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特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

方角＆標高 土壌 石灰質 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: NV 750ml/6 CH4100-501A ¥6,000

柑橘類、フレッシュな中に上品な丸み。絶妙なフルーティーさがミネラルの最後に現れる。

特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

方角＆標高 土壌 石灰質 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: 2019 750ml/12 VL2119-32Z ¥2,000

ホワイト・バージンの名を付けられたピュアな味わいのワイン。

特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

方角＆標高 土壌 粘土石灰質 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: 2018 750ml/12 BG2118-28ZN ¥2,700

初夏から夏にかけて飲みたいキリッとした酸味が特徴の王道のシャブリ。

特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

方角＆標高 土壌 粘土石灰質 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: 2018 750ml/12 BG2118-27Z ¥4,000

　 ステンレスタンク　

　 ステンレスタンク　

3267681227196 

Champagne Didier Chopin Vallee de la Marne

シャンパーニュ ディディエ・ショパン ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

3490207891513

3760172042143

3267681191237

高品質かつ手頃なシャンパーニュを手掛ける家族経営ワイナリー

1989年にヴァレ・ド・ラ・マルヌに設立された新進のシャンパンハウス。創設者ディディエ・ショパンは伝統を重んじるシャンパンを造
り現代に蘇らせています。現在８ヘクタールの良質なテロワールを所有。クオリティーの高さは早くから海外で評価され、上級物はノル
ウェーでのシャンパーニュ・コンクールでクリュグやドンペリを押さえ第１位に輝き、ベルギーのコンクールでは出品シャンパーニュ全
４００銘柄中１９位という上位にランクされました。現在もその栄光とは裏腹に家族経営にこだわり少人数、最上のクオリティーを追求
し続けています。

SPARKLING  WINE
Champagne Stesson Brut, Cuvee Subtile

シャンパーニュ・ステッソン・ブリュット、キュベ・スブティヌ

ヴァレ・ド・ラ・マルヌ地区での主品種、厳選したピノムニエ、ピノノワールを使い造られたブランドノワール。

伝統的なワイン製法でアロマが複雑さを増すようにマロラクティック発酵、タンクで熟成。5年間12℃の定温でセラー熟成。

洋ナシやプラムのようなフルーツ香。なめらかでフレッシュな風味は、様々なシーンで手軽にお楽しみ頂ける高品質なシャンパーニュ。

ピノムニエ60％　ピノ・ノワール40％ ー

南西向き ステンレスタンク15日間

樹齢45年～90年　シャブリ仕立て ステンレスタンクで熟成。最低3年間の瓶内熟成。

Chablis

シャブリ

収穫は手摘み。伝統的な製法。　

フルーツとミネラルが豊富な柑橘系のフレーバーが楽しめ、味わいにもイエローフルーツ、蜂蜜を感じさせ心地よい酸味が印象的。　

シャルドネ100 　

Val de Loire  Domaine Bideau-Giraud  La Haye Fouassière

 ヴァル・ドゥ・ロワール ドメーヌ・ビドー・ジロー  ラ・エイ・ファシエール

Bourgogne  Maison Chandesais

ブルゴーニュ メゾン・ションドセ

100年間四世代に渡り家族経営を続けているミュスカデを代表する生産者。2010年よりビオワイン。

マリー・ベアトリス・ジローとダニエル・ビドーがコンビを組むドメーヌ。1999年よりテラヴィティス（低農薬療法）を導入し、品質や
環境を尊重しながらミュスカデ造りを行っています。80％ミュスカデ、10％IGPビノグリ、10％VDFコロンバ－ルを生産。

WHITE  WINE
Muscadet Sèvre et Maine, Sur Lie, Domaine Le Vieux Chai

ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ・シュル・リー・ドメーヌ・ル・ヴュー・シェ

畑はアモリカン山脈群に位置しています。熟したブドウを厳選し6～12ヶ月シュール・リー。　

フレッシュなブーケにフローラルノート、柑橘類、フレッシュな中に上品な丸み。絶妙なフルーティーさがミネラルの最後に現れる。　

ムロン・ド・ブルゴーニュ100 テラヴィティス

南西向き ステンレスタンク15日間

　 　

1933年設立。9つのプルミエ・クリュを含む42アイテムをリリース。ブルゴーニュのテロワールを大切にしています。

WHITE  WINE
Bourgogne Chardonnay, ”Vierge Blanche"

ブルゴーニュ・シャルドネ・”ヴィエジュ・ブランシュ”

収穫は手摘み。若い時からでも十分楽しめるが5年間寝かせても楽しめる。白身魚のムニエルなどには相性ばっちり。　

バニラ香と柑橘系の爽やかな香り。フルーティでバランスのとれた仕上がり。　

シャルドネ100 　

　 ステンレスタンク　

　 新樽比率1/2、残りの1/2は1～2年使用の樽熟。　



2021 RETAIL

特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

植密度＆収穫量 土壌 粘土石灰質 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: 2017 750ml/12 BG1117-35ZN ¥2,900

特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

植密度＆収穫量 土壌 頁岩粘土と砂質粘土土壌 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: 2019 750ml/12 VL2119-501Z ¥2,200

特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

植密度＆収穫量 土壌 粘土石灰質　 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: 2020 750ml/12 BG2120-510Z ¥4,100

特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

植密度＆収穫量 土壌 粘土石灰質　 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: 2020 750ml/12 BG2120-511Z ¥2,800

特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

植密度＆収穫量 土壌 粘土石灰質　 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: 2020 750ml/12 BG1120-504Z ¥3,100  

RED  WINE

Bourgogne Pinot Noir
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール

収穫、選別はすべて手作業。セミ・マセラシン・カルボニック製法により、ナチュラルでそのブドウの個性がより表現されたワインに。

セミ・マセラシン・カルボニック製法で造られたブルゴーニュ・ピノ。赤みがしっかり出た独特の鮮やかな色合い。

ルビー色に輝くこのワインはイチゴやブラックベリーの香りが豊かで、ほど良いタンニンと優しい酸とのマッチングが見事。

ピノ・ノワール100

ステンレスタンク　

15℃に温度コントロールされたセラーで6～9か月間ステンレスタンクにて。その後軽く濾過。

Bourgogne Chardonnay 

ブルゴーニュ・シャルドネ

瓶詰前の濾過によりフレッシュでクリーンでバランスの取れたワインに仕上がっている。　

収穫は手作業。ステンレスタンクで低温発酵をすることで、ブドウ本来のフレッシュ感と芳醇な旨みを引き出す。

レモンのような淡い色合い、バニラ香と柑橘系の爽やかな香り、フルーティでバランスのとれた仕上がり。

シャルドネ100

ステンレスタンク　

セラーで４～６か月間ステンレスタンクで熟成。瓶詰前に軽く濾過。

1911年に設立されたギュイヨファミリーグループにELGは属しています。ボジョレー、ブルゴーニュ、コスティエール・ド・ニームに畑を
所有し、ワイン造りの他、規格提案に力を入れており、ネゴシアンとしてフランス各地のワインをボトリングし、世界20ヶ国以上に輸出
しています。また有機ワインにおいては、IFS、BRC、及びECOCERTの認証を受けています。

WHITE  WINE
Chablis

シャブリ

丁寧なワイン造りによりピュアなミネラル、かっちりとした酸を持つ典型的なシャブリ。　

シャブリの典型的な牡蠣の化石を含む石灰岩の泥灰土から。空気圧プレスによりゆっくりジュースを絞り、温度コントロールされたタンクでスキンコンタクト。　

輝きのあるクリア・イエロー。フルーツとミネラルが豊富な柑橘系のフレーバーが楽しめ、味わいにもイエローフルーツ、蜂蜜を感じさせ心地良い酸が印象的。　

シャルドネ100

ステンレスタンク　

ステンレスタンクにて４～６か月間熟成、ミネラル感を重要視し軽く濾過。　

Bourgogne Société ELG Saint-Jean d'Ardières

ブルゴーニュ ソシエ・ELG・サンジャン・ダルディエール

高品質で魅力的な価格帯のワインを世界20カ国以上に送り出しているネゴシアン。

Muscadet Sèvre et Maine, Sur Lie, Domaine des Noelles

ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ・シュル・リー・ドメーヌ・デ・ノエル

土壌からのミネラルとフルーティさとフレッシュな中に上品な丸みが有る。　

プレス後低温（15℃）で沈殿させ、旨みをワインにもたらすためにシュル・リーを行う。

フレッシュでブーケにフローラルノート、柑橘類、ミネラル。微妙なフルーティーさがミネラルのフィナーレに現れる。

ムロン・ド・ブルゴーニュ（ミュスカデ）100

ステンレスタンク

ステンレスタンク

Val de Loire Domaine des Noelles la Haye Fouassière

ヴァル・ドゥ・ロワール ドメーヌ・デ・ノエル ラ　エイ　ファシエール

歴史ある家族経営ドメーヌにより造られた品質重視のミュスカデ。

ナントから南東15ｋｍにあるモニエール村にあるミュスカデセーヴルエメインの中心部に位置するドメーヌ・デ・ノエル・ドゥ・セーヴ
ルは、父から息子へと4世代にわたって引き継がれた15ヘクタールの家族経営のドメーヌです。歴史は古く1,800年の終わりにブドウの木
を所有し、その後1925年にブドウ販売、1957年にテオフィル・シェローによりワイン生産者としての地位を確立しました。1981年より現
在のレミとファビエンヌ・シェローが畑を広げ約30,000本のボトルワインを生産するまでになりました。

WHITE  WINE

4933238077048  

RED  WINE
Bourgogne Pinot Noir Rouge, ”Coeur Rubis"

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・”ク－ル・ルビ”

ハート・ルビーの名をつけられたチャーミングなワイン。

ローストビーフ、グリルチキン、チーズとの相性は抜群で５年先までは十分楽しめるピノ・ノワール。

イチゴやブラックベリーの香りが豊かで、程よいタンニンと優しい酸とのマッチングが見事な一品。

ピノ・ノワール100

ステンレスタンク

ステンレス60％、オーク樽40％の内新樽比率10％



2021 RETAIL

特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

植密度＆収穫量 土壌 粘土石灰質 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: 2016 750ml/12 PM1116-09M ¥5,800

特徴

味わい

ブドウ品種 Ｂｉｏ認証等

植密度＆収穫量 土壌 粘土石灰質 発酵

樹齢＆仕立て 熟成

JAN: 2016 750ml/12 PM1116-10M ¥4,4008032793973379  

4933238080178  

Barbaresco DOCG ”ENOBILIA”

バルバレスコ・“エノビリア”

ネイヴェとバルバレスコに位置する区域で生産されるバルバレスコ。　

　

イチゴとラズベリーの香。エレガントで、柔らかい果実が、滑らかなタンニンと共に余韻に感じられる。

ネッビオーロ100

標高700ｍ ステンレスタンク

樹齢35年　グイヨ 2年オーク樽熟成。その後６ヶ月瓶熟。

Piemonte Bosio Group

ポジオ・グルーポ

1967年創立。350ヘクタール分の畑で生産を行っています。

RED  WINE

ピエモンテ

Barolo DOCG ”ENOBILIA”

バローロ・“エノビリア”

ラ・モッラの隣の区域ヴェルドゥーノで生産されるバローロ。　　

　

エレガントで、滑らかなタンニンと共に力強さを兼ね備えた典型的なフル・ボディ・バローロ。　

ネッビオーロ100

標高350ｍ ステンレスタンク

樹齢35年　グイヨ 3年フレンチオーク樽熟成。


