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～記録的低収量の一方、素晴らしい仕上がりに～
●気温
冬は暖かく、雨と曇りが多かった冬。春先は平年を上回る暖かさの週も
あり、芽吹きは大きな遅れなく始まった。
しかし、ちょうど葉が生え始めた4月27日に、大規模な霜害に見舞われ
た。ドメーヌのプルミエ クリュの畑の半数に被害、シャブリ ヴィラー
ジュの区画は、大多数に影響があった。
6月末に暑さのピークが何度か訪れた後は、7月上旬からより安定した
好天が続き、高温で乾燥した晴天が収穫時期まで持続した。
●降水量
4月増加を辿り、5月と6月にはさらなる降水量を記録し、5月26日と27日
にはスラン川が氾濫。開花は遅くなり、本格的な開花を迎えたのは6月20
日の週になってからとなった。この雨が原因で、ベト病のリスクが非常に
高まった。
5月13日と27日に発生した雹を伴う雨は、4月の霜害にさらに追い打ちを
かけた。また、夏に比較的雨が少なかったことで、収穫の3週間前にあた
る8月末まで色づきが遅れた。
しかし、9月15日の恵みの雨が、その後のブドウの素早い成熟を助けた。
●収穫
収穫は9月22日に開始。春の天候不順により、収量は予想された通り大幅
な減少となった。シャブリでは18hL/ha、霜が降りたプルミエ クリュと
グラン クリュでは、15～25hL/haとなった。
霜の被害に遭わなかった畑では、35～40hL/haの収穫となった。
ただし、ブドウの健康状態は全体的に大変良好だった。
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～記録的低収量の一方、素晴らしい仕上がりに～
醸造責任者
ディディエ セギエ氏

とても難しい年だが、高品質な出来に
記録的低収量だが、残ったブドウは収穫期に乾燥してエネルギーを蓄
えられ出来がよかった。
素晴らしいミネラル感をもつエレガントなスタイルに仕上がり、酸は
2015より少なかった。
前評判が悪い中、丁寧な畑仕事が奏功しドメーヌを訪れるジャーナリ
スト達には「こんなによくできたの？」と驚かれました。

東アジア輸出担当
西山雅巳氏

ピュアで洗練されたフェーブルのスタイルを表現
北の栽培地であるシャブリは温暖化の影響からか、かつては4年に1度
といわれた春の遅霜の被害が少なくなる傾向にありました。
安定した品質をもたらす天候は、かつての酸のしっかりしたワインと
いうイメージすら変えてしまう程でした。
春の霜害と5月の天候不良で2016年の生産量は大きく落ち込みました。
ブドウ果が形成される前の気候の影響での減産は、ワインの品質には
影響はなく、ピュアで洗練されたフェーブルのシャブリのスタイルは
そのままに。
8月の高温乾燥で一時期ブドウの生育が止まるハプニングがあったも
のの、収穫前の9月の雨によってバランスを取り戻しました。

2016年 評価
デキャンター誌2018年2月号ブルゴーニュ2016ヴィンテージ特集にて、
GCレクロが93点の高評価！（表紙にボトル画像掲載）
シャブリ グラン クリュ レ クロ 2016
ドメーヌ ウィリアム フェーブル
土壌は非常に色の白い粘土が深く広がり、
化石を多く含む礫岩と石灰の石が混ざる。
シャブリの頂点にして、他のグランクリュの
長所を集めた総和の複雑味のある味わいで、
熟成のポテンシャルがもっとも高いワイン。
ウィリアム フェーブルはレ クロの最大所有者。

他商品も高評価を獲得！！
格付
シャブリ

商品コード

商品名

上代

WA

ST

WFLR16

シャブリ シャン ロワイヨ(メゾン）

3,560 (86-88)

88-89

WFGC16

シャブリ(ドメーヌ）

3,930 (87-89)

88-90

WFLA16

シャブリ モンマン(ドメーヌ）

6,400 (89-91)

89-91

WFLY16

シャブリ ボーロワ(ドメーヌ）

6,600

88-90

シャブリ

WFLS16

シャブリ レリス(ドメーヌ）

6,800 (88-90)

90-93

プルミエ クリュ

WFLE16

シャブリ モン ド ミリュ(ドメーヌ）

7,700 (87-89)

88-90

WFLT16

シャブリ モンテ ド トネール(ドメーヌ）

8,700 (91-93)

92-94

WFFV16

シャブリ ヴォロラン(ドメーヌ）

9,800

92-94

WFLB16

シャブリ ブーグロ(ドメーヌ）

10,600 (92-94)

92-94

WFLD16

シャブリ ヴォデジール(ドメーヌ）

13,600 (91-93)

91-93

シャブリ

WFCB16

シャブリ ブーグロ コート ブーグロ(ドメーヌ）

14,700 (93-95)

93-95

グラン クリュ

WFLM16

シャブリ ヴァルミュール(ドメーヌ）

14,700 (90-92)

92-94

WFLP16

シャブリ レ プルーズ(ドメーヌ）

14,700 (92-94)

93-95

WFLL16

シャブリ レ クロ(ドメーヌ）

17,000 (91-93)

93-95

参考上代 17,000円

*WA: Wine Advocate *ST: Stephen Tanzer

IWC*2018

9商品受賞！！*International Wine Challenge

シャブリ
シャブリ
シャブリ
シャブリ

素晴らしい年で、開けてすぐ複雑なオレンジの花とオ
レンジピールを削った香り、シトラスコンフィとスパ
イスの香りを感じる。なめらかでフルボディで深みと、
ミネラルを思わせる風味がバランスよく構成力がある。

ブーグロ（ドメーヌ）
ヴォロラン（ドメーヌ）
フルショーム（メゾン）
モンマン（ドメーヌ）

シャブリ ブーグロ
コート ブーグロ
(ドメーヌ）

シャブリ ヴォデジール（ドメーヌ）
シャブリ レリス(ドメーヌ）
シャブリ ボーロワ(ドメーヌ）
シャブリ(ドメーヌ）

2016年 入港案内
格付

商品コード

商品名

上代

WA

ST

IWC

初回入港（CS）
*赤字は全数

WFLK16

サンブリ(メゾン）

2,830

150

WFCR16

シャブリ(メゾン）

3,100

在庫あり

WFLR16

シャブリ シャン ロワイヨ(メゾン）

3,560 (86-88)

88-89

WFGC16

シャブリ(ドメーヌ）

3,930 (87-89)

88-90 BRONZE

WFLV16

シャブリ ヴァイヨン(メゾン）

5,400

200

WFLAN16

シャブリ モンマン(メゾン）*新商品

5,200

27

WFLA16

シャブリ モンマン(ドメーヌ）

6,400 (89-91)

WFLN16

シャブリ フルショーム(メゾン）*新商品

6,500

WFLY16

シャブリ ボーロワ(ドメーヌ）

6,600

88-90 BRONZE

10

WFLS16

シャブリ レリス(ドメーヌ）

6,800 (88-90)

90-93 BRONZE

8

WFLE16

シャブリ モン ド ミリュ(ドメーヌ）

7,700 (87-89)

88-90

10

WFLT16

シャブリ モンテ ド トネール(ドメーヌ）

8,700 (91-93)

92-94

19

WFFV16

シャブリ ヴォロラン(ドメーヌ）

9,800

92-94 GOLD

20

WFLB16

シャブリ ブーグロ(ドメーヌ）

10,600 (92-94)

92-94 GOLD

100

WFLD16

シャブリ ヴォデジール(ドメーヌ）

13,600 (91-93)

91-93 BRONZE

シャブリ

WFCB16

シャブリ ブーグロ コート ブーグロ(ドメーヌ）

14,700 (93-95)

93-95 SILVER

10

グラン クリュ

WFLM16

シャブリ ヴァルミュール(ドメーヌ）

14,700 (90-92)

92-94

10

WFLP16

シャブリ レ プルーズ(ドメーヌ）

14,700 (92-94)

93-95

20

WFLL16

シャブリ レ クロ(ドメーヌ）

17,000 (91-93)

93-95

50

サンブリ

シャブリ

シャブリ
プルミエ クリュ

2016完売
2017入港待ち

105

89-91 GOLD

8

GOLD

100

フルショーム（ドメーヌ）の生産なし。一部はヴォロランとして生産、他はほぼ格下げ。
新商品のモンマン（メゾン）とフルショーム（メゾン）は、フェーブルが昔から取引をしている農家から購入。
ドメーヌの生産と同じ施設で同じ造りを行う。

4

