ブドウ品種とテロワールの個性が
活かされたワイン達
シャルドネ

白ワインの代表的な葡萄品種といえばシャルドネ、リースリングとソーヴィニヨン・ブラン
だが、同じ品種から作られたワインでも土壌や気候などの違いによって、様々なスタイル
を持ったワインを生み出している。今回は４つの葡萄品種が織り成す多様な味わいの世
界をご紹介するとともに、試飲の過程で発見した“サプライズ”なワインをご紹介します。

グリューナー・フェルトリーナー
オススメ！

ヴィノテーク グリューナー・フェルトリーナー1991

シャブリ グラン・クリュ レ クロ2005

クレマン ド ブルゴーニュ ブラン ド ブラン
2005

ドメーヌ ウイリアム フェーヴル

ドメーヌ フィリップ コラン
BLCDH05

WFLL05
フランスの“クラスマン”、
米国の“ワイン・アドヴォ
ケイト”両誌で最高の評
価を獲得し、現在シャブ
リで最高峰の地位を獲
得しているドメーヌ ウイ
リアム フェーヴル。グラ
ン・クリュ畑レ クロは表
土のわずか80cm下にあ
るシャブリ特有のキメリ
ジャンの石灰質土壌と恵
まれた日照条件から、強
いミネラル感とともに濃
密で蜂蜜のニュアンスを
持ったリッチで複雑な風
味のワインを生み出して
いる。シャブリのテロワー
ルが見事に表現された
至高の逸品。

＊レ クロ畑

クレマン ド ブルゴーニュはシャンパンと同じ瓶内
二次発酵で作られるブルゴーニュのスパークリン
グワイン。シャサーニュとサン・トーバンで収穫され
たシャルドネ75%とアリゴテ25%から作られた“ブラ
ン ド ブラン”で、キメの細かなしっかりとした泡立
ちを持っている。澱と一緒に熟成される期間が12ヶ
月とシャンパンに比べて短いため、酵母臭はほと
んどなく、レモンやライムなどの柑橘系や青りんご
などのフレッシュで爽やかな風味を持ち、口に含む
とすっきりした辛口ながらアカシアの蜂蜜を思わせ
る心地よい甘さと感じるほどのバランスの良さを持っ
ている。生産者はシャサーニュの名手、ドメーヌ
コラン・ドレジェのミシェル コランの長男に当たる
フィリップ コラン。

リュリー プルミエ・クリュ ラ ピュセル2005
ドメーヌ ジャクソン
BLJQB05
ドメーヌ ジャクソンはリュリーに本拠を置き、そ
のワインはタイユヴァンや地元シャニーの3つ星
レストラン、ラムロワーズなどフランスの一流レ
ストランのワインリストに名を連ねる名醸造所。
石灰質土壌の強い一級畑から作られるリュリー
ラ ピュセルは当主のアンリ ジャクソンが最
も自慢とする白ワインで、わずかに緑色のかかっ
た輝きのよい色をしており、レモンや青りんごの
キャンディを思わせる若々しい酸味と、ピュアで
清冽なミネラルを特徴としている。味わいのバラ
ンスも素晴らしく、凛とした気品すら感じるカリテ
/プリの高いワインとなっている。

ニコライホーフ醸造所
RLNKT91
ローマ時代には存在が知られていたオー
ストリア独自の品種で、同国ワインの生
産量の1/3を占めるのがグリューナー・
フェルトリーナー。生産量を低く抑えれ
ば土壌の個性を反映した複雑で長熟の
ワインを生むとされる。ニコライホーフ
は1971年からビオディナミ農法による
葡萄栽培を続けている生産者で、オー
ストリア最上の白ワイン生産者として知
られている。1991年に収穫されたワイ
ンの中から特に優れたものを2006年4
月まで3,000ℓの大樽でじっくり熟成させ
た後に瓶詰めされた特醸品。緑色のか
かった淡い麦藁色をしており、柑橘系
果実や青や黄色のりんごなどの1991
年産とは思えないほどにピュアで若々
しいアロマが高く香る。果実の豊かなア
ロマにあふれ、ミネラル分をたっぷり持っ
た、驚くほどに若々しくて見事なハーモ
ニーのよさを持った“サプライズ”な逸品
となっている。

＊クリスティーネ・サース
女史

＊ニコライホーフの畑のブドウの葉（左）と一般の畑の葉（右）
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ソーヴィニヨン・ブラン

リースリング

ブドウ品種とテロワールの個性が 活かさ れたワイ ン達

シャルツホーフベルガー リースリング
カビネット2005

サンセール ブラン2005
ドメーヌ デュ ノゼ

エゴン ミュラー醸造所
GLNZA05
ドメーヌ デュ ノゼの位置するサント・ジェム・アン・サ
ンセロワの村はサンセール地区の一番北に位置し、
土地は石灰分を多く含む白っぽくて貝殻やシレクッス
（火打石）を含んだ、もろい土質をしている。ここで栽培
されるソーヴィニヨン・ブラン種からは、ピュアで透明感
の高いフレッシュな果実味と切れ味の良い酸味、特有
の鋭いハーブ香を持った、エレガントで繊細な風味を
持ったワインが産み出されている。ドメーヌの当主はフィ
リップ ド ブノワ氏、夫人のマリー・エレーヌさんはドメー
ヌ ド ラ ロマネ・コンティのオベール ド ヴィレーヌ
氏の妹に当たる。

QLEMK05
モーゼルに注ぐザール川流域地区は気温が低く、
スレート質土壌が強いためいきいきと冴えわたっ
た酸味を持ち、ミネラル分が豊かで、甘さと酸味の
バランスに優れたワインを生み出している。シャル
ツホーフベルクはその代表ともいえる畑で、エゴン
ミュラー醸造所の作るワインは世界最高峰とも
いわれるワインを生み出している。2005年産のカ
ビネットは、柑橘系や青りんごの若々しく輝きに満
ちた溌剌とした美しい酸味とたっぷりしたミネラル
を持っている。味わいは非常に透明感が高く、花
のように美しく繊細、ピュアでナチュラルな美味し
さを持っている。

＊４代目当主エゴン・
ミュラー氏

キートリッヒャー グレーフェンベルク リースリング
カビネット ハルプトロッケン2001
ロバート ヴァイル醸造所

オススメ！

DLGC82
＊ブドウ畑

＊当主のブノワ氏と夫人

クロ フロリデーヌ2004
ボルドー大学醸造学部で教鞭をとり、特にボルドーの
白ワイン作りの権威とされるドゥニ デュブルデュー教
授がグラーヴ地区に所有するシャトーワイン。同地区
は近くを流れる暖流の影響で内陸のサンセールよりも
温暖な気候を持つが、シャトーのあるピュジョル・シュル・
シロン村では石灰岩が地表近くに表出しており、白ワイ
ンの栽培に適している。2004はソーヴィニヨン・ブラン
50、セミヨン45、ミュスカデル5%から作られ、柑橘系果
実や黄色いりんごの果実味とヴァニラやスモークなど
の樽からの風味を持ち、独特のハーブ香をもちつつリッ
チで肉厚な豊かさにあふれたワインとなっている。

ロバート ヴァイル醸造所の葡萄畑の中でも特に優れたグレーフェンベ
ルク（伯爵の山）は最大60度の南西向きの急斜面にあり葡萄は長い時
間をかけてゆっくり熟すため、しっかりとしたアロマを持ったワインが生
まれる。ラインガウ地方は一般的にモーゼル地方に比べて暖かく、粘
板岩や珪石、泥灰土が混じった土壌をしており、重厚な味わいのワイ
ンを生み出している。グレーフェンベルク畑の土壌は石の多いスレート
土壌に砂や少量の粘土が混ざり、モーゼル地方に近い繊細なワインを
生み出す。ライムやグレープフルーツに加えて黄色いりんごや熟した桃
などのみずみずしいアロマがいきいきと香り、非常にバランスのよい上
品で繊細な味わいを持ったワイン。土壌からのミネラル感も豊かで、収
穫から6年を経た現在、その味わいには高貴とも形容できる美味しさが
あふれている。

＊現在、在庫があるヴィンテージは2005（ALJFW05）となり
ます。
＊グレーフェンベルク畑
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製品コード

ブドウ品種とテロワールの個性が活かされたワイン達 特集

ワイン名

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ

色

アペラシオン

容量

梱包

参考価格

WFLL05

ｼｬﾌﾞﾘ Gｸﾘｭ ﾚ ｸﾛｳｨﾘｱﾑ.ﾌｪ-ﾌﾞﾙ(ﾄﾞﾒ-ﾇ)

2005

白

ｼｬﾌﾞﾘ ｸﾞﾗﾝ ｸﾘｭ

750ML 12

10,700

BLCDH05

ｸﾚﾏﾝ ﾌﾞﾙｺﾞ-ﾆｭ ﾌﾞﾗﾝ ﾌｨﾘｯﾌﾟ ｺﾗﾝﾄﾞﾒ-ﾇ.ﾌｨﾘｯﾌﾟ.ｺﾗﾝ

2005

白

ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ

750ML 12

3,450

BLJQB05

ﾘｭﾘ- Pｸﾘｭ ﾗ ﾋﾟｭｾﾙﾄﾞﾒ-ﾇ.ｼﾞｬｸｿﾝ

2005

白

ﾘｭﾘｰ.ﾌﾟﾙﾐｴ.ｸﾘｭ

750ML 12

4,720

RLNKT91

ｳﾞｨﾉﾃ-ｸ ｸﾞﾘｭ-ﾅ- ﾌｪﾙﾄﾘ-ﾅ-ﾆｺﾗｲﾎ-ﾌ

1991

白

ｵｰｽﾄﾘｱ

750ML 12

14,300

GLNZA05

ｻﾝｾｰﾙ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾒ-ﾇ.ﾃﾞｭ.ﾉｾﾞ

2005

白

ﾛﾜｰﾙ

750ML 12

3,070

ALJFW05

ｸﾛ ﾌﾛﾘﾃﾞｰﾇ

2005

白

ｸﾞﾗｰｳﾞ

750ML 12

3,660

QLEMK05

ｼｬﾙﾂﾎ-ﾌﾍﾞﾙｶﾞ- ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ KABｴｺﾞﾝ.ﾐｭﾗ-

2005

白

ﾓｰｾﾞﾙ.ｻﾞｰﾙ.ﾙｰｳﾞｧｰ

750ML 12

6,600

DLGC82

ｷ-ﾄﾘｯﾋｬ- ｸﾞﾚ-ﾌｪﾝﾍﾞﾙｸ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ KAB ﾊﾙﾌﾟﾄﾛｯｹﾝﾛﾊﾞ-ﾄ.ｳﾞｧｲﾙ

2001

白

ﾗｲﾝｶﾞｳ

750ML 12

4,850

＊参考価格はすべて税抜き価格です。

