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18年の特徴はApproachable（親しみやすさ）。
早くから楽しめます！

豊かでフルーティーな味わいと
柔らかい酸が楽しめるヴィンテージ。

1945年以来の暖かさだった1月。

2月は気温が落ち着いたものの、
4月中旬は30℃越え。以降、シャブリのあるヨンヌ県は
素晴らしい晴天の日々で、6月、9月の降雨量は20mm

にも満たず、非常に乾燥した年でした。そのため厚みの
ある味わいにつながりました。

気候を反映し、通常年にはない厚みを楽しめる
ヴィンテージです。

2018年の味わいについて
～パーフェクトなヴィンテージ2018～

シャンパン騎士団シュヴァリエ

チーズプロフェッショナル

第5回全日本最優秀ソムリエコンクール 3位入賞 (2008年）

第6回全日本最優秀ソムリエコンクール 3位入賞 (2011年）

第8回全日本最優秀ソムリエコンクール 準決勝進出 (2017年）

CHALLENGE PROVENCE/VINS ROSES DU MONDE受賞 (2008年）



2018年を気候データで読み解く
～パーフェクトなヴィンテージ2018～

●気温：際立つ暑さ

冬は月により差が大きかった。1月は1945年以来で最も高い平均気温を記録。
2月は一転し平年を下回る気温に。

そして夏を思わせる暑い春がやって来ました。4月上旬に1週間足らずで
平年並みから一気に最高30 ℃まで上昇

非常に暑い夏。6～8月までは酷暑。平年の平均気温を1.5℃も上回った。
9月：夜間に気温が下がり、寒暖差が生まれた。

●日照：長い日照量
2月は例年に比べ日照時間が25％増加。

春・夏：晴天が続く。
5月～9月：例年より日照時間は15～20％長かった。

●降水量：冬の降雨、乾燥した春夏

降水量が多い冬。特に1月は多く、例年比120％超。

春は乾燥し、4月5月は例年より30％以上低い降水量。

夏：乾燥がさらに進んだ。
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晴天に恵まれた気温の高い年



シャブリ2018 （ドメ－ヌ ウィリアム フェ－ブル）

シャブリってどんなワインと聞かれたときにお勧めできる教科書なワイン。

様々な料理に寄り添う万能選手。コストパフォーマンスも含めて

ウィリアムフェーブルを知るには一番。

飲食店様もワインショップ様も1本シャブリを置くならこれを！

2017年のように酸がしっかりとしたヴィンテージと違い、

酸味が柔らかく、果実の香りや味わいを感じる2018年の特徴を素晴らしく体現しています。

フレッシュな果実の香り。ライム&レモン、グレープフルーツ、白桃、洋梨。

生き生きとした酸味とほのかな苦味。

バランスの良さとミネラルを感じさせるフィニッシュ。

定兼アンバサダーテイスティング村名シャブリ

商品コード:WFGC18

参考上代3,930円

※こちらは完全自社畑ブドウの「ドメーヌシャブリ」です。

第34回シャブリワインコンクール2020
（主催：シャブリワイン委員会）

シャブリ（村名クラス）部門
堂々の1位（金賞）を獲得。

91点



レ リス

ボーロワ ヴォロラン

モンテ ド トネール

モンマン

ヴァイヨン

フルショーム

プルミエ・クリュ 2018ヴィンテージ

シャブリの典型的
フィネス＆力強さ
ドメーヌ/2018年VIN
参考上代 6,800円

北東向き斜面。
シャブリらしい酸
ドメーヌ/2018年VIN
参考上代 7,200円

グランクリュ レプルーズ
に隣接。プルミエクリュ
随一の畑
ドメーヌ/2018年VIN
参考上代 9,500円

レ クロとブランショの延長線上
に位置。強さとエレガンス。
ドメーヌ/2018年VIN
参考上代 9,300円

グランクリュと同じ右岸にある
プルミエクリュ最大の畑
メゾン/2018年VIN
参考上代 7,400円

ミネラル＆花を思させる香り
メゾン/2018年VIN
参考上代 6,600円

良く熟した香りと
リーズナブルプライス。
メゾン/2018年VIN
参考上代 5,400円

モン ド ミリュ
右岸の人気畑
カリンのような香りが特徴的
ドメーヌ/2018年VIN
参考上代 8,300円



定兼アンバサダーテイスティング プルミエクリュ左岸
シャブリ プルミエクリュ ヴァイヨン2018 （メゾン ウィリアム フェ－ブル）

プルミエクリュの中で抜群の親しみ安さとバランスの良さを誇り、入門編には一番お勧め。

万人受けする安定感のあるプルミエクリュを選ぶ場合のファーストチョイス。

味わい以外の点でも価格を抑えられるうえに、生産量も多く使いやすい1本です。

他のプルミエクリュにはないエキゾチックな香り。

爽やかなグレープフルーツ、青リンゴ、白桃、洋梨。

甘いマーマレード、オレンジの花。ほのかに感じるハーブや白い花。

柔らかい酸味とクリーミィなテクスチャー。ピュアな味わい。

シャブリ プルミエクリュ レ リス2018 （ドメ－ヌ ウィリアム フェ－ブル）

プルミエクリュの中でも独特の世界観をもち、知る人ぞ知る畑レリス。

レ リス の味わいをさらっと言える人がいたらその人は間違いなくシャブリマニアです(笑)

レリス全体に共通しているのは シャンパーニュのブランド

ブランを思わせる強烈な酸味とチョーキーなテクスチャー。

シャンパーニュやラインガウの急斜面の石系リースリング愛好

家にもお勧め。

ブルゴーニュの品揃えが豊富で愛好家をターゲットにしたお店

に。その際には特徴を語るのがポイント。

味わい面では和食店、特にお寿司屋さんにオススメです。

爽やかななフルーツ香。レモン、ライム、グレープフルーツ。

持続して沸き上がってくるヨード香の塊。

アタックから余韻まで続く引き締まった切れの良い酸味。

長い余韻。石をなめるようなミネラルを思わせる風味、塩気を

帯びた苦味。旨味あり。非常に辛口なシャブリ。

商品コード：WFLV18

参考上代5,400円

※375ml ボトルあり
商品コード：WFMV18

参考上代3,590円

商品コード：WFLS18 参考上代7,200円



定兼アンバサダーテイスティング プルミエクリュ右岸

シャブリ プルミエクリュ モンテ ド トネ－ル2018 （ドメ－ヌ ウィリアム フェ－ブル）

豊かな果実味を常に感じられるMontée de Tonnerre 。

プルミエクリュの中でフルーティーなタイプを求める時にお勧め。

早くから楽しめるためレストランでも使いやすい1本です。

青リンゴ&グレープフルーツのフレッシュさとレモン&ライムの皮の複雑なハーモニー。

マーマレードや白桃の優しい香り。後味にナッツのフレーバー。

ピュアな酸味とふくよかな果実味。バランス良し。

シャブリ プルミエクリュ ヴォロラン2018 （ドメ－ヌ ウィリアム フェ－ブル）

他のプルミエクリュと比較して香り、味わいの全ての要素が高い位置でバランスがとれている。

グランクリュに匹敵するプルミエクリュ。

コストパフォーマンスに敏感な高価格帯の顧客で外したくない時にピッタリ。

ブルゴーニュラバー向けにワインバーやレストラン様だけでなく「グランクリュに匹敵する畑」を

キャッチコピーにできるので小売店/ネット店様にもおすすめです。

深みのある柑橘類の香り。熟した白桃、洋梨、マンゴーなどの果実香。蜂蜜のニュアンス。

フレッシュで集中力のある酸味。

広がりのある果実味。

クリーミーでまろやかなテクスチャー。

長く広がりのある美しい余韻。

ミネラル感、旨味のバランス。

チョーキーな辛口。

商品コード：WFLT18

参考上代9,300円

商品コード：WFFV18

参考上代9,500円

Wine Advocate
93+点

Wine Advocate
94点



レ クロ

ヴァルミュール

ブーグロ コート ブーグロ

ヴォデジールレ プルーズ

グラン クリュ 2018年ヴィンテージ

18年VIN 参考上代15,200円 18年VIN 参考上代17,500円18年VIN 参考上代11,300円

18年VIN 参考上代14,500円 18年VIN 参考上代14,500円 18年VIN 参考上代14,500円

※全てドメーヌ



シャブリ グラン クリュ レ クロ 2018 (ドメーヌ ウィリアム フェーブル)

シャルドネ品種の極致。グランヴァン愛好家に。

ブルゴーニュの至極の1本としてお勧めできるワイン

他のグラン・クリュの追随を許さない全ての要素が高次元で完璧に保たれたグランヴァン。

コート ドールのグラン クリュと比べても驚愕のコストパフォーマンス。

爆発的に広がる凝縮した柑橘類、白桃、洋梨、トロピカルフルーツ、アプリコットの香り。マーマレードやオレンジピールのニュアンス。

深みのあるナッツ、トースト香。高いレベルの活力のある酸味。豊かで集中力のある果実味。

エネルギーに満ちた硬質な鉱物感。驚くほど長い余韻。スケールが大きく美しい完璧なバランス。

定兼アンバサダーテイスティング グランクリュ

シャブリ グラン クリュ ブーグロ 2018 (ドメーヌ ウィリアム フェーブル)

グラン クリュの中では比較的酸味が柔らかく、早くから楽しめる親しみやすさNo.1。

価格も含めてバランスのとれた優れたワイン。

グラン クリュの入門編として。グラン クリュで価格帯を抑えたい時に。早くから楽しめるのでレストランでも使い易い。

柑橘類、グレープフルーツ、青リンゴのフレッシュな香りと完熟した白桃、洋梨、アプリコットの香りの絶妙なバランス。

柔らかできめ細かい酸味。凝縮した果実味。バランスのとれた柔らかい味わい。

シルキーなテクスチャー。長い余韻。

商品コード：WFLL18

参考上代17,500円

商品コード：WFLB18

参考上代11,300円

グランクリュ ブーグロ コートブーグロ2018 (ドメーヌ ウィリアム フェーブル)

コートブーグロはブーグロ畑の急斜面に位置する特別区画。

ブーグロの全ての要素を力強くし、かつバランスのとれた偉大な潜在能力のあるワイン。長期熟成させても面白い。

違いのわかる愛好家に。そして酸味&ミネラルを思わせる風味を愛するシャンパーニュ好きにもお勧めしたい。

レストランでは熟成させて提供しても面白い。

熟度の高い柑橘類、白桃、洋梨、マンゴー、アプリコットの豊かなハーモニー。広がりのあるトーストやナッツの香り。

スパイシーなニュアンス。厳格で集中力のある酸味。 力強く際立つ果実味。

美しいミネラルの風味を思わせるフィニッシュ。
商品コード：WFCB18

参考上代15,200円

Wine Advocate
94点

Wine Advocate
93点

Wine Advocate
95点


