
シャンパーニュ・クリスチャン・エチエンヌ 

Champagne Christian Etienne 
【シャンパーニュ】 
現在３つのクリュに 9.5ha の畑を所有しているレコルタン・
マニュピュラン。ピノノワールを主体とした造りで、エレガント
さと繊細さを持たせるためシャルドネをブレンドしています。
近年コンクールでも多数賞を獲得するなどその実力が認
められ始めています。鮮度と純度を大切に、まっすぐな力
強さのシャンパンを造りあげることです。 
 

 

【再入荷のご案内】 
10/23（金）より出荷開始です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             トラディション ロゼ   プレステージ ミレジム 

 

 
■シャンパーニュ ブリュット トラディション NV 

          商品番号 00061 参考小売価格￥4,470 ご注文     本 

■シャンパーニュ ブリュット ロゼ NV                   

商品番号 00311 参考小売価格￥4,800 ご注文     本 

■シャンパーニュ ブリュット プレステージ NV            

商品番号 01300 参考小売価格￥4,800 ご注文     本 

■シャンパーニュ ブリュット キュヴェ・ミレジム 2010 

      商品番号 00549 参考小売価格￥5,670 ご注文     本 

 

 

 

貴名                   ＴＥＬ                    
株式会社 オーレ・ジャパン TEL 03-6712-2061  FAX 03-6712-2083 



【再入荷のご案内】 
10/23（金）より出荷開始です。 

シャトー・モーカン 

Chateau Maucamps 
【ボルドー/オー・メドック】 
マルゴー村とは地続きで、カントメルルに隣接した優れた畑のシャトー・
モーカン。丁度飲み頃ボルドーです。2002年はカベルネ比率を上げた
おかげで、素晴らしい熟成をしています。また、ミシュラン星付レスラン
50 店にオンリストされるほどの評価を獲得しています。マコーの港に近
いこのシャトーはマルゴーにありますが、若干マルゴーのアペラシオンか
らはずれる地域にも畑を所有するため、アペラシオンはオー・メドックと
なります。マルゴーを凌ぐコストパフォーマンスに優れたワインです。オ
ーク樽で 16 ヶ月に長い樽熟成を行い、バランスの良いとてもきれいな
ワインに仕上がっています。 
 

■シャトー・モーカン 2002 

      商品番号 01241 参考小売価格￥3,640 ご注文     本 

【再入荷のご案内】 
10/26（月）より出荷開始です。 

ヴィニョーブル・ラトルス 

Vignobles Latorse 
 
三世代にわたる歴史あるシャトーが、最新の設備で造るコストパフォーマン
スに優れたワイン。 
白はソーヴィニヨン・ブラン１００％で造られた爽快で使いやすいボルドーブラ
ン。 
赤はカベルネ・ソーヴィニヨン６５％、カベルネ・フラン 20％、メルロー15％。
赤と黒い果実の奥深い香り、複雑味があり、バランスの良いワインです。 
 
 

■ヴュー・シャトー・ラモト ブラン 2019 

      商品番号 01315 参考小売価格￥1,640 ご注文     本 

■ヴュー・シャトー・ラモト ルージュ 2018 

      商品番号 01134 参考小売価格￥1,640 ご注文     本 

 

貴名                   ＴＥＬ                    
株式会社 オーレ・ジャパン TEL 03-6712-2061  FAX 03-6712-2083 



ドメーヌ・カシャ・オキダン・エ・フィス 

Domaine Cachat Ocquidant et Fils 

 
 
リュット・レゾネを実践する自然派の生産者であり、栽培か
ら醸造、熟成、瓶詰めに至るまですべて家族で行ってい
ます。ブルゴーニュ若手生産者の登竜門ともいえる、
GJPVの第 28回 Trophées Jeunes Talents においてな
んとコート・ド・ボーヌ TOP に輝いた、息子のダヴィッドが加
わり、ますます素晴らしいワインを造り続けています。 
 

【再入荷のご案内】 
10/23（金）より出荷開始です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ブルゴーニュ・アリゴテ 2018 

          商品番号 01310 参考小売価格￥2,470 ご注文     本 

■ブルゴーニュ・ルージュ 2019                   

商品番号 01311 参考小売価格￥2,820 ご注文     本 

■ショレイ・レ・ボーヌ 2018            

商品番号 01194 参考小売価格￥4,470 ご注文     本 

■サヴィニィ・レ・ボーヌ 2018 

      商品番号 01195 参考小売価格￥4,670 ご注文     本 

 

 

 

貴名                   ＴＥＬ                    
株式会社 オーレ・ジャパン TEL 03-6712-2061  FAX 03-6712-2083 



ドメーヌ・ジェラール・セガン 

Domaine Gerard SEGUIN 
 

ジュヴレ・シャンベルタンに拠点を構える、こちらも家族経
営の自然派の造り手。現当主ジェラールは 1990年よりド
メーヌを引継ぎ、畑は自然な状態で農薬一切無しのビオ
ロジーです。ジェラールはボーヌの醸造学校の教授をして
いるだけあり、醸造設備は最新の機器がそろい、圧巻。
自然のままのところと、進化しなくてはいけないところの二
つをしっかりとわきまえた、自分の哲学を持った生産者で
す。 

【再入荷のご案内】 
10/23（金）より出荷開始です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ブルゴーニュ・ルージュ キュヴェ・ジェラール 2018 

          商品番号 01312 参考小売価格￥3,840 ご注文     本 

■ブルゴーニュ・ルージュ キュヴェ・シャンタル 2018                   

商品番号 01313 参考小売価格￥3,840 ご注文     本 

■ブルゴーニュ・ルージュ キュヴェ・シャンタル 2017            

商品番号 01067 参考小売価格￥3,840 ご注文     本 

■シャンボール・ミュジニー デリエール・ル・フール 2018 

      商品番号 01314 参考小売価格￥8,000 ご注文     本 

 

 

 

貴名                   ＴＥＬ                    
株式会社 オーレ・ジャパン TEL 03-6712-2061  FAX 03-6712-2083 



ドメーヌ・パトリック・ラグランジュ 

Domaine Patrick LAGRANGE 
 

 
星付きレストランでの料理人を経て、自身のガレージにてワ
イン造りを行う造り手。各銘柄２樽のみという極少量生産で
すが、フランス総理官邸や国民議会官邸などでも取り扱わ
れている注目の生産者です。手摘みで収穫し、自然酵母
のみでの発酵。自身の納得ゆくまでこだわって造ります。 

 

 

【再入荷のご案内】 
10/26（月）より出荷開始です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ブラン 2018 

          商品番号 01308 参考小売価格￥4,640 ご注文     本 

■フィサン レ トレイユ ブラン 2018                   

商品番号 01309 参考小売価格￥6,640 ご注文     本 

 

 

 

貴名                   ＴＥＬ                    
株式会社 オーレ・ジャパン TEL 03-6712-2061  FAX 03-6712-2083 



【再入荷のご案内】 
10/26（月）より出荷開始です。 

ドメーヌ・バロン 

Domaine Baron 
 
2002 年に家族経営のドメーヌに戻ってきたサミュエル・バロン。2003
年にはドメーヌでの瓶詰めを開始するため醸造所を作り、2011 年から
はリュット・レゾネからビオロジックに転向しました。シレックスが多く混ざ
る粘土質の土壌から、クリスタルでミネラリーなワインを造り出します。 
 
ミネラル溢れたソーヴィニョンブランは、想像以上にミネラル感とクリー
ミィーな印象があり、テロワールを感じられる白ワインです。著名なシュ
ナンソー城にちなんだアペラシオンです。 
 

 

■トゥーレーヌ・ブラン シュナンソー 2016 

      商品番号 01157 参考小売価格￥2,970 ご注文     本 

【再入荷のご案内】 
10/26（月）より出荷開始です。 

ドメーヌ・デュ・パ・サン・マルタン 

Domaine du Pas Saint Martin 
 
 
家族経営のドメーヌ。畑は曾祖父から受け継いだものが 3分の 2で、そ
れらのブドウの樹齢は 35～85 年にもなり、それがこのドメーヌの特徴に
もなっています。栽培はリュット・レゾネを実践する、自然派の造り手で
もあります。 
 
ジュラ紀の土壌に植えられている古木のシュナン・ブランを使った、濃
厚で複雑な一本です。 
 
 

■ソミュール・ブラン ジュラシック 2017 

      商品番号 01307 参考小売価格￥3,300 ご注文     本 

 

貴名                   ＴＥＬ                    
株式会社 オーレ・ジャパン TEL 03-6712-2061  FAX 03-6712-2083 



ヴィニョーブル エ コンパニ 

Vignobles & Compagnie 
 
複雑さと香りをもたらす選別された古木のブドウを使用。リシュボアのワインは、凝縮感と複雑
さがあり、ラングドックのテロワールを見事に表現しています。 
人気のシリーズに「ソーヴィニヨン・ブラン」が初登場！こちらも古木を使用しており、ミネラルと
凝縮感が印象的で、口の中で凝縮感を感じます。 
人気のシャルドネ、新ヴィンテージも入荷！ 
 
 
 

【再入荷のご案内】 
シャルドネは 10/2３（金）、ソーヴィニヨン・ブランは 10/26（月）より出荷開始です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■リシュボア シャルドネ ヴィエイユ・ヴィーニュ 2019 

          商品番号 01316 参考小売価格￥1,800 ご注文     本 

■リシュボア ソーヴィニヨン・ブラン ヴィエイユ・ヴィーニュ 2019                   

商品番号 01302 参考小売価格￥1,800 ご注文     本 
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