
■DBRサガR ボルドー 赤2004 ■

M 60、CS 40

収穫時期や発酵・熟成は｢レゼ
ルブ　スペシアル｣と同じだが、
品種構成はメルロが多く、瓶詰
も2006・3月と若干早い。ベリー

系果実に加えてイチゴやサクラ
ンボ、スミレなど穏やかな風味
に特長をもち、柔らかでまろや
かな口当りとなっている。

■DBRサガR ボルドー 白2005■

Se 60、SB 40

前述の｢レゼルブ スペシアル｣のボルドー白
と同じく、2005年のエクセレントなヴィンテー

ジを反映したフレッシュでアロマティックな魅
力をもったワイン。サガ＝伝説、とロスチャイ
ルド家の頭文字“R”で、｢ロスチャイルド家の
伝説｣と命名されており、｢レゼルブ スペシア

ル｣がオーソドックスな愛好家向けのワイン
であるのに対して、こちらはパッケージング
も含めて都会的な若いセンスをもった消費
者向けのワインとなっている。

＊CSｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ､CFｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ､Mﾒﾙﾛ､Shｼﾗｰ､Gｸﾞﾙﾅｰｼｭ､SBｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ､Seｾﾐﾖﾝ

■DBR ボルドー レゼルブ スペシアル　赤2004■

M 70、CS 30

2004のボルドーは年間を通して天候の変化
が激しく、8月は雨が多かったが収穫期の9月

以降は天候が回復した年。グリーン・ハーヴェ
ストによって品質の向上をはかったため平均
収穫量は60hl/ha とこのクラスとしては少なく、
9月中旬から10月上旬にかけて収穫された葡
萄をステンレスタンクで発酵・熟成させ、2006
年4月に瓶詰されたもの。深く紫を帯びたルビー

色、ブラックベリーなどの果実の風味にスミレ
のニュアンスをもち、ほどよい凝縮感をもった
バランスの良いワイン。

■DBR ボルドー レゼルブ スペシアル 白2005 ■

Se 60、SB 40

2005年のボルドーは開花期の6月から収穫

の終わるまで、年間を通して安定した素晴ら
しい天候に恵まれたグレート・ヴィンテージと
なった年。白の収穫は9月5～15日にかけて、

理想的な状況で行なわれた。平均収穫量は
50hl/haで、スキンコンタクトのあと16℃に温

度コントロールされたステンレスタンクで発酵・
熟成され、2006年3月に瓶詰されたワイン。

若々しい輝くような美しい麦藁色、レモンやラ
イム、若いリンゴを思わせるフレッシュでアロ
マティックなエレガンスにあふれている。

YBLR04 YBLW05

YBSR04

YBSW05

ボルドーワインの最高峰シャトー　ラフィット・ロートシルトは、比類のないエレガンスを秘めたシャトーとして知られ
ている。このラフィットを1868年から5世代に渡って所有するのはパリに本拠をおくロスチャイルド家。同家ではラ

フィット以外にも、デュアール・ミロンやレヴァンジルなどのシャトーを所有するほか、ポルトガル、チリ、アルゼンチ
ンでもワイン作りを行なっている。“シャトー　ラフィットで培ったワイン作りのノウハウ”を、世界のワイン産地の有力
生産者達とのコラボレーションにより、2つの異なったワイン文化を融合させることによって、新しいワインの世界を
拓いている。そうした事業の中核となるのが、ドメーヌ　バロン　ド　ロートシルト（DBR）社である。

DBR社では、ボルドーのプレステージの高
いシャトーワイン以外にも、手頃な価格で“ラ
フィットのエレガンス”を愉しむことができる
ボルドーワイン“DBRコレクション”を提供し

ている。それが｢レゼルブ　スペシアル｣と
｢サガR｣のコレクションである。どちらもDBR
のエノロジスト、ディアンヌ　フラマン女史が
統括する技術チームによって作られており、
ボルドーの伝統的な葡萄品種から、アペラ
シオン毎の典型的な味わいと純粋な果実味
をもった、そして何よりもラフィットの最大の
特長であるエレガントな風味をもったワイン
となっている。

｢レゼルブ　スペシアル｣＆｢サガR｣
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＊エリック男爵

ラフィットのエレガンスを手軽に愉しむ

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD
ドメーヌ　バロン　ド　ロートシルト



■オーシエール ブラン2005■

シャトーの最も涼しい
部分に植えられたシャ
ルドネ100％から作ら
れたワイン。80％をス
テンレスで、20％を樽

で発酵させたもので、
5ヶ月間の熟成を経て、
2006年2月に瓶詰さ

れている。輝きのある
淡い麦藁色、レモンや
ライムなどのシトラス
系果実の香りに、パイ
ナップルなどのトロピ
カル・フルーツや樽由
来の複雑味が加わり、
鮮やかな酸味と活力
のあるフレッシュな味
わいを特長としている。
ヴァン　ド　ペイ　ドック
ながら平均収穫量は
30ha/hlと異例に少な
い。

■オーシエール　ルージュ2005 ■

2005年のコルビエールの天

候は平年並みであったが、
9月の初めに大雨に見舞わ

れた年。オーシエールでの
収穫は9月20日から10月11
日にかけて行なわれた。ス
テンレスタンクやセメントの
発酵槽で2週間近く発酵さ
せたあと、6ヶ月の熟成を経
て2006年の春に瓶詰され

たワイン。若々しさを感じさ
せる紫色の強い濃く深い色
合い、ベリー系果実やプラ
ム、スミレなどの複雑な果
実香と黒胡椒や各種のスパ
イスが香るが、ハーブティな
どのエレガントさもあわせも
つ。白と同じくヴァン　ド　ペ
イ　ドックで、平均収穫量も
40hl/haと極めて少ない。

■“A” ド オーシエール2003 ■

Sh 75、G 25

シラーとグルナーシュという南
仏の葡萄だけから作られたAC
コルビエールのワイン。“A”は
シャトーの典型的な土壌から収
穫される、成熟度が高く若々し
い果実味としなやかで肉付き
の 良 さを特長としたワイン。
2003の平均収穫量は30hl/ha
と低く、ステンレスタンクで発酵
させたあと20％をラフィットでつ
くられた樽で、80％をステンレ
スタンクで2005年春まで熟成さ

せたもの。紫をおびた深いルビー
/ガーネット色をしており、プラム

やアプリコットのコンフィを思わ
せる果実香に加えて、ドライフ
ラワーや野生のハーブを思わ
せる複雑な風味をもっている。
今春の入荷時に比べると瓶熟
による厚みと複雑さが増し、ま
さに飲み頃を迎えている。

■シャトー　オーシエール2004■

Sh 85、G 15

シャトー最高の区画で
作られたACコルビエー

ルのワイン。ステンレス
タンクとセメントの発酵
槽で発酵させたあと、
40％を樽で60％をタン
クで熟成させ、2006年

の春に瓶詰されたもの。
黒味をおびた深いルビー
色が美しく、ベリー系果
実やプラムの香りが高
く、黒胡椒やクローヴ、
スモーキーでフレンチ・
ローストのコーヒーや
ブーケ・ガルニなどの
複雑な風味が錯綜して
いる。熟したタンニンも
たっぷり含んでおり、豊
潤で複雑、優雅ささえ
感じられる完成度の高
いワインに仕上がって
いる。

＊CSｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ､CFｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ､Mﾒﾙﾛ､Shｼﾗｰ､Gｸﾞﾙﾅｰｼｭ､SBｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ､Seｾﾐﾖﾝ

HLAUB05

HLAUC04

HLAUS03HLAUR05

DBR社がボルドー以外のフランスワイン産地で、初めてワイン作りに挑戦したのが南仏コルビエールのシャトー　オー
シエール。ローマ時代に遡るこのシャトーは、中世になると一世紀に渡りクロ　ド　ヴージョやシュタインベルガーと同様、
｢シトー派教団｣によってワイン作りが行なわれていた。その後も幾つかの手を経て、畑の規模は拡大してゆくが1950年
代以降はラングドックの多くの生産者達と同じくワイン作りは衰退し、安いテーブルワインを生産するようになっていた。
1999年、DBRの総帥エリック男爵はこの土地のポテンシャルの高さに惚れこみ、600haに及ぶ広大な領地の購入を決
意する。シャトーの責任者には南仏出身で、ラフィットの醸造責任者シャルル　シュヴァリエの片腕となっていたエリック
　コレールを起用、地質の調査に基いた葡萄の改植や醸造設備の一新など、徹底的な改革をすすめていった。こうし
て生みだされたのが、シャトー　オーシエールのワイン達である。

■Tasting Report  Date 30 Nov. 2006
企06
12-1

＊エリック・コレール氏

CS 40、CF 20、Sh 15、
M 5、G 5

ラフィットのエレガンスを手軽に愉しむ

CHATEAU D’AUSSIERES
シャトー　オーシエール



製品コード ワイン名 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 色 アペラシオン 容量 梱包 参考上代

YBLR04 ﾎﾞﾙﾄﾞ- ﾚｾﾞﾙﾌﾞ ｽﾍﾟｼｱﾙ ﾙｰｼﾞｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾊﾞﾛﾝ ﾄﾞ ﾛ-ﾄｼﾙﾄ 2004 赤 ﾎﾞﾙﾄﾞ- 750ML 12 1,980

YBLW05 ﾎﾞﾙﾄﾞ- ﾚｾﾞﾙﾌﾞ ｽﾍﾟｼｱﾙ ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾊﾞﾛﾝ ﾄﾞ ﾛ-ﾄｼﾙﾄ 2005 白 ﾎﾞﾙﾄﾞ- 750ML 12 2,040

YBSR04 ｻｶﾞ R ﾎﾞﾙﾄﾞ- ﾙｰｼﾞｭ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾊﾞﾛﾝ ﾄﾞ ﾛ-ﾄｼﾙﾄ 2004 赤 ﾎﾞﾙﾄﾞ- 750ML 12 2,340

YBSW05 ｻｶﾞ R ﾎﾞﾙﾄﾞ- ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾊﾞﾛﾝ ﾄﾞ ﾛ-ﾄｼﾙﾄ 2005 白 ﾎﾞﾙﾄﾞ- 750ML 12 2,340

HLAUB05 ｵ-ｼｴ-ﾙ ﾌﾞﾗﾝｵｰｼｴｰﾙ 2005 白 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ 750ML 12 1,880

HLAUR05 ｵ-ｼｴ-ﾙ ﾙｰｼﾞｭｼｬﾄ-ｵ-ｼｴ-ﾙ 2005 赤 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ 750ML 12 1,880

HLAUS03  A  ﾄﾞ ｵ-ｼｴ-ﾙｼｬﾄ-ｵ-ｼｴ-ﾙ 2003 赤 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ 750ML 12 2,240

HLAUC04 ｼｬﾄ-ｵ-ｼｴ-ﾙ 2004 赤 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｯｸ 750ML 12 3,430

＊参考上代はすべて税抜き価格です

2006年12月　ラフィットのエレガンスを手軽に愉しむ


