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長きに渡りピュリニー最高峰に君臨してきたルイ・カリヨンより引き継いだ新ドメーヌ。

フランソワは父の代から畑を担当。その果実のクオリティに疑いの余地はなく、エネル

ギーを感じる力強くゴージャスなワインはすでにトップ・ドメーヌとしての貫録を持つ。

コント・ラフォンやルフレーヴと同じくクライヴ・コーツから最高評価の３ツ星

で称えられる偉大な白の造り手、ルイ・カリヨン。ヴィニュロンとしての歴史は

1520年まで遡ることができるピュリニー・モンラッシェの名家である。近年、16

代目となるジャックとフランソワ・カリヨン兄弟がそれぞれ醸造と栽培を担って

いたが、父親のルイの引退を期に所有畑が分割されることになった。2010

年、フランソワはペリエールやシャン・ガン等ピュリニーが誇るプルミエクリュを

含む約5.4haの畑を継承し、兄のジャックが継いだドメーヌから独立。こうして

誕生したカリヨン家の新たな醸造所がフランソワ・カリヨンである。

1988年から畑で働き始めたフランソワのワイン造りのモットーは「畑がワイ

ンのクオリティを造る」である。ブドウ栽培にはビオロジックを採用。1992年か

ら除草剤は使わず、馬やトラクターを用いて畑の土を耕し、剪定や芽かきによ

る収量制限は平均40hl/haと厳しい。ルイ・カリヨンのクオリティを支えてきた祖

父仕込みの職人気質の畑の手入れは、様々な生産者を見てきたワイン・アド

ヴォケイト誌の評論家ですら「すっかり圧倒された」とコメントするほどである。

細部にこだわるブドウ栽培の一方、醸造については「ブルゴーニュの伝統

の手法」と多くを語らない。畑の格付けに関わらずどのワインの発酵・熟成に

もバリックを用い、自然酵母のみで発酵させ、常にマロラクティック発酵を行

う。ワイン造りはルイ・カリヨン時代と変わりがないというものの、父のドメーヌ

では瓶詰めは3月に行っていたが、フランソワはワインの熟成状態を見て瓶詰

め時期を決める等、微細な調整を重ねてフランソワ・カリヨンのワインは造ら

れている。

現在、カリヨン家から受け継がれた由緒正しき畑に加え、畑仕事に並々な

らぬ情熱を注ぐフランソワが厳選し手に入れた畑からもワインを手掛けてい

る。どのワインも偉大な地で生まれるシャルドネの厳格さと華やかさを備え、

ゴージャスで生き生きとしたキャラクターが魅力である。フランソワが初めて栽

培から醸造まで一貫して手掛けた2010ヴィンテージは既に評論家から高い評

価を受けており、ブルゴーニュの名門から現れたこの経験豊かな『新星』がブ

ルゴーニュの偉大な白の新たな歴史を造ることに疑いの余地はない。

Bio

France

限定 希望小売価格　\11,200

ピュリニーの複数の区画のブドウが織りなす美しきヴィラージュ。黄色い

果実や花が溢れる生き生きとした香り。力強い果実と確かな酸が織りな

す肉感的な味わい。クリーンな果実や塩っぽさのあるミネラルがクリー

ミーなフィニッシュに溶け込んでいる。

ピュリニー・モンラッシェ 

●

●

●

2019 Puligny Montrachet 

産地：

品種：

熟成：

評価：

Puligny Montrachet

シャルドネ100％

バリック11ヶ月（新樽10％）後、

ステンレスタンク7ヶ月

AM89-91

限定 希望小売価格　\18,000

ジャスパー・モリスがコンベットやカイユレと同じく『別格1級畑』と評価す

るプルミエクリュ。ピュリニーの斜面中腹、シュヴァリエ・モンラッシェと同

程度の標高に位置する。完熟した桃を思わせる果実の中に石っぽさや

塩味を備えたミネラリーな香り。十分なエネルギーとフレッシュさを備え

た味わいは非常に熟していてパワフル。長く堅固なフィニッシュにも強さ

が感じられる。

● アルコール度数：　14.5％　

ピュリニー・モンラッシェ　プルミエ・クリュ　
レ・フォラティエール

●

●

●

2019 Puligny Montrachet 1er Cru Les Folatieres

産地：

品種：

熟成：

評価：

Puligny Montrachet 1er Cru

シャルドネ100％

バリック11ヶ月（新樽15％）後、

ステンレスタンク8ヶ月

AM91-93●

限定 希望小売価格　\19,000

コンベット、ルフェール、クロ・ド・ラ・ムシェールというピュリニーの著名

畑に囲まれたプルミエクリュ。樹齢の異なる2区画をブレンド。高樹齢の

ブドウはエキスが凝縮した小さな実をつける。最高樹齢は50年以上。グ

ラスから爆発的に広がる香りは黄桃、白い花、スモーク、石っぽいミネラ

ルなど、様々な表情を見せる。幾重にも層を成し口蓋を満たす躍動感

ある果実。長くピュアなフィニッシュまで終始一貫活力に溢れている。

● アルコール度数：　14％

ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ　
レ・ペリエール

●

●

●

2019 Puligny Montrachet 1er Cru Les Perrieres

産地：

品種：

熟成：

評価：

Puligny Montrachet 1er Cru

シャルドネ100％

バリック11ヶ月（新樽20％）後、

ステンレスタンク8ヶ月

AM90-93●

限定 希望小売価格　\13,200

ビアンヴニュ・バタール・モンラッシェの斜面すぐ下に位置するヴィラー

ジュの畑。華やかで芳醇なワインが生まれることで知られている。甘い

完熟果実がぎっしり詰まった魅惑的な香り。多面的かつ洗練されたワイ

ンで、輝くような生き生きとしたフィニッシュが印象的。

● アルコール度数：　13.5％

ピュリニー・モンラッシェ　レ・ザンセニエール

●

●

●

2019 Puligny Montrachet Les Enseigneres

産地：

品種：

熟成：

評価：

Puligny Montrachet

シャルドネ100％

バリック11ヶ月（新樽10％）後、

ステンレスタンク7ヶ月

AM89-92●

● アルコール度数：　13.5％

●

●

限定 希望小売価格　\4,800

ピュリニー村にある区画のブドウを使用した贅沢なドメーヌの入門ワイ

ン。ナシやアプリコット、白い花を思わせる凝縮した瑞々しい果実。この

クラスでは考えられないくらいゴージャスかつ品格に溢れる味わいに、

数世紀に渡ってピュリニーに根差すカリヨン家の力量が感じられる。

● アルコール度数：　13.5％

ブルゴーニュ　ブラン

●

●

●

2019 Bourgogne Blanc

産地：

品種：

熟成：

評価：

Bourgogne

シャルドネ100％

バリック11ヶ月（新樽15％）後、

ステンレスタンク6ヶ月

ー●

限定 希望小売価格　\16,300

樹齢約40年。ピュリニーの斜面上部にあり、サン・トーバンのコミューン

に隣接するプルミエクリュ。上質の酸やミネラリーな性質を備えた透明

感あるワインが生まれる。アプリコットや桃のエネルギッシュな香りにほ

のかなトースト香やミネラルのニュアンスがグラスから立ち昇る。内にひ

そむミネラルと酸がエネルギッシュなキャラクターをワインに添える。

● アルコール度数：　13.5％

ピュリニー・モンラッシェ　プルミエ・クリュ　
レ・シャン・ガン

●

●

●

2019 Puligny Montrachet 1er Cru Les Champs Gains

産地：

品種：

熟成：

評価：

Puligny Montrachet 1er Cru

シャルドネ100％

バリック11ヶ月（新樽15％）後、

ステンレスタンク8ヶ月

AM91-93●

限定 希望小売価格　\19,000

ルイ・カリヨンから受け継いだプルミエクリュの筆頭であり、ジャスパー・

モリスが『別格1級畑』と評価する畑。ピュリニーの斜面中腹にあり、ム

ルソーのペリエールとシャルムに隣接する。シトラスや黄桃のアロマに

スパイシーなオークのニュアンス。ムルソーを思わせるリッチさの中に、

ピュリニーの確固とした品の良さと洗練を備えている。

● アルコール度数：　14.5％

ピュリニー・モンラッシェ　プルミエ・クリュ　
レ・コンベット

●

●

●

2019 Puligny Montrachet 1er Cru Les Combettes

産地：

品種：

熟成：

評価：

Puligny Montrachet 1er Cru

シャルドネ100％

バリック11ヶ月（新樽15％）後、

ステンレスタンク8ヶ月

AM91-94●

限定 希望小売価格　\6,700

ルイ・カリヨンから受け継いだ赤のプルミエクリュ。シャサーニュ・モンラッ

シェのコミューンに隣接する区画のため、シャサーニュ的な優美さを備

えている。チェリーやラズベリー、赤いプラムの芳しいアロマにほのかな

スモークのヒント。瑞々しい果実に満ちたピュアでエレガントなスタイル。

● アルコール度数：　13％

サン・トーバン　プルミエ・クリュ　レ・ピタンジュレ

●

●

●

2019 Saint Aubin 1er Cru Les Pitangerets

産地：

品種：

熟成：

評価：

Saint Aubin 1er Cru

ピノ・ノワール100％

バリック12ヶ月（新樽10％）後、

ステンレスタンク2ヶ月

ー●

限定 希望小売価格　\10,000

2016年シャサーニュは霜の被害がとりわけ大きく、プルミエ・クリュのブ

ドウは全てヴィラージュにブレンド。松脂やぺトロールなど微かに還元を

感じさせるニュアンスに柑橘系の皮の刺激的なアロマ。非常にリッチで

ジューシーなフレーバーに素晴らしい密度とエネルギーが感じられ、ビ

ターなレモンを思わせるフィニッシュへと続く。

● アルコール度数：　13％

シャサーニュ・モンラッシェ

●

●

●

2019 Chassagne Montrachet 

産地：

品種：

熟成：

評価：

Chassagne Montrachet

シャルドネ100％

バリック11ヶ月（新樽10％）後、

ステンレスタンク6ヶ月

AM89-91●

限定 希望小売価格　\12,200

通常の村名ピュリニーが複数区画のブレンドであるのに対し、このキュ

ヴェは0.7haのモノポールかつ樹齢も最高60年と高い。また比較的肥沃

で粘土が厚い土壌のため、よりリッチで力強い味わいとなる。レモンやリ

ンゴ、白い花にわずかな新樽のニュアンスを感じるクラシックなアロマ。

口に含むとしっかりとした張りと果実の凝縮感に満ちていて、素晴らしい

奥深さ、ミネラルとエネルギーを感じる。

● アルコール度数：　13.5％

ピュリニー・モンラッシェ　ル・クロ・デュ・ヴュー・シャトー

●

●

●

2019 Puligny Montrachet Le Clos du Vieux Chateau

産地：

品種：

熟成：

評価：

Puligny Montrachet

シャルドネ100％

バリック11ヶ月（新樽15％）後、

ステンレスタンク7ヶ月

AM89-91●

ピュリニー村にある単一区画から造られる。ブドウの樹齢は約50年。心

地よいスパイスの効いたリンゴ、シトラス、フレッシュな果実の表現力豊

かなアロマ。素晴らしい密度とミネラル感のあるフレーバーに洗練され

たテクスチャーを感じる。生き生きとした長い余韻につながっていく。驚く

ほど高品質なアリゴテ。

限定 希望小売価格　\3,600

● アルコール度数：　12.5％

アリゴテ ヴィーニュ・デュ・プティ・ポワリエ

●

●

●

2019 Aligote Vigne du Petit Poirier 

産地：

品種：

熟成：

評価：

Coteaux Bourguignons

アリゴテ100％

バリック11ヶ月（新樽3％）後、

ステンレスタンク3ヶ月

ー●

ワイナリーの後ろに位置する南向きの区画とさらに南西に位置するク

ショワの区画から造られる。ブドウの樹齢は30年。軽快でフレッシュな赤

系・黒系ベリーのアロマがかすかな土のニュアンスを引き立てている。

口の中ではジューシーなフレーバーが心地よい刺激となり、穏やかで優

しいフィニッシュへと続いていく。

限定 希望小売価格　\4,200

● アルコール度数：　13.5％

ブルゴーニュ　ルージュ

●

●

●

2019 Bourgogne Rouge

産地：

品種：

熟成：

評価：

Bourgogne

ピノ・ノワール100％

バリック12ヶ月（新樽10％）後、

ステンレスタンク2ヶ月

ー●

※他にもアイテム取り揃えております。取り扱い全アイテムは弊社HPをご覧ください。


