Armand Heitz
アルマン・ハイツ

1857年からブルゴーニュに数多くの畑を所有してきたロシャルデ家。1983年
にブリジット・ロシャルデがクリスチャン・ハイツとの結婚を機にハイツ・ロシ
ャルデ社を設立し、オーガニック栽培のブドウをジョセフ・ドルーアンに販売
していましたが、息子のアルマン・ハイツが醸造学を修得し、2012年にワイ

ン造りを開始。2018年にはジュリエナに畑を購入し、テロワールを反映した
様々なワインを生産。自然と人間の共生を掲げるパーマカルチャーを哲学と
し、豊かな生態系を持つ土壌を造り環境を改善するリジェネラティブ農業を
実施。多様な植物や動物を育てる農園を作り、永続可能な農業と生活の実
現に取り組んでいます。

Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs Brut Nature

NV
クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブラン・ド・ブラン・ブリュット・ナチュール 4,200円
地方：ブルゴーニュ

原産地呼称：クレマン・ド・ブルゴーニュAOC

750ml

泡

品種：シャルドネ100%

醸造：リュリーの自社畑。醸造は樽で行いシャンパーニュ方

式で生産。スティルワインと同じように、樽熟成により緻密さ
と複雑性を与えています。ドサージュ5g/ℓ。

泡は美しくとてもフルーティーな味わい。シャンパーニュより
も酸は穏やかで、リッチなスタイルのクレマンです。

Blanc de Noirs

2019
3,500円

ブラン・ド・ノワール
地方：ブルゴーニュ

原産地呼称：コトー・ブルギニオンAOC

白

750ml

品種：ピノ・ノワール100％

醸造：自社畑。ブリニー・レ・ボーヌのブドウを使用。手摘み
で収穫後すぐに圧搾し、白ワインと同じ工程で醸造。

白ワインらしいフレッシュさと引き締まったボディに、赤ワイ
ンの繊細さと果実味が加わった興味深いワインです。

Coteaux de l'Auxois

2019
4,000円

コトー・ド・ロクソワ

地方：ブルゴーニュ

原産地呼称：コトー・ド・ロクソワIGP

750ml

白

品種：シャルドネ100％

醸造：ディジョンの東側に位置するヴァン・ド・ペイ、コトー・
ド・ロクソワのドメーヌ・オーレリアン・フェーブルのブドウを

使用。海からの影響を受ける冷涼気候、標高300メートル、
粘土石灰土壌。

シャブリを彷彿とさせる豊かな酸とミネラルを備えたワイン。
青りんご、柑橘、白い花に僅かなアーモンドのフレーヴァー
を感じます。

Bourgogne Chardonnay

2019
4,200円

ブルゴーニュ・シャルドネ

地方：ブルゴーニュ

原産地呼称：ブルゴーニュAOC

750ml

白

品種：シャルドネ主体、ピノ・ブラン、ピノ・グリ

醸造：自社畑。ムルソー、ポマール、サン・トーバンのブドウ

を使用。全房圧搾によりリッチでふくよかな味わいを引きだ

し、タンクでアルコール発酵後、樽に移す。12ヶ月の熟成中、
澱を攪拌。

濃密で明確な香りからほのかなトーストとレモンが表れます。
フレッシュでピュアな味わいが発展し繊細で統合されたオーク
がアロマに複雑さを与えています。良いヴォリュームと清涼感の
ある柑橘系が溢れます。

Saint Romain Combe Bazin

2019
6,000円

サン・ロマン・コンブ・バザン

地方：ブルゴーニュ

原産地呼称：サン・ロマンAOC

750ml

白

品種：シャルドネ100％

醸造：ムルソーの北側にある晩熟なエリア、0.5ha。10ヶ月樽
熟（新樽20〜40％）
。

柑橘や花のアロマが特徴で、豊かなミネラルを伴うエネルギ

ッシュな味わい。
クリーミーな余韻が長く続きます。

Saint Aubin Travers de Chez Edouard

サン・トーバン・トラヴェール・ド・シェ・エドゥアール
地方：ブルゴーニュ

原産地呼称：サン・トーバンAOC

2019
6,800円

Saint Aubin 1er Cru Les Combes au Sud

白

地方：ブルゴーニュ

750ml

品種：シャルドネ100％

醸造：自社畑。
サン・トーバンの丘の上部に位置する“Travers

de Chez Edouard”という名の南東向きの区画のブドウを使用。
小石が多い土壌。11ヶ月樽熟成（新樽25〜30％）
。

林檎、洋ナシ、柑橘のフレッシュなアロマ。軽やかな味わい
は美しいミネラルを伴い、長く複雑な余韻が残ります。

Chassagne Montrachet

2019
10,500円

シャサーニュ・モンラッシェ
地方：ブルゴーニュ

750ml

原産地呼称：シャサーニュ・モンラッシェAOC

白

品種：シャルドネ100％

醸造：石と石灰の多い土壌。12ヶ月樽熟成（新樽25%）。
白い果実、ヘーゼルナッツ、トーストなどクラシックなシャル
ドネのアロマ。フレッシュかつ芳醇で、シャサーニュの典型
的な特徴を備えたワインです。

2019
8,500円

サン・トーバン・プルミエ・クリュ・レ・コンブ・オ・シュッド
750ml

原産地呼称：サン・トーバン・プルミエ・クリュAOC

白

品種：シャルドネ100％

醸造：斜面下部に位置しシャサーニュとの境界近くの区画、
石と石灰の多い土壌。10ヶ月樽熟。

凝縮感とフィネスを備えた広がりのある味わい。繊細なフレ

ーヴァーが長い余韻を生み出し、豊かな風味を感じるワイン
です。

Meursault La Barre

2019
11,000円

ムルソー・ラ・バール

地方：ブルゴーニュ

原産地呼称：ムルソーAOC

750, 1500, 3000ml

白

品種：シャルドネ100％

醸造：自社畑。0.2haの畑は石灰質マール土壌でより粘土が

多い。タンクにてアルコール発酵後、澱を攪拌しながら12ヶ
月樽熟成。

白い花や白桃のアロマにグレープフルーツのようなフレッシュ

な酸。芳醇で濃厚な味わいにほのかな塩味の後味を感じる
ピュアで上品なワインです。

Meursault Les Gruyaches

2019
11,000円

ムルソー・レ・グリュヤッシュ
地方：ブルゴーニュ

原産地呼称：ムルソーAOC

750ml

白

品種：シャルドネ100％

醸造：自社畑。0.3haの畑はより粘土が多く、石の比率は低い。
タンクにてアルコール発酵後、澱を攪拌しながら12ヶ月樽熟
成。

上品な白や黄色の果実や柑橘類のアロマとミネラルの香り。
ふくよかな果実味は瑞々しく、バランスの良い後味が続き
ます。

Chassagne Montrachet 1er Cru La Maltroie

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ラ・マルトロワ
地方：ブルゴーニュ

2019
13,000円

750, 1500, 3000ml

白

原産地呼称：シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュAOC
品種：シャルドネ100%

醸造：自社畑。全房圧搾によりリッチでふくよかな味わいを

引きだす。
タンクでアルコール発酵後、樽に移す。12ヶ月の熟

成中、澱を攪拌。澱はアロマの元となる物質、前駆体を含み、
攪拌することでアロマ前駆体を抽出する。

非常にたくましく、擦ったマッチのような香りもあります。
とても

クリーンで緻密な味わい。
ミディアムボディで、
フレッシュで溌

剌。
しっかりとしたストラクチャーと豊かな酸、非常にクリーン

な果実味を感じます。

Chassagne Montrachet 1er Cru Chenevottes

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・シュヌヴォット
地方：ブルゴーニュ

2019
13,000円

750ml

白

原産地呼称：シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュAOC
品種：シャルドネ100%

醸造：自社畑。全房圧搾によりリッチでふくよかな味わいを

引きだす。
タンクでアルコール発酵後、樽に移す。12ヶ月の熟

成中、澱を攪拌。澱はアロマの元となる物質、前駆体を含み、
攪拌することでアロマ前駆体を抽出する。

バランスに優れたパワフルで美しいミネラルに富んだワイン
です。新鮮な果実味がアフターに長く続きます。

Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeot Blanc

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・モルジョ・ブラン
地方：ブルゴーニュ

2019
13,000円

750, 1500, 3000ml

白

原産地呼称：シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュAOC
品種：シャルドネ100%

醸造：自社畑。全房圧搾によりリッチでふくよかな味わいを
引きだす。
タンクでアルコール発酵後、樽に移す。12ヶ月の熟

成中、澱を攪拌。澱はアロマの元となる物質、前駆体を含み、
攪拌することでアロマ前駆体を抽出する。

素晴らしい凝縮感とふくよかさを備えた果実味に富んだ
ワインです。

Chassagne Montrachet 1er Cru Tête du Clos

シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・テット・デュ・クロ

2019
14,500円

Meursault 1er Cru Les Perrières

ムルソー・プルミエ・クリュ・レ・ペリエール

2019
25,000円

地方：ブルゴーニュ

白
750ml
赤
原産地呼称：シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュAOC

地方：ブルゴーニュ

品種：シャルドネ100%

醸造：自社畑。全房圧搾によりリッチでふくよかな味わいを

品種：シャルドネ100％

醸造：自社畑。0.7haの畑は斜面下部の2区画。石が多く粘土

引きだす。
タンクでアルコール発酵後、樽に移す。12ヶ月の熟

成中、澱を攪拌。澱はアロマの元となる物質、前駆体を含み、
攪拌することでアロマ前駆体を抽出する。

パワフルなワイン。石灰岩の土壌に由来するミネラルが素晴

らしく、複雑でバランスのよいワイン。心地よい余韻が長く続
きます。

Corton Charlemagne Grand Cru

2019
40,000円

コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュ

原産地呼称：ムルソー・プルミエ・クリュAOC

12ヶ月樽熟成。

黄桃や洋ナシ、メロンのアロマがふくよかで酸は上品。明確

にミネラルを感じ、後味には塩味を感じるリッチで力強い味
わいです。

Chevalier Montrachet Grand Cru

シュヴァリエ・モンラッシェ・グラン・クリュ
地方：ブルゴーニュ

品種：シャルドネ100％

品種：シャルドネ100%

醸造：粘土が豊富なマール土壌。12ヶ月樽熟成(新樽30%)。
ムルソー・ペリエールと同じく力強さと凝縮感を備え、テロワー
ルのパワーを明確に感じます。非常に男性的なワインです。

白
赤

質は低い。タンクにてアルコール発酵後、澱を攪拌しながら

地方：ブルゴーニュ

白
赤
750ml
原産地呼称：コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュAOC

750ml

2019
90,000円

白
赤
750ml
原産地呼称：シュヴァリエ・モンラッシェ・グラン・クリュAOC
醸造：自社畑。全房圧搾によりリッチでふくよかな味わいを

引きだす。
タンクでアルコール発酵後、樽に移す。12ヶ月の熟

成中、澱を攪拌。澱はアロマの元となる物質、前駆体を含み、
攪拌することでアロマ前駆体を抽出する。

香りは比較的控えめで柑橘類が表れます。酸は非常に高く
果実味と良いバランスがとれています。純粋さと余韻の長さ
が感銘を与えます。

Montrachet Grand Cru

2019
130,000円

モンラッシェ・グラン・クリュ
地方：ブルゴーニュ

750ml

原産地呼称：モンラッシェ・グラン・クリュAOC

白
赤

品種：シャルドネ100％

醸造：硬い石灰岩を覆う浅い土壌は赤みを帯びたマール土
壌。12ヶ月新樽のみで熟成。

シュヴァリエ・モンラッシェのすぐ下に位置するモンラッシェ
はより粘土の比率が高い土壌で、独特な力強さと凝縮感が
生まれます。

Folie Sauvage

2019
3,500円

フォリ・ソヴァージュ
地方：ブルゴーニュ

原産地呼称：コトー・ブルギニオンAOC

750ml

赤

品種：ピノ・ノワール50%、ガメイ50%

醸造：自社畑。ムルソー、ヴォルネイの自社畑のピノ・ノワール

とボジョレー・ヴィラージュのプルジイ村のガメイをブレンド。
30％除 梗、8ヶ月樽熟成(新樽15％)。栽培・醸造に関して
できるだけ介入せず野 生のままにこだわる哲学を込めて
”Folie Sauvage (野生の狂気)”と名付けた。

チェリーやダークフルーツの華やかなアロマ。ジューシーで軽
やかな酸とミネラルを備え、フィニッシュには甘さを感じます。

Nouveau Beaujolais

2021
4,000円

ヌーヴォー・ボージョレ
地方：ボージョレ（ジュリエナ）

原産地呼称：ボージョレ・ヴィラージュAOC

750ml

赤

品種：ガメイ100%

醸造：自社畑。シストと青い石の土壌。収量40 hl/ha、100%
全房発酵、7日間のスキンコンタクト。

遊離型亜硫酸量は10mg/ℓ以下。12〜18ケ月は熟成可能な

Bourgogne Pinot Noir

2019
4,200円

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール
地方：ブルゴーニュ

原産地呼称：ブルゴーニュAOC

750ml

赤

品種：ピノ・ノワール100％

醸造：自社畑。畑はムルソーとポマールに位置する。60％除
梗、8ヶ月樽熟成(新樽15％)。

スタイルに仕上げる。

赤い果実のフレーヴァーが広がりジューシーでエネルギーを

典型的なガメイの青みを帯びた凝縮した色。複雑で繊細な

ワインです。

香りはチョコレートやカシスが顕著。とてもフレッシュで楽し
いワインです。

感じます。非常にエレガントでスタイリッシュかつ魅惑的な

Juliénas

2019
4,200円

ジュリエナ
地方：ボージョレ

2019
5,000円

メルキュレ
地方：ブルゴーニュ

赤

750ml

原産地呼称：ジュリエナAOC

Mercurey

750ml

原産地呼称：メルキュレAOC

赤

品種：ピノ・ノワール100％

品種：ガメイ100%

醸造：自社畑。斜面の上部に畑があり、シルトや砂利のリッ

醸造：自社畑。100%全房発酵。繊細な抽出を心がけながら

チな土壌に若干の粘土が含まれる。100％全房発酵、14ヶ

12ヶ月古樽熟成。

月樽熟成 (新樽25〜30％)。

花崗岩を含む土壌の影響から複雑でパワフルな味わい。

甘く赤い果実のアロマ、わずかに花やアーモンドのニュアン

バランスの良いアロマティックなワインです。

スも。繊細な骨格と美しい丸みを備え、フィニッシュにはフレ
ッシュ感が広がります。

Connivence Rouge

2019

6,000円

コニヴァンス・ルージュ
地方：ボージョレ

750ml

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス

赤

Pommard

2019
8,800円

ポマール

地方：ブルゴーニュ

750ml

原産地呼称：ポマールAOC

品種：ガメイ100％

品種：ピノ・ノワール100％

ン・ア・ヴァンのガメイ50％をブレンド。70%全房発酵。12ヶ

100％全房発酵、14ヶ月樽熟成(新樽25〜30％）。

醸造：アルマン・ハイツのガメイ50％とシャトー・デュ・ムーラ
月古樽熟成。

赤

醸造：斜面の上部に位置し、岩やロームが多い南向きの畑。

繊細でフローラルなアロマ。しっかりとした骨格だがアグレ

ユニヴァンスは共謀という意味で、それぞれの土地を愛する２
人の共犯者によって生まれたワインです。果実味に溢れ、喜び

ッシブさはなく、凝縮したダークフルーツのフレーヴァー広
がり、驚くほどバランスの取れたワイン。

の為のワインであり、2人のスピリッツが込められています。ミ
ントのようなフレッシュさが特徴のムーラン・アヴァンとジュリ
エナの力強さが融合した美しいバランスのワインです。

Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeot Rouge

2019
シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・モルジョ・ルージュ 10,500円
地方：ブルゴーニュ

750, 1500ml

赤

原産地呼称：シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュAOC
品種：ピノ・ノワール100%

醸造：自社畑。所有する中で最も古い畑。収量が少なく凝縮

したブドウが得られる。全房発酵。澱を攪拌しながら12ヶ月樽
熟成。

凝縮感に富み、全房発酵によるストラクチャーと豊かな果実
味が美しく表現されたワインです。

2019
11,500円

ボーヌ・プルミエ・クリュ・ブシュロット
地方：ブルゴーニュ

750ml

原産地呼称：ボーヌ・プルミエ・クリュAOC

赤

品種：ピノ・ノワール100％

醸造：自社畑。斜面の中腹にある南東向きの畑。粘土石灰の

浅い土壌で水はけがよい。100％全房発酵、14ヶ月樽熟成
(新樽25〜30％)。

とても繊細なアロマで快活な赤い果実とわずかに樽のスモー

キーなフレーヴァーを感じます。軽やかな酸と上質なタンニン
を備えた、エネルギーに満ちたワイン。

Pommard 1er Cru Clos des Poutures Monopole

ポマール・プルミエ・クリュ・クロ・デ・プチュール・モノポール
地方：ブルゴーニュ

Beaune 1er Cru Boucherottes

2019
14,500円

750, 1500ml

原産地呼称：ポマール・プルミエ・クリュAOC

赤

品種：ピノ・ノワール100％

醸造：自社畑。粘土とシルトがバランスよく混ざり、
水はけがよく

ブドウ栽培に適した土壌。50％除梗、14ヶ月樽熟成(新樽25
〜30％)。

濃密な香りからとてもスパイシーで、
胡椒、
高貴なオークの特徴が

ブラックカラントのような果実と共に広がります。
ヴォリューム感が

あり味わいは新鮮で、
明確なアタック、
エレガントで肉厚なタンニ

ンをもちます。
フィニッシュにはミネラル、
スミレの様なフローラル

のアロマ、
小さな赤いベリーが表れる繊細で複雑なワインです。

Pommard 1er Cru Les Pézerolles

2019
15,000円

ポマール・プルミエ・クリュ・レ・ペゾロル
地方：ブルゴーニュ

750ml

原産地呼称：ポマール・プルミエ・クリュAOC

赤

品種：ピノ・ノワール100％

醸造：自社畑。0.6haの北向きの畑には粘土とシルトが混ざ
る。全房発酵。澱を攪拌しながら12ヶ月樽熟成。

赤い果実やダークベリーのアロマに、大地のミネラルな香り
が続く。ふくよかで重みのある味わい。凝縮したパワフルな
ワインで長期熟成が期待できます。

Volnay 1er Cru Les Taillepieds

2019
16,000円

ヴォルネイ・プルミエ・クリュ・レ・タイユピエ
地方：ブルゴーニュ

750ml

原産地呼称：ヴォルネイ・プルミエ・クリュAOC

赤

品種：ピノ・ノワール100％

醸 造：自社 畑 。斜 面の中 央 部 の 傾 斜 の高 い 位 置にある

0.37haの畑。石灰質マール、シルト、小石土壌。全房発酵。
澱を攪拌しながら12ヶ月樽熟成。

Volnay 1er Cru Santenots

2019
16,000円

ヴォルネイ・プルミエ・クリュ・サントノ
地方：ブルゴーニュ

赤

750ml

原産地呼称：ヴォルネイ・プルミエ・クリュAOC
品種：ピノ・ノワール100％

醸造：豊富な石灰質土壌、斜面の下部にはアルゴヴィアン期

のマール、バトニアン期の鉄分を含む石灰の石が広がる。
100%全房発酵、16ヶ月樽熟成(新樽20〜40％）。

ダークベリーや赤い果実のアロマにブルーベリーやボイゼン

バラの花びらのような繊細なアロマ。熟した苺のような甘さ

できるワインです。

ています。

ベリーなどの味わいで後味が長く続きます。長期熟成が期待

Pommard 1er Cru Les Rugiens

2019
17,000円

ポマール・プルミエ・クリュ・レ・リュジアン
地方：ブルゴーニュ

750, 1500ml

原産地呼称：ポマール・プルミエ・クリュAOC

赤

品種：ピノ・ノワール100％

醸造：自社畑。0.43haの東向きの畑。斜面下部は酸化鉄が
多く上部は石が多い。全房発酵。澱を攪拌しながら12ヶ月樽
熟成。

ダークベリーやアニス、湿った土のようなアロマにミネラル
を感じる味わい。絹の様な滑らかさと味わいのバランスに優
れたワインです。

が魅力的で、上質なタンニンと滑らかなフィニッシュを備え

Sol De Rosée

2020
3,500円

ソル・ド・ロゼ

地方：ボージョレ

原産地呼称：ヴァン・ド・フランス

750ml

ロゼ

品種：ガメイ100％

醸造：自社畑。
ジュリエナの平地に位置する畑、青い石とシス

ト土壌。
ステンレスタンクで澱と共に7ヶ月熟成。

ガメイから造られるフレッシュでエレガントな魅力的なロゼ。
夏のテラスで友達と一緒に楽しむためのワインです。

