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～すべての始まりは二人の男の出会いから～ 

ウィリアム フェーヴル チリは、1990年代の初め、二人の人物、シャブリの著名なワイン生産者で

あるウィリアム フェーヴルとチリのマイポ ヴァレーの実業家であり、果樹やナッツの農園を経営し

ていたビクトール ピノの出会いからすべてがスタートしました。 

ウィリアム フェーヴルはフランス以外でシャルドネの栽培に適した土地を探し、世界各地を

旅していました。ある時、チリを訪れたウィリアム フェーヴルは、アンデス山脈の麓の標高

の高い場所、サン フアン ピルケの土地を見つけました。当時、マイポ ヴァレーの葡萄栽

培はもっと標高の低い場所で行われており、この場所には葡萄は植えられていませんでした。

しかし、先見の明があったウィリアム フェーヴルはこの土地の可能性を見出していました。

ウィリアム フェーヴルは土地を購入しようと思ったのですがそれは叶わず、かわりにこの場

所に土地を所有していたビクトール ピノと共同でワイナリーの事業を始めることになりま

した。 

 

～マウンテン グロウン（山の畑）の優位性がフェーヴル チリの唯一無二の個性～ 

チリにはいくつかのワイン産地がありますが、首都サンティアゴのあるマイポ ヴァレーは最も有名な産地です。大西洋から山まで 200

ｋｍしかないチリを、マイポ ヴァレーを軸に東西にカットした断面的でみると、３つのアペラシオンに分かれます(下図参照)。ウィリア

ム フェーヴル チリのあるアルト マイポ（下図③）は、アンデスの麓を這い登る場所で、山から吹き降りる涼しい風と土壌の影響を受

けています。 

畑は山の麓というより、まさに山の中にあります。そのため、畑の開墾もすべて手作業で行いました。大変な労力が必要でしたが、その結

果、ウィリアム フェーヴル チリが求めるマウンテン グロウン（山の畑）の葡萄がもたらすフレッシュな果実味、エレガンスを持つワ

インを生み出すことが出来るのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィリアム フェーヴル（左）、ビクトール ピノ（右） 

最も標高の高い場所に位置する 

ボカチカ 標高 950m 

アンデスと海岸山脈の間の平地 

マイポの一般的なワイン産地 標高 400m 

フェーヴル チリの主要な畑が位置する 

ピルケ 標高 640m～700m 

 



  

 

このエリアで冷涼な気候を求める場合、冷たい海流の流れる太平洋側か、山からの冷たい風の影響を受けるアンデスの麓のどちらかになり

ます。アンデス側の生産者は“Mountain grown winery=マウンテン グロウン ワイナリー”（山で造るワイナリー）と呼ばれています。

通常、マウンテン グロウン ワイナリーの多くは、標高 500～550ｍの間にありますが、ウィリアム フェーヴル チリの畑は、もっと

高いアンデス山脈の麓、標高 640ｍ～700ｍ（ピルケ）～950ｍ（ボカチカ）に広がっています。このような標高が高いアンデスの山中に

ある畑で育つ葡萄は、他よりも比較的冷涼な気候の影響を受け、成熟がゆっくりと進みます。その結果、十分な酸を保ち、アルコールが高

すぎない、大変バランスのとれたワインが出来ます。アンデス エリアは山々に囲まれた場所が多く、畑に出来る場所は限られてるため、

マイポ ヴァレーの大部分の畑は海岸山脈とアンデスの間に広がる平地（標高 400ｍ）にあるのです。ここからも分かるように、「畑の場

所の優位性を生かしたワイン造りがウィリアム フェーヴル チリの個性となっています。 

 
 

～畑について～ 

アンデスの山の中に標高の異なる 5 か所に畑を所有しており、綿

密な土壌分析を行い、それぞれの品種に最も適した場所に葡萄を

植えています。 

 

①サン ルイス（標高約 650ｍ） 

主にボルドー品種のカベルネ ソーヴィニヨン、カルムネール、

カベルネ フラン、メルロを栽培。 

 

②ラス マハダス（標高約 700ｍ） 

カベルネ ソーヴィニヨン 

 

③サン ホワン（標高約 840ｍ） 

ウィリアム フェーヴルが見出した標高の高い畑。主にシャル

ドネ、ピノ ノワール、カベルネ ソーヴィニヨンを栽培。 

 

④ラス トゥーナス（標高 900m） 

カベルネ ソーヴィニヨン、シャルドネ、シラー、テンプラニー

リョ、カリニャンを栽培。 

 

⑤ボカチカ（約 950ｍ） 

マルベック、シャルドネ、カベルネ ソーヴィニヨン、他。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

「グラン キュヴェ」シリーズのコンセプト 

質の良いフレンチオークを使用し、熟成期間も長いです。パ

ワフルで集約があるスタイルを目指すのではなく、複雑さの

レベルがワンランク上で、より洗練されたエレガンスを目指

すワインです。 

「エスピノ」シリーズのコンセプト 

常に果実味(fruits)、優しさ（gentle）、ボディたっぷりの

大柄なワインではなく、やわらかさ(soft)を持ったワイン

を目指しています。品種も様々でバリエーションが楽しめ

るのも魅力です。 

 

 

↑①サン ルイスの畑（標高約６５０ｍ） ↑③サン ホワンの畑（標高８４０ｍ） 



  

 

 

 

エスピノ シャルドネ 2017 
Espino Chardonnay 
 

＜醸造家クリスティアン アリアーガのコメント 2018年 9月来日＞ 

葡萄そのもののフレッシュでストレートな味わいを楽しんで頂くため、樽は使用せず、ステンレ

スタンクだけで発酵、熟成させています。フレッシュな酸を保つため、マロラクティック発酵は

行いません。生産量は限られており、2017年ヴィンテージは 36,000本です。 
 

【白・辛口】 国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー    葡萄品種：シャルドネ 

品番：W-041／JAN : 4935919080415／容量：750ml  ¥1,836（本体価格¥1,700） 

 

 

 

エスピノ グラン キュヴェ シャルドネ 2016 
Espino Gran Cuvée Chardonnay  
 

＜醸造家クリスティアン アリアーガのコメント 2018年 9月来日＞ 

W041より葡萄が良いため、集約感や厚みがより感じられます。収穫した

葡萄は除梗せず、全房圧搾します。全体の 30％をフレンチオーク樽（新

樽 20％）で発酵、熟成させています。樽熟成の間、バトナ―ジュを行い

ます。残りの 70％はステンレスタンクで醗酵、熟成させます。一部オー

ク樽で発酵、熟成させることで骨格、ボディと複雑さを持ち、同時に豊か

な果実味と酸のあるやわらかな味わいのワインに仕上がっています。グラ

ン キュヴェの生産量はさらに限られ、2016年は 8,000本です。 
 

【白・辛口】 国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー     葡萄品種：シャルドネ 

品番：W-017／JAN : 4935919080170／容量：750ml  ¥2,592（本体価格¥2,400） 

 

 

 

 

 

エスピノ カルムネール 2015 

Espino Carmenère 
 

＜醸造家クリスティアン アリアーガのコメント 2018年 9月来日＞ 

アルコール発酵とマロラクティック発酵後、全体 75～80％をオーク樽に移し、熟成させます。

フレッシュな果実味をキープするため残りの 20％～25％はステンレスタンクで熟成させます。

非常にフレッシュでジューシー、パワフルでありながらシルクのようにしなやかなタンニンが感

じられます。カルムネールらしいスパイシーでやわらかな余韻があります。生産量は限られてお

り、2015年ヴィンテージは 32,000本です。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー 

葡萄品種：カルムネール 92％、他 

品番：W-076／JAN : 4935919080767／容量：750ml ¥1,836（本体価格¥1,700） 
 

 

 

エスピノ グラン キュヴェ カルムネール 2014 

Espino Gran Cuvée Carmenère 
 

＜醸造家クリスティアン アリアーガのコメント 2018年 9月来日＞ 

グラン キュヴェは 1994年に植えた、より品質の高い葡萄を使っています。樽熟成させても、

樽に負けないクオリティがあるため 100％を樽熟成させています。フレンチオークのバリック

で 14ヶ月熟成させます。樽は複雑さを出すため、様々な産地、メーカーのものを使用してい

ます。W076に比べて「よりパワフル」なのではなく「よりエレガント」なワインです。グラ

ン キュヴェの生産量はさらに限られ、2014年は 10,000本です。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー 

葡萄品種：カルムネール 89％、他 

品番：W-077／JAN : 4935919080774／容量：750ml ¥2,808（本体価格¥2,600） 

 

 

CHARDONNAY 

Espino & Gran Cuvée 

CARMENÈRE 
Espino & Gran Cuvée 

除梗せずに房ごと圧搾した骨格のある果汁を使い、一部樽で発酵させています 

葡萄そのものの味わいを楽しんでいただくため、タンクだけで熟成させます 

カルムネールらしいスパイシーでやわらかな余韻が特徴です。 

複雑さを出すため、様々な産地、メーカーの樽を使っています 



  

 

 

 

エスピノ カベルネ ソーヴィニヨン 2016 
Espino Cabernet Sauvignon 
 

サン ルイスの畑の葡萄から造ります。メルロをブレンドすることがやわらかさを出すため

の鍵です。サン ルイスは所有する畑の中で最も標高が低いですが、日中は気温が高く、夜

は気温が下がるので昼夜の寒暖差は大きいです。熟したタンニンがあり、複雑でしっかりと

した味わいがもたらされます。紫がかった深いルビーレッド、黒系の果実の強いアロマ、ほ

のかなスパイスや枯葉を思わせる上品な風味があります。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー 

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 86％、カベルネ フラン 10％、メルロ 4％ 

品番：W-020／JAN : 4935919080200／容量：750ml ¥1,728（本体価格¥1,600） 
 

 

 

 

エスピノ グラン キュヴェ カベルネ ソーヴィニヨン 2015 
Espino Gran Cuvée Cabernet Sauvignon 
 

畑は、ラス マハダスにある単一畑です。収穫量を厳しく制限した良質な葡萄から造ります。

除梗、破砕後、ステンレスタンクに入れます。5～8日コールドマセラシオンを行なった後、

最高で 26度までに温度管理しながら発酵させます。マロラクティック発酵後、フレンチオー

クの樽（新樽 25％）で 11～13ヶ月熟成させます。その後、10ヶ月以上瓶熟させます。しっ

かりとした骨格があり、フルボディで力強く、絹のようになめらかなタンニンが感じられま

す。非常に長い余韻があります。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー 

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 93％、カベルネ フラン 7％ 

品番：W-022／JAN : 4935919080224／容量：750ml ¥2,808（本体価格¥2,600） 

 

 

 

 

 

エスピノ ピノ ノワール 2017（左） 

Espino Pinot Noir 
 

＜醸造家クリスティアン アリアーガのコメント 2018年 9月来日＞ 

サン ルイスの葡萄を使用しています。私たちが目指すピノ ノワールは、親しみやすく、丸み

があり、タンニンは存在しながらもソフトで、やわらかくエレガントなスタイルのワインです。

ピノ ノワールはシャルドネと違い、クローンではなく、ブルゴーニュのピノ ノワールのマサ

ル セレクションによるものです。アルコール発酵後、プレスした後、全体の 40％を樽で熟成さ

せています。残りの 60％はステンレスタンクで熟成させます。バランスのとれた味わいを出すた

めに、樽の要素が果実味を覆い隠さないよう心がけています。2017年の生産量は 30,000本。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー 

生産者：ビーニャ ウィリアム フェーヴル チリ 

品番：W-034／JAN : 4935919080347／容量：750ml    ¥1,728（本体価格¥1,600） 

 

 

 

エスピノ メルロ 2016（右） 

Espino Merlot 
 

サン ルイスの葡萄から造っています。ローム層の粘土質土壌は、上質なメルロの栽培に最適で

す。タンクで発酵後、フレンチオークのバリック（2～5年樽）で 8ヶ月以上熟成させます。さら

に、出荷前に最低 6ヶ月瓶で熟成させます。美しいチェリーレッド、甘酸っぱいチェリーとラズ

ベリーのフルーティで心地よいアロマ。かすかに洗練された樽のニュアンスも感じられます。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴァレー 

葡萄品種：メルロ 92％、カベルネ フラン 8％ 

品番：W-019／JAN : 4935919080194／容量：750ml  ¥1,728（本体価格¥1,600） 

CABERNET SAUVIGNON 
Espino & Gran Cuvée 

PINOT NOIR & MERLOT 

水はけのよい畑の葡萄を使い、樽とボトルでゆっくり寝かせます 

収量を抑えた葡萄を、フレンチオークで熟成、さらにゆっくり瓶熟させます 

タンニンは存在しながらも、ソフトでエレガントなスタイルを目指しています 

粘土質土壌が、メルロの栽培に最適です 


