
㈱エイ･エム･ズィー　東京都港区南青山1-15-16 TEL: 03-5771-7701  FAX: 03-5771-7703
貴社名:                                      ご担当:          様　ご連絡先:　　　(　　　)

LANGUEDOC ROUSSILLON / FRANCE

WHAT:
ラングドック産のエレガントで繊細なマ
ルベック100%。赤ワイン用のマルベッ
クを提供してくれている生産者から調達
しています。収穫は葡萄が十分に熟すよ
うに慎重にタイミングを計りながらも､
ロゼに必要なフレッシュで活力のある味
わいを見定めて行います。

WHERE:
ラングドック･ルーションの2つの産地､
ミネルヴォワとベジェの近くで収穫。

FOOD MATCHING:
幅広い料理と好相性ですが､味噌や醤油､
トマトやチーズなどを使った料理とよく
合います。生産者のおすすめはステーキ
や魚介のマリネ､ブイヤベースなどです。

TASTE PROFILE:
可愛らしいピンク色のミディアムボディ。
繊細なアロマ､ジューシーなラズベリー
と酸とのバランスが心地よくストロベ
リーのフレーバーや柔らかなベリー系果
実のアロマ､生き生きとした柑橘系の口
当たり。

ブティノ マル･ベック ロゼ

㈱エイ・エム・ズィー 東京都港区南青山1-15-16-3F TEL:03-5771-7701 FAX 03-5771-7703
貴社名： ご担当： 様 ご連絡先： (                  )

Suitable for Vegans

5月下旬~6月販売開始予定

Suitable for Vegans

さわやかな風香る､南仏産辛口ロゼさわやかな風香る､南仏産辛口ロゼ

BOUTINOT  / mal.bek Rosé 2020年産 750ML 13%
IGP PAYS D'OC - MALBEC / ROSÉ WINE / FRANCE

参考上代￥2,000 
ご注文数 :       本

税別表示 / ｹｰｽ価格12本毎適用
辛口ロゼ / ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ /  JAN:3430560011425
ボトルサイズ：高さ322mm, 肩口迄233mm, 直径75mm

WINEMAKING MAGIC:
収穫日の見極めはとても重要です。
生産者は､果実の酸味とフレッシュさを求め
ています。その為､収穫は非常に早く､午前
中のみの摘み取りで行われます。ブドウは
できるだけ冷涼な状態で収穫し､白ワインの
ように直接プレスされます(直接圧搾法)。
ここでは短時間のマセラシオンが鍵となり､
色や風味の成分を優しく抽出する為に果皮
や果実が十分な質を備えているかが重要な
のです。繊細なプレスの後､ステンレスタン
クによる厳密な温度管理により低温で､厳選
された酵母により発酵されます。澱上で
3~4か月ステンレスタンクで熟成されフ
レッシュな果実味を保ったまま素早く瓶詰
めされます。栽培時はもちろん､清澄時の卵
白等の動物性由来食品不使用で､VEGANS
（ｳﾞｨｰｶﾞﾝ/完全菜食主義者)の方にもお楽し
み頂けます。

Bouthinot社醸造家 Guillaume Letang

ｳﾞｨｰｶﾞﾝ好適品/動物性由来食品不使用

2018年産
IWSC 2019

BRONZE MEDAL
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㈱エイ･エム･ズィー　東京都港区南青山1-15-16-3F TEL: 03-5771-7701 FAX: 03-5771-7703
貴社名:　　　　　　　ご担当者様:       様　　ご連絡先:        (          )       .

ボードヴァンはReims(ランス)の中心から17kmほど離れた北西にあるMassif de
St Thierry(マシフ･ド･サン･ティエリ)のCormicy(コルミシー)にある生産者です。

1978年創業で､現在は2代目のMichel Baudvin(ミシェル)と3代目となる息子

Geoffrey(ジェフリー)によって運営されています。畑は自社で所有しています

が､自社の醸造設備を持たず､近隣の栽培農家らと共同組合の設備を使用して各

自のブドウで醸造を行い､自身のブランドで販売しているので､Récoltant
Coopérateur(RC: レコルタン･コーペラテュール)という形態で運営しています。

所有畑は7haほどあり､平均的な樹齢は約40年です。現在､スタンダードキュ

ヴェからプレミアムキュヴェまで全9種のシャンパーニュを生産しています。

全体の年間平均生産本数は約5万本でその内､今回ご案内のスタンダードキュ

ヴェであるBrut Evidenceは年間約1万本を生産しています。所有畑はAOC
CHAMPAGNEにあり､環境に配慮した持続可能な農法で栽培され､手摘みで収

穫しています。創業以来､一貫しているのは常に畑で最善を尽くすと言う事で､

丁寧に手間を惜しまず大切に栽培し､ブドウの持つ自然な味わいを素直に感じ

ることの出来る造りを心掛けているそうです。また上質なシャンパーニュを少

しでも多くの人たちにもっと気軽に楽しんでもらえるよう常に良心的な価格設

定でシャンパーニュの本来のあるべき姿を体現している生産者なのです。彼ら

のコンセプトは"KEEP CALM AND DRINK CHAMPAGNE" これはゆったり

と落ち着いた気持ちでシャンパーニュをじっくりと楽しんで欲しいという思い

が込められているのです。

品種 : 40% Pinot Noir,40% Pinot Meunier
20% Chardonnay

所有畑総面積 : 7ha  / 収穫 : 手摘
平均樹齢 : 40年 /栽培 : 厳格なﾘｭｯﾄ･ﾚｿﾞﾈ
ﾄﾞｻｰｼﾞｭ : 4g/L / 25%ﾘｻﾞｰﾌﾞ / 残糖度: 7.05g/L
発酵槽&ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ : ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ / 発酵 : 2-3週間
発酵温度 : 16度～20度 / ﾏﾛﾗｸﾃｨｯｸ発酵 : 有
ﾙﾐｭｱｰｼﾞｭ: 基本的に手動+機械
瓶熟 : 自社ｾﾗｰで最低36ヶ月以上
度数 : 12% / 栓 : ｺﾙｸ / ガス圧 : 6.6bars

JAN:  3760178180016 (貼付済)

*税別表示

Michel BAUDVIN (左･父)
Geoffrey BAUDVIN(息子)

ライム､グレープフルーツ､レモンなどのシトラス系の香り
や青リンゴや白い花などの清涼感のある爽やかな香りに
ブリオッシュの芳醇な香りや上質なハチミツのニュアン
スも微かに感じられます。泡立ちもクリーミーで質感の
キメ細かさがあり､果実味豊かでフルーティさと適度な軽
妙さが魅力です。季節や食事やシーンを問わず楽しめる
飲み飽きしない万人受けするタイプのシャンパーニュに
仕上がっています。キュヴェ名のエヴィデンスとは証明
の意。シャンパーニュという素晴らしいテロワールの証
明という事で命名されました。

BRUT EVIDENCE NV
ブリュット エヴィデンス

参考上代 ¥4,170
ご注文数 本
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㈱エイ･エム･ズィー　東京都港区南青山1-15-16-3F TEL: 03-5771-7701 FAX: 03-5771-7703
貴社名:　　　　　　　　　　　ご担当者様:       様　　ご連絡先:       (          )       .

ご注文数

ケース

参考上代:￥2,670

JAN :4515286020810

品種 : Chardonnay, Pinot Noir
栽培面積 : 65ha
収穫 : 手摘

平均樹齢 : 30年
ﾄﾞｻｰｼﾞｭ : 8g/L
醗酵槽 : ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ
醗酵期間 : 1.5週間

醗酵温度 : 16℃～18℃
熟成 : 12-15ヶ月瓶熟

SO2 : 0.12ｇ/L
栓 :ｺﾙｸ

初めて Crémant de Bourgogne を造ったことでも有名な生産者組合が造るｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ抜
群のｸﾚﾏﾝ･ﾄﾞ・ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ。収穫は全て手作業で､丁寧により分けながら摘み取られ､小分けさ
れた箱でつぶれないように大事に運ばれます。再度、選果された後、空気圧によってプレスさ
れ､純粋な果汁のみが抽出されます。その後､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御されたｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで16～18℃で
管理されｱﾙｺｰﾙ発酵が行われます。ﾏﾛﾗｸﾃｨｯｸ醗酵は100%なされます。ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭと同様
に瓶内二次醗酵は瓶詰め後に起こり、成熟して気泡の最適なｸﾘｰﾐｰで細かな泡立ちを得る
には少なくとも12から15ヶ月を要します。今回は通常ｷｭｳﾞｪとは若干ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ比率の異なるもの
を特別にあしらえました。ｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに優れ、万人に受け容れられる風味豊かな味わいに
仕上がっています。優良生産者組合CAVE DE LUGNYの造る特別なｷｭｳﾞｪです。

色合いは煌めきのあるﾗｲﾄｺﾞｰﾙﾄﾞ。ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾃﾞﾘ
ｼｬｽ､ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ､ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ､ﾄｰｽﾄ､白桃､ﾄﾞﾗｲ
ﾌﾙｰﾂ､ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂ､白い花などの豊かな香り立
ち。ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨで風味はとても豊か。酸と果実
味とのﾊﾞﾗﾝｽもよく､泡立ちもきめ細かくとてもｸ
ﾘｰﾐｰに仕上がっています。余韻もしっかりとあ
り､ｼｬｰﾌﾟでｴﾚｶﾞﾝﾄなｽﾀｲﾙで嫌味を全く感じさ
せない万人に好まれる味わいを持つｷｭｳﾞｪです。

税別表示
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㈱エイ･エム･ズィー　東京都港区南青山1-15-16 TEL: 03-5771-7701  FAX: 03-5771-7703
貴社名:                                      ご担当:          様　ご連絡先:　　　(　　　)

BRUT NV
レ･フルール･ブランシュブリュット

白い花(フルール･ブランシュ)と名付けられた
オーガニック･フレンチ･スパークリング。淡く
輝きのあるゴールデンイエロー。泡立ちは柔ら
かく繊細です。明るく活気があり､果物がぎっ
しりと詰まっています。フルール･ド･ブラン
シュの名の通り､白い花の香りに包まれ､青リン
ゴ､洋梨､シトラス等柑橘系の爽やかさがありま
す。クリーミーな泡立ちは清涼感がありフレッ
シュな酸と豊かな果実味を楽しめます。エコ
セール認証の有機栽培に加え､動物性由来品不
使用のヴィーガン(完全菜食主義者)ワインでも
あり幅広い方々にお楽しみ頂けます。

ヴァン･ムスー
オーガニックスパークリングワイン辛口白
生産地:フランス産 ＊醸造地が産地
ブドウ栽培地:スペイン産/協同組合
醸造･瓶詰:ブルゴーニュボーヌ
農法:有機栽培
認証: ECOCERT認証取得済
品種:アイレン種100% (Airén)
醸造: BOUTINOT (ブティノ社)
製法:メトー･ド･シャルマ方式
ヴィーガン(VEGAN/動物性由来品不使用)
残糖度:約9 g/L
ガス圧:約5 bar
度数: 11.5 %

参考上代 ¥1,920

ご注文数 :       本
*税別
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㈱エイ･エム･ズィー　東京都港区南青山1-15-16-3F TEL: 03-5771-7701 FAX: 03-5771-7703
貴社名:　　　　　　　　　　　ご担当者様:       様　　ご連絡先:       (          )       .

南部ﾛｰﾇのｳﾞｫｰｸﾘｭｰｽﾞ地区の良質なｸﾞﾙ
ﾅｯｼｭ､ｼﾗｰから造られるｷｭｳﾞｪ。ﾐﾃﾞｨｱﾑ･ﾎﾞ
ﾃﾞｨでとても友好的な味わい。よく熟したｼ
ﾗｰの絶妙なｽﾊﾟｲｼｰさと豊富な果実味のｸﾞ
ﾙﾅｯｼｭがﾊﾞﾗﾝｽ良くﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。青みなく､ﾀﾝﾆ
ﾝも柔らか。ﾃｸｽﾁｬｰは円みを帯びた仕上
がりで､柔らかくしなやかな質感と純粋で豊
かな果実味が印象的。均整が取れ、焦点
もきっちりと定まった毎日でも楽しめる高品
質なﾃﾞｲﾘｰﾜｲﾝです。

1980年にﾎﾟｰﾙ･ﾌﾞﾃｨﾉ氏(Paul Boutinot)によって彼の故郷であるｲｷﾞﾘｽ ﾏﾝﾁｪｽﾀｰにBOUTINOT社は設立され
ました。当時､ﾚｽﾄﾗﾝｵｰﾅｰとして成功していた父を持ち､ﾜｲﾝが間近にある環境で育った彼はﾚｽﾄﾗﾝで飲むﾜｲﾝ
の品質向上の為､ﾜｲﾝﾋﾞｼﾞﾈｽの世界に足を踏み入れました。まずﾎﾞｰｼﾞｮﾚ近郊に生産の拠点を構え､妥協なく
造ったﾜｲﾝは､その品質の高さとﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙな価格で瞬く間に広がりました。1994年には南ｱﾌﾘｶでの生産を始め､
1995年には国際的な輸出部門を設立し､1999年には巨大な市場である米国輸出に対応する為に南ｱﾌﾘｶに営業
所を設けるなど飛躍的に成長しました。生産地は拡大し､今ではﾌﾗﾝｽはもちろんのことｲﾀﾘｱ､南ｱﾌﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘ
ｱ､ｱﾒﾘｶ､ﾁﾘと様々な国で質の高いﾜｲﾝを生産しています。世界各地で優秀なﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ達と合弁事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
などを展開しており､その勢いは留まる事を知りません。ただ彼らはいくら会社が大きくなっても純粋にみんなが喜
ぶおいしいﾜｲﾝを造るというﾎﾟｰﾙ･ﾌﾞﾃｨﾉ氏の思いを常に体現しているのです。会社の成長により､大きな投資が
できるようになりましたが､2004年に南ｱﾌﾘｶのﾜｲﾅﾘｰへの投資は､各地で生産するﾌﾞﾃｨﾉﾜｲﾝの質をさらに引き上
げる事になりました。最先端の醸造技術によってｸﾘｰﾝかつ安全で質が高く、それを安定的に供給し続けるという
ﾎﾟｰﾙ･ﾌﾞﾃｨﾉの想いはこれからも継続し続けるのです。ｷｭｳﾞｪ ｼﾞｬﾝ･ﾎﾟｰﾙはﾌﾞﾃｨﾉ社の発展に大きく寄与したｷｭ
ｳﾞｪで1984年にﾘﾘｰｽ。Jean Paulとは創業者ﾎﾟｰﾙ･ﾌﾞﾃｨﾉ氏の息子の名です。数ある彼らのﾊｳｽﾜｲﾝの中でも特に
思い入れの強いもので､当時の時代を感じられる今では珍しくもあり､また新しささえも感じられるまるで映画のﾎﾟｽ
ﾀｰのようなｸﾗｼｯｸなﾗﾍﾞﾙとｶｼﾞｭｱﾙｼｰﾝに最適なｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟを採用。様々なｺﾝｸｰﾙにおいても数多くの賞を受
賞しており､近年ではSommelier Wine AwardsのMERCHANT OF THE YEARを連続受賞や、GREAT
VALUEMERCHANT OF THE YEARを受賞したり、1969年創設の世界的にも最も権威が高いｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝとさ
れるIWSC WINE IMPORTER OF THE YEAR 受賞等ひとつのｷｭｳﾞｪに留まらず､彼らの扱うﾜｲﾝの全てが素晴
らしいという評価を受けているのです。

爽快感溢れるこのｷｭｳﾞｪはｶﾞｽｺｰﾆｭ地方
のｺﾛﾝﾊﾞｰﾙとﾕﾆ･ﾌﾞﾗﾝから造られました。
太陽の恵みをしっかりと受けた熟度の高
い果実味､ｷﾚのある爽やかでしっかりとし
た酸は飲み応え十分。草原のような香り
にﾋﾟｰﾁ､ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ､ﾘﾝｺﾞ､白 桃､ﾗｲﾁ､
ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙなど香りの要素もふんだん。爽
やかでﾌﾚｯｼｭな味わいは清涼感たっぷ
りで万人に好まれる素晴らしい品質。

Cuvée Jean-Paul Vaucluse Rouge 
Cépage : Grenache, Syrah
Format   : 750 ml   SCREW CAP
Color : Rouge  
Category : IGP PAYS de VAUCLUSE  
Alcohol Percentage : 13.0 % 

《AWARDS》
2013 VT: Berlin Wein Trophy '14 - Gold 
2011 VT: China Best Value Wine Awards '13: Silver
2010 VT: China Best Value Wine Awards '12: Bronze 
2011 VT: Decanter Asia Wine Awards '12 - Commended 

Cuvée Jean-Paul Gascogne Blanc de Blancs SEC
Cépage : Colombard, Ugni Blanc
Format   : 750 ml   SCREW CAP
Color : Blanc
Category : IGP PAYS de GASCOGNE 
Alcohol Percentage : 11.5 % 

《AWARDS》
2012 VT: Berliner Wein Trophy '13 - Gold 
2011 VT: Sommelier Wine Awards '13 - Silver 
2010 VT: Sommelier Wine Awards '12 - Silver 
2009 VT: Sommelier Wine Awards '11 - Silver 

ご注文数

本

*税別表示。

参考上代: ¥1,420
JAN : 3430561112008

ご注文数

本
参考上代 ¥1,420

JAN : 3430561111001
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㈱エイ･エム･ズィー　東京都港区南青山1-15-16 TEL: 03-5771-7701  FAX: 03-5771-7703
貴社名:                                      ご担当:          様　ご連絡先:　　　(　　　)

ボン･ミン
ROSÉ / ﾛｾﾞ

ﾛｾﾞ /  ﾎﾞﾝ･ﾐﾝ

愛 嬌 あ るﾌﾚﾝﾁ･ﾛｾﾞ。ﾌﾙｰ
ﾃｨで飲みやすく爽やかな
辛口ﾛｾﾞ。

ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ地方は日差しが豊
富で質の高いﾌﾞﾄﾞｳが安定
的に採れます。このﾜｲﾝは
ｸﾞﾙﾅｯｼｭ100%から生まれ､
品のあるｼﾞｭｰｼｰなｱﾛﾏと果
実味が楽しめます。淡いﾗ
ｽﾞﾍﾞﾘｰﾋﾟﾝｸと魅力的な柔ら
かいﾍﾞﾘｰのｱﾛﾏが特長です。
滑らかで円みがあり､とて
もｼﾞｭｰｼｰです。ｵｰﾄｸﾁｭｰﾙ
というﾊｲｴﾝﾄﾞのﾃﾞｻﾞｲﾅｰの
ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝのように恵ま
れた果実の風味を余すとこ
ろなく表現した上質なﾛｾﾞ
に仕上がっています。

SYRAH 2019
FAIM DE LOUP

ｼﾗｰ / ﾌｧﾝﾃﾞﾙ

果実味たっぷりでｼﾞｭｰｼｰな
ﾌﾙｰﾂとｽﾊﾟｲｼｰさが魅力。

ｵｰﾄﾞ地方のﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸの南西
に位置する樹齢40年のﾌﾞﾄﾞ
ｳから生まれます。ｼﾙﾄ質
(沈泥)砂質土壌。ｺﾙﾄﾞﾝ仕立
て。収穫は酸と糖度を見極
めながら例年9月下旬に行
われます。厳しい選別の後、
除梗されｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸで仕込
まれます。ｼﾞｭｰｼｰなﾁｪﾘｰ､
ﾌﾟﾗﾑ､ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰの魅力的な
香り。口当たりは柔らかで
旨味がありｽﾊﾟｲｼｰ。果実
味豊かで熟したﾍﾞﾘｰやｺｰﾋｰ
やｽﾊﾟｲｽの風味。ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ
やﾃﾞﾐｸﾞﾗｽﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ､牛 肉 や
子羊のグリル焼き等肉料理
全般と楽しめます。

ファンデル
SYRAH/シラー

CHARDONNAY
2019

AVOIR LA PÊCHE
ｼｬﾙﾄﾞﾈ/ｱｳﾞｫﾜｰﾙ･ﾗ･ﾍﾟｯｼｭ

ﾋﾟｭｱなﾄﾛﾋﾟｶﾙﾌﾙｰﾂの 果 実
感と絶妙な厚みと酸は秀逸。

ﾋﾟｭｱでﾌﾚｯｼｭさを得る為に
ｶﾞｽｺｰﾆｭのﾌﾞﾄﾞｳと上質な質
感のためにﾍﾟｲﾄﾞｯｸからの
ﾌﾞﾄﾞｳをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしました。こ
れら2つをﾌﾞﾚﾝﾄﾞすること
によって、調和のとれたｵｰ
ｸを使わない純粋なｼｬﾙﾄﾞﾈ
を表現出来ています。 新
鮮 なｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ､ｵﾚﾝｼﾞや
洋 梨 、ﾒﾛﾝ､白 桃､ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾌ
ﾙｰﾂ､白い花の香り。ｸﾞﾘｯﾌﾟ
がﾟしっかりして果実味の厚
み、酸とのﾊﾞﾗﾝｽ良好。寿
司や魚介のﾏﾘﾈ､白身魚のﾌ
ﾗｲ、ﾎﾞﾝｺﾞﾚﾋﾞｱﾝｺや 、ｼｰﾌｰ
ﾄﾞｻﾗﾀﾞ等幅広く楽しめます。

ｱｳﾞｫﾜｰﾙ･ﾗ･ﾍﾟｯｼｭ
CHARDONNAY/シャルドネ

SAUVIGNON 
BLANC'19

FROID DE CANARD
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ/ﾌﾛﾜ ﾄﾞｩ ｶ

ﾅｰﾙ

清涼感とﾌﾚｯｼｭな果実味。
伸びのある酸と爽やかさ。

上質な芳香に富み､純粋な
果物感があります。溌溂と
した新鮮なﾌﾙｰﾂのｱﾛﾏ。
ﾋﾟｰﾁ､ﾊｰﾌﾞ､ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂやﾚﾓ
ﾝ､白い花、夏草などの清涼
感のある爽やかな香り。果
実味豊かで均整がとれ､ﾌﾙｰ
ﾃｨで果実の凝縮感と適度な
酸。南ﾌﾗﾝｽ産のｸﾗｼｯｸで
ﾊﾞﾗﾝｽのとれたｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞ
ﾗﾝです。野菜や白身魚､ｻｰ
ﾓﾝなどと好相性。ﾊｰﾌﾞやﾚ
ﾓﾝを使ったﾏﾘﾈやﾌﾗｲ､ｸﾞﾘ
ﾙ､ﾊﾟｽﾀなど幅広く楽しめ
ます。

フロワ ドゥ カナール
SAUVIGNON BLANC/ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ

MERLOT 2019
TOUT UN 
FROMAGE

ﾒﾙﾛｰ/ﾄｩｰﾙ･ｱﾝ･ﾌﾛﾏｰｼﾞｭ

太陽に恵まれた果実感に溢
れた南仏のﾓﾀﾞﾝなﾒﾙﾛｰ。

熟度があり､ﾀﾝﾆﾝの角がな
く、万人に受け入れやすい
飲み心地の良いﾜｲﾝです。
熟したｼﾞｬﾑや鮮やかなﾌﾟﾗ
ﾑとﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰ､ｺｰﾋｰやｼｮｺﾗ
などの香り。柔らかでｼﾙ
ｷｰ､継ぎ目がなく上質な質
感とﾀﾝﾆﾝが感じられます。
果実味の良い強度と素敵な
ｼﾞｭｰｼｰな仕上げで口蓋に柔
らかくしなやか。ﾁｷﾝとﾄﾏ
ﾄの煮込み､すき焼きや肉
じ ゃ が､ｽﾓｰｸﾍﾞｰｺﾝﾊﾟｽﾀや
ﾋﾟｻﾞ､ｿｰｾｰｼﾞ､BBQなどに最
適です。

ﾄｩｰ･ｱﾝ･ﾌﾛﾏｰｼﾞｭ
MERLOT/メルロー

プゥル･ル･ヴァン

参考上代￥1,670
ご注文数:       本

参考上代￥1,670
ご注文数:       本

参考上代￥1,670
ご注文数:       本

参考上代￥1,670
ご注文数:       本

ROSE 2019
BONNE MINE

参考上代￥1,670
ご注文数:       本

JAN: 3430560010923 JAN: 3430560010930 JAN: 3430560010947 JAN: 3430560010916JAN: 3430560010886
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㈱エイ･エム･ズィー　東京都港区南青山1-15-16-3F TEL: 03-5771-7701 FAX: 03-5771-7703
貴社名:          　　       ご担当者様:      様　ご連絡先:    　　  ( 　　    )       .

LES VOLETS
CHARDONNAY 2019
HAUTE VALEE de l'AUDE I.G.P

品 種: PINOT NOIR
樹齢: 約25年
栽培面積: 3ha
畑位置: Limouxﾚｼﾞｵﾝ(Haute Valee de L'Aude)

海抜200-400ｍ程にある斜面

年産: 約20,000本
平均収量: 40hl/ha
収穫方法: 手摘み
醸造: ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ、ｵｰｸ大樽
発酵: 4週間
熟成: ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ & ｵｰｸ木樽 6ヵ月以上
ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ

JAN: 3430560003574

'13 VT : Sommelier Wine Awards '15 - Bronze 
'10 VT : Decanter World Wine Awards '12 - Bronze 

品 種:  CHARDONNAY
樹齢: 約30年
栽培面積: 1ha
畑位置: Limouxﾚｼﾞｵﾝ

(Haute Valee de L'Aude)
海抜200-400ｍ程にある斜面

年産: 約9,000本
平均収量: 60hl/ha
収穫方法: 手摘み
醸造: ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ & ｵｰｸ古樽
発酵: 4週間
熟成: ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ & ｵｰｸ古樽 9ヵ月程度
ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ

JAN: 3430560003550

'13 VT: Sommelier Wine Awards '15 - Silver
'13 VT: IWSC '15 - Bronze
'11 VT: IWC '13 - Bronze 
'11 VT: Chardonnay du Monde '13 - Silver 

生産地である南仏ｵｰﾄ･ｳﾞｧﾚ･ﾄﾞ･ﾛｰﾄﾞは地中海とﾋﾟﾚﾈｰ山脈の両方の影響を受けている地域であり。有名な産地として
はLimoux等が含まれます。この地域の利点はﾋﾟﾚﾈｰ山脈の麓でやや高度があり、一般的なｲﾒｰｼﾞの南仏産地よりも冷
涼です。そこに地中海沿岸から影響する温暖な気候が加わることで、ﾌﾞﾄﾞｳの生長に適したﾃﾛﾜｰﾙが備わっています。
他の南仏のように急激に熟すのではなく、緩やかに熟していくので、力強さや繊細さ、しっかりとした骨格、ﾌｨﾈｽなどの
ﾌﾞﾄﾞｳに必要な要素がじっくりと形成され、複雑さを備えます。これは繊細で奥深いﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙやｼｬﾙﾄﾞﾈにとって、とても
重要なのです。粘土石灰質土壌で、寒暖差もある為、ﾃﾛﾜｰﾙ的にもﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭを思わせるﾆｭｱﾝｽも感じられます。そこに
南仏の大らかなｴｯｾﾝｽが加わり、全体的にとてもﾊﾞﾗﾝｽの良いﾜｲﾝが生まれます。栽培、醸造、販売迄を手掛けるﾌﾞﾃｨﾉ
社の醸造責任者ｴﾘｯｸ･ﾓﾅﾝ氏はこの恵まれたﾃﾛﾜｰﾙに着目し､その個性をﾜｲﾝに素直に反映させるように心掛けていま
す。世界中のﾜｲﾝを手掛ける彼らは、その土地に最適な方法を熟知しており、その高い知識と経験を十分に活かしてい
る集大成とも言える作品に仕上がっています。高い質を維持し、如何に消費者に対して、ﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙな価格で提供できる
かを第一に考えているおかげで、圧倒的なｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを備えた素晴らしいﾜｲﾝが生まれました。ﾜｲﾝ名のﾚ･ｳﾞｫﾚはﾌ
ﾗﾝｽなどでよく見られる鎧戸の総称で古き良き伝統的なｽﾀｲﾙのひとつとして親しまれています。

LES VOLETS
PINOT NOIR 2019
HAUTE VALEE de l'AUDE I.G.P
レ･ヴォレ
ピノ･ノワール
オート ･ヴァレ･ド･ロード

レ･ヴォレ
シャルドネ
オート ･ヴァレ･ド･ロード

収穫は酸と熟度のﾊﾞﾗﾝｽを見極めなが
ら行われる為、南仏生産者では早めの
収穫です。重過ぎず､適度に酸を備え､
ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭを思わせるﾌｨﾈｽのあるｴﾚｶﾞﾝ
ﾄな味わい。ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰ、ﾁｪﾘｰ､ﾊｰﾌﾞ､ﾗ
ｽﾞﾍﾞﾘｰ､牡丹､ｽﾐﾚ､ﾊﾞﾗなどの風味があり、
目の詰まった旨味や凝縮したｴｷｽ分が
感じられる満足度の高いﾜｲﾝに仕上
がっています。

ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭを思わせる新鮮で風味豊か
なｽﾀｲﾙ。ﾊﾞﾀｰやﾄｰｽﾄされたｱｰﾓﾝﾄﾞ、
白い花などの香りがとても魅力的です。
寒暖差があることで、骨格と酸と果実味
がﾊﾞﾗﾝｽが良く備わり、華やかでｴﾚｶﾞﾝ
ｽさと長い余韻が楽しめます。

参考上代: ¥1,830

ご注文数

本 参考上代: ¥1,830

ご注文数

本
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LES VOLETS
CHENIN BLANC 2019
IGP HAUTE VALEE de l'AUDE

ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝの産地は沿岸部のｺｰﾄ･ﾄﾞ･ﾄｰでﾄｰ湖のﾗｸﾞｰﾝに囲まれた地中海性気候と穏やかな海風の恩恵を受け､ﾌﾚｯｼｭ
さと凝縮感のあるﾜｲﾝを生み出しています。ﾄｰ湖に面した6つの地区にまたがるこの地区は、海、湖、ﾋﾞｰﾁ、ｶﾞﾘｰｸﾞなどの珍しい
自然環境を提供しています。湖水の存在は、地中海性気候の厳しい暑さを和らげる効果があり、その温暖な気温はﾌﾞﾄﾞｳ品種の
成熟に特に適しています。
ｼｭﾅﾝ・ﾌﾞﾗﾝの原産地はﾛﾜｰﾙ渓谷ですが､この品種はｵｰﾄｳﾞｧﾚー・ﾄﾞ・ﾛｰﾄﾞのﾘﾑｰの近くに植樹される前は、栽培は行われてお
らず南部では最新の品種の一つです。ﾋﾟﾚﾈｰ山脈の麓にある粘土石灰岩土壌の冷涼で急斜面の高地に植えられており､完熟し
ながらも爽やかさを保ち､噛み応えのある果実味が、このﾜｲﾝにﾌﾚｯｼｭさ、活力、力強さ、甘美なﾃｸｽﾁｬｰを与えています。

栽培、醸造、販売迄を手掛けるﾌﾞﾃｨﾉ社の醸造責任者ｴﾘｯｸ･ﾓﾅﾝ氏はこれらの恵まれたﾃﾛﾜｰﾙに着目し､その個性をﾜｲﾝに素
直に反映させるように心掛けています。世界中のﾜｲﾝを手掛ける彼らは、その土地に最適な方法を熟知しており、その高い知識
と経験を十分に活かしている集大成とも言える作品に仕上がっています。高い質を維持し、如何に消費者に対して、ﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙな
価格で提供できるかを第一に考えているおかげで、圧倒的なｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを備えた素晴らしいﾜｲﾝが生まれました。ﾜｲﾝ名の
ﾚ･ｳﾞｫﾚはﾌﾗﾝｽなどでよく見られる鎧戸の総称で古き良き伝統的なｽﾀｲﾙのひとつとして親しまれています。

LES VOLETS
CABERNET SAUVIGNON 2019
IGP COTES DE THAU
レ･ヴォレ
カベルネ･ソーヴィニヨン
IGP コート･ド･トー

レ･ヴォレ
シュナン･ブラン
IGP オート ･ヴァレ･ド･ロード

ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ﾄｰのﾌﾞﾄﾞｳ畑はﾄｰ湖のﾗｸﾞｰﾝに囲まれ
ており､地中海性気候と穏やかな海風の恩
恵を受け､ﾌﾚｯｼｭさと凝縮感のあるﾜｲﾝを
生み出しています。このｶﾍﾞﾙﾈは､舌触り
の良い濃い果実味を引き出すために優しく
ﾌﾟﾚｽされ､その後6ヶ月間の樽熟成を経て､
ﾎﾞﾃﾞｨとｽﾄﾗｸﾁｬｰを加えています。

外観は紫がかった濃い色調。香りはｼﾞｬﾐｰ
な 黒 系ﾍﾞﾘｰ､ｸﾛｰｳﾞ､ﾅﾂﾒﾔｼ､ｽﾊﾟｲｽやﾐﾝﾄ､ﾌﾟ
ﾗﾑ､ｺｼｮｳ､ｶｼｽ､ﾁｪﾘー､炭などが印象的。口
に含むととてもｴﾚｶﾞﾝﾄ。南のｶﾍﾞﾙﾈらし
く､果実味豊かで甘みがあり分かりやすい。
爽やかで香り高いｶﾍﾞﾙﾈで､ｶｼｽの繊細な
風味で柔らかな風味と明るさがあります。
酸とﾀﾝﾆﾝが優しく程よい甘みで綺麗に溶
け込んでいます。よく熟したｶｼｽやﾌﾞﾗｯｸ
ﾁｪﾘｰなど黒系果実はｼﾞｭｰｼｰで凝縮感があ
り､濃厚で余韻も品があります。万人受け
する親しみやすいｶﾍﾞﾙﾈです。BBQ､ﾛｰｽﾄ
ﾋﾞｰﾌやﾗﾑ肉､ﾐﾓﾚｯﾄﾁｰｽﾞなどは､この若く美
味しいｶﾍﾞﾙﾈにぴったりです。ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝ
の方には､ﾎﾟｰﾄﾍﾞﾛｰ･ﾏｯｼｭﾙｰﾑとの相性も抜
群です。

ﾘﾑｰの近くに植樹されるまで南部で栽培は
行われていませんでした。南部では､ﾋﾟﾚﾈｰ
山脈の麓にある粘土石灰岩土壌の冷涼で急
斜面の高地に植えられています。完熟しな
がらも爽やかさを保ち噛み応えのある果実
味が､このﾜｲﾝにﾌﾚｯｼｭさ､活力､力強さ､甘
美なﾃｸｽﾁｬｰを与えています。

外観は輝きのあるﾚﾓﾝｲｴﾛｰ。明るく柑橘
系のｱﾛﾏとﾊｰﾌﾞのｱﾛﾏとﾄﾛﾋﾟｶﾙ系ﾌﾙｰﾂ､ｵﾚ
ﾝｼﾞ､ﾁｮｰｸ､ﾚﾓﾝ､ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ､ｶﾘﾝ､ﾊﾁﾐﾂ､白桃､ﾏ
ﾝｺﾞｰなどのﾌﾚｯｼｭさと清涼感で溢れます。
明快で素直な味わいはとても好感が持てま
す。ｵｲﾘｰで熟れた果実味があり､ﾐﾈﾗﾙと
酸のﾊﾞﾗﾝｽが良く軽快な口当たりが印象的
です。濃密でﾌﾙｰﾃｨｰな桃のような味わい
で素晴らしいﾃｸｽﾁｬｰとすっきりとﾘﾌﾄｱｯ
ﾌﾟした後味を持っています。
良く冷やして野菜やｼｰﾌｰﾄﾞの前菜等やｸﾘｰﾑ
ﾊﾟｽﾀ､ﾀｲのﾚｯﾄﾞｶﾚｰなどのｽﾊﾟｲｼｰな料理や
ｻﾗﾀﾞ､ﾌﾙｰﾃｨｰなﾁｷﾝﾀｼﾞﾝなど､温かみのあ
るｽﾊﾟｲｽの効いた料理との相性は抜群です。

JAN: 3430560012415

参考上代: ¥1,830

ご注文数

本

JAN: 3430560012408

参考上代: ¥1,830

ご注文数

本
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使用品種 : VIOGNIER 100%
樽発酵(3ヵ月間の定期的なﾊﾞﾄﾅｰｼﾞｭ) 
ﾌﾚﾝﾁｵｰｸ8ヵ月樽熟(5年樽+新樽20%)
平均収穫量 : 40hl/ha 平均生産量 : 15,000本
<AWARDS> 
'15 VT: SOMMELIER WINE AWARDS '17 - BRONZE
'16 VT: SOMELIER WINE AWARDS '18 - GOLD

ご注文数

使用品種 : SYRAH 100%
樹齢約20年栽培面積約4ha 
平均収穫量 : 40hl/ha
ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾝｸで3週間のﾏｾﾗｼｵﾝと発酵
ﾌﾚﾝﾁｵｰｸ10ヵ月間樽熟(5年樽+新樽20%)
2019年産生産量 : 6,600本

参考上代¥2,000

JAN: 3430560012811

ご注文数

本

NEW RELEASE!! 2019年産限定生産

特別な年にのみ生産される限定ﾘﾘｰｽのｼﾗｰです。
ｽﾐﾚ､ｶｼｽ､黒ｽｸﾞﾘ､ﾌﾞﾗｯｸﾁｪﾘｰなどの魅力的なｱﾛ
ﾏが溢れます。複雑な果実味と適度な酸､柔らか
く熟度のあるﾀﾝﾆﾝ､粘性のあるしなやかでﾋﾟｭｱ
な液体は質感もｷﾒ細かく､価格以上のより質の
高いﾜｲﾝの要素を備えます。樽由来のｳﾞｧﾆﾘﾝさ
やｽﾊﾟｲｼｰなﾆｭｱﾝｽとしっかりとしたｽﾄﾗｸﾁｬｰ
はﾜｲﾝに奥行と複雑さを与え､飲み飽きしない､
かなりｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの高いﾜｲﾝとなっています。

SYRAH "Limited Release" 2019
シラー "リミテッド･リリース" PAYS D'OC

参考上代¥1,830

JAN: 3430560002324

ふんわりとした桃のような軽やかな足取りで､
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産とは一線を画します。素晴らしく
陽気なｽﾀｲﾙで､繊細なｽﾓｰｷｰな香りと豊かなﾃｸ
ｽﾁｬｰを持っています。しっかりとしたｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ
で､ｻｰﾓﾝ等の魚の香草焼きや白身魚のﾏﾘﾈ､ｶﾆや
ｴﾋﾞ等の魚介料理､ｱｽﾊﾟﾗや空豆等のほろ苦い野
菜料理やﾋﾟﾗﾌ､ﾁｷﾝのﾀｼﾞﾝやｻﾌﾗﾝを効かせたﾘ
ｿﾞｯﾄ ﾐﾗﾉ風､ﾌﾚｯｼｭﾁｰｽﾞなど幅広い料理ともお楽
しみ頂けます。

ご注文数

本

使用品種 : SAUVIGNON BLANC 100%
ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ発酵

SAUVIGNON BLANC 2020
ソーヴィニヨン･ブラン PAYS D'OC

参考上代¥2,000

JAN: 3430560002867

緻密なﾃｸｽﾁｬｰとｺｸのある味わいのｳﾞｨｵﾆｴ。ﾗﾃ
ﾝ語でｼﾙｸを意味する｢ｾﾘｶ｣が由来。14世紀､絹生
産､養蚕がこの地で盛んでした。濃厚なﾃｸｽﾁｬｰ
で､ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ､ｼﾞﾝｼﾞｬｰ､ｸﾘｰﾑなどのﾋﾞﾀｰで甘いｱﾛ
ﾏ。3分の2がﾌﾚﾝﾁｵｰｸ樽発酵でｳﾞｧﾆﾘﾝさがあり
ながらも繊細なﾃｸｽﾁｬｰと豊かさがあります。
ﾋﾟｭｱな果実味と､豊かな厚みのあるﾐﾈﾗﾙ感が残
るﾘｯﾁなﾜｲﾝです。ｻｰﾓﾝｸﾞﾘﾙ､ﾎﾀﾃとﾈｷﾞの炙り
焼きや､ｴﾋﾞの春巻きやｶﾞｰﾘｯｸ炒め等香ばしい料理
との相性は抜群です。中華料理やﾍﾞﾄﾅﾑ料理等と
是非お試しください。

SERICA VIOGNIER 
セリカ･ヴィオニエ PAYS D'OC

欠品中

次回入荷待ち

使用品種 : VIOGNIER 100%
ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ発酵
ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾝｸ熟成(短め) で果実味と香りをｷｰﾌﾟ
口当たりを良くするために澱上で熟成

<AWARDS> 
'13 VT: SOMMELIER WINE AWARDS '15 - SILVER 
'13 VT: IWC '15 - BRONZE 

参考上代¥1,830

JAN: 3430560001952

ｽｲｶｽﾞﾗの香り､豊かなﾃｸｽﾁｬｰ､ｱﾌﾟﾘｺｯﾄのﾌﾚｰﾊﾞｰ
と酸とがとてもﾊﾞﾗﾝｽが取れた上質なｳﾞｨｵﾆｴで
す。ﾌﾚｯｼｭで厚みがあり活気に満ちた果実味は
軽快さとｴﾚｶﾞﾝﾄさを併せ持ったｷｭｳﾞｪに仕上
がっています。余韻には洗練された満足度の高
い繊細な苦味が感じられます。ｶﾚｰを始め､ﾀｲ料
理等のｽﾊﾟｲｼｰな料理やﾌｭｰｼﾞｮﾝ料理､ｸﾘｰﾐｰなｿｰｽ
やﾌﾙｰﾃｨｰなｿｰｽの肉料理にもよく合います。

ご注文数

VIOGNIER 2019
ヴィオニエ PAYS D'OC

1824年から6世代に渡って､ﾄﾞﾒｰﾇを所有するのは､FAYET(ﾌｧｲｴ）家。南仏ﾅﾙﾎﾞﾝﾇ近郊のﾑｯｻﾝ村にあります。所有する畑は150haで､地球
環境に配慮し､ｱｸﾞﾘｷｭﾙﾁｭｰﾙ・ﾚｿﾞﾈと呼ばれる減農薬自然農法を取り入れ､化学的な農薬や肥料を制限しています。またﾌﾗﾝｽ農水省によ
る環境価値重視認定のｻｽﾃｲﾅﾌﾞﾙなﾜｲﾝ造り HVE認証済。畑は石灰質と砂と貝殻などが混ざり合った土壌で豊富なﾐﾈﾗﾙ分を有していま
す。赤ﾜｲﾝ区画は表面に小石と赤砂利が多く､日中の太陽熱を蓄える為､しっかりとした熟度を得ることが出来､区画の熟度や酸とのﾊﾞﾗﾝｽが
最高の状態で収穫。収穫後､低温でじっくりと醗酵、醸造。伝統的な手法で純粋な果汁の持つﾎﾟﾃﾝｼｬﾙを最大限に引き出します。選別を厳
しくし､果実の凝縮度と質を高めます。1999年､ﾌﾞﾃｨﾉ社とﾊﾟｰﾄﾅｰになり現在ではﾌﾞﾃｨﾉ社がﾜｲﾝを生産し､生産の50%は世界各国に輸出す
るﾌﾞﾃｨﾉ社ﾗﾍﾞﾙのﾜｲﾝとして世に出されます。現在はﾌﾞﾃｨﾉ社の醸造家Guillaume Letang氏が栽培兼醸造責任者。ｷｭｳﾞｪ名のｾﾘｶとはﾗﾃﾝ
語でｼﾙｸの意。14世紀ｼﾙｸ産業も南仏で盛んだった事が由来。SYRAHは一時生産を停止していましたが、強い要望に応え、ｺﾝｾﾌﾟﾄを新た
に新ｷｭｳﾞｪとして待望の復活。全てのﾜｲﾝは栽培時はもちろん、清澄時の卵白等の動物性由来食品不使用で、VEGANS（ｳﾞｨｰｶﾞﾝ/完全菜
食主義者)の方にもお楽しみいただけます。ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝが新たに加わりました。

新商品

欠品中

次回入荷待ち
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ご注文数

本
参考上代: ¥2,330

JAN: 3430560001556

使用品種：2018年産/ Grenache Noir 80%, Syrah 20%
樹齢：15年～40年
収穫方法：主に手摘､機械も併用
平均収穫量：40hl/ha
平均生産本数：50,000本
熟成：20%は20ヶ月樽熟

600L古樽中心､新樽併用
補糖：無 醗酵期間：3～4週間
醗酵温度：18～30℃ 果皮浸漬：3～4日
栓：天然ｺﾙｸ（45mm) 瓶：ﾚｷﾞｭﾗｰﾎﾞﾄﾙ

南部ﾛｰﾇの無限の可能性を信じてBOUTINOTはこの地でﾜｲﾝ造りを25年以上前から始めました。環境
に配慮した持続可能な自然農法を取り入れた優秀な栽培家の葡萄とﾒｿﾞﾝが所有する同じく自然農法
からの葡萄でﾜｲﾝは造られます。照りつける強い日差しと暑く長い夏が特徴の地中海性気候で、粘土
質土壌に石灰小石で覆われた表土は上質な土壌を有しています。ﾒｿﾞﾝのあるｹﾗﾝﾇ村は､ﾗｽﾄ―村の
西に位置します。村名をﾗﾍﾞﾙに明記することのできるｺｰﾄ・ﾃﾞｭ・ﾛｰﾇ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭで､18あるｺﾐｭｰﾝのひと
つ。その中でもｹﾗﾝﾇは特に上質な葡萄が採れる有名な産地で､ｼｬﾄｰﾇﾌ･ﾃﾞｭ･ﾊﾟﾌﾟと似た土壌を有し
ています。果実や革の香りが際立ち､ｺｼの強さとｽﾊﾟｲｼｰさが熟成を経てさらにｴﾚｶﾞﾝﾄに変貌していく
のが特徴です。

ｺｰﾄ・ﾃﾞｭ・ﾛｰﾇでは、最高のｷｭｳﾞｪを単一名で村名ﾜｲﾝとして瓶詰めし､残りはよりﾍﾞｰｼｯｸなｺｰﾄ・ﾃﾞｭ・
ﾛｰﾇ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭとして瓶詰めするのが一般的です。一方、ﾌﾞﾃｨﾉの哲学は､最高のｺｰﾄ・ﾃﾞｭ・ﾛｰﾇ・ｳﾞｨ
ﾗｰｼﾞｭを造ることを念頭に置き､ｸﾘｭ村の畑からﾜｲﾝを調達し､Séguret､SabletとCairanneの樽熟成ﾜｲﾝを
少量加えることで､最高のｺｰﾄ・ﾃﾞｭ・ﾛｰﾇ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭを造ることを目指しています。ﾌﾞﾃｨﾉの「ﾚ・ｺﾄｰ」は、
ｺｰﾄ・ﾃﾞｭ・ﾛｰﾇの18のｳﾞｨﾗｰｼﾞｭの中から最高のｸﾞﾙﾅｯｼｭ・ﾉﾜｰﾙとｼﾗｰをｾﾚｸﾄしたものです。卓越した
ﾃﾛﾜｰﾙを持つ多くの生産者からﾜｲﾝを調達しているため､各ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞごとに最高の果実のみを厳選
する柔軟性を持っています（高い基準を満たさない区画は除外しています）。

ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸにある"Fide et Arte"はﾗﾃﾝ語で､英語で言うなら"TRUST & SKILL"（信頼と熟練)。ﾛｰﾇでの確固
たる実績と経験に絶対の自信を持っている事の表れです。蜂の紋章はﾅﾎﾟﾚｵﾝが蜜蜂のごとく勤勉に
という思いも込めて紋章として採用したりと､古くから親しまれてきたものです。もちろん､受粉などにより
生態系に大きくかかわっており､忙しく飛び回る様は､数々のﾜｲﾝ産地を飛び回り精力的に活動してい
るBoutinotの醸造家Eric Monninに共通することからﾛｺﾞに採用しました。

<AWARDS>
2014 VT: Somelier Wine Awards 2018 - Gold
2014 VT: IWSC 2017 Silver
2013 VT: Catavinum 2017  - Silver
2013 VT:  IWSC 2016 - Bronze
2012 VT: Catavinum 2016  - Silver
2012 VT: 'The Wine Merchant Top 100' 2015
2012 VT: Sommelier Wine Awards 2015 - Bronze 
2012 VT: IWC 2015 - Bronze 

エリック･モナン氏

Côte du Rhone VillageのSéguret､SabletとCairanneの各
Villagesからの葡萄で多様なﾃﾛﾜｰﾙによって育まれ
た葡萄の巧みなﾌﾞﾚﾝﾄﾞが光ります。ｴﾚｶﾞﾝﾄなﾍﾞﾘｰ､
よく熟したﾁｪﾘｰ､白檀､ﾗｲﾗｯｸ､杉やｽﾊﾟｲｽの複雑な
香りだけでもﾜｲﾝに奥行きとｽｹｰﾙ感も感じさせて
くれます。果実味は非常に豊かで滑らか。ﾊﾟﾜﾌﾙ
でｴﾚｶﾞﾝﾄなﾆｭｱﾝｽもしっかりとあるとても分かり
やすい味わい。ﾀﾝﾆﾝ､酸の均衡が取れ､やわらかく
ｼﾙｷｰさが傑出した旨みたっぷりのﾜｲﾝに仕上がっ
ています。

2018年産:すでに印象的なこのﾜｲﾝは､最初から格の
高さを感じます。繊細な樽のﾆｭｱﾝｽに支えられた
ｲﾊﾞﾗの様な果実味､甘いｽﾊﾟｲｽ(温かいｽﾀｰｱﾆｽにｼ
ﾅﾓﾝのﾀｯﾁ)このｸﾗｼｯｸなｺｰﾄ･ﾃﾞｭ･ﾛｰﾇ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭは､
Séguret､SabletとCairanneのｸﾘｭ畑から特別に選別さ
れた区画が使用されています。
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ロマン(左)、ジョゼフ（中)

ピエール･レヴォルティエ氏(右)

Ch.Fargueirolは､ｼｬﾄｰﾇﾌ･ﾃﾞｭ･ﾊﾟﾌﾟ最古の地所のひとつです。村の記録によると14
世紀初頭にはｱｳﾞｨﾆｮﾝ大司教管轄下においてRevoltier家によって所有されていた
ことが明記されています。ﾌﾗﾝｽ革命時にCh.Fargueirolを残してその地を離れ､

Courthezonへ移り住みました。その後､一族がその地に戻り、1974年、 Joseph
Revoltierは10haのｼｬﾄｰ周辺のﾌﾞﾄﾞｳ畑を購入し､ﾜｲﾝ造りを始めました。ｼﾞｮｾﾞﾌはそ
の後も息子Pierre､孫のRomanと共に情熱を持ってﾄﾞﾒｰﾇの発展に尽力し､今日では
30haにも及ぶ広大なﾌﾞﾄﾞｳ畑を所有するまでに成長しました。彼らはｼｬﾄｰﾇﾌ･ﾃﾞｭ･ﾊﾟ
ﾌﾟのｱﾍﾟﾗｼｵﾝで許可されている13種のﾌﾞﾄﾞｳを栽培し､独特のﾃﾛﾜｰﾙの個性を表現し
ています。ﾌﾞﾄﾞｳの樹齢は35年程度､収穫は全て手摘みで行われます。厳しく選別さ
れ､発酵温度は28度から30度。一カ月近くは毎日丁寧にﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｵｰﾊﾞｰされます。
これによりﾜｲﾝの健全な発酵を促し､ﾊﾟﾌﾟらしいﾀﾞｰｸﾙﾋﾞｰｶﾗｰが抽出されるのです。よ

く熟した赤果実に黒ﾄﾘｭﾌやｺｺｱなどのｺﾞｰｼﾞｬｽな香りの要素も十分にあり､ﾘｯﾁで豊か

な味わいと長く洗練された余韻を備えています。おいしくても価格が高いﾊﾟﾌﾟの固定

概念を覆す､おいしくてﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙな価格の新しいﾊﾟﾌﾟを是非お試しください。

品種 : 2017年産 Grenache60%､Syrah30%､Mourvedre10%
色 : 赤 AOC : CHÂTEAUNEUF DU PAPE
度数 : 13.5% 栽培面積 : 12ha 平均年産 : 30,000本
樹齢 : 30年 平均収量 : 30hl/ha 畑標高 : 120m
補糖 : 無 収穫：手摘
醗酵漕 : 1/3ｵｰｸ樽､2/3ｽﾃﾝﾚｽ
醗酵期間 : 4週間 醗酵温度 : 20-30℃
熟成 : 50% ｵｰｸﾀﾝｸで9カ月
10％ 1,2年使用ｵｰｸ樽 9ヵ月､40% ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ
SO2 : 20-80mg/L   

ご注文数

本

TRADITION

ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ､ｶｼｽ､ｽﾊﾟｲｽ､ｽﾐﾚなどの豊
かなｱﾛﾏ。魅力的でよく熟したﾍﾞﾘｰ系の
果実とｽﾊﾟｲｼｰなﾆｭｱﾝｽがﾊﾞﾗﾝｽよく表現
されています。ﾄﾛﾘと粘性が高いｴｷｽ分豊
富ですが､決して濃すぎずｴﾚｶﾞﾝﾄで深み
とややこなれた複雑味があり､ﾊﾞﾗﾝｽの取
れたﾜｲﾝに仕上がっています。圧倒的な
までのｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽは､これまでの固定
概念を覆してくれることでしょう。これほど
までにおいしくてお求めやすいﾊﾟﾌﾟは今
まで出会った事のないと断言できる傑出
したｼｬﾄｰﾇﾌ･ﾃﾞｭ･ﾊﾟﾌﾟです。

参考上代: ¥4,170

THE WINE ADVOCATE
2017年産 90点 2019-2026年

みずみずしく香りが良く､飲みやすい2017年産のこ
のワインは早くから楽しむのにとても魅力的です。

桃などの石果を詰め､レザーの香り､ベーキングス

パイス、甘草､砕いたペッパー等がアクセントに

なっています。フルボディでクリーミーな食感､食欲

をそそる仕上がり、6〜7年は楽しめるはずです。

JEB DUNNUCK
2017年産 88-90点

この2017年のワインは､ミディアムボディとで最高の
複雑さを備えています。しなやかな質感で、良好

な中程度の味わいの深さと十分な余韻。それはク

ラシックでトラディショナルなシャトーヌフ･デュ･パ

プになるでしょう。

<参考評価>
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