
シャトー クロワ ド ラブリ
CHATEAU CROIX DE LABRIE

創業オーナーであるミッシェル・プジオは、画商になるつもりがCHヴァランドローのテュヌヴァン
と出会ったことによりサンテミリオンにワインショップを開業。その後ヴァランドローとほぼ同時期
の1991年にCHクロワ･ド･ラブリを創設しました。
生産量が非常に少ないためワインが熟成される樽は居間に置かれ、「ガレージ・ワインと言うより
は【ヴァン・ド・サロン】（居間でつくられたワイン）」とRパーカーが表現するほどの少量生産。テュ
ヌヴァンの指導のもとメルロー100％で限りなく収量制限したワイン造りを徹底。「果実味とテロ
ワールが並はずれて純粋に表現されたワイン」と賛辞を贈られています。その後2012年に現在
のオーナーであるアクセルとピエールのクーデュリー夫妻がクロワ･ド･ラブリの持つテロワール
に惚れ込みシャトーを購入。有機農法を取り入れオーガニック認証を取得、一部ビオディナミの
導入など、できうる限り自然と調和しながらのワイン造りを実践しています。

Sparkling
Wine

etc.

スパークリングワイン
その他

Sparkling Wine  スパークリングワイン ・ Bordeaux  ボルドー / France

イースティーなアロマがあり
ます。
シャンパーニュ方式でつくら
れる、クリアーな泡立ちの
辛口スパークリングワイン
です。

コロンバール
ユニ・ブラン
シャルドネ

オープン価格 

750ml辛口

12ヴァン ムスー

FRANCOIS MONTAND BRUT

フランソワ モンタン 
ブリュット

52206 3263286318000

コロンバール
ユニ・ブラン
シャルドネ

オープン価格 

375ml辛口

12ヴァン ムスー

FRANCOIS MONTAND BRUT HALF

フランソワ モンタン 
ブリュット ハーフ

52208 4940015522080 

のど越しのよいきれいな
泡立ちで、軽やかな味わ
いです。

ユニ・ブラン
アイレン

オープン価格 

750ml辛口

6ヴァン ムスー

PIERLANT VINS MOUSSEUX 
BRUT

ピエルラン 
ヴァンムスー ブリュット

59634 4940015596340 

食事とも合わせやすい残
糖ゼロの極辛口タイプ。
爽やかな酸味とすっきりと
した果実味とキレの良さ
が見事にバランス。

シャルドネ　
ユニ・ブラン

オープン価格 

750ml辛口

12ヴァン ムスー

LOUIS DE BELAIR VIN 
MOUSSEUX BRUT NATURE

ルイ ド ベレール ヴァン
ムスー ブリュット ナチュール

52304 4940015523049

ブルターニュ産リンゴ天然
果汁100％使用。リンゴの
果実味がたっぷり詰まって
います。

1,000 

750ml中甘口

12シードルシードル

VAL DE RANCE CIDRE DOUX

ヴァル ド ランス 
シードル ドゥー

32752 3271470757887 

￥

ブルターニュ産リンゴ天然
果汁100％使用。リンゴの
果実味がたっぷり詰まって
います。

1,000 

750ml辛口

12シードル

VAL DE RANCE CIDRE BRUT

ヴァル ド ランス 
シードル ブリュット

32756 3271470757856 

￥

シードルの原料のリンゴを
スパークリングジュースに仕
立てました。1888年、モン
サンミッシェルに有名な宿
をオープンし、そこで巡礼者
や観光客に美味しい料理
をふるまったフランス料理
の伝統の象徴とされるア
ネット・プーラールさんへの
オマージュ。

1,000 

750ml中甘口

6アップルジュース

VAL DE RANCE SPARKLING 
APPLE JUICE LA MERE POULARD

ヴァルドランス スパークリング
アップルジュース ラ メール プラール

60071 4940015600719 

￥

1663年にまで遡るメゾン。
コート・デ・ブラン地区の南、
コート・デ・セザンヌ地区の
タリュ・サン・プリ村に位置
する。
重厚な白亜質土壌に由来
する豊かな酸とミネラルが
特徴的。

ピノ・ノワール
ピノ・ムニエ
シャルドネ

オープン価格

750ml辛口

6シャンパーニュ

VEUVE ANGELY BRUT

ヴーヴ アンジュリー 
ブリュット

42805 4940015428054 

シャンパーニュ地方南東の
コード・デ・バールに本拠地
を置き、華やかで繊細な味
わいに定評があります。
「ギド・アシェット」にて10年
連続その名が掲載されて
いる実力派のメゾンです。

ピノ・ノワール
ピノ・ムニエ
シャルドネ

オープン価格

750ml辛口

6シャンパーニュ

AXELLE DE VALLON BRUT

アクセル ド ヴァロン

50207 4940015502075 

砂質土壌と粘土石灰質で構
成されるパヴィの丘の中腹と
粘土とサンテミリオン特有の
白亜石灰岩で構成されるサ
ン・クリストフ・デ・バルデスの
高台のメルロから。手摘みと
5回の選果を経て4日～5日
のコールドマセレーション。最
高26℃までを許容し発酵。
フレンチオークのバリックとト
ノーの新樽で18ヶ月熟成。

2018
メルロ
オープン価格

750mlミディアムボディ

6特級
サンテミリオン

CHATEAU CROIX DE LABRIE

シャトー クロワ ド ラブリ 

56144 4940015561447 

ヴァランドローと隣接し、粘
土質と砂利から構成される
サン・シュルピスの区画を中
心とした若木を使用。手摘
みで5回の選果。フレンチ
オークのバリックと一部ト
ノーで18ヶ月熟成。

2019
メルロ
カベルネ・フラン

オープン価格 オープン価格

750mlミディアムボディ

6特級
サンテミリオン

CHAPELLE DE LABRIE

シャペル ド ラブリ 

61834 4940015618349

樹齢50年以上のセミヨンを
中心にソーヴィニョン・グリ、
ソーヴィニョン・ブランをブレ
ンド。アカシアとフレンチオー
クの樽で発酵後（新樽率
50％）、9ヶ月間フレンチオー
クの樽で熟成。パパイヤや
マンゴーなど南国系フルーツ
の果実に白や黄色の花、白
コショウなどのスパイスの
ニュアンスが混ざる風味。

2019
セミヨン
ソーヴィニヨン・グリ他

750ml辛口

6AOC
ボルドー

CROIX DE LABRIE BLANC 
STELLA SOLARE

クロワ ド ラブリ ブラン 
ステッラ ソラーレ

61836 4940015618363

アラン・デュカスの要望で
生産するACボルドー。メル
ローとカベルネソーヴィニョ
ンのブレンド。
熟成は16ヶ月間。
エチケットはオーナーの娘
カミーユちゃん作の水彩
画。

2019
メルロ
カベルネ・ソーヴィニヨン

2,800 

750mlミディアムボディ

6AOC
ボルドー

CAMILLE DE LABRIE

カミーユ ド ラブリ 

51085 4940015510858

￥

シャルドネ100%のヴァン・
ド・フランス。ステンレスタン
クでの発酵。20％フレンチ
オークのバリックで熟成。

シャルドネ
2,800 

750ml辛口

6ヴァン ド フランス

CAMILLE DE LABRIE BLANC

カミーユ ド ラブリ ブラン

46263 4940015462638 

￥

料飲店様専用 小売店様専用

Bordeaux
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ジャン-リュック・テュニュヴァンの名は、ファーストヴィンテージであるガレージワイン"シャトー・ヴァランドロー1991"の成功により、10年にも満たな
いわずかな期間で、世界中に知れ渡ることになります。1991年はボルドーワインでは一般的に良くないとされる年。しかし彼は持ち前の真面
目な仕事でグリーンハーベストを繰り返し、生産量は1haあたり驚異の8hl（約1,000本）。通常のメドックワインで40～45hlであることを考えると
信じられない程の低収量で、その仕事は大変な物です。その結果、シャトー・ヴァランドロー 1991は、その年の最良の1本として選ばれ、ジャン
-リュック・テュニュヴァンの輝かしい歴史は始まりました。その時から、彼は他のガラジストを鼓舞し牽引するリーダーとなったのです。シャトー・
ヴァランドローは2012年の格付け変更において、プルミエ・グラン・クリュ・クラッセへの昇格を果たしましたが、テュニュヴァン氏は挑戦と革新を
続けます。伝統を大切に、新しいチャレンジを繰り返し、そこから生まれる芸術とも言える情熱的なワイン、ボルドーワインファンを常に楽しませ
てくれるワインがそこにはあります。

JEAN LUC THUNEVIN
ジャン リュック テュニュヴァン

ボルドー革命
FR
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ブラックチェリー、グリオット、
ブルーベリージャム、黒鉛
の強い香り。
サテンの様に滑らかな口当
たりで、綺麗な酸とオークの
ニュアンスがあり、凝縮感
がありながらバランスの取
れたブラックベリーとカシス
が口中を支配します。

2016
メルロ
カベルネ・フラン
カベルネ・ソーヴィニヨン

オープン価格

750mlミディアムボディ

12第一特別級
サンテミリオン

CHATEAU VALANDRAUD

シャトー ヴァランドロー 

47102 3380820061694

レッドチェリー、ブルーベリー
の豊かな香りの中に、砂糖
漬けのオレンジピールの
ニュアンスがあります。
口当たりは滑らかで柔軟な
タンニンがあり、ジューシー
で肉付きの良いミディアム
ボディですが、オークは綺
麗に溶け込み、シルキーで
官能的な仕上がりを見せて
います。

2019
メルロ
カベルネ・フラン

オープン価格

750mlミディアムボディ

12特級
サンテミリオン

VIRGINIE DE VALANDRAUD

ヴィルジニー ド 
ヴァランドロー 

58599 4940015585993

粘土石灰岩土壌の畑、平
均樹齢30年のブドウより
生まれるヴァランドローの
サードラベル。
赤系果実の香りの中に、
ハーブのニュアンス、複雑
性のある、奥深い香り。飲
み口はフルーティで、凝縮
した果実味の中にも、軽や
かさを感じさせる。

2019
メルロ　カベルネ・フラン
カベルネ・ソーヴィニヨン
マルベック

5,000 

750mlミディアムボディ

12特級
サンテミリオン

CHATEAU BEL AIR OUY

シャトー ベレール ウイ 

58580 4940015585801

￥

白い花、柑橘系果実の皮、
ジャスミン、スイカズラを想
わせる豊かな香りがありま
す。クリーミーな舌触り、芳
醇かつリッチな果実味が特
徴で、酸味も柔らかく、ブリ
オッシュの風味が余韻に長
く続きます。

2019
セミヨン
ソーヴィニヨン・ブラン
ソーヴィニヨン・グリ

オープン価格

750ml辛口

6AOC
ボルドー

VIRGINIE DE 
VALANDRAUD BLANC

ヴィルジニー ド 
ヴァランドロー ブラン 

58602 4940015586020

熟したブラックチェリー、モ
カ、ビターチョコレート、オー
クとスパイスが凝縮した果
実味の中に溶け込んでい
ます。しっかりとしたタンニ
ン、綺麗な酸もあり、バラン
スが良く、外向的な味わい
の魅惑的なフルボディの赤
ワインです。

2019
メルロ
カベルネ・フラン

8,000 

750mlミディアムボディ

12特級
サンテミリオン

CLOS BADON THUNEVIN

クロ バドン 
テュニュヴァン 

58591 4940015585917

￥

「バッド・ボーイ」とはロバー
ト・パーカー氏がテュニュ
ヴァン氏をそう呼んだことか
ら名付けられました。強いベ
リー系の香りと、香ばしい樽
香が特徴のミディアムボ
ディの赤ワインです。

2019
メルロ

3,500 

750mlミディアムボディ

6AOC 
ボルドー

BAD BOY

バッド ボーイ 

58562 3380820068143

￥

ヴァランドローの畑のすぐ
隣、石灰岩の斜面に植えら
れたシラー90％にメルロを
10％ブレンド。
スミレの様な香りがあり、カ
カオやビターチョコのニュ
アンスもある、香り高い1本
です。

2018
シラー
メルロ

3,800 

750mlミディアムボディ

6ヴァン ド フランス

BAD BOY SYRAH

バッド ボーイ シラー 

195849 3380820066200

￥

ジャン・リュック・テュニュ
ヴァン氏が、ヴァランドロー・
ブランの畑の隣、石灰粘土
質土壌の1ヘクタールの区
画に植樹したシャルドネを
使用。
柑橘系のやさしい香りがあ
る、フレッシュで爽やかな味
わいの辛口白ワイン。

2015
シャルドネ

3,800 

750ml辛口

6ヴァン ド フランス

BAD BOY CHARDONNAY

バッド ボーイ シャルドネ 

44356 3380820060673

￥

ボルドーのメルロ100％。
色は濃いですが、重くなく、
ストロベリーやブラックカラ
ントのアロマを持ち、とても
バランスが良いワインです。

2018
メルロ

2,500 

750mlミディアムボディ

6ヴァン ド フランス

BABY BAD BOY ROUGE

ベイビー 
バッド ボーイ 赤 

51148 3380820090892

￥

ソーヴィニヨンブラン90％、
ソーヴィニヨングリ10％の
辛口ボルドーブラン。

ソーヴィニヨン・ブラン
ソーヴィニヨン・グリ

2,500 

750ml辛口

6ボルドー
AOC
ボルドー

BABY BAD BOY BLANC

ベイビー 
バッド ボーイ 白

16784 3380820065630 

￥

セミヨン70％、カベルネ・フ
ラン20％、ミュスカデル
10％のユニークなセパー
ジュで、味わいはすっきりと
して爽やかなバランスのと
れたワインです。

セミヨン
カベルネ・フラン
ミュスカデル

3,600 

750ml辛口

6AOC
クレマン ド ボルドー

BAD GIRL

バッド ガール

75593 3380820055730

￥

アントル・ドゥ・メールで栽培
されたカベルネ・フラン
100％。すっきりとした爽や
かな味わいで果実味と酸
味のバランスが取れた辛
口ワインです。

カベルネ・フラン
3,600 

750ml辛口

6AOC
クレマン ド ボルドー

BAD GIRL ROSE

バッド ガール ロゼ

25137 3380820057499

￥

カシスリキュールのような凝
縮した甘酸っぱい香りがあ
ります。凝縮した果実味、わ
ずかな甘み、丸みのあるタ
ンニンのバランスが良い、
秀逸なAOCボルドーです。

メルロ
カベルネ・フラン
カベルネ・ソーヴィニヨン

1,800 

750mlミディアムボディ

12AOC
ボルドー

PRESIDIAL THUNEVIN 
BIRD LABEL

プレジディアル 
テュニュヴァン 赤

10274 4940015102749

￥

非常に華やかなトロピカル・
フルーツやハーブなどのフ
レーヴァーが広がる、バラン
スの良いフレッシュな辛口
白ワインです。

セミヨン　ミュスカデル
ソーヴィニヨン・ブラン
ソーヴィニヨン・グリ

1,800 

750ml辛口

12AOC
ボルドー

PRESIDIAL THUNEVIN 
BIRD LABEL BLANC

プレジディアル 
テュニュヴァン 白

39790 4940015397909 

￥

メルロ、カベルネ・ソーヴィニ
ヨン、マルベックのブレンド
です。
しっかりとした赤系の果実
味とバランスの良い渋みが
楽しめます。

メルロ
カベルネ・ソーヴィニヨン
マルベック

2,000 

750mlミディアムボディ

12AOC
ボルドー

CHATEAU 
LAFONT FOURCAT

シャトー 
ラフォン フルカ 赤

8709 4940015087091

￥

畑は渓谷にあり、ブドウ栽
培の作業がしやすいように
段々畑になっている。
優しい酸味と洋ナシを思わ
せる香りがあります。

ミュスカデル
2,000 

750ml辛口

12AOC
ボルドー

CHATEAU 
LAFONT FOURCAT BLANC

シャトー 
ラフォン フルカ 白

8406 4940015084069 

￥

黒系果実や甘草の豊かで
深みのある香りがあります。
口中にはチェリーやラズベ
リーの果実が溢れ、しなや
かでクリーミー。
果実味、酸味、タンニンの
バランスが取れた一本。

2016
グルナッシュ
シラー
カリニャン

2,200 

750mlミディアムボディ

6コート デュ ルーション 
ヴィラージュ AOC

THUNEVIN CALVET CUVEE
 CONSTANCE

テュニュヴァン カルベ 
キュヴェ コンスタンス 

53790 4940015537909 

￥
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1871年、エドゥアール・クレスマンによってフランスのボルドーに創立。以来、規模や取扱ワインを拡大し、今日ではフランスでトップの実績を誇る
ネゴシアンに成長しています。クレスマンはブランドの個性を表現しつつ、誰もが判り易い味わいを、毎年安定した品質で市場に送り出してい
ます。ワインにはボルドーらしい上品さと、飲み飽きしないバランスの良さを感じる事が出来、日常の様々なシーンに溶け込み、人々に楽しまれ
ています。クレスマンブランドは誕生以来数多くの著名なレストランやホテルで支持され、フランスの飲食業界において、リーディングブランドの
地位を確立しています。

KRESSMANN
クレスマン

1871年から続く歴史的グランメゾン

ボルドーの生産者を一軒一軒まわることで納得したワインだけを選別。そのため設立当初から
信頼置ける数多くのパートナーが集まり、長年培った実績と信頼を糧に、価格と品質のベストバ
ランスを追求した良質なワインを生み出しています。

確かなパートナーとテロワール

72,000ヘクトリットルのタンク、5つのボトリングライン、セラーにはフレンチオークの新樽2500樽を
設備。ブドウ栽培では、クレスマンの技術者がパートナーを訪れ、緻密な連携を取りながら品質
の向上に努めています。また、衛生管理の国際基準であるIFSやBRC、HACCPなど各認証を
取得しています。

洗練されたワイン造り

ボルドー最大手のネゴシアンとして、世界85カ国以上にワインを輸出しているクレスマンは、グラ
ンクリュや数多くの占有シャトー、そして長い歴史や経験が裏打ちする専門知識によるブランド
ワインを駆使し、市場のニーズや消費者の期待に沿ったワインを常に生み出しています。

ニーズに応える品質と商品力
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ボルドー最古のブランドワイン「モノポール」

ボルドーで長きに渡り愛される安定の高品質
異なるクリュをブレンドさせたワインの可能性をいち早く確信したエドゥアール・クレス
マンによって1892年に販売開始され、今でも支持され続けるボルドー最古のブラン
ドワイン。1897年に商標登録され、以後変わらぬ品質で愛好家の心を掴んで離さ
ないクレスマンのフラッグシップです。クレスマン社が所有する、バラエティ豊かなテ
ロワールの中から、特に厳しい基準で選別されたクリュワインを使用。目指すのはテ
ロワール、質の高い生産農家、ブドウ品種等が奏でる完璧なハーモニー。同社の誇
るテイスターチームにより、毎年数百回におよぶ試飲を繰り返しブランド誕生時から
守り続けてきた確かな品質を継承、ラベルには1897年リリース時のデザインを採用
しています。

力強さ＆複雑さの
完璧なバランス

力強いアロマと
みずみずしさの調和

ブドウ産地のメインは「コート」地区のテロワール。最適な
熟度に達したメルロとカベルネ・ソーヴィニヨンをブレンド。
ブドウ果実本来の風味の表現、熟成によって加わる樽の
ニュアンス、そしてそれらの絶妙なバランスを魅力とする非
常にエレガントで洗練されたワインです。
豊かな赤系果実、バニラ、スパイスを特徴とする複雑な香
りと、丸くパワフルなアタック。後味のタンニンは絹のように
なめらかで、やさしいオーク樽香が完熟果実の風味を引き
立てます。

メルロ
カベルネ・ソーヴィニヨン

2,000 

750mlミディアムボディ

12AOC
ボルドー

KRESSMANN MONOPOLE ROUGE

クレスマンモノポール 赤
9618 4940015096185 

￥

ボルドー北部の粘土質・石灰質からなる、ソーヴィニヨン・
ブランの栽培に最適なテロワール。5～6ヶ月間のシュー
ル・リーにより、濃厚なアロマと素晴らしいブーケをワインに
もたらします。
ペールイエローの外観と輝きのあるグリーンの光沢、そして
シトラスのほのかなニュアンスとトロピカルフルーツの香り
が魅力。味わいにはエレガンスが溢れ、しっかりしたストラク
チャーを感じさせます。みずみずしさと深い味わいが後味ま
で続く、ソーヴィニョン・ブラン100％のワインです。

ソーヴィニヨン・ブラン
2,000 

750ml辛口

12AOC
ボルドー

KRESSMANN MONOPOLE BLANC

クレスマン モノポール 白
9610 4940015096109 

￥
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「グラン・レゼルヴシリーズ」は、信頼のお
けるパートナーから厳選されたワインを、
偉大なアペラシオンとクレスマンの名のも
とにお届けするハイパフォーマンスワイン
です。

葡萄生産段階からクレスマンのワイン醸造チー
ムが深く関与し、最高の品質を生み出していま
す。著名なボルドーのAOCを網羅し、区画を厳
選して、それぞれのアペラシオンの特徴を表現
したワイン造りを追及しています。

安定の高品質

ボルドー、グラーヴ、メドック、サンテミリオン、マル
ゴー… 「グラン・レゼルヴシリーズ」では、ボル
ドーが誇る多彩なアペラシオンをお楽しみいた
だけます。

多彩なアペラシオン

フレッシュな果実味と柔らかさ、優雅さのバラン
スを併せ持つ細心のブレンド。それぞれのアペ
ラシオンで多彩なアロマが交じり合い、素晴らし
いハーモニーを奏でます。飲み心地の良さと
コーディネートしやすさは、バラエティ豊かなお
料理とのマリアージュをお楽しみいただけます。

五感を刺激する感動

FR
A

N
C

E / Bordeaux  ボ
ル
ド
ー

カベルネ・ソーヴィニヨン、メ
ルロとカベルネ・フランから
造られ、フレッシュさとエレガ
ンスさがあります。バランス
の取れたタンニンが感じら
れ、少し熟成させても優しい
味わいが楽しめます。
中重口の赤ワイン。

メルロ
カベルネ・ソーヴィニヨン
カベルネ・フラン

1,500 

750mlミディアムボディ

12AOC
ボルドー

KRESSMANN BORDEAUX 
ROUGE 

クレスマン ボルドー 赤

9619 4940015096192 

￥

ソーヴィニヨン・ブランはフ
レッシュできりっとしたアロ
マを、セミヨンはしっかりした
ボディと複雑味をワインに
与えます。
この組み合わせは非常に
バランスの良い味わいを演
出します。

ソーヴィニヨン・ブラン
セミヨン
ミュスカデル

1,500 

750ml辛口

12AOC
ボルドー

KRESSMANN BORDEAUX 
BLANC

クレスマン ボルドー 白

55117 4940015099438 

￥

メルロ主体でつくられる香り
豊かな少し渋みのある、バ
ランスのとれた味わいの中
重口の赤ワインです。

メルロ
カベルネ・ソーヴィニヨン

2,200 

750mlミディアムボディ

12AOC
メドック

KRESSMANN MEDOC

クレスマン メドック

50807 4940015508077 

￥

深いガーネット色をしてお
り、カシスのアロマが複雑
味を感じさせます。
柔らかな口当たり、滑らかな
タンニンで余韻も長め。ラ
ム、牛肉、鶏肉、チーズ等と
良く合う中重口の赤ワイン
です。

カベルネ・ソーヴィニヨン
メルロ
プティ・ヴェルド

5,000 

750mlミディアムボディ

12AOC
マルゴー

KRESSMANN MARGAUX

クレスマン マルゴー

8793 4940015087930 

￥

ソーヴィニヨン・ブランとセミ
ヨンのコンビネーションが非
常に良く、バランスのとれた
仕上がりになっています。
鮮明な黄緑色、フローラル
の香り、デリケートさとエレ
ガントさを感じさせるフレッ
シュな辛口の白ワインです。

ソーヴィニヨン・ブラン
セミヨン

1,600 

750ml辛口

12AOC
アントル ドゥ メール

KRESSMANN ENTRE 
DEUX MERS 

クレスマン 
アントル ドゥー メール

9616 4940015096161 

￥

典型的なグラーヴワイン。
このワインは美しい色合い
を持ち、素晴らしいフィネス
を醸し出す口当たりがよい
中重口のワインです。

カベルネ・ソーヴィニヨン
メルロ

2,200 

750mlミディアムボディ

12AOC
グラーヴ

KRESSMANN GRAVES 
ROUGE

クレスマン グラーブ 赤

9942 4940015099421 

￥

セミヨン種主体で造られる
このワインは、繊細かつ複
雑で、コクのある味わいの
辛口白ワインです。

セミヨン
ソーヴィニヨン・ブラン

2,200 

750ml辛口

12AOC 
グラーヴ

KRESSMANN GRAVES SEC

クレスマングラーブ 白

9617 4940015096178 

￥

粘土石灰質土壌より生み
出される模範的なサンテミ
リオン。赤系果実やスミレを
想わせる上質で魅惑的な
アロマが香ります。
果実の凝縮感があり、滑ら
かなタンニンが豊富、ストラ
クチャーのある赤ワインで
す。気品がありデリケートな
味わいが楽しめます。

メルロ
カベルネ・フラン

3,100 

750mlミディアムボディ

12AOC
サンテミリオン

KRESSMANN SAINT EMILION

クレスマン サンテミリオン

52385 4940015523858 

￥

輝く黄金色、蜂蜜やドライ
フルーツの香りを持つ極甘
口白ワインです。
リッチな味わいと複雑さが
口いっぱいにひろがりま
す。ブルーチーズ、フルーツ
ケーキと合うデザートワイン
です。

セミヨン
ミュスカデル

3,900 

750ml極甘口

12AOC
ソーテルヌ

KRESSMANN SAUTERNES 

クレスマン ソーテルヌ

8485 4940015084854 

￥
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Bordeaux
etc.

ボルドー
その他

オープン価格

オープン価格

オープン価格

クレスマンによる伝統回
帰。ボトリングまで亜硫酸
不使用。
ブドウ本来の果実味が生
き生きと感じられ、おおらか
でバランスの取れた味わい
です。

メルロ
2,300 

750mlミディアムボディ

12ボルドー
AOC
ボルドー

ORIGIN DE KRESSMANN 
BORDEAUX SANS SULFITES

オリジン ド クレスマン 
ボルドー

51806 4940015518069 

￥

ダイレクトプレスで造られた
ロゼ。淡いピンクの色調で、
華やかな香りに満ち、フレッ
シュでフルーティーな味わ
いを供します。
アペリティフとしてはもちろ
ん、食中を通してお楽しみ
頂けます。

メルロ
カベルネ・フラン

1,600 

750ml辛口

12AOC
ボルドー

PINK DE KRESSMANN 
BORDEAUX ROSE

ピンク ド クレスマン 
ボルドー ロゼ

50908 4940015509081 

￥

1607年から現オーナー一
族が守り継ぐ老舗のシャ
トー。
サンテミリオンのすぐ近くに
畑はあります。サンテミリオ
ンと地続きの石灰岩土壌
から、アロマ豊かで、弾けん
ばかりの果実味としなやか
さを併せ持つ上質なワイン
を産み出しています。

メルロ
カベルネ・フラン
カベルネ・ソーヴィニヨン

2,000 

750mlミディアムボディ

12AOC
カスティヨン コート ド ボルドー

CHATEAU LA PIERRIERE

シャトー ラ ピエリエール

10309 4940015103098 

￥

風味豊かで複雑性の高い
香りと豊かな果実味とのバ
ランスが秀逸な、ボルドー・
シュペリュール屈指のテロ
ワールから生み出される、
肩肘張らずに愉しめるエレ
ガントなボルドーワイン。
後味の余韻の長さも印象
的です。　　

メルロ
カベルネ・ソーヴィニヨン
カベルネ・フラン

2,000 

750mlミディアムボディ

12AOC
ボルドー スペリュール

CHATEAU BRASSAC

シャトー ブラサック

10306 4940015103067 

￥

チェリーなど赤系果実の香
りが際立ち、タンニン分もな
めらかで飲み易く、きれいな
余韻が愉しめます。

メルロ

750mlミディアムボディ

6ヴァン ド フランス

KRESSMANN SELECTION 
MERLOT VIN ROUGE 
DE FRANCE

クレスマン セレクション 
メルロ

44460 4940015444603 

華やかでフルーティーな
香り。酸と果実味のバラ
ンスが良く、複雑さも兼ね
備えたしっかりとした味わ
いです。

シャルドネ

750ml辛口

6ヴァン ド フランス

KRESSMANN SELECTION 
CHARDONNAY VIN BLANC 
DE FRANCE

クレスマン セレクション 
シャルドネ

44461 4940015444610 

ソーヴィニヨン・ブラン
セミヨン
ミュスカデル

1,000 

375mlミディアムボディ

12AOC
ボルドー

KRESSMANN BORDEAUX ROUGE HALF

クレスマン ボルドー 赤 
ハーフ

9620 4940015096208 

￥
セミヨン
ソーヴィニヨン・ブラン

1,100 

375ml辛口

12AOC
グラーヴ

KRESSMANN GRAVES SEC HALF

クレスマングラーヴ白
ハーフ

8489 4940015084892 

￥
メルロ
カベルネ・ソーヴィニヨン

1,300 

375mlミディアムボディ

12AOC
メドック

KRESSMANN MEDOC HALF

クレスマン メドック 
ハーフ

50808 4940015508084 

￥

メルロ
カベルネ・フラン

1,600 

375mlミディアムボディ

12AOC
サンテミリオン

KRESSMANN SAINT EMILION HALF

クレスマン サンテミリオン 
ハーフ

52386 4940015523865 

￥
セミヨン
ミュスカデル

2,200 

375ml極甘口

12AOC
ソーテルヌ

KRESSMANN SAUTERNES HALF

クレスマン ソーテルヌ 
ハーフ

51816 4940015518168 

￥
熟したカシスやブラックベ
リーの香りが特徴。
口当たりは滑らかで果実の
凝縮感と程よい渋みとのバ
ランスが良く、典型的なボ
ルドーワインの味わいが楽
しめます。

メルロ
カベルネ・ソーヴィニヨン
カベルネ・フラン

750mlミディアムボディ

12AOC
ボルドー

CINQ ETOILES 
BORDEAUX ROUGE

サンク エトワール
ボルドー 赤

48171 4940015481714 
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