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+/-5 % de tolérance pour les paramètres analytiques · l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération · contient des sulfites

オリジン 
ブリュット 

ピノ・ムニエ50% - シャルドネ30% - ピノ･ノワール20%  

葡萄は８つのテロワールから収穫: 
ヴァレ・ド・ラ・マルヌ地区 と モンターニュ・ド・ランス地区 

爽やかでフルーティーで調和の取れたシャンパーニュ。樽で熟成されたリザーヴワイ
ンを１０％アッサンブラージュしており、飲んだ後の余韻が⾧く残る。アペリティフ

として理想的。昼間でも夜でも楽しめる。 

澱引きする前にシュール・リー式で30ヶ⽉間熟成 

ドザージュ 8g／L。 
テイスティングノート： 

⾒る楽しみ：細やかで⾧く続く発泡。 

⾹りの楽しみ：西洋梨とミラベルのほのかなアロマが感じられるフルーティーな⾹
り。樽で醸造されたリザーヴサインのおかげで素敵なウッディ系のニュアンスも。 

味わう楽しみ：フルーティーな⾵味とナッツ類を炒ったような⾹ばしい⾵味が爽やか
な⼜当たりと素晴らしく調和している。⾹ばしい⾵味は活き活きとしていながらもさ
りげなく⼜の中に残る。 レモンを彷彿するアクセントが効いた⾵味の余韻が⾧く続
くシャンパーニュ。 
保管：１～２年間。飲み頃の温度は6 ～ 8°C。 

化学分析：アルコール度12.２% 、酸度：４.２g/L、ドザージュ：８ g/L 

受賞歴： 
アシェット・ワインガイド：クー・ド・クール賞、２つ星 

• ブリュッセル世界⼤会⾦賞受賞 
• サクラ・ワイン・アワード（⽇本）⾦賞受賞 

• 中国ワイン＆スピリット・アワーズ（⾹港＆中国）⾦賞受賞 

•韓国ワイン＆スピリット・アワーズ⾦賞受賞 

• ヴィーニョ・ディエノス⼤会（リトアニア）⾦賞受賞 

• ワイン・スペクティター：90/100 

• デカンター世界ワイン・アワーズ：４つ星及び銀賞受賞 

• ムンドゥス・ヴィニ・グランド・インターナショナル・アワーズ（ドイツ）銀賞受賞

http://www.champagnetribaut.fr/
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+/-5 % de tolérance pour les paramètres analytiques · l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération · contient des sulfites

ロゼ 
ブリュット 

ピノ･ムニエ50% - シャルドネ30% - ピノ･ノワール20%  

葡萄は8つのテロワールから収穫：セック 
ヴァレ･ド･ラ･マルヌ地区とモンターニュ･ド･ランス地区 

サーモンピンクかかった艶とレッドベリーを彷彿するアロマのためにダム
リー村産の⾚ワインを１０％アッサンブラージュ。鶏⾁料理や⾊々なデザー

トのお供にぴったりのシャンパーニュ。 

澱引きする前にシュール・リー式で30ヶ⽉間熟成 

ドザージュ8g／L。 

テイスティングノート： 

⾒る楽しみ：サーモンピンク⾊。細かい活き活きとした発泡。 

⾹りの楽しみ：レッドベリー、フランボワーズ、グロゼーユ、グレープフ
ルーツを放るつするフルーティーな⾹り。 

味わう楽しみ：飲み⼼を誘う素敵な爽やかさ。柑橘系アロマとレッドベリー
系のアロマ。 

保管：暗い場所で３年間まで。飲み頃の温度は６～8 ° C。 

化学分析：アルコール度12.４% 、酸度：４.２g/L、ドザージュ：８ g/L 

受賞歴： 
•ジルベール＆ガイヤール：90/100 
• ワイン・スペクティター：90/100 

http://www.champagnetribaut.fr/
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+/-5 % de tolérance pour les paramètres analytiques · l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération · contient des sulfites

ブラン・ド・   

シャルドネ 
ブリュット 

シャルドネ１００％ 

葡萄は４つのテロワールから収穫 
：ロムリー村、フルリー・ラ・リヴィエール村、アイ村、バシュエ村 

ミネラル系のフローラルな⾵味のこのキュヴェにはアイ村の樹齢の⾼い葡萄園から⽣まれた
シャルドネのワイン（樽で醸造）が２０％アッサンブラージュされている。トーストしたパン
とはちみつを彷彿するアロマが印象深い。⿂料理やシーフードの盛り合わせ料理の理想的なお

供。 

澱引きする前にシュール・リー式で42ヶ⽉間熟成 

ドザージュ6g/L 。 

テイスティングノート： 

⾒る楽しみ：透明な明るい⾦⾊。繊細でエレガントな発泡。 
⾹りの楽しみ：軽やかで爽やかな⾹り。レモンの⾹りが特に感じられる柑橘系のアロマ。 

味わう楽しみ：とても繊細で奥の深いミネラル系の⾵味。とてもなめらかなシルクのような質
感の⾧く続く発泡のおかげでバターやブリオッシュを彷彿する⼼地よい味わいが残る。 

保管：暗い場所で３年間まで。飲み頃の温度は8～ 10 ° C。 

化学分析：アルコール度12.２% 、酸度：４g/L、ドザージュ：６ g/L 

受賞歴： 
• アシェット・ワインガイド：クー・ド・クール賞、２つ星 

• 世界シャルドネ⼤会銀賞受賞 
• サクラ・ワイン・アワード（⽇本）⾦賞受賞 

• 国際ワインチャレンジ⼤会銀賞受賞 
• 世界シャルドネ⼤会⾦賞受賞 

http://www.champagnetribaut.fr/
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+/-5 % de tolérance pour les paramètres analytiques · l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération · contient des sulfites

ブラン・ド・ノワール  
ブリュット･ナチュール 

ピノ･ムニエ50 % – ピノ･ノワール50 %  

葡萄は4つのテロワールから収穫：  
ロムリー村、エキューユ村、ダムリー村、オリジー村 

収穫量の⼀部をオーク⼤樽とオーク樽で熟成させた独特なアッサンブラー
ジュのシャンパーニュ。テイスティング時に、完璧な⼒強い⾹りのエレガン

ス表現する。 
  

澱引きする前にシュール・リー式で42ヶ⽉間熟成 

澱引き時のドザージュ･ゼロ  

テイスティングノート： 

⾒る楽しみ：明るい⾦⾊。細かく活き活きとした発泡。 

⾹りの楽しみ：このピュアなシャンパーニュは砂糖漬けフルーツを彷彿する
表現⼒豊かな⾹りを放つ。 

味わう楽しみ：優しい爽やかな⼜当たり。フレッシュで調和の取れた⾵味に
柑橘系フルーツのアロマが感じられる。細かく軽やかな発泡。 

保管：１～３年間。飲み頃の温度は６～8°C。 

化学分析：アルコール度12.４% 、酸度：３.８g/L、ドザージュ：０ g/L 

http://www.champagnetribaut.fr/
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+/-5 % de tolérance pour les paramètres analytiques · l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération · contient des sulfites

アンスタン・グルマン 
セック 

ピノ･ムニエ50% - シャルドネ30% - ピノ･ノワール20%  

葡萄は8つのテロワールから収穫：セック 
ヴァレ･ド･ラ･マルヌ地区とモンターニュ･ド･ランス地区 

ブリュット・オリジンより糖度の⾼いこのキュヴェは⽢⼜でフルーティー。

フォアグラとデザートの理想的なお供。 

澱引きする前にシュール・ラット式で３年間熟成。ドザージュ２２g／L。 

テイスティングノート： 

⾒る楽しみ：明るい⾦⾊。エレガントで細やかな発泡。 
⾹りの楽しみ：りんごや洋梨、桃を彷彿させるフルーティーなアロマが飲み
⼼を誘う⾹りを引き⽴てている。 

味わう楽しみ：コクのあるすっきりした⼜当たり。⽢さと爽やかさのバラン
スが完璧。フルーティーなアロマがはっきり⾧く感じられる。 

保管：１～３年間。飲み頃の温度は６～8° C。 

化学分析：アルコール度12.２% 、酸度：４.２g/L、ドザージュ：２２ g/L  

受賞歴： 
ジルベール＆ガイヤール：８８/100

http://www.champagnetribaut.fr/
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+/-5 % de tolérance pour les paramètres analytiques · l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération · contient des sulfites

プルミエ・クリュ 
エクストラ– ブリュット 

ピノ・ノワール50% - シャルドネ30% – ピノ・ムニエ20%  

葡萄は３つのテロワールから収穫： 
アイ村、エキューユ村、オートヴィレール村 

「プルミエ・クリュ」に指定されたテロワールから⽣まれたアッサンブラー

ジュ。ピノ・ノワールの特徴が特に⼒強く表現されている。アペリティフや

お⾁料理にぴったりのシャンパーニュ。 

澱引きする前にシュール・リー式で30ヶ⽉間熟成 

ドザージュ5g /L 。 

テイスティングノート： 

⾒る楽しみ：細やかで⾧く続く発泡。 

⾹りの楽しみ：トーストしたパンやブリオッシュ、アプリコットを彷彿する
アロマを持つ印象深い⾹り。 
味わう楽しみ：質感はクリーミーで余韻が⾧く残る。トーストしたパンを彷
彿する⾹ばしい⾹りが⼒強いアロマで表現され、エレガントな余韻を楽しめ
る。 

保管：１～３年間。飲み頃の温度は8～ 10°C。 

化学分析：アルコール度12.２% 、酸度：４.２g/L、ドザージュ：８ g/L  

http://www.champagnetribaut.fr/
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+/-5 % de tolérance pour les paramètres analytiques · l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération · contient des sulfites

ミレジメ2013 
ブリュット 

ピノ･ノワール50% - シャルドネ50%  

葡萄は8つのテロワールから収穫： 
ヴァレ･ド･ラ･マルヌ地区とモンターニュ･ド･ランス地区 

同じ年に収穫された葡萄と樽でアルコール発酵するピノ・ノワール２０％を

アッサンブラージュしたこのキュヴェは完璧な熟成感とワイン原酒の⾵味が
⼒強く表現されている。ブリュット・ミレジメは洗練された料理と相性が

ぴったり。 

澱引きする前にシュール・リー式で5 年間熟成 

. 
ドザージュ6g /L 。 

テイスティングノート： 

⾒る楽しみ：輝く⾦⾊。軽やかな発泡。 

⾹りの楽しみ：パティスリーを彷彿する繊細な⾹りがヴァニラ、ヘーゼルナッツ、
アーモンドの⾹りを引き⽴てている。 
味わう楽しみ：しっかりとした構造のとてもまろやかな⾵味。豊かで繊細な味わいの
このシャンパーニュはほのかな胡椒のアロマをまとった余韻が⾧く残す。 

保管：１～４年間。飲み頃の温度は８～10° C。 

化学分析：アルコール度12.５% 、酸度：３.８g/L、ドザージュ：７ g/L 

受賞歴： 
• パリ・ジェネラル・アグリコル⼤会⾦賞受賞 

• ブリュッセル世界⼤会⾦賞受賞 
• アシェット・ワインガイド：１つ星

http://www.champagnetribaut.fr/


!

 

21 rue Saint-Vincent 51480 ROMERY • +33 3 26 58 64 21 • www.champagnetribaut.fr • contact@champagnetribaut.fr 

+/-5 % de tolérance pour les paramètres analytiques · l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération · contient des sulfites

キュヴェ・ルネ 
エクストラ– ブリュット 

シャルドネ７0% 、ピノ・ノワール３0% 

葡萄は２つのテロワールから収穫：ロムリー村（クレイエール地区）とエキューユ村
（クロサッツ地区） 

ラ・メゾンの創⽴者ルネ・シュロッサーに敬意を表して毎年醸造されるこのキュヴェ

は、 、ロムリー村のクレイエール地区のテロワールのシャルドネとエキューユ村の
クロサッツ地区のピノ・ノワールから⽣まれる。樽で醸造されたリザーヴワインが５

０％アッサンブラージュされており、ブリオッシュとヘーゼルナッツを彷彿する素晴
らしい繊細な⾹りが印象的。アペリティフや鶏⾁料理にぴったりのシャンパーニュ。 

澱引きする前にシュール・リー式で5 年間熟成 

. 
ドザージュ5g  /L。 

テイスティングノート： 

⾒る楽しみ：溶けた⾦の⾊。とても細やかでエレガントな発泡。 

⾹りの楽しみ：ヘーゼルナッツ、ヴァニラ、ブリオッシュを彷彿する繊細なアロマが
感じられる、表現⼒がとても豊かなキュヴェ。 

味わう楽しみ：⼜当たりはミネラル系でさっぱりしている。調和がとれた厚みのある
構造から砂糖漬けフルーツやパティスリーのアロマが放たれる。とても細やかな泡。 

保管：１～４年間。飲み頃の温度は8～ 10° C。 

アルコール度12.５% 、酸度：４.２g/L、ドザージュ：６ g/L 

受賞歴： 
• ２０１２年度及び２０１３年度ブリュッセル世界⼤会⾦賞受賞

http://www.champagnetribaut.fr/
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+/-5 % de tolérance pour les paramètres analytiques · l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération · contient des sulfites

オータンティック・ロ 

2014  

エクストラ- ブリュット 

ピノ・ノワールとムニエ80% - シャルドネ20%  

葡萄は3つのテロワールから収穫 
ジョーゼット村（ロムニー）、 

ピタンス村とメール・ヴィーニュ村（フルリー・ラ・リヴィエール村） 

リミテッド エディション 番号⼊り 

⼤胆かつ独創的なアッサンブラージュより誕⽣したシャンバーニュ・ロゼ。イチゴ

などのレッド･フルーツの芳醇な⾹りを放つ。セニエ法で醸したシャンパーニュ・ロ

ゼは、バランスの取れた独特な個性を有し、 
フィネスが際⽴つ。⿇紐の打栓が特徴。 

年間⽣産量は1409本のみ。澱引きする前にシュール・ラット式で3年間熟成 。 

ドザージュ4 g  /L 。 

テイスティングノート： 

⾒る楽しみ：ルビー⾊－繊細で軽やかな発泡。 

⾹りの楽しみ：ブリオッシュ、⾷パンを彷彿する⾹りが調和し、イチゴなどのレッ
ド･フルーツのアロマを放つ⾒事な複雑⾹のワイン。 

味わう楽しみ：⼜に含むと⾮常に細やかな発泡が広がる。素晴らしく豊かで⼒強い
複雑味のキュヴェは⼼地よいレッドフルーツの⾵味を残す。

保存：1 年～5 年間。飲み頃の温度は 8 ～ 10 °C。 

科学分析：アルコール度：12,4% 、酸度: 4,25 g/L 、ドザージュ: 4 g/L 

http://www.champagnetribaut.fr/
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+/-5 % de tolérance pour les paramètres analytiques · l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération · contient des sulfites

オータンティック2009 
エクストラ- ブリュット 

ピノ・ノワール 8 0% 、シャルドネ 2 0% 

葡萄は2 つのテロワールから収穫 
アイ村とロムリー村 

リミテッド エディション 番号⼊り 

アイ村、エキューユ村、ロムリー村の樹齢の⾼い葡萄の⽊から収穫された葡
萄から⽣まれたシャンパーニュ。オーク樽で２年間醸造されたおかげで芳醇
で⼒強い⾵味と、ヴァニラとキャラメルを彷彿する⽢い⾹りが引き⽴ってい

る。 

澱引きを⾏う前にシュール・リー式で５年間熟成されたこのミレジメの⽣産

量は4 837本のみ。  
ドザージュ4 g  /L 。 

テイスティングノート： 

⾒る楽しみ：⾦⾊、繊細で軽やかな発泡。 

⾹りの楽しみ：ほのかで繊細なウッドィ系のアロマにバニラ、ブリオッ
シュ、⾷パンを彷彿する⾹りが調和している 

味わう楽しみ：⼜に含むと細やかな発泡が広がるこのキュヴェは⼒強く豊か
で繊細な⾵味が特徴。ブリオッシュとバターを彷彿させる⾹りに飲み⼼がそ
そられる 。 

保管：１～５年間。飲み頃の温度は８～ 10° C。 

化学分析：アルコール度12.4% 、酸度：4.25 g/L、ドザージュ：5 g/L 

http://www.champagnetribaut.fr/

