
 
 

Liste des vins pour le samedi 20 juillet 2013 
   欧風料理  シェフハヤカワ     

  

コンセプト「比較して楽しむ」	 

ルイＲにて取り扱っているロワール地方のワインを中心に添えながらも、産地、ブドウの

品種、年代を含めて、幅広いジャンルのワインをお楽しみいただけますように心がけまし

た。同じ品種でも造り手が違う、同一ワインのヴィンテージ違い、同じワイナリーでもア

ペラシオンや土壌が違うなど、いわゆる「水平テイスティング」、「垂直テイスティング」

を意識したリストとなっております。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

シェフの美味しいお料理とともに、素敵な夜をお過ごしくださいませ！	 
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Vins effervescents  

① Crémant de Loire, Château Pierre-Bise   
② Crémant de Loire, domaine des Fontaines                                                          
③ JB Clair, Rosé Tradition Demi-Sec 
スパークリングには、２種類のクレマン・ド・ロワールをご用意いたしました。双方とも

日本では取扱いがないワインで、	 ②はルイ R にて日本へ輸入しております。同じロワール

地方のクレマンでも、造り手によって大きく味わいも、風貌も変わることをご体感いただ

けるのではないかと思います。③はローヌを北上したところにある、ロアンヌ地方の甘口

スパークリング・ワインです。品種はガメイ１００％で、珍しい１本となっております。 

 
Vins blancs  

④ Pouilly-Fumé, Cuvée les Chaumiennes 2012 	 	 	 	          	 	 	 	 	  	 	 
⑤ Pouilly-Fumé, Cuvée XXL 2012 
ロワール地方サンセールを代表するワインのPouilly-Fuméです。ブドウの品種はソーヴィ
ニョン・ブラン100%、造り手も一緒(domaine André et Edmond Figeat)で、ヴィンテージも 
2012年で同一です。唯一の違いは土壌にあり、③はシレックス(火打石)、④はマルヌ・キン
メリジャン(アンモナイト化石や牡蠣の貝殻を多く含む土壌)にて育ったブドウを使ってお
ります。まったく同じ生産者、ブドウの品種であるにも関わらず、土壌の違いはどれほど

ワインの味に影響を及ぼすのかを、ご堪能ください。双方ともルイＲにて日本へ輸入して

いるワインとなっております。 

 



 
 

 

⑥ Bourgogne blanc, Jean Dupont 1959                                         
⑦ Bourgogne blanc, Jean Dupont 1962     
当時はブルゴーニュを代表する生産者の一人として名を馳せたジャン・デュポン氏。その

彼の渾身の白ワインが、孫のレイモン・デュポン氏によって再び世に解き放たれました。

50年以上もの間ドメーヌのカーヴにてゆっくりと熟成された、保存状態が抜群の蔵出しワ

インです。1959年と1962年の3年違いのヴ	 ィンテージで、どれほどの違いが見受けられる

のでしょうか。1962年はブルゴーニュの白ワインにとって偉大な年と呼ばれています。 

⑧ Châteauneuf-du-Pape, domaime Chanssaud 1980                              
30 年以上熟成された、シャトーヌフ・デュ・パプの白です。保存状態が大変良く、素敵な

味わいに仕上がっております。	 

	 

	 
Vins rouges  

⑨ Beaune du Château 1er Cru, Bouchard Père & Fils 1960年代    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⑩ Beaune du Château 1er Cru, Bouchard Père & Fils 2009 
日本でもお馴染み、ブルゴーニュを代表するブシャール社のピノ・ノワール100%の赤ワイ

ンです。まったく同じアペラシオンであるにも関わらず、片方は50年近くの熟成を経てラ

ベルもボロボロになっており(セラー内の湿度に所以しており、中身の保存状態には一切問

題がありません)、もう片方はまるで生まれたてホヤホヤのような、真新しい外観をしてお

ります。さて、中身にはどれほどの差があるのでしょうか?	 

	 

⑪	 	 	 	 Clos de la Dioterie 1996, domaine Charles Joguet                              
⑫ Château Beychevelle 1985 
続きましては、長期熟成に適しているとされるマグナムボトルを2本ご用意いたしました。

⑩はロワール地方シノンを代表するワイナリー(世界的なワイン評論家ロバート・パーカ

ー氏も3つ星生産者との評価を与えています)の、最上級キュヴェの赤ワインです。ルイＲで

は当ワインの2008年ヴィンテージを日本へと輸入しており、それを記念して、ワイナリー

から特別に譲っていただけた1本です。⑪はお馴染みボルドーの由緒正しきワイナリー、シ

ャトー・ベイシュヴェルの1985年ヴィンテージマグナムです。同ボトルも蔵出しであり、

完璧な状態で熟成の過程を歩んできた1本です。先述のパーカー氏も87	 点との高評価を与

えており、まさしく今が飲み頃の頂点にあります。同じマグナムボトルの熟成赤ワインで

も、産地、ブドウの品種、造り手が全く違えば、どれほど味も離れているのでしょうか。	 

	 

	 

	 



 
	 

	 

⑬ Château Haut-Brion 2001 
いわずと知れたボルドー5 大シャトーのオー・ブリオンです。当ヴィンテージは、パーカ

ー・ポイント 96 点を獲得しております。	 

	 

以下、ロバート・パーカー氏による批評	 

「オー・ブリオンの2001年は、瓶詰めされたのが遅く（2003年９月末）、間違えようのない

高貴さや、成長著しい複雑さを持っている。縁までプラム／紫	 色をしており、ブレンド比

率はメルロ52％、カベルネ・ソーヴィニョン36％、カベルネ・フラン12％という手の内を

明かさないもので、瓶詰め後は相当に閉じてしまった。それにもかかわらず甘酸っぱいチ

ェリー、ブラックカラント、甘草、燻煙、細かく砕いた小石の純粋な香りがある。ミディ

アムボディで、純粋さは秀逸で、タンニンは硬く、角のある、構造の感じられるフィニッ

シュを持つ。」	 

⑭	  Château Montus 1993 
フランス南西マディラン地方のタナを品種とした超濃厚な、どっしりとした赤ワインです。

トム・クルーズがこよなく愛する 1 本で、なんと自家用ジェットで買い付けに行くほどで

す。極めて長期熟成に向いたワインで、20 年の月日を経て、飲み頃の扉を開いた頃ではな

いでしょうか。	 

	 
Vins de raisins surmûris	 
	 

⑮ Coteaux du Layon “Les Coqueries” 2012��� 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⑯ Bonnezeaux ”Les Confidences de Novembre” 2010 
ロワール地方のトゥアルセに佇む、30ヘクタールほどの小さな家族経営のワイナリー

domaine des Fontainesの代表作、貴腐ブドウを用いた甘口ワインです。双方とも同じ造り
手、ブドウの品種もシュナン・ブラン100%で同一ですが、畑の地域(レイヨンとボンヌゾ

ー)、ならびにヴィンテージも違います。味に関しても、驚くほどの違いが生じております。

2本ともルイＲにて日本に輸入している、一押しのワインです。	 

 

Merci beaucoup ! 

 


