
DOMINIQUE FOUR EUR
ドミニク・フルール

グランクリュ アンボネイ100% 
サスティナブル農法、平均樹齢40年の畑から生み出されるピュアな味わい
シャンパーニュ地方、モンターニュ・ド・ランスのグランクリュの村アンポネイにメゾンを構えるシャン
パーニュ・ドミニク・フルール。1850年設立と歴史は長く現在、8代目のガエル・フルール女史とフロ
リアン氏の夫妻が代々受け継がれるメゾンの伝統を守っています。

エルダーフラワー、林檎、花梨、レモンなどの柑橘
のニュアンス。焼きたてのパン、チーズなど酵母の
香りが複雑さをプラス。フレッシュな果実の香りと
ミネラル感がバランスの良い、スタンダード・シャン
パーニュです。

ドミニク・フルール
ブリュット・グラン クリュ

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール75%、シャルドネ25%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：7g/l

希望小売価格 ￥6,000
容量：750ml　入数：6
弊社コード：424925
JANコード：4580404826353

スパークリング

DOMINIQUE FOUREUR
BRUT GRAND CRU AMBONNAY

白い花、密林檎、グレープフルーツ、固い桃のニュ
アンス。ハーブやスパイス、柑橘の皮の苦味が味
わいを引き締めます。軽やかながらもストラク
チャーがしっかりしています。

ドミニク・フルール
ブリュット・ナチュール

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール75%、シャルドネ25%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：0g/l

希望小売価格 ￥8,500
容量：750ml　入数：6
弊社コード：424926
JANコード：4580404826360

スパークリング

DOMINIQUE FOUREUR
BRUT NATURE GRAND CRU AMBONNAY

綺麗なオレンジがかったピンクの色調はまさに
ヤマウズラの目の色。薔薇の花びら、ラズベリーや
チェリー柑橘の皮、ややアーシーな風味もあり
大人っぽい印象。バランスのとれた、ロゼ・シャン
パ―ニュです。

ドミニク・フルール
ブリュット・ロゼ・グラン クリュ

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ60%、ピノ・ノワール40%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：7g/l

希望小売価格 ￥9,800
容量：750ml　入数：6
弊社コード：424927
JANコード：4580404826377

スパークリング ロゼ

DOMINIQUE FOUREUR
BRUT ROSE GRAND CRU AMBONNAY

瓶内熟成60カ月以上のヴィンテージシャンパー
ニュ。透明感のある黄金色。柑橘系果実にドライ
フルーツやアーモンドの香り。程よいコクと爽やか
な酸、繊細な泡が重なり奥行きある味わいです。

ドミニク・フルール
ミレジメ 2011・グラン クリュ

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール80%、シャルドネ20%
熟成期間：60カ月以上
ドサージュ：5g/l

希望小売価格 ￥13,500
容量：750ml　入数：6
弊社コード：424928
JANコード：4580404826384

スパークリング

DOMINIQUE FOUREUR
BRUT MILLESIMES GRAND CRU AMBONNAY

熟成期間はなんと最低60カ月以上！ドサージュは
少なめの5g/l、MLFは行っていないため、この
キュヴェのために選りすぐれたブドウの味わいが
ピュアに反映されています。力強い凝縮感が長い
余韻へ続く上質シャンパーニュです。

ドミニク・フルール
キュヴェ プリンス アラリック 2012・グラン クリュ

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール60%、シャルドネ40%
熟成期間：60カ月以上
ドサージュ：5g/l

希望小売価格 ￥15,000
容量：750ml　入数：6
弊社コード：424929
JANコード：4580404826391

スパークリング

DOMINIQUE FOUREUR
PRESTIGE CUVEE PRINCE ALARIC GRAND CRU AMBONNAY

DE SA INT-GA LL
サン・ガール

職人魂のアルチザン・シャンパーニュ

「サン・ガール」は、1966年に創設されたユニオン・シャンパーニュの自社ブランド。ユニオン・シャン
パーニュは、現在15Co-opが連帯し、2300人以上のブドウ栽培家が所属するシャンパーニュ最大級
の協同組合です。栽培面積は1400haにも上り、その90％以上がグランクリュないしプルミエクリュ。
品質にもとことんこだわった、ただの「農協シャンパーニュ」ではない「スーパー生産者組合」です。

輝きのある黄金色に、繊細で長く続く泡。フレッ
シュな果実の香りから口に含むとリンゴやライチの
ような白いフルーツの香りが広がる。最後まで豊
かな果実味を楽しむことができます。

サン・ガール
セレクション ブリュット

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ55%、ピノ・ノワール25%、ムニエ20%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：10g/l

希望小売価格 ￥7,500
容量：750ml　入数：6
弊社コード：425729
JANコード：3232031001245

スパークリング

DE SAINT-GALL
SELECTION BRUT

サクランボや野イチゴなどフレッシュな赤い果実
に、バラの花びらの香りもわずかに感じられる。
味わいは非常に繊細で、美しい酸が余韻に残る。
海老などの魚介類やエスニックとも相性抜群で
す。

サン・ガール
ロゼ プルミエ・クリュ ブリュット

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ59%、ピノ・ノワール25%、ムニエ16%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：9g/l

希望小売価格 ￥8,500
容量：750ml　入数：6
弊社コード：425730
JANコード：3232030100307

スパークリング ロゼ

DE SAINT-GALL
ROSE PREMIER CRU BRUT

白い花やリンゴ、柑橘系果実のアロマが感じられ、
非常にフレッシュ。メゾンが得意とするシャルドネ
を気軽に味わうのに最適な1本。アペリティフや
ハーブを使った魚介の料理にぴったりと寄り添っ
てくれます。

サン・ガール
ブラン・ド・ブラン プルミエ・クリュ ブリュット

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
熟成期間：36カ月以上
ドサージュ：9g/l

希望小売価格 ￥8,700
容量：750ml　入数：6
弊社コード：425731
JANコード：3232030100154

スパークリング

DE SAINT-GALL
BLANC DE BLANCS PREMIER CRU BRUT

リンゴやグレープフルーツなどの爽やかなシトラス
や蜂蜜の余韻。スモーキーさも感じられ、グリル
した魚介やお寿司との相性は最高。ごくわずかの
ドサージュで仕上げた、ピュアなシャルドネの味わ
いが際立つ1本です。

サン・ガール
ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ エクストラ・ブリュット

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
熟成期間：48カ月以上
ドサージュ：5g/l

希望小売価格 ￥9,600
容量：750ml　入数：6
弊社コード：425740
JANコード：3232030100857

スパークリング

DE SAINT-GALL
BLANC DE BLANCS GRAND CRU EXTRA BRUT 

熟した柑橘、アプリコット、白桃などの豊かな
フルーツの香りに、焼いたパンの香ばしいアロマ
が重なる。キレのある酸と長く続く余韻に、ヴィン
テージ・グラン・クリュの実力を感じる1本です。

サン・ガール
ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ ブリュット

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
熟成期間：60カ月以上
ドサージュ：9g/l

希望小売価格 ￥13,900
容量：750ml　入数：6
弊社コード：425741
JANコード：3232031000958

スパークリング

DE SAINT-GALL
BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUT

輝く黄金色と繊細な泡が美しく映えるシャンパー
ニュ。最初にシトラスや砂糖漬けのレモン、黄色い
果実の香りが現れ、その後、葉巻のようなスモー
キーさとローストナッツの香りがほのかに香り
ます。

サン・ガール オルパール
ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ ブリュット 2008

フランス、シャンパーニュ 
品種：シャルドネ100%  
熟成期間：10年以上 
ドサージュ：7g/l

希望小売価格 ￥25,000  
容量：750ml 入数：6 
弊社コード：427940
JANコード：3232031001580

スパークリング

DE SAINT-GALL ORPALE
BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUT 2008
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