パルメは1947 年創業のプレミアム・シャンパーニュ
メゾン。
モンターニュ・ド・ランスの 7人のシャンパー
ニュ生産者たちが集まり、世界に名を轟かすシャンパ
ーニュブランドを創り上げようという想いで設立され
ました。
現在、
モンターニュ・ド・ランス地域に広がる
200ha 以上のグラン・クリュとプルミエ・クリュのブド
ウを主体に、非常に洗練されたシャンパーニュを生産
しています。
シャンパーニュ＆スパークリングワイン世
界選手権において、2020 年に
「ブリュット・レゼルヴ」
が「World Champion Classic NV Brut 」
を、
さらに
2021 年に
「ブラン・ド・ブラン」が「World Champion
Classic Blanc de Blancs」
を獲得し、今最も勢いのあ
る世界に認められたシャンパーニュです。

世界で最も称賛されるシャンパーニュ・ブランドTOP30入り
全シャンパーニュ対象の格付けで
TOP10入り
英国のアルコール飲料専門誌『ドリンクス・インターナショナル 』が選ぶ
「世界で最も称賛されるシャンパーニュ・ブランド2022」でパルメが26位に、

全シャンパーニュ生産者

4,500超の中で26位！

『ファイン・シャンパーニュ・マガジン2021』の国際市場で手に入る、すべての
シャンパーニュが対象の格付けで「ヴィンテージ2012」が10位、
「ブラン・
ド・
ブラン」が14位にランクインするなど世界的な評価を獲得しています。

世 界一獲得シャンパーニュ

メゾンの歴史を脈々と受け継ぐソレラ・ロゼ

ブリュット・レゼルヴ

ロゼ・ソレラ

最 高 級のテロワールを厳 選して造ら
れたフラッグシップシャンパーニュ。
モンターニュ・
ド・ランスのプルミエ・クリ
ュとグラン・クリュが主体で、それぞれ
の特徴が表れています。

傑出した果実味と繊細なスパイスの香り
が融合したユニークなシャンパーニュ。
ソレラ（原酒を継ぎ足し続ける手法）で

品種：シャルドネ50％、ピノ・ノワール30％、
ムニエ20％

品種：シャルドネ45％、ピノ・ノワール35％、
ムニエ20％

瓶内熟成：48カ月

瓶内熟成：36カ月

ドサージュ：8g/l

ドサージュ：7.5g/l

Brut
Reserve

シャンパーニュ＆スパークリングワイン世界選手権2020
「World Champion Classic NV Brut 」獲得！
（）6,900 円＋税

希望小売価格 （）15,000 円＋税

2021年ベストブラン・ド・ノワール

Rose
Solera

熟成したピノ・ノワールのリザーブワイン
をブレンドしています。

デカンターワールドワインアワード2019
ゴールド95点
希望小売価格（）8,900 円＋税

世界一獲得&3年連続ベストブラン・ド・ブラン

ブラン・ド・ノワール

ブラン・ド・ブラン

ピノ・ノワールとムニエを絶妙なバランスで
ブレンドしたモダンなブラン・ド・ノワール 。
グレープフルーツやスグリの爽やかさが桃や
アプリコッ
トの芳醇なアロマを引き立てています。
口の中では、アロマの強さと繊細さが非常に
バランス良く感じられます。

モンターニュ・
ド・ランス地区のプルミエ・
クリュ、ヴィリエ・マルムリィとトレパイユの

Blanc
de
Noir

品種：ピノ・ノワール50%、ムニエ50%

Blanc
de
Blancs

シャルドネが主体。シャープなミネラル感
と酸のバランスがよく、長く繊細な余韻
へと続きます。

品種：シャルドネ100%

瓶内熟成：48カ月

瓶内熟成：60カ月

ドサージュ：6g/l

ドサージュ：8g/l

シャンパーニュ＆スパークリングワイン世界選手権
2021「Best Champagne Blanc de Noirs NV」
獲得

希望小売価格（）10,500 円＋税

パルメの原点、
そして新たな象徴

グラン・テロワール

７人の創設メンバーが所有していたグラ
ン・クリュとプルミエ・クリュを使用して造ら

Grands
Terroirs

れるヴィンテージシャンパーニュ。熟成
感とフレッシュさが共存する、パルメスタ
イルの真髄を表現しています。

品種：シャルドネ50％、ピノ・ノワール38％、
ムニエ12％
瓶内熟成：６年
ドサージュ：７g/l

希望小売価格（）15,000 円＋税

シャンパーニュ＆スパークリングワイン世界選手権

「Best Champagne Blanc de Blancs NV」3年連続獲得

「World Champion Classic Blanc de Blancs 」2021年獲得

希望小売価格（）10,500 円＋税

ソレラと長期熟成で造る最上級キュヴェ

アマゾーヌ・ド・パルメ

Amazone
de
Palmer
ソレラと長期熟成で造るパルメの最上級
キュヴェ。ソレラで熟成したシャルドネを
贅沢に18％使用。モモやアンズ、
トースト
香の複雑なアロマ、力強く芳醇な味わい
が口の中で広がります。

品種：シャルドネ51%、ピノ・ノワール49%
瓶内熟成：8年

ドサージュ：7g/l

希望小売価格（）25,000 円＋税

パルメ

CH A M PAGN E PA L M ER & CO.

世界に認められたシャンパーニュ
パルメは1947年創業。モンターニュ・ド・ランスの7人の若手シャンパーニュ生産者が集まって設立され
ました。現在、200ha以上のグラン・クリュおよびプルミエ・クリュのブドウを使用し、一貫した品質
管理のもとシャンパーニュを生産しています。シャンパーニュ＆スパークリングワイン世界選手権2020
で、
「ブリュット・レゼルヴ」がノンヴィンテージ・ブリュット部門で世界一を獲得した、今もっとも勢いの
ある世界に認められたシャンパーニュです。

シャンパーニュ＆
スパークリングワイン
世界選手権2021
「World Champion
Classic Blanc
de Blancs」
獲得

シャンパーニュ&
スパークリングワイン
世界選手権2020
「World Champion
Classic NV Brut」
獲得

パルメ
ブリュット・レゼルヴ

パルメ
ロゼ・ソレラ

パルメ
ブラン・ド・ブラン

CHAMPAGNE PALMER & CO.
BRUT RESERVE

CHAMPAGNE PALMER & CO.
ROSE SOLERA

CHAMPAGNE PALMER & CO.
BLANC DE BLANCS

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ50%、ピノ・ノワール40%、ムニエ10%
瓶内熟成：48カ月
ドサージュ：8g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ45%、ピノ・ノワール45%、ムニエ10%
瓶内熟成：36カ月
ドサージュ：7.5g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ100%
瓶内熟成：60カ月
ドサージュ：8g/l

最高級のテロワールを厳 選して造られたフラッグ
シップシャンパーニュ。モンターニュ・ド・ランスの
プルミエ・クリュとグラン・クリュが主体で、
それぞれ
の特徴が表れています。

傑出した果実味と繊 細なスパイスの香りが融合
したユニークなシャンパーニュ。ソレラ（原酒を継ぎ
足し続ける手法）で熟成したピノ・ノワールのリザーブ
ワインをブレンドしています。

モンターニュ・ド・ランス地区のプルミエ・クリュで
あるヴィリエ・マルムリィとトレパイユのシャルドネが
主体。シャープなミネラル感と酸のバランスがよく、
長く繊細な余韻へと続きます。

スパークリング

希望小売価格 ￥6,900
容量：750ml
入数：6
弊社コード：428889
JANコード：3446281100034

スパークリング

希望小売価格 ￥15,000
容量：1500ml
入数：3
弊社コード：428891
JANコード：3446281100041

ロゼ

希望小売価格 ￥8,900
容量：750ml
入数：6
弊社コード：428893
JANコード：3446281400035

スパークリング

希望小売価格 ￥10,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：428895
JANコード：3446281300038

◆ 100%リサイクル可能なエコロジカルギフトBOX

パルメ
ブラン・ド・ノワール

パルメ
ヴィンテージ

パルメ
アマゾーヌ・ド・パルメ

CHAMPAGNE PALMER & CO.
BLANC DE NOIRS

CHAMPAGNE PALMER & CO.
VINTAGE

CHAMPAGNE PALMER & CO.
AMAZONE DE PALMER

フランス、シャンパーニュ
品種：ピノ・ノワール50％、ムニエ50%
熟成期間：48カ月
ドサージュ：6g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ50%、ピノ・ノワール50%
瓶内熟成：8年
ドサージュ：8g/l

フランス、シャンパーニュ
品種：シャルドネ51％、ピノ・ノワール49%
熟成期間：8年
ドサージュ：7g/l

グレープフルーツとスグリの爽やかさが、桃やアプ
リコットの繊細なアロマを引き立てています。口の中
では、アロマの強さと繊細さが非常にバランス良く
感じられます。

洋梨や白桃などの繊細な果実の香りと、わずかに
スモーキーなアロマ、
そしてスパイス
（バニラ、
シナモン）
の香りが特徴です。

グラン・クリュ及びプルミエ・クリュのみを使用し、
自社カーヴで長期熟成。メゾンの最良のワインと、
最良のヴィンテージを厳 選して造られる、希少な
キュヴェです。

スパークリング

希望小売価格 ￥10,500
容量：750ml
入数：6
弊社コード：430978
JANコード：3446281150039
6

スパークリング

希望小売価格 ￥12,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：428897
JANコード：3446284080036

スパークリング

希望小売価格 ￥25,000
容量：750ml
入数：6
弊社コード：428898
JANコード：3446281500032

