/手摘み　【醸造】全房即圧搾/野生酵母発酵/樽　【熟成】細かい澱と
共に36ヶ月/100％古樽/バトナージュ無/2017年瓶詰め後48か月瓶熟　【瓶詰】コラージュ無/フィルター無/SO2 
2.5g/HL

ぶどう品種：ﾋﾟﾉ・ﾉﾜｰﾙ　【生産量】1200本　【ぶどう由来】1区画の買いぶどう/リューディ”ボア・スッド”Bois Sud"/樹齢
60年のビオ畑/南西向き　【畑特徴】粘土質石灰/表土深い/手摘み　【醸造】タンクの底に破砕した全房ぶどうを置き
果汁を出し、上部に破砕しない全房ぶどうを置く/3､4日若干ピジャージュ実施/最適発酵温度28℃/14日間醸し　
【熟成】12ヶ月/100％古樽　【瓶詰】コラージュ無/フィルター無/SO2 1g/HL

ぶどう品種：シャルドネ　【生産量】2000本　【ぶどう由来】2区画の買いぶどう(ビオ/樹齢40年)/リューディ”スー・ラ・ロッ
シュ”Sous la Rocheと”コンブ・バザン”Combe Bazin(樹齢40年)　【畑特徴】粘土質石灰/手摘み　【醸造】全房即圧
搾/野生酵母発酵/樽　【熟成】細かい澱と共に12ヶ月/100％古樽/バトナージュ無　【瓶詰】コラージュ無/フィルター
無/SO2 1.5g/HL

ソシエテ・アミは、2014年に2人の友達（アミ）により設立されたとても小さいネゴシアンです。ウィリーは、ヴォルネィの名門ドメーヌ・ドゥ・モンティーユ
で経験を積み、その後オーセ・デュレスでビオディナミを実践するドメーヌ、クロ・デュ・ムーラン・オー・モアンヌで醸造家として働いております。もう一
人のポールは、ロンドンやパリでテイスターとして研鑽を積み、また偉大な栽培醸造家、オロンス・ド・メレールやドミニク・オーヴェットらの基で経験を
積み、シャンパンメゾンのブリューノ・パイヤールで販売を担当しておりました。ムーラン・オー・モアンヌで2年に渡り共に働き意気投合した2人は夢を
語り合い共同でネゴシアンを設立しましたが、初ビンテージは2015年、未だ生産量は僅かな為2人とも従来の仕事を継続しながらソシエテ・アミの運
営に当たっております。希望に燃える2人は幸運な事にマランジュ1級畑などを自社畑として手に入れ、使用するぶどうは全てビオ或いはビオディナミ
で栽培し、高品質ワインの生産に邁進しております。アルタベール・ジュリアンやピエール・クレールとワイン学校で同級生だったウィリーの縁で、ドミ
ニク・ドゥラン、フレデリック・コサール、サルナン・ベリュ、ファニー・サーブルなど名高い生産者の協力も得ながら卓越した品質のワインを生み出した
お陰で、彼らのワインは既にパリで高い評価を得、コアンスト・ヴィノ、フレンチ、アガペ、カーヴ・デ・パピーユ、ヴェール・ヴォレ、バラタン、、etc.などと
いった並みいる名店でいち早く楽しまれております！

ぶどう品種：シャルドネ　【生産量】 1200本　【ぶどう由来】 1区画の買いぶどう(ビオ認定/樹齢60年以上)。　【畑特
徴】 1級”フォレ”と”モンマン”を北に望む向かい側の丘の上部リューディ”ブロック・ド・ビックBroc de Bique。スラン川の
左岸、北西向きで石灰がとても濃い土壌。　【醸造】 SO2無添加で古樽にて1年澱引きせず熟成　【瓶詰】 土で軽く
フィルター/僅かな亜硫酸以外添加物なし/2021年9月瓶詰め/SO2total 42mg



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

SOCIETE AMI
ソシエテ・アミ

ブルゴーニュ地方

LF3507-19 ART AOP Beaune 1er Cru "Champs Pimonts"
AOP ボーヌ 1級　”シャンピモン”

2019 赤 ¥13,600 3本

　

LF3512-18 ART AOP Pommard 1er cru "Poutures"
AOP ポマール １級 ”プチュール”

2018 赤 ¥13,500 1本

13.3%

SYLVERE TRICHARD
シルヴェール・トリシャール

ボージョレ地方

LF3113-21 ART Séléné Blanc, AOC Beaujolais
セレネ・ブラン、AOC　ボージョレ

2021 白 ¥5,200  

12.0% 　 　

LF3110-21 QUALITY Séléné Rosé, Vins de France
セレネ・ロゼ

2021 ﾛｾﾞ ¥4,200  

11.0% 　

LF3116-21 QUALITY Cuvée de Printemps, Vins de France
キュヴェ・ド・ プランタン

2021 赤 ¥4,200 　

11.0% 　

LFP3103-22
LFP3104-22

QUALITY Séléné 1ere Cuvée, AOC Beaujolais
セレネ・プルミエール・キュヴェ、　ＡＯＣ　ボージョレ

2022 赤 ¥4,200 　

11.0% ¥9,200 ﾏｸﾞﾅﾑ

LF3101-21 QUALITY Séléné, AOC Beaujolais
セレネ、　ＡＯＣ ボージョレ

2021 赤 ¥4,600  

　

LF3103-20
LF3109-16

QUALITY Séléné, AOC Beaujolais Villages
セレネ､ AOC ボージョレ・ヴィラージュ 2020

2016
赤 20’：¥4200 僅少

　 16：¥7,800 ﾏｸﾞﾅﾑ

LF3103-21 QUALITY Séléné, AOC Beaujolais Villages
セレネ､ AOC ボージョレ・ヴィラージュ

2021 赤 ¥4,800  

　

ぶどう品種：ﾋﾟﾉ・ﾉﾜｰﾙ【生産量】　1200本　【ぶどう由来】 1区画の買いぶどう/”レ・ルレ”Les Lurets"は上部が1級で
下部がヴィラージュだがヴィラージュ部分　【畑特徴】 平均樹齢40年のビオ畑/東南東向き　【醸造】 ステンレスタンクで
全貌にて発酵/古樽にて1年間熟成　【瓶詰】 フィルター掛けず、瓶詰め時に亜硫酸僅かに添加し2021年10月に瓶
詰め/SO2 total 14mg/L

ぶどう品種：ガメイ　泥炭の下層土の上の粘土質石灰土壌に植わる樹齢40-45年のぶどう。全房で7-10日間MC、発
酵初期にルモンタージュ実施。圧搾後セメントタンクと古樽で翌春まで熟成。コラージュもフィルターにも掛けず、SO2瓶
詰め時のみ添加。僅かに紫掛かった淡いルビー色。繊細なチェリーの香りが芳しい。口に含むとキュッと来る酸が心地よ
い。小梅の果実味が広がり、ウメ昆布の旨味が広がる。

ぶどう品種：シャルドネ　シルト状の粘土質土壌に植わる樹齢30年の買いぶどう。即圧搾し、セメントタンクで澱と共に
自然に発酵。2022年春、コラージュもフィルターにも掛けず、SO2を僅かに加えて瓶詰め。

最先端の
ファンキー
ボージョレ

ぶどう品種：ガメイ花崗岩質のシルト状粘土土壌に植わる樹齢60年のぶどう。全房で20日間MCの間、2日おきにルモ
ンタージュ実施。セメントタンクと古樽で翌春まで熟成後、コラージュもフィルターにも掛けず、SO2瓶詰め時に僅かに添
加。淡いルビーの色調。より落ち着いたチェリーの風味に、ちょっと土っぽさを感じる。上記キュヴェより穏やかながらキュッ
と来る酸が堪らなく心地よく、より複雑味を感じる味わい。口中アロマティックで、サラサラしたタンニンが舌をくすぐる。

2012年からボージョレ、ブラッセ村にてワイン造りを始めた、自然派最若手生産者。シルヴェールは子供の頃からいつもぶどう畑にいた。おじさんが
ワイン生産者で、ドメーヌ・ド・ラ・フーリィという名前のドメーヌを所有していたからだ。18歳からおじさんのドメーヌで働いて以来数々の生産者で経験
を積んだ。2002年、JCラパリュに出合い収穫を体験、その際、自然派ワイン醸造というものを始めて知った。その経験が、彼のワイン造りに対する興
味にスイッチを入れたのだった！2008年農業開拓責任者資格(BPREA)を取得、同時に醸造学と有機農業を履修した。彼は、ドメーヌ・ベリュアールに
て研修をしたが、そこですっかり自然派ワイン造りというものに魅せられてしまった。2012年、彼はおじさんのぶどう畑を譲り受け、遂に自身のワイン
造りが始まった。おじさんは当初よりビオ、ビオディナミにてぶどう栽培を行っており、当然その自然な栽培方法を受け継いでいる。つまり、常にビオ
ディナミが行われていた畑のぶどうでワインを造っていることになる。彼は『すべては畑だ。キレイで健全な葡萄を育てて、健全な葡萄だけを発酵槽に
いれれば、酸化防止剤（SO2）など添加する必要もないし、自然酵母だけで問題なく発酵する。』と言っています。彼のワインの味わいは、まさに最先
端の自然派そのもの！軽やかでフレッシュ感に富んでいるが、骨格はしっかり存在し、エレガントな味わいが特徴。”セレネ”とはギリシャ神話に登場
する「月の女神」。ビオディナミを実践するワイン造りを象徴するワイン名だ。

ぶどう品種：ガメイ　シルト状の粘土質土壌、ジェローム・バルメからの買いぶどう。全房を即圧搾、澱と共に翌春までセ
メントタンクにて発酵熟成。コラージュもフィルターも掛けず、SO2は瓶詰め時のみ僅かに添加。微かに紫が入った淡い
サーモンピンクの色調。グミなど小赤果実の風味、ミネラル感を感じる。フレッシュな口当たりで小赤果実が広がり、ミネ
ラリーな余韻。

ぶどう品種：ガメイ　2022年は順調に健全なぶどうが収穫できた年。シルヴェールがビオディナミにより自身で育てたぶどう
で造った、2022年ヴィンテージで最も早く仕上がったワイン。だから “プルミエール” キュヴェ(1e ̀re Cuvée)。シルヴェール
が自身で栽培した最高のぶどうの一部を、ちょっとだけ先にリリースする為に醸造した限定ワインで

ぶどう品種：ガメイ　およそ7ヘクタールの石灰質、粘土質、花崗岩の畑で樹齢60年の古木が植わる区画。半分はタン
ク熟成で、もう半分は古樽にて熟成。赤い花の香りに、木苺の香り豊か。ほのかに感じるタンニンが心地よく、とてもエレ
ガント！

ぶどう品種：ガメイ100％　2021年ヴィンテージがすべての被害に襲われた厳しい年。収量も15hl/haと例年の1/3程し
か取れませんでした。このキュヴェは仲間の生産者ジェローム・バルメから買ったぶどうで、シルヴェールが造りました。
淡いルビーの色調。ザクロやもぎたて苺の軽やかな赤果実風味が心地よい。軽やかな口当たりで、小赤果実のフルー
ティな味わい、フレッシュ苺やキイチゴの果実味が楽しめます。

ぶどう品種：ﾋﾟﾉ・ﾉﾜｰﾙ　【生産量】　　900本/このぶどうは2回目【ぶどう由来】1区画の買いぶどう/リューディ”プチュー
ル”Poutures/平均樹齢60年のビオ転換中畑/東南東向き  【畑特徴】　　粘土質石灰、石多く、酸化鉄の多いとて
も赤い粘土/手摘み 【醸造】　タンクの底に破砕した全房ぶどうを置き果汁を出し、上部に破砕しない全房ぶどうを置く
/3､4日若干ピジャージュ実施/最適発酵温度28℃/15日間醸し 【熟成】12ヶ月/100％古樽 【瓶詰】コラージュ無/
フィルター無/SO2 1g/HL

ミクロ・ネゴシアン



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

SYLVERE TRICHARD
シルヴェール・トリシャール

ボージョレ地方

LF3104-16 ART Léon, Vin de France
レオン

2016 赤 ¥9,500 ﾏｸﾞﾅﾑ 

13.0%

LF3114-20 QUALITY Séléné, AOC Brouilly
セレネ､　ＡＯＣブルイィ

2020 赤 ¥4,600 僅少

14.5%

LF3117-20 QUALITY Séléné, AOC Cotes de Brouilly
セレネ、ＡＯＣ コート・ド・ブルイィ

2020 赤 ¥5,200  

14.5%

LILIAN BAUCHET
リリアン・ボーシェ

ボージョレ地方

LF0922-21 ART Guns & Rosé, Vin de France
ガンズ・アンド・ロゼ

2021 ロゼ ¥4,200

12.0%

LF0908-18 ART Amor Fati, Vin de France
アモール・ファティ

2018 赤 ¥9,800 ﾏｸﾞﾅﾑのみ

14.5% 　

LF0908-20 ART Amor Fati, Vin de France
アモール・ファティ

2020 赤 ¥4,900

15.0% 　　

LF0919-15 ART Les Chemins de Traverses, Vin de France
シュマン・ド・トラヴェルス

2015 赤 ¥8,600 ﾏｸﾞﾅﾑのみ

13.5% 　　

LF0903-17 ART Dazibao, Vin de France
ダジバオ

2017 赤 ¥4,300

13.0%

恐らく聞き馴染みのない名前と思うが、自然派ワインファンなら”フィリップ・ジャンボン”、と聞いてピン！とくる方もあるかも知れない。実は、ジャンボ
ンの”ユヌ・トランシュ”で協力しているのが彼！　リリアンは、クリュ・ボージョレの中心地フルーリーを中心として、ムーラン・ナヴァンやボージョレ・ヴィ
ラージュに7haの畑を所有している。彼の哲学は当然ながら自然そのもの。合成化学物質を使用しない自然栽培を実践している。特筆すべきは、樹
齢の古さ。古いもので120歳、平均でも60年以上という樹齢の高さだ。その樹から収量僅か25hl/haと味わいの詰まったぶどうを収穫している。醸造は
主にセメントタンクにてセミ・マセラシオンカルボニック、古い木製の垂直式プレス機で種が潰れないように優しくプレス、古樽で熟成。陽気で大らかな
性格のリリアンらしいスケールの大きい、力強さを感じさせるワインだ。全キュヴェSO2完全無添加。

ぶどう品種：ガメイ　”シュマン・ド・トラヴェルス”とは”近道”の意。醸造がスムーズに行かず紆余曲折したワイ
ンに付けるキュヴェ名。砂質花崗岩に植わる樹齢80年以上の古木のぶどうを、全房で21日間醸し。その間炭
酸ガスもタンクに入れず、ピジャージュもルモンタージュも一切せずに発酵させ、プレス後10年樽で12か月熟
成。しかしそのワインが完全に発酵していなかったため、翌年2016年のプレス後マールと一緒に7日間プレス
機の中で再び醸し、毎日手で3回ピジャージュし、プレス後更に古樽に入れ18か月熟成させたお陰でようやく納
得できる味わいになった。2018年春瓶詰め。

ぶどう品種：ガメイ　春に霜、夏に雹で悩まされたが、結果的には収量も取れ健全でいいぶどうが収穫できた。砂岩質
土壌と砂質花崗岩に植わる平均樹齢40年以上のぶどうを全房で21日間醸し、その間炭酸ガス充填なし、ピジャー
ジュもルモンタージュもせず醸し後、プレスしグラスファイバー製タンクに入れ7か月熟成。”ダジバオ”とは中国で主張・要
求を路傍に大書きにして大衆に訴える「大字報」の事。リリアンがアペラシオンを全て剥奪された年にこのキュヴェ名を名
付け、INAOに対する不満と反抗を表したのが始まり。

ぶどう品種：ガメイ　樹齢80年の古木が植わる石の多い区画。半分はタンク熟成で、もう半分は古樽にて熟成。赤い
花の香りに、木苺の香り豊か。ほのかに感じるタンニンが心地よく、とてもエレガント！2016年息子レオンが誕生したこと
から、”ジズー”の区画のぶどうを用いてトップキュヴェ”レオン”を造った！

ぶどう品種：ガメイ　花崗岩質のシルト状粘土土壌に植わる樹齢60年のぶどう。全房で20日間MC。発酵終了後ルモ
ンタージュ実施。圧搾し、古樽で1年間熟成後、コラージュもフィルターにも掛けず、SO2瓶詰め時に僅かに添加。紫掛
かったルビーの色調。ダークチェリーやプルーンなどの赤黒果実風味に、ほのかに樹の香りを感じる。滑らかな口当たり
で、瑞々しい。軽やかでエレガント、ブルーベリーの永い余韻がとても上品。

ぶどう品種：ガメイ　太陽がよく照り、とてもよく熟し凝縮したぶどうが採れた年のみ造るキュヴェ。初めて造った
2015ヴィンテージは、他のキュヴェは発酵がうまく進まなかったが、このキュヴェになるタンクだけは何もしなく
ても自然と発酵した。2020年は、’15、’18に続き3回目の造れた年。標高300mの砂岩質土壌に植わるぶどう
を、全房でセミカルボニックで発酵。ルモンタージュ1回のみ実施し、3週間醸し。圧搾後ステンレスタンクで数か
月熟成、清澄・フィルター一切せずSO2も加えず瓶詰め。キュヴェ名は、「自分の運命を愛せ」という意味。SO2
無添加。中心が黒みある紫掛かったルビー色。完熟イチゴやブルーベリーヨーグルトの風味。自然な口当たり
でフレッシュ感あり、熟したイチゴ風味にショコラの香りが広がる。現時点でカツヲ出汁風味はないが、’18に比
べより生き生きとした味わい。

う～まみマミ～

ぶどう品種：ガメイ　2015年以来3年振りに造った、とてもぶどうが熟した年のみ醸造するスペシャルキュヴェ。’
18はリリアンがワインを造り始めて以来質も量も最もよかった年！標高300mの砂岩質土壌に植わるぶどうを、
全房で21日間二酸化炭素の注入はせずセミカルボニックで醸し発酵。ルモンタージュ1-2回実施。圧搾後グラ
スファイバータンクで8か月熟成、清澄・フィルター一切せずSO2も加えず瓶詰め。キュヴェ名は、「自分の運命
を愛せ」という意味。

ぶどう品種：シャンプールサン、フロランタル　病気に耐性のあるハイブリッド2品種を用いたロゼ。栽培には有
機栽培で認められている銅や硫黄を含め一切農薬使用せず、醸造においても亜硫酸含め一切何も添加して
いない。即プレス後タンクで野生酵母の自然な働きにより発酵、フィルターにも掛けずSO2も添加せず瓶詰め。
オレンジ掛かったピンクの色調。トロピカルなグアバの風味が印象的で、オレンジやキャンディの香りあり。自
然な口当たりで豊かな果実味が口中に広がる。次いでギューと酸と果実味が押し寄せてきて、乳酸の旨味が
広がる。他にないユニークな味わい。ワイン名は、アメリカのロックバンド「ガンズ・アンド・ローゼズ」に掛けたリ
リアン一流のユーモア。

ぶどう品種：ガメイ　樹齢65年、砂質花崗岩に植わるビオの買いぶどう。’20はとても暑く乾燥した年だったので、とても
凝縮した葡萄が採れた。全房で20日間醸し、セメントタンクで8か月熟成。コラージュ、フィルターにも掛けず、SO2も添
加せず瓶詰め。黒紫掛かった深いルビー色。熟したフレッシュブルーベリー果実風味に、野性的なタイムのハーブ感漂
う。滑らかな口当たりでフレッシュプラムの果実味に中程度の酸がバランスよく、心地よいタンニンがある。

最先端の
ファンキー
ボージョレ



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

LA VRILLE ET LE PAPILLON
ラ・ヴリユ・エ・ル・パピヨン

コート・デュ・ローヌ地方

LF2403-20 QUALITY Tous Cousins
トゥー・クザン

, Vin de France 2020 赤 ¥3,200 　

12.0%  

LF2404-21 QUALITY Chapeau Melon, Vin de France
シャポー・ムロン

2021 赤 ¥3,200 　

13.5%

LF2409-20 QUALITY Tribu, Vin de France
トリビュ

2020 赤 ¥3,300 僅少

13.5% 　

LF2412-19 QUALITY Kairos, Vin de France
カイロス

2019 赤 ¥3,400

13.0% 　

LF2417-21 QUALITY Copain d'Abord, Vin de France
コパン・ダボー

2021 薄赤 ¥3,500 6本

11.00% 　

SYLVAIN BOCK
シルヴァン・ボック

コート・デュ・ローヌ地方

LF1616-21 QUALITY A la Fraiche, Vin de France
ア・ラ・フレッシュ

2021 白(橙) ¥4,200  

13.0% 　

LF1606-19 ART Le Fruit de la Patience, Vin de France
ル・フリュイ・ド・ラ・パシアンス

2018+19 白 ¥6,900 7本

13.5%

ぶどう品種：シャルドネ　標高280ｍ南西向き、石灰のシルト土壌の表土僅か30cmで下層土が石灰の岩盤。このキュ
ヴェは発酵にとても時間が掛かるが、忍耐の末最高に素晴らしいワインとなることからこう命名。’18の長期に渡る古樽
での発酵が終了した段階で、新樽発酵熟成していた’19とブレンド。バトナージュも清澄も亜硫酸添加もせず瓶詰め。
黄金掛かったイエロー。黄色い花、生パイナップルの風味。フレッシュ感ある口当たりで厚みもある、熟したフレッシュ黄色
果実の風味が広がり、心地よい酸とミネラルが下支えしている。余韻もとても永く素晴らしい味わい。2樽のみの生産
で、日本入荷36本のみ。

ぶどう品種：シラー　縁が透明な紫ルビー色。ファンタグレープの様な風味。フレッシュな口当たりで、酸、果実味、色素
的タンニンがとても軽やかに生き生きと奏でている。

ぶどう品種：グルナシュ　小石混じりの粘土質石灰土壌に植わる樹齢30-40年のグルナッシュ。100％MCにて8日間醸
し、細かい澱と共に7か月タンク熟成。フィルター、コラージュはせずSO2も添加せず瓶詰め。淡いルビー色。香り穏やか
で瑞々しいプラムの果実風味心地よい。フレッシュな口当たりでグルナッシュの豊かな果実感が楽しめる。

ぶどう品種：メルロ　粘土質石灰土壌。20％は除梗し6日間醸し、80％は即圧搾し、ブレンド。細かい澱と共にタンクに
て7か月熟成。コラージュもフィルターにも掛けず、SO2も添加せず瓶詰め。生産量2000本。黒みかかった赤紫の色調。
ブルーベリーや野性味のあるブラックベリーの果実風味。自然で滑らかな口当たりで、果実の甘みを感じる。ベリーの果
実感が口中に広がり、ほのかなタンニンがある素直な味わい。

ぶどう品種：カリニャン、シラー、グルナッシュ、メルロ粘土質石灰土壌。全房で圧搾後、自然に発酵。細かい澱と共に7
か月熟成。コラージュもフィルターにも掛けず、SO2も添加せず瓶詰め。生産量900本。やや紫掛かった淡いルビーの色
調。サルビアなど赤い花のフローラルな香り。軽やかな口当たりで口中にフローラルな香りが永く続く。2021年6月壊滅
的な雹害を受けたが、自然派生産者の連帯で何とか造れた儚いキュヴェ。ゆえに「まず友達に」(Copain d’Abord)

ぶどう品種：ぶどう品種：ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ70％、ｼｬﾙﾄﾞﾈ30％　ソーヴィニヨンは一部を5日間の醸し、残りを即圧搾、
シャルドネは3日間の醸し。その後すべてのブドウをブレンドし10か月間ステンレスタンクにて熟成。バトナージュも清澄も
亜硫酸添加も一切せず瓶詰め。やや薄めのイエロー。トロピカルな果実やカリンなどの風味でフレッシュな口当たり、程
よい酸で優しい飲み心地。「ア・ラ・フレッシュ」とは早朝の爽やかさを表すと共に、1974年に公開された青春ムーヴィ
「les Valseuses」のセリフでもある。

自然派ワイン
真の継承者

自然派天国の
新星

”パピヨン”の所在する北ローヌ、アルデッシュは、自然派天国の様な理想郷だ！元を辿れば自然派ワイン醸造指導者のジャック・ネポールのアド
ヴァイスの基、1980年ドメーヌを立ち上げた大御所”マゼル”が、自然派天国アルデッシュの起源と云えよう。そして、マゼルの畑の一部を譲り受けて
2010年からヴァン・ナチュールを造り始めた実力者がシルヴァン・ボック。さらにシルヴァン・ボックの子分的存在が、この”パピヨン”を立ち上げたメリ
ル・クロワジエールだ。メリルの2人のお祖父さんは共にぶどう栽培家で、幼い時からワインは身近な存在だった。ある年いつもの様に収穫と醸造の
手伝いをしていた時、突如として彼はワインの魅力に憑りつかれてしまった。以来、ワイン醸造士の国家資格を取得し、マゼルを皮切りに各地でワイ
ン造りの経験を積み、満を持して2012年自身のドメーヌを設立した。自然派理想郷で脈々と受け継がれ発展してきた、まさに旬の生産者が造り始め
た旬のワインです！畑はすべてビオ。野生酵母の自然な働きで発酵、濾過・清澄はせず、SO2も殆ど、或いは全く使用しない。

アルデシュで素晴らしいワインを造り始めた生産者が出現！この地で初めてSO2を使用しない自然派ワインを造り始めたのは、ご存じマゼル。マゼ
ルのジュラルドが、自分の後継者として太鼓判を押したのがこのシルヴァンなのだ！シルヴァンは、教師の両親のもとに生まれたが、家のテーブル
にはいつもワインが置かれ、ワインはとても重要な存在だった。コート・ロティでの収穫体験以来ワイン熱が取り付き、レストランで働く友人からシャー
ヴやメメといった素晴らしいボトルを飲ませてもらっていた。そんな時、収穫時に飲ませてもらったマゼルのワインが何でこんなにぶどうの味がするの
に、他のワインはしないのかに衝撃を受け、自然派ワインの虜になった。その後マコンで本格的にぶどう栽培とワイン醸造について履修し、2年間マ
ゼルで働いた後、農業学校の栽培醸造責任者となった。しかし、除草剤や農薬の使用に耐えられなくなり、再びマゼルの門を叩く。そしてついに2010
年、マゼルの畑の一部をフェルマージュにて譲り受け、兼ねてから念願だった農薬を使用しない自然な、自分自身のワイン造りが始まったのだ。基本
的にすべてのキュヴェSO2完全無添加

ぶどう品種：シラー50%、グルナッシュ50%　粘土質石灰土壌。8日間MCにて発酵・醸し後、細かい澱と共にドゥミ・ミュイ
(600L樽)にて9か月熟成。品種ごとに醸造した後ブレンド、ノンフィルター、清澄もフィルターにも掛けず瓶詰め。1400本
のみの生産。ダークチェリーの色合い、赤黒果実にスパイス香が混じる香、骨格がしっかりしており心地よいタンニンがほ
んのりとした樽香と混じり合う。「カイロス」とはギリシャ神話で「時の神様」のこと。このブレンドのキュヴェは元々造る予定
ではなく、たまたまブレンドの最中に閃いたので、「ここぞという時に絶好の機会を与えてくれる神様」に擬えて命名。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

SYLVAIN BOCK
シルヴァン・ボック

コート・デュ・ローヌ地方

LF1607-21 QUALITY Reviens Gamay, Vin de France
ルヴィヤン・ガメイ

2021 赤 ¥3,900 1本

 

LF1602-20 QUALITY Les Grelots Rouge, Vin de France
レ・グルロ・ルージュ

2020 赤 ¥3,900 6本

 

LF1610-19 ART Suck a Rock, Vin de France
サック・ア・ロック

2019 赤 ¥4,600 　

　

ALEXANDRE HOTE
アレクサンドル・オット

コート・デュ・ローヌ地方  （タヴェル）

LF4501-21 QUALITY AOC Tavel
ＡＯＣタヴェル

2021 ロゼ ¥4,800 　

14.0%  　

LF4502-21 QUALITY Cuvée AH, Vin de France
キュヴェ・アー

2021 ロゼ ¥4,800

13.5%

LF4503-21 QUALITY AOC LIRAC
AOC リラック

2020 赤 ¥4,800 　

15.0% 僅少

ぶどう品種：ガメイ90％、シャルドネ10％　玄武岩質土壌に植わるガメイに石灰土壌のシャルドネをブレンド！ガメイは2
週間MC後8か月タンク熟成。酵母も亜硫酸も一切添加せず、コラージュもフィルターにも掛けない。紫掛かった淡いル
ビーの色調。スミレの花の香り。自然な口当たりで、果実の酸のバランスがとても優れていて、スカッとした酸が特徴的。
ほんのりと土っぽさも感じる味わい。

　タヴェルの
担い手

自然派ワイン
真の継承者

ぶどう品種：グルナッシュ70％、サンソー30％ ヴァロング丘陵に位置する区画“トマ”のぶどう。粘土質石灰の下層土に
大きな石が表土を覆うテロワール。全房で８日間醸し、圧搾後タンクで発酵、そのまま６か月熟成し、SO2添加せず瓶
詰め。淡い僅かに紫が混じったピンクの色調。サクランボの果実香に赤い花のアロマティックな香り。アタックに甘みを感じ
るようなボリューム感ありフレッシュでありながらも熟したニュアンスも感じる。余韻にハーブやチョコの香りあり。

ぶどう品種：グルナッシュ60％、サンソー30％、シラー10％ シラー、サンソーは上記タヴェルと同様のぶどうだがやや早く収
穫。シラーはタヴェルのもう一つのテロワールである砂質土壌。すべてのぶどうは醸しはせずやさしく即圧搾され、デブル
バージュ後発酵。SO2添加せず2022年春詰め。僅かに紫の入った淡いピンクの色調。よりチャーミングな小赤果実風
味を感じる。アタックはとてもアロマティックで香水の様。まさにラングロールを彷彿とさせる。余韻にハーブっぽさもありとて
もエレガント。

ぶどう品種：グルナッシュ、メルロ、シラー　粘土質石灰土壌　　数週間にわたるマセラシオン・カルボニックの後、10か月
間樽熟成。清澄・フィルター掛けず重力にて瓶詰め。輝きのあるラズベリーレッドの色調。赤系果実やスミレの華やかな
アロマ。フレッシュながら、各要素が既にに一つにまとまっており、非常に洗練された味わいの1本。

ぶどう品種：シラー80％、グルナッシュ20％　粘土質石灰土壌の上に大きな石の層が堆積する区画“ブノア”のぶどう。
僅かに過熟気味のぶどうが深い味わいのテロワールを表現している。軽く破砕し果梗と共にルモンタージュとデレスター
ジュを定期的に実施しながら15日間醸し発酵。プレス後40％はブルゴーニュ樽“シャサン”残りはタンクで1年バトナー
ジュしながら熟成。紫掛かった深いルビーの色調。ブルーベリーやブラックベリーのとても熟した黒果実風味豊か。軽く木
樽やシナモンの香りを感じ、熟成すると動物的香りになりそう。熟し凝縮した果実感が口中に溢れユーカリやオリーブな
どの香りと相まってとてもアロマティック。熟した果実にハーブ感が混じり合ったエレガントでリッチな味わい。

ぶどう品種：メルロ。Mカルボニック、14日間の醸し、発酵初期にルモンタージュ1度ピジャージュなし、古樽で10ヶ月熟
成、清澄・フィルター掛けず重力で瓶詰め。”サック・ア・ロック”とは”岩を啜る”の意味。アメリカのインポーターがこのメル
ロを気に入り、ブレンドせず瓶詰めすることを頼んだことに敬意を表して命名。

 ナチュールの世界ではタヴェルと云えば皆ラングロールを思い浮かべるだろう。それは当然である。タヴェルの特殊性は、かなり昔から知られてい
た。ローヌ川右岸の高台に位置するタヴェルの畑には、シャトー・ヌフ・デュ・パプと同じような子供の頭ほどもある丸い石に覆われている。この石はア
ルプスからローヌ川を伝って流れてきたもので、割ると中はピンク掛かったトパ－ズ色の石英で出来ている。実はこの石がワインに大きな影響を与え
ているのだ。日中の熱を蓄えたこの石が夜間熱を放出しぶどうがよく熟すことにより、醸造しワインとなったときに香水のような馨しい香りとなるのだ。
この香りは醸造時にごく軽い醸しをしないと消えてしまうので、タヴェルでは昔から軽く醸していた。しかし1980年代濃いワインがもてはやされるように
なり、この伝統が失われてしまった。それを復活させたのがラングロールのエリックだったのだ。アレクサンドル・オットは、元々栽培するぶどうをラン
グロールやグラムノンに販売していたのだが、2019年から自身のワインを手掛けるようになった。ラングロールが再興した本来のタヴェルを、アレクサ
ンドルが受け継いでいる。応援したい生産者の誕生である。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

CHATEAU LESTIGNAC
シャトー・レスティニャック

南西地方

LF1429-21 QUALITY 〔HLM〕Blizzard, Vin de France
ブリザール

2021 白 ¥3,700

12.0%   

LF1437-21 ART 〔HLM〕Punk a Ch’nin BIB　-3L
パンク・ア・シュナン

2021 白 ¥7,400

12.5%  

LF1432-18 ART 〔CH〕en Blanc, Vin de France
アン・ブラン

2018 白 ¥4,900  

　

LF1422-19 ART 〔CH〕Blast Liquoreaux - 500ml
ブラスト

2019 白・甘 ¥8,900  

12.0% 　

LF1401-21 QUALITY 〔HLM〕Va te Faire Boire, Vin de France
ヴァ･トゥ･フェール･ボワール

2021 赤 ¥3,700

13.0% ¥7,600 ﾏｸﾞﾅﾑ

LF1428-18 QUALITY 〔HLM〕de l'Aube à l'Aube, Vin de France
ド・ローブ・ア・ローブ

2018 赤(白) ¥3,900

13.5%

ベルジュラックの南部に、熱い情熱を持った自然派生産者が登場した。若いカップル、カミーユ＆マチアス・マルケにより2008年設立されたシャトー
だ。13haのぶどう畑は、自然に囲まれた天国のような環境で、雑木林や生け垣、野鳥など様々な生き物や微生物が生息する池などの中で複合農業
が営まれている。植物相は全くの野生的なもので、毎年その年に相応しいぶどう栽培の方法を自然から教えられている。ワインについての学業を終
えワイン造りの経験も積んだ彼らは、周りから”ネオ・ヴィニュロン”と呼ばれる存在だ。云ってみれば、新世代の栽培家、といったところだろうか。従来
の生産者のように決められたやり方で単にぶどうを栽培しワインを醸造するのではない。彼らは、「生きているワイン」と「健全な食べ物」が好きで、そ
のようなワインを造りだす為に、彼らに与えられたテロワールをよく知り、適した栽培を臨機応変に行っている。そうして出来上がったワインは、まさに
生き生きとしていて実に美味しい。ネオ・ヴィニュロンの、テロワールを感じさせる美味しいワインを、是非とも味わっていただきたい！SO2は基本的に
全く使用しないが、必要とあれば僅かのみ添加することは厭わない。【新情報】2018年レスティニャックではネゴシアン「オー・レ・ミュール」Hors les 
Murs(HLM)を設立しました！同時にレスティニャック名ワインはより高品質なワイン造りを追求する為に畑を7haに減らし、やる気のある若手栽培家に
譲った畑の栽培は任すという新体制を取りました。HLMはレスティニャックの指導の下若手が栽培したぶどうと、レスティニャックが太鼓判を押した買
いぶどうから醸造しております。勿論すべて有機栽培で醸造は全てマチアス＆カミーユが行っております。更なる進化に乞うご期待！

新世代の醸造家

ぶどう品種：ソーヴィニョン60％、セミヨン20％、シュナン20％ 「オー・レ・ミュール」【醸造】粘土質石灰土壌に植わる樹
齢30年のぶどう。品種ごとに即圧搾後、セメントタンクで発酵。その後ブレンドし亜硫酸20mg/L添加しBIB詰め。
【味わい】色付きのよいイエロー。洋ナシのコンポートや蜜リンゴの果実味豊か。自然な口当たりで黄色果実風味が広
がる。心地よい酸があり、余韻がミネラル感と共に永く続く。　安定感も抜群です！

ぶどう品種：セミヨン　樹齢73年。樹に実った状態で潜在アルコール度数30％まで過熟させコンフィ状になったぶどうを、
36時間掛けゆーくり圧搾。細かい澱と共に木樽にて熟成。栗色に美しく輝く。紅茶キノコや栗、栗の蜂蜜、アンズのコン
フィ、森の下草やキノコなど複雑な風味。口中を滑らかに流れ、蜜の様でありながら重さがなく、スルスル飲めるスムーズ
さ。酸もしっかりしている。ウオッシュタイプのチーズに合いそう。

ぶどう品種：ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ90％, ｾﾐﾖﾝ10%　'18はとても暑く酷暑の年で雨も少なく収量僅か12-15hl/haだった。ぶ
どうは水分を失ったがとても恐縮したので、エネルギーの詰まった薫り高いワインが出来た！白色と青色の粘土土壌、
粘土質石灰土壌に植わる樹齢45年(SB), 50年(ｾﾐﾖﾝ）。10日間低温で醸し後、2年間木樽で発酵・熟成。清澄・
フィルターには掛けず、亜硫酸も添加せず瓶詰め。僅かに琥珀掛かったイエローの色調、マルメロや熟した洋梨、黄桃
の果実風味、黄花の香り。自然な口当たりで黄桃的果実味が広がり、酸とバランスが取れている。余韻も永く、僅かに
苦みを感じ、高いポテンシャルを感じる味わい。

ぶどう品種：メルロ60％、カベルネ・フラン40％　ブノア・プリッセとレイラ・ラールが育てたシルト状粘土に植わるメルロ、レ
スティニャックと同じシグレス村のジャン・バプティスト・ルーが育てたカベルネ・フラン。淡い僅かに紫がかったルビーの色調。
軽やかなチェリーやラズベリーの赤果実風味に、野に咲くスミレなど赤花のチャーミングな香り。ふわふわ浮かぶような軽や
かな口当たりで、赤い花の香りが口中に広がる。平和な日常のような味わい。

ぶどう品種：ﾒﾙﾛ50％、ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ50%　ビオディナミで栽培したソーシニャック産ソーヴィニヨンと、有機栽培してい
る隣人のメルロを、圧搾後11月にブレンドしセメントタンクにて熟成。薫り高くフローラルでデリケート！食事の初めに楽し
く飲めるワイン。今すぐ飲んでも美味しいし、熟成させれば土壌の石灰由来の深い味わいが表れる。キュベ名は「夜明
けから夜明けまで」という1日だけの短く儚い事を意味し、マセラシオンが短く朝焼けの様に美しいこのワインの色を表現
すると共に、マチアス＆カミーユが大好きなアラン・バシュングという有名なフランス人歌手の人生を描いた本のタイトル
で、アランへのオマージュを捧げている。

ぶどう品種：ソーヴィニヨン･ブラン､セミヨン、ﾕﾆ･ﾌﾞﾗﾝ（トレビアーノ)、シュナン･ブラン　買いぶどうは樹に実っている状態で
買い付け、収穫はレスティニャックの収穫隊が行った。すべてのぶどうを同時に醸造。70％は即圧搾、30％はMC。圧搾
後ブレンドし、セメントタンクにて発酵、熟成。色付きよいイエローの色調。黄花、わらや石灰のミネラル感を感じる風味
あり。キリっとした辛口で、野に咲く黄色い花の風味が広がる。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

CHATEAU LESTIGNAC
シャトー・レスティニャック

南西地方

LF1436-21 ART 〔HLM〕Chaosmos, Vin de France
　　　　　　　　カオスモス

2021 赤(白) ¥5,400

11.5%

LF1433-20 ART 〔CH〕Frich
フリッシュ

, Vin de France 2020 赤 ¥4,900 　

13.5%

LF1417-17
LF1418-16 ART 〔CH〕Tempête

タンペット

, Vin de France 2017 赤 ¥4,500 2本のみ

'16:14%
'17:13.5%

¥9,400 ﾏｸﾞﾅﾑ'16

LF1417-19 ART 〔CH〕Tempête
タンペット

, Vin de France 2019 赤 ¥5,900 　

13.5%

　 　

LF1402-19 ART 〔CH〕L'Ancestral, Vin de France
ランセストラル

2019 赤 ¥7,900

14.5%

LF1415-15 ART 〔CH〕Racigas, Vin de France
ラシガス

 - Magnum 2015 赤 ¥11,800 ﾏｸﾞﾅﾑ

13.5%

PAULINE BROQUA(Domaine des Buis)
ポーリーヌ・ブロッカ（ドメーヌ・デ・ビュイ）

南西地方

LF3903-20 QUALITY Marin d'Eau Douce
マラン・ドー・ドゥース、AOP アントレーグ・エ・ル・フェル

, AOP Entraygues et le Fel 2020 赤 ¥4,000

12.5% 　

新世代の醸造家

ぶどう品種：フェール・サルヴァドゥ60％、カベルネ・フラン40％　lieu-dit”レ・ビュイ”に植わる樹齢25-40年のぶどう。火山
性砂質リモン土壌。全房で15日間醸し、8時間掛け超ゆっくり圧搾し、ファイバータンクで発酵継続。その後FMLと熟成
をデュミ・ミュイで6ヶ月。超長時間プレス時に空気に触れる為SO2 1g/HL, 瓶詰め前に1g/HL添加。キュヴェ名は「淡
水の船員」の意味で、この地はワインや木の積出港であった事から、バニュルスのyoyoでの研修等様々な旅路を経て
今初めて彼女が自分のぶどうでワインを造るまでに至った事を表現している。紫掛かった淡いルビー色。グミなど小赤果
実やプラム、ブラックベリー、蜜っぽさ、松の実など様々な香りを感じる。フレッシュな飲み心地でタンニンも軽やか、余韻
も永い。

ぶどう品種：メルロ　赤のTOPキュヴェ。牡蠣殻混じりの青色泥炭度土壌。除梗後1-3年使用した開放式小樽（バリッ
ク）にて手で定期的に上下を返しながら1ヶ月発酵、12ヶ月熟成。その間1度だけ澱引きし、フィルターに掛けず瓶詰
め。SO2完全無添加、収量18hl/ha。黒味のある深い色合いのルビー。ダークチェリーなど赤黒果実にカカオの香り。樽
とミネラルが混ざり合い、全てか混然一体となった深い味わいで、余韻も長い。ピュアな味わいが魅力。

ぶどう品種：メルロ60％、ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ40％　粘土質石灰土壌のぶどうを2週間タンクにて醸し。明るいルビー色。
チェリーなど赤果実の香り。赤果実・酸・ビロードの様なタンニンが混然一体となった優しくエレガントな味わい。ラベルの
波は、被害の多かったヴィンテージと子供が生まれて多忙だった年を乗り越えた事を表す。

オーヴェルニュと接するアヴェロンAveyronという産地をご存知の方はいるだろうか？ナチュールファンなら、ニコラ・カルマランと聞けば、ああアレね、と気が付くかもしれ
ないが、今となってはワイン造りは廃れてしまっているらしく、ポーリーヌの持つ畑のアペラシオン"アントレグ・エ・ル・フェル”AOP Entregues et le Felの面積は22ha、
栽培家は僅か5軒だという。理由はここでワイン造りをするのは簡単ではないからだ。ここアヴェロンはフランス中央高地に位置し、そこをトゥルイエール川とロット川が
山を削った渓谷地帯にある。つまり"アントレグ・エ・ル・フェル”というアペラシオンは、トンデモナイ渓谷の斜面が特徴なのだ！行ってみて驚いたが、私が訪れたぶど
う畑では3本の指に入るトンデモナイ急斜面(汗)。ポ－リーヌは7haの畑を所有するが、3haはこんな急斜面にある。正直、転んだら真っ逆さま、命はないだろう、、
ポーリーヌはぶどう栽培家とは無縁の家に育ち、父はヤギの飼育家だった。トゥールーズのカーヴ兼レストランで働いていた時、ニコラ・カルマランのワインを販売して
いたことと、父の影響から自然の中での仕事が好きだったことからワイン造りの道を目指すようになり、ニコラやyoyoその他ドメーヌで研修を受けた。2017年ニコラの
畑の一部を譲り受け、自身のワイン造りが始まった。この地は類まれなワインが出来るテロワールが特徴で、標高240-400mのテラス状の畑には花崗岩性の砂質
土壌があり、多くの地場品種が植えられている。また、良年でも平均24-5hl/haしか取らないというその収量の低さにも驚きだ。

ぶどう品種：メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、ミュスカデル、ソーヴィニヨン・ブラン、マルベック、ペリゴー
ル、ﾕﾆ･ﾌﾞﾗﾝ（トレビアーノ)　このキュヴェには、2021年レスティニャックで醸造したほぼ全ての品種が入っています。2021
年は春の遅霜から始まって病気が広がりすべての被害が生じたヴィンテージ。そんなカオスな状況から、テロワールとワイ
ン造りに関わった全ての人が相互に関わり合い出来上がった。プレスワインはヴァ・トゥ・フェール・ボワールに使用。　ぶど
うを軽く醸し抽出はとても優しく行い、フードル(大樽)で発酵させ、そのまま熟成。ややオレンジ掛かった赤色の入ったロゼ
の色調。小さい赤花の香りや花の蜜の香り、自然な口当たりでエアリー。お花畑に蝶々が飛んでいる様なとても軽やか
でエレガントな味わい。　「カオスモス」とは、カオス(混沌)から相互的影響(オスモス)により調和が生まれた年、2021年の
こと。

稀有な
テロワール

ぶどう品種：ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ､ｾﾐﾖﾝ､ﾐｭｽｶﾃﾞﾙ､ﾏﾙﾍﾞｯｸ､ﾍﾟﾘｺﾞｰﾙ､ﾕﾆ･ﾌﾞﾗﾝ（トレビアーノ)､ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ､ﾒﾙﾛ　'20
年、耕作放棄(ﾌﾘｯｼｭと呼ばれる)されていた畑を手に入れた。当初はあまり関心なかったが、白と黒10種程の品種が
混植されたこの畑には他にない個性があることに気付き入手！北向き斜面、粘土石灰と泥炭土に植わる樹齢50-95
年の樹。すべて一緒に収穫し、全房で10日間混醸後、7か月セメントタンク熟成。清澄もフィルターにも掛けず、僅かに
SO2添加し瓶詰め(総亜硫酸29mg/L)。とても淡いガーネット色、バラやハイビスカスの香、熟したザクロやグロゼイユの
優しい果実風味、ほんのりナッツの香り。口中でバラのドライフラワーやフォル・ノワールのリキュール、オードヴィなど様々な
風味が広がる。フレッシュでありながら熟成感を感じる不思議な味わい。

ぶどう品種：メルロ50％、ｶﾍﾞﾙﾈ･フラン50％　茶色＆青泥炭土土壌のぶどうを品種ごとに全房で2週間醸し後、セメン
トタンクで18か月熟成、コラージュ/フィルター掛けず僅かな亜硫酸を加え瓶詰め。’19は夏暑く乾燥し、高品質なぶどう
が収穫できたよい年。仄かに茶色味掛かった淡いルビー色。ダークチェリーの果実風味でちょっとナッティな香り。とても軽
やかな口当たりでそれぞれの要素が溶け合った、まるでメルヘンの世界に入った様な味わい。ブルゴーニュの様に繊細で
薫り高い。新しいフェーズに入ったレスティニャックを感じさせる別次元の味わい。

ぶどう品種：カベルネ・フラン　石灰土壌に植わるぶどう。除梗し10日間醸し、古樽で24ヶ月熟成。醸造中に亜硫酸
1g/HL添加。2樽(600本)のみの極小キュヴェ。あずき掛かったやや淡いルビーの色調。ブルーベリーやブラックベリーの赤
黒果実風味に、なめし革やあずきの香りを感じる。口に含むとブルーベリーの風味が広がり、次いで優しい果実の甘み
を感じる。果実の熟したニュアンスを感じるにもかかわらず、ふわふわととても軽やかな飲み心地。タンニンはとろけていて
超細かく、とても印象的な味わい。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

PAULINE BROQUA(Domaine des Buis)
ポーリーヌ・ブロッカ（ドメーヌ・デ・ビュイ）

南西地方

LF3901-20 ART Sapé Comme Gamay
サペ・コム・ガメイ

, Vin de France 2020 赤 ¥5,200 僅少

12.5%

LF3902-20 ART de Toute Facon le Vent Souffle, AOP Entraygues et le Fel
ル・ヴァン・スーフル、AOP アントレーグ・エ・ル・フェル

2020 赤 ¥5,200

12.5%

VIN DES POTES
ヴァン・デ・ポット

地中海地方

LF3702-21 FRIENDLY Bloom, AOP Côtes du Rhône
ブルーム、AOP コート・デュ・ローヌ

2021 白 ¥3,000 　

12.0%

LF3706-21 QUALITY Fatal(e), Vin de France
ファタル

2021 ロゼ ¥3,900 　

12.0%

LF3703-21 FRIENDLY Apache
アパッシュ

, Vin de France 2020 赤 ¥2,900 　

12.5%

LE PIN DU CHATEAU
ル・パン・デュ・シャトー

ラングドック地方

LF020-17 FRIENDLY La Fantasie, IGP d'Oc
ラ・ファンタジー、IGPドック

2017 赤 ¥2,000 　

LF0202-16 FRIENDLY Le Pin du Chateau, AOC Corbières
AOC コルビエール

2016 赤 ¥2,100 　

14.0%

ぶどう品種：カリニャン70%、グルナッシュ20%、ムールヴェードル10% 　マキシム・マニョンから自然派ワイン造りを伝授された
若きコルビエールの生産者、ヨアン・モレーノとのコラボ。粘土質石灰土壌のぶどうを全房で醸した後12か月タンク熟成。
紫掛かったルビーの色調。プラムの赤果実風味豊かで、スミレのフローラルな香りあり。果実の甘みを感じるような口当
たり、素直な飲み口で、赤果実を楽しめる味わい。「アパッシュ」（アパッチ）というキュヴェ名は、インドのスパイスを連想さ
せる味わいから。

ユニークな生産者が出現した。それは、自然派ワインに魅せられちょっとキチガイのようになってしまった2人のソムリエが、親友の生産者と一緒にワ
インを造ったのが始まりだった。そのワインが人気となり、2016年正式に”狂ったソムリエ”という名の会社を設立し、"Vin des Potes"（親友のワイン）
という名前で各種ワインをリリースするようになった。2人のソムリエとは、アルルのミシュラン星付きレストラン”シャサニェット”で働いていたヨアンと、
アルルのワインバーで働いていたバジルの事。彼らのワイン造りは独創的！自分たちが好きで信頼を寄せる生産者に、自分達のワインのアイデア
を話し、生産者と一緒に自分達独自のワインを造るのだ。生産者が造ったワインに自社のラベルを貼るといった事は一切しない。実はラヴニールが
ヴァン・デ・ポットと取引する決め手となったのは、栽培家が造る元々のワインよりその生産者のぶどうでヴァン・デ・ポットが造ったワインの方が数段
美味しかった事が複数あったからだ！そんなヴァン・デ・ポットの人気はうなぎ登りで、今や南仏を中心にフランス、スペイン、イタリア、ギリシャなど地
中海沿岸11生産者らとタッグを組み各種ワインを造るまでになった。狂ったソムリエの動向に、目が離せませんヨ！

ぶどう品種：クレーレット50%、グルナッシュ・ブラン25%、ヴィオニエ25％　南ローヌのヴィラージュVisanの栽培家レミ・プイザ
ンとのコラボ。ビオ、ビオディナミで栽培したぶどうを熟し過ぎない状態で収穫。標高の高いクレーレットと、グルナッシュ・ブ
ラン、ヴィオニエを別々に即圧搾、発酵終了後ブレンドし、翌春に瓶詰め。淡い輝きのあるイエロー。フレッシュな洋ナ
シ、洋ナシのコンポートの香りが主体的。清涼感ある口当たりでミネラル感に富んだ味わい。

コルビエールのグランクリュに認定されたブートナック周辺に125haの敷地を構え、うち37haにぶどうが植えられている。つまり、ぶどう畑は幾つかの
区画に分かれ、その間には深い森や石灰の露出した山、小川が流れるなど、まさに多様な自然が調和している理想的な環境の中で、ぶどうは元気
に育つのだ。マチューのワイン造りの要諦はこうだ。樹齢の古い樹をビオで健全に栽培し、収量を40-45hl/haに抑え味わいを凝縮させるとともにぶど
うを完熟させる。発酵はぶどう丸のまま、或いは一部除梗し、セメントタンク或いは木樽で発酵熟成。味わいは、充実した果実味いっぱいで、うま味が
詰まっている！

ぶどう品種：ガメイ　ドメーヌで最も樹齢の古い混植ぶどう。優れたぶどうが実った年のみ造るキュヴェ。ガメイがとっても健
全でよく熟した事から、ちょっとだけ早く収穫した。全房を足で踏み、毎日ピジャージュしながら4週間醸し。ドゥミ・ミュイで
12ヶ月熟成。熟成中高温になった7/19にSO2 1g/HL添加。僅かに黒味掛かった淡いルビー。ベリー系の赤黒果実風
味にほんのりとバニラっぽさもある。自然な口当たりで軽やかでみずみずしい味わい。サラサラしたタンニンも軽やかで心地
いい。

稀有な
テロワール

ぶどう品種：ｶﾘﾆｬﾝ50%,ｸﾞﾙﾅｯｼｭ25%,ｼﾗｰ20%、ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ5%　手摘みで収穫選別後、ｶﾘﾆｬﾝはぶどう房丸のま
ま、それ以外は除梗しセメントタンクにて発酵。ダークチェリーやフレッシュなプルーンの香り、ハーブや枯葉の香り。口当た
り滑らかで余韻が永い。グリルや炭火で焼いた肉と好相性。

ぶどう品種：フェル・サルヴァドゥ60％、カベルネ・フラン20％、ネグレット・ドゥ・バニャール20％　砂質花崗岩土壌。標高
400mのテラスに植わる樹齢30年のぶどう。全房を足踏みし、10日間醸し。長時間の圧搾後、ドゥミ・ミュイで12ヶ月熟
成。熟成中高温になった7/19にSO2 1g/HL添加。キュヴェ名は、この区画は常に風が吹いている事と、自分を信じて
物事を進めれば遠くまで行けるというクイーンのボヘミアン・ラプソディの歌に因んで命名。ややガーネット掛かった淡いル
ビー色。赤果実に柿っぽさを感じる熟成した風味あり。軽やかな口当たりで、赤果実の旨味に加えて枯葉やキャラメ
ル、サラサラした仄かなタンニンを感じ、余韻も永い。

安心濃旨

マブダチのワイン

ぶどう品種：ｸﾞﾙﾅｯｼｭ80%､ｼﾗｰ20%　一部はぶどう房丸のまま残りは除梗し、セメントタンクにて発酵。やや紫がかった色合いの際立ったルビー色。
ダークチェリーやスミレの香り、口に含むと木苺や野イチゴの果実味が押し寄せてくる。まろやかさありバランスよし！　若干冷やすと果実味が引き立
ちます。

ぶどう品種：カリニャン100%　ラングドック地方、南ローヌとの狭間に位置するロスタンクリエール村に所在する元ジャーナリ
ストで女性醸造家、カトリーヌ・ベルナールとのコラボワイン。粘土質石灰土壌に植わる樹齢の古いカリニャンに情熱を
燃やす。収量30hl/ha。95％のぶどうは9月6-8日に収穫し一晩冷却した後、ゆっくりとプレスし発酵、残りの5％は赤ワ
インとして醸造。ファイバータンクとバリックで熟成後冬の間にブレンド。淡いサクランボ色の色調。アセロラやサクランボ、グ
ミの軽やかな香り。口に含むとアセロラジュースの様な爽やかな飲み口、程よい酸とミネラル感あり。桜餅に合いそうな、
スルスル系ワイン



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

LES VINS MONT-VAL
レ・ヴァン・モン・ヴァル

ラングドック地方

LF4203-20 QUALITY Toa
トア

2020 赤 ¥3,500

13.5%

LE PETIT DOMAINE
ル・プチ・ドメーヌ

ラングドック地方

LF0804-14 QUALITY Cyclope, IGP Pays de l'Hérault
シクロープ、IGPペイ・ド・レロー

2014 赤 ¥4,000

13.5%

LF0807-12 ART Titan, IGP Pays de l'Hérault
チタン、IGPペイ・ド・レロー

2012 赤 ¥5,900

14.0%

ERWAN GAUTIER
エルワン・ゴ-チエ

仏/ラングドック地方

LF4601-20 QUALITY Vino Roge, VDF
ヴィノ・ロッジュ

2020 赤 ¥4,300  

　

LF4602-20 QUALITY Bio Logiquement Nature, VDF
ビオ・ロジックモン・ナチュール

2020 赤 ¥4,300  

南仏の新風

ぶどう品種：ｶﾘﾆｬﾝ70%､ｼﾗｰ30%　プルーン、スミレの香りにやや動物的な風味が漂う。滑らかで、フレッシュジュースのよ
うな新鮮な果実味を感じる。軽やかでありながら味わいが詰まっている。キュヴェ名のシクロープは、ギリシャ神話の一つ
目巨人を表す、凄いものの象徴。

モン・ヴァルのジャン・イヴとソフィーとの出会いは、ひょんな事から始まった。今年(2022年)の初め、某オージー＆NZのナチュール系インポーターと共同で試飲会を
開催した際、その晩一緒に飲んだ時その方が秘蔵のワインを持ってきた。それがジャン・イヴがNZで造ったピノ・ノワールで、飲んでみると気品があり、皆とても気に
入ったのだった。実はジャン・イヴはイヴォン・メトラで3年、マチュー・バレで3年、その後オーストラリアで3年、ニュージーで3年と、world wideかつ長いワイン造りの経
験を積んでおり、その後フランスへ戻ってとてもいい条件の畑を手に入れ、2019年からこの地でワイン造りを始めた。手に入れた6haのうち3haは、ドメーヌ・モン
リューのエミール・エレディアから譲り受けた畑で、盆栽の様に小さく丁寧に手入れのされた樹齢90年もの樹を含むとても印象的なものだった。ジャン・イヴの造り出
すワインは従来の濃いラングドックとは一線を画すもので、火山性のバザルト土壌(玄武岩)が程よい酸をもたらし、フレッシュで軽やかな果実感と古い樹齢による
深い味わいが特徴の、新時代の味わいだ！

新鮮新感覚

ぶどう品種：シラー70%、カリニャン30%　シラーはマセラシオン・カルボニックと長期醸しの2つの醸造方法、カリニャンは3週
間と長期の醸しをしたワインをブレンドし、500Lの中樽にて長期間樽熟。丸み、厚みがあり、すべての要素が詰まった、
味わい深くフィネスに富んだTOPキュヴェ。

ぶどう品種：ｶﾘﾆｬﾝ60、ｼﾗｰ20％、ｻﾝｿｰ15％、ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ5％　バザルト(玄武岩)混じりの粘土質石灰土
壌。収量20-40hl/ha。60％全房＆40％除梗し発酵、発酵中に僅かのみ亜硫酸添加。総亜硫酸26mg/L。全体的
に紫掛かったルビー。スミレやチェリーの香り、自然な口当たりで滑らかで、フレッシュ。スミレや赤い花と赤果実の風味が
口中に広がり、タンニンも軽やか。トアとはニュージーランドの原住民マオリ人であり、マオリ人が話す言語の事。マオリ人
は好戦的で、愛妻のソフィーが2020年重い病にかかり辛い闘病生活を送った事から命名。

30歳そこそこのオレリアンが初ヴィンテージからとんでもないワインを造りだした！モンペイルーと云えば、レグリエールやドーピヤックに代表されるように優れたワインを
産出する類稀なテロワールが存在する地。モンペイルーの理想的テロワールに魅せられた彼は、ここで耕作放棄された古木が植わる畑を引き継ぎ、ワイン造りを
開始した。ディジョンの醸造学校で、将来自分自身でワイン造りすることを夢見ながら世界中でワイン造りの経験を積んでいった。ニュージーランド、カリフォルニ
ア、南アフリカ、オーストラリアなど新大陸を中心に栽培・醸造の実践を積み、兼ねてより思いを定めていたモンペイルーにやってきた。彼が目指しているワインと
は、フレッシュな果実味を生かした清涼感あるテロワールワイン。その味わいを常に思い頭に浮かべながら、日々畑仕事を行っている。この味を出すために、今何
をしなければいけないのか・・・　この積み重ねが今、結果となるのだ、、

サハラ譲りの
超自然ワイン

エルワン・ゴーチエ、彼はサハラ砂漠の親の子として生を受け、セネガルで永く暮らしていた。奥様が先生としてラングドックに移住することになったことにより、兼ねて
より関心を持っていた農業に従事することにし、複数の農協やドメーヌでワイン造りの経験を積んだ。そして2006年僅かな畑を取得し、自分自身のぶどう栽培を
有機栽培にて始めた。当初は農協にぶどうを売っていたが、2016年自身の醸造所を取得し、エルワンのワイン造りが始まった。エルワンのワイン造りは徹底してい
る。栽培はビオディナミを取り入れた完全ビオ。有機肥料も一切施さず、耕しもしない徹底した自然栽培で、醸造でも亜硫酸を含めぶどう以外一切添加しない
自然派だ！またドメーヌには機械らしいものは一切存在せず、ポンプも持っていない。それらしきものはラベルを張る為の手製の道具位というから驚きだ。彼の畑
はコルビエールの奥深い山中にあり、シストの岩盤が表土近くまで迫る特殊なテロワールだ。彼の造り出すワインは濃い様でシスト土壌のミネラルがもたらすフレッ
シュ感と酸があり、滑らかで飲み進められる味わいでだ。フォージェールのレオン・バラルに全く引けを取らない深みと飲み易さがある。ただ、すべて手作業で作業す
るエルワンは現在所有する2ha以上広げる積りはなく、生産量はとても限られている。フランスでもほぼ個人客にのみ販売されているので、殆ど知られていないワイ
ンだ。

ぶどう品種：グルナッシュ40％、シラー30％、カリニャン30％　ワイン名はオック語で赤ワインの意で、初めて醸造したキュ
ヴェ、典型的なこの地の品種構成の為命名。樹齢35-60年、典型的なシスト土壌。収量僅か12.5hl/haで、生産量
僅か600本。除梗し破砕、10日程醸し圧搾。タンクで約1年熟成後ブレンド、瓶詰め。紫掛かった深いルビー。プラムの
果実香にほんのり樽を感じる。滑らかな口当たり、詰まった赤果実に酸がギューときて優しい味わい。ユーカリやオリーブ
の余韻。

ぶどう品種：カリニャン50％、シラー25％、グルナッシュ25％　キュヴェ名は、ビオとナチュールを巡る数々の論争をもじった
言葉遊び。樹齢35-60年、典型的なシスト土壌。収量僅か12.5hl/haで、生産量僅か600本。除梗し破砕、10日程
醸し圧搾。タンクで約1年熟成後ブレンド、瓶詰め。黒紫の色調。プラムの赤黒果実風味に、松の実やハーブが感じ取
れる。濃いのに流れる様な口当たりでありながらフレッシュ！酸がしっかり存在する充実した味わい。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

ERWAN GAUTIER
エルワン・ゴ-チエ

仏/ラングドック地方

LF4603-20 QUALITY Lo Cers, VDF
ロ・セール

2020 赤 ¥4,300  

DOMAINE LUDOVIC ENGELVIN
ドメーヌ・リュドヴィック・アンジェルヴァン

ラングドック地方

LF2303-14 QUALITY Cru-Elle, Vin de France
クリュ・エル

2014 赤 ¥3,700

13.0%

LF2307-13 ART Vilaine, Fin de France
ヴィレーヌ

2013 赤 ¥13,000 3本

13.0%

DOMAINE LISSON
ドメーヌ・リッソン

ラングドック地方

LF1901-10 ART Clos des Cèdres, Vin de France
クロ・デ・セードル

2010 赤 ¥10,000 僅少

13.0%

サハラ譲りの
超自然ワイン

ぶどう品種：ムールヴェードル　手摘みで収穫したぶどうを除梗せず手か足で軽く潰しタンクへ投入。ピジャージュをしなが
ら4週間掛けて発酵、醸しは2か月と長期。優しく圧搾後古樽にて18-20か月熟成。収穫が少なく一つのキュヴェしか
造れなかった年。

ワインを一口飲んだその瞬間、まるでグリム童話の世界に迷い込んでしまったような錯覚を覚えた。リッソンはそんな不思議な魅力のあるワイン！
オーナー醸造家のイリス・ルッツ・ルデル女史は30年前ドイツから移住し、1996年この地に自分の手でぶどうの樹を植えたことによりリッソンの歴史が
始まった。なぜフランスに移住してきたのかとても興味深いのだが、今は書かかない。分かっていることは、当初は電気もなく、ほぼ自給自足のような
生活をしていたようだということだ。リッソンのワインは亜硫酸を添加したとしてもせいぜい10mg/L程度の、全くのヴァン・ナチュールなのだが、ヴァン・
ナチュールのムーヴメントには一切かかわらず独自路線を貫いている。また、スイスイ系の味わいが主流の自然派ワインと違い、リッソンのワインは
瓶詰めして直ぐはまず飲めない。とても濃密で樽熟18か月しているリッソンは、瓶詰め後数年経ってやっと本来の味わいが楽しめるという、瓶熟を必
要とする或る意味クラシックなスタイルのワインなのだ。　さて、そんなリッソンを味わいながら、グリム童話の世界を旅してみてはいかが？

新時代の農業

ぶどう品種：ｸﾞﾙﾅｯｼｭ･ﾉﾜｰﾙ60%､ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ40%　ステンレスタンクにて熟成後、翌春瓶詰め。瓶詰め時のみ酸化
防止剤1g/HL添加。伝統的醸造法によるワインだがその味わいは上品さとエレガンスに富んだ特筆すべきもの！スミレ
の香りに、どこまでも純粋な味わい。5800本生産。

味わいは
まるでグリム童話

３つ星“ミッシェル・ゲラール”にてソムリエとして働いていたリュドヴィックは、まだ化学物質が使用される前のボルドー古酒や偉大なワインを日常的
に試飲していた。特にアンリ・ジャイエのワインからは多くのことを学んだようだ。近年の画一化されたボルドーに魅力を感じなくなった彼は、造り手に
転身！ラングドックの最東部、ニームの西20kmに位置するヴィック・ル・フレスク村に理想的な畑を手に入れ、2010年からワインを造り始めた。ここは
内陸部ゆえ比較的涼しいテロワールで、栽培はビオディナミを取り入れた独自の有機農法。ぶどうの樹はセレクション・マサルにより植樹。肥料は用
いず畑で羊を放し飼いにし、羊が畑の草を食み排泄した糞をぶどう樹が吸収する。まさにこの場所にてすべての生態系が調和・循環する”新世代の
農業”を実践。彼のワインの特徴は、”エレガンス”と”純粋さ”！濃さは一切求めておりません。彼のワインの純粋さは、間違いなく徹底した自然な手
法による農業と、周りの環境と調和に基づいた畑仕事から来ると確信しました。トップキュヴェはアンフォラで醸し、出来ることはすべてやり尽くした究
極のワイン。

ぶどう品種：樹齢の最も古いグルナッシュ　砂岩質粘土土壌、野生酵母の働きによりSO2使用せず醸造。ブルゴーニュ
樽にて12か月熟成後、ステンレスタンクで6か月熟成。瓶詰め時に1-1.5g/HLと微量のSO2を添加。束の間の夏の恋
が起源となったワイン。ラベルはルードヴィックが写生した意味深いもの。

ぶどう品種：グルナッシュ50％、シラー50％　キュヴェ名は、すぐ物事に熱くなるこの地域人の特徴をオック語で表現。樹
齢35-40年、典型的なシスト土壌。収量僅か12.5hl/haで、生産量僅か600本。除梗し破砕、10日程醸し圧搾。タン
クで約1年熟成後ブレンド、瓶詰め。インクの様に濃い色調。プラムやブラックベリーのとても熟した赤黒果実に、ザクロや
ハーブっぽさを感じる風味。自然で滑らかな口当たり、充実した果実感で濃いのに濃くない不思議な味わい。スカットし
た酸がありフレッシュ感あり。



品番 スタイル 商品名 年号
色
Alc.

参考上代
(税別)

DOMAINE GIOCANTI
ドメーヌ・ジオカンティ

ル―ション地方

LF4404 QUALITY Inesita Blanc
イネシータ・ブラン

2021 白 ¥4,000 　

12.5%

LF4405 QUALITY Inesita Rouge
イネシータ・ルージュ

2021 赤 ¥4,000 　

12.5%

LF4402-19 QUALITY Carignan de 1905
カリニャン 1905、ＩＧＰコート・カタランヌ

, IGP Côtes Catalanes ※2019 赤 ¥4,000 　

13.5%

※4/5,6試飲会
で出品したものと
はｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞが違
います

　

LF4403-15 QUALITY Assemblage Grande Cuvée VV, IGP Côtes Catalanes
アッサンブラージュ・グランド・キュヴェ、　IGP　コート・カタランヌ

2015 赤 ¥4,800

13.5% 　

LF4406 ART Ambre No.9, AOP Rivesaltes
アンブレ・ニュメロ・ヌフ、ＡＯＰ リヴザルト

2010 白・甘 ¥7,300 2本のみ

17.5% 　

ぶどう品種：カリニャン　シスト土壌に1905年植えられた樹齢古いぶどうを、ジャストに完熟した状態で収穫。10日間醸
し、ファイバータンクで熟成。この地のシスト土壌に植わるカリニャンの特徴、つまりメタリックな酸を表現する事に腐心し
醸造。瓶詰め時に亜硫酸10mg/L添加。この区画は、この地域で最も樹齢の古い樹が植わっている。何世代もの栽
培家が丁寧に手を掛け、愛を注いで育んできた。今、それを私が育てる番が回ってきた！　やや紫がかった深みのある
ルビー色。ブラックベリーなど黒系果実に、ちょっとスパイシーな胡椒を感じる。優しく流れる様な口当たりで、ちょっとスパ
イシーなタンニンを感じる。プラムの果実風味に仄かなバニラ風味とミネラル感を感じる。今十分楽しめるが、熟成のポテ
ンシャルも感じ取れる。

ぶどう品種：カリニャン30%、グルナッシュ40%、シラー30%　僅かに過熟状態で収穫、20日間醸し、24か月樽熟。
グルナッシュの果実味、カリニャンの力強さ、シラーのフレッシュ感の最もよいバランスを取る様醸造した。亜硫酸無添
加。この品種構成は、伝統的な最も優れた比率。それぞれの品種が最高のクオリティを発揮できるように完熟し、テロ
ワールの特徴を最大限表現するよう努めた。明るい色調で熟成感を感じるルビー色。プラムやバニラなど様々な風味が
混然一体となった気品あるブーケ。とても滑らかでシルキーな口当たりで、複雑な風味が見事に調和し、永い余韻を奏
でる。

モダン・ルーション
の誕生

マニュエルの畑のあるコート・ド・ルーションのコミューン、ラ・トゥール・ド・フランスは、内陸部のルーションの中では特別な場所だという。それは、既に知られた生産者
が最も多くこのラ・トゥール・ド・フランスにいることからもおのずと理解できる。クロ・デュ・ルージュ・ゴルジュのシリル・ファル、ドメーヌ・ポッシーブルのルイック、リヴァト
ン、、、など、22軒の生産者がこの村にドメーヌを構えているからだ。ルーションの土壌はシストがベースとなっているが、ここラトウール・ド・フランスの畑にはキラキラと
光るミカが多く含まれている。土壌のpHが8ととても高いことから、ワインにしっかりと酸が残ることが、このコミューンが高く評価される所以だ。父はかなり高名な数学
者で、のちにワイン生産者に転身することになるのだが、白血病で亡くなるまでの2010-15年の間、マニュエルは父と共にワイン造りをした。元数学者であっただけ
に、父のワイン造りはかなり緻密なものであった。当時の時代背景から当然ながら父のワイン造りは抽出もしっかりし、樽熟も24か月するなどクラシックなものであっ
たが、テロワールを尊重し、テロワールをしっかり表現することを厳密に行っていた。父の死後、一人でワイン造りをすることになった。1991年生まれのマニュエルは現
在31歳。ルーションで自然な手法でワインを造る生産者としては、最も若い年齢だ。彼は持ち前の好奇心から、自分が目を付けた生産者から自分が疑問に
思っていることをひとつ残らず聞き出した。今の流行は、収穫を早く行い、マセラシオン・カルボニックで軽く醸すことにより、軽く飲みやすいグルーグルータイプのワイン
が主流となっている。父からテロワールを生かす厳格なワイン造りを学んだマニュエルは、それに疑問を持っていた。そんなタイプのワインにテロワールが感じられるだ
ろうか？生産者ともよくそんな議論をした。Yoyoもその一人だ。彼は、自分のワインはテロワールをしっかりと感じさせつつも飲みやすいものでありたいと考え、しっか
りとぶどうを完熟させるが抽出は短くした。ぶどうをしっかり熟させることにより、テロワールの特徴はぶどうに確実に内包され、ぶどうは熟しているので抽出は短時間
で済む。従って、飲みやすいものとなるのだ。そうして、マニュエルのスタイルは確立された。私はラヴニール設立以来10年以上に渡って、ラヴニールが扱うべきルー
ションをずーっと探していたが、なかなか巡り合うことができなかった。昨今のルーションは軽やかで飲み易くはあるが、中身が感じられなかったからだ。しかし、マニュエ
ルのワインを飲んだ時、すぐに直感した。これこそがラヴニールが扱うべきワインだ、と！
皆様に、ようやく自信をもってご紹介できるルーションが誕生しました。ぜひとも味わって頂きたい生産者です！

品種：グルナッシュ・ブラン100％ キラキラと光る雲母(ミカ)が多く含まれるシスト土壌に植わるぶどう。即圧搾後タンクで
発酵・熟成。瓶詰め時に僅かにSO2　2g/HL添加し、瓶詰め。淡いイエローの色調。繊細な白や黄色の花の香りで、
ほのかにナッツ風味を感じる。自然な口当たりで、とても純粋な味わい。

品種：カリニャン80％、グルナッシュ20％ ’21は春の遅霜、雨不足と乾燥により成長がストップした為、僅かしか収穫で
きなかった。野生酵母の働きでステンレスタンクにて発酵、熟成。SO2は添加せず瓶詰め。淡いガーネットの色調。チェ
リーの軽やかな果実香に、フレッシュイチジクの果実風味を感じる。軽やかで熟したイチゴ風味が口中に広がり、儚さを
感じる味わい。イネシータとは、マニュエルの可愛い彼女イネスの事。ダンサーでもあるイネスをラベルに表現。

品種：グルナッシュ・グリ、グルナッシュ・ブラン、マカベウ、カリニャン・ブラン 云わゆる「リブサルト」に相当するヴァン・ドゥ・ナ
チュレル。このワインは、セゲン・モローの樽で12年間ウイヤージュせずゆっくりと酸化熟成した特別な甘口ワイン。SO2無
添加。琥珀色の美しい色調。樫樽やカステラ、オレンジピール入りのパウンドケーキ。まるでコニャックの様なとても豊かな
香りに驚かされる。スーと入ってくる優しい飲み口、バニラやラムレーズン、コニャックやキャラメルなど複雑な香りが余韻と
なって永く織りなす。残糖100gあるが、全く重さを感じさせない。区画”ル・シウール”(樫の意)に植わるワインの為、ラベ
ルに樫の葉をあしらった。



LAURENT CAZOTTES
ローラン・カゾット

南西地方

種類 スタイル 商品名 ヴィンテージ 　alc. 参考上代(税別)

LF3302
オードヴィ ART Reine Claude d'Orée

レーヌ・クロード・ドレ

 - 500ml (2016) 45% ¥15,000

LF3303
オードヴィ ART Mauzac Rose

モーザック・ローズ

 - 500ml (2012) 45% ¥13,000

LF3306-17
リキュール ART Liqueur de Fleurs de Sureau

リキュール・ド・フルール・ド・シュロ

 - 500ml 2017 17% ¥7,400

LF3305-18
リキュール ART Liqueur de 72 Tomates

リキュール・ド・72トマト

 - 500ml 2018 18% ¥8,900

LF3304-15
リキュール ART Liqueur de Folle Noire

リキュール・ド・フォール・ノワール

 - 500ml 2015 18% ¥6,800  

LF3309-19
リキュール ART Liqueur de Cedrat - 500ml

リキュール・ド・セドラ
2019 18% ¥10,000  

世界最高のオードヴィとリキュールで知られるローラン・カゾットは、実はとても高品質なワインも醸しているのです。他のすべての果実や植物同様ビオディナミで栽培
し、全くの自然醸造を行っております。自身が輸入し卸しているルーシー・マルゴーやショブルックと共に、フランスの多くの美味しもの好きに楽しまれております！

最高のオードヴィ
生産者のワイン

世界最高のオードヴィ『ローラン・カゾット』！
～distillerie naturelle～

この地伝統のとても古い種”レーヌ・クロード・ドレ”のプラムを１か月追熟させ黄金色になったところで、ヘタと種をすべて手で取り除き果肉と皮のみを圧搾・搾汁し
長時間に渡り発酵させることにより類まれな香りが生じる。その香りを最大限引き出すように蒸留し熟成。優しく純粋な風味をお愉しみ頂けます。

レモンの原種と云われる”セドラ”の表皮をマール(ｵｰﾄﾞｳﾞｨ)に漬け込み、果糖を加え熟成させたリキュール。セドラは、19世紀終盤にはコルシカ島で盛んに栽培さ
れていた。レモンやベルガモットの様な、とても薫り高く清涼感ある味わい。

”ゴールデン・ジュビレ””ノワール・ド・クリメ”など太陽の光を十分に浴びて見事に完熟した72種類のトマトは、とても豊かな香りに満ちています！その香りを十分に
引き出すようにオードヴィに漬け込み造られたのがこの「トマト・リキュール」なのです！アペリティフとして”タップナード”や”セヴィーチェ”などプロヴァンス風タパスとご
一緒に楽しんではいかがでしょうか？

"フォル・ノワール"(ジュランソン・ノワール)種のぶどうを圧搾する時にフォル・ノワールから造られたオードヴィを加え、熟成させた珍しいリキュール。やや濃い目のサー
モンピンクで、ヴァン・ドゥ・ナチュレルの様な味わい。残糖110g/L

3ッ星「ミッシェル・ブラス」や「アラン・デュカス」「アルページュ」など
世界中のミシュラン星付きレストラン35軒以上で愛飲されてます！

普通のオードヴィ生産者は、果実を収穫したらそのまま潰して搾汁するが、ローラン・カゾットは違う。洋ナシもプラムもガクとジク
を取り除き半分に切り、更に中の種をすべて取り除く。しかもすべて手作業だ！なぜならヘタや種はオードヴィの味わいを損ねるの
で、膨大な手間を掛けてでも大勢の人たちですべて取り除く！その結果、類まれな純粋でピュアな味わいのオードヴィが生まれる。ま
た、一般のリキュールには香料や着色料、保存料など様々な添加物が使用されているものが殆どですが、ローラン・カゾットでは天然
の植物や果実しか使用せず添加物は一切使用しない「ナチュラル・リキュール」！

オーナー生産者のローラン・カゾットは、1957年に父ジャンが始めた蒸留所を1998年に受け継いだ。ジャンも相当な頑固者だったが、
ローランは輪を掛けた頑固者で「最高のオードヴィとリキュール」を生産している。しかもローランは大のワイン好きで、世界中の
TOP自然派ワインを輸入販売する会社もつくってしまった！今や人気の「ルーシー・マルゴー」や「ショブルック」をいち早く見出し
フランスに広めたのもこのローランだ！

最高のｵｰﾄﾞｳﾞｨとﾘｷｭｰﾙを造り出すため、出来ることはすべてやり尽くした珠玉の逸品!
究極の味わいをお届けします！！

ｴﾙﾀﾞｰﾌﾗﾜｰ（ニワトコ）の花の花びらのみをワインとオードヴィに漬け込む事により、可憐なニワトコの花の香りを閉じ込めました！熟成により甘みや苦み、各種の
物質の味わいがオーケストラの様に奏でられます。目を閉じれば、きっと貴方はお花畑にいると思われるでしょう！

有機栽培のぶどうからワインを造っている生産者は全体の約8％なのに対し、有機栽培の果物からオードヴィを造っている生産者は
たった0.9％しか存在しない！ローラン・カゾットは2003年から単なるビオに留まらずビオディナミに転換し、究極の農業を実践して
いる！しかも収穫した果物をそのまま発酵させるのではなく、約１か月追熟させるために寝かし、十分に糖分が凝縮してから初めて絞
ります！まさに妥協知らず！

過熟させた南西地方固有品種”モーザック・ローズ”種のぶどうを手で除梗し軽く優しく圧搾し、発酵後蒸留。ラムレーズンの香りでとても優しい口当たり。

【栽培】 たった0.9％しか存在しない究極の自然栽培！

【造り】 最大限手間を掛けた”ナチュラル”オードヴィ＆リキュール！

【造り手】 妥協知らずの頑固者！

何
が
ス
ゴ
イ
？
！
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