
 

 

JEAN PERRIER ET FILS 

1853年まで遡る、歴史ある重要な生産者 

62haの自家畑を所有するサヴォワでは最大規模の家族経営のワイナリー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1853 年にカセラン ペリエ（Catherin Perrier：1820 年生まれ）は、サンタ

ンドレ レ マルシェにセラーを購入しモン グラニエの山の麓で葡萄栽培を

スタートしました。その後、4 代目のジャン＝ヴィクトール（Jean-Victor Perrier）

時代には、サヴォワで最初にボトル売りをするワイン生産者となりました。 

1964 年、ジャン＝ヴィクトールの息子であり、現在のオーナーのジルベール

（Gilbert Perrier：5 代目）がワイナリーに加わり、その後ボトリングラインに投

資を行いました。そして、サヴォワが A.O.C.に認められた 1973 年にボトリン

グラインが完成、生産量が増えました。その後もワイナリーに意欲的に投資を行

い、現在、サヴォワ全体で約 350 の生産者がいますが、その中で最大規模のワ

イナリーへと成長しました。現在はジルベールと 3 人の息子、フィリップ（長

男）、クリストフ（次男）、ジル（三男）が中心となってワイナリーを運営して

います。2015 年からは、将来ワイナリーを引き継ぐべく、クリストフの息子ア

レクサンドレも加わりました。 

 

葡萄の栽培面積は62ha、12の村に120区画の畑を所有していま

す。栽培品種は、ジャケール、アルテス、ルーサンヌ、シャルドネ、

モンデュース、ガメイ、ピノ ノワールです。収穫は、急斜面の畑

は機械が入れないため手摘みで行い、残りは機械で摘み取ります。

常勤は25名、収穫時期は、さらに50名ほどを雇います。醸造はオー

ナーであるジルベールの長男フィリップが担当、アレクサンドルも

醸造をしています。年間生産量は約60万本、そのうち、白ワインが

70％、赤ワインが20％、スパークリングワインが10％です。生産

量の90％は国内向けで、そのうち60％が地元サヴォワのスキーリ

ゾートのレストラン向けです。 

 

左から、ジルベール ジル（三男）、クリストフ（次男）、アレクサンドレ（クスストフの息子）、フィリップ（長男） 



 

 

＜サヴォワについて＞ 
フランス東部に位置し、スイス、イタリアと

国境を接する地域です。サヴォワ公国で栄えた

頃にワイン造りも発展。フランスに編入後は苦

難に直面しましたが、第二次世界大戦後、生産

者たちが立ち上がり産地を再興させました。 

気候は、大陸性気候の影響を受け冬は寒く乾

燥し、南からの暖かい風と、西からは海からの

湿った風が吹き込み、大陸性の厳しい気温差を

和らげています。また、夏は暑く（最高で 30 度

もしくはそれ以上）になり、雨も少ない地域で

す。サヴォワ一帯は山岳地帯ですが、多様な地勢（湖など）による複雑な気象

条件があり、産地も広範囲に点在しています。また使用品種も様々なため、同

じヴァン ド サヴォワと呼ばれるワインでもそのスタイルは多彩です。その

ため、16 の地理的名称があり、その名称を付記することで、特徴を明確化して

います。そして、サヴォワを代表する品種がアルテスやジャケール。また、ブ

ルゴーニュに近いこともあり、ピノ ノワール、ガメイ、シャルドネなども栽

培されています。 
 
 
ジャケールとアルテスにこだわるジャン ペリエ 

ジャン ペリエでは、ジャケールやアルテス（ルーセット）に注力しており、

畑は、アビムやアプルモンに所有しています。ジャケール、アルテスの平均樹

齢は 35 年から 40 年です。ジャケールのワインはミネラリーで、さらにアビ

ム、アプルモンは、グラニエ山の断崖の崩落による様々な泥と石灰石で構成さ

れる混沌とした土壌で、それらから火打ち石のノートがもたらされます。また、

これらの品種を単一で仕込むことで個性を表現しています。ヒュー ジョンソ

ン「ポケットワインブック」では、アビム、アプルモンの試すべき生産者とし

て掲載されています。 
 
 

近年のヴィンテージについて 
2019年・・・・ 6月に雹が降り、約7ha分の葡萄が被害をう

け、生産量の10％を失いました。  
 

2018年・・・・ 天候にも恵まれ、非常に良いヴィンテージと

なりました。 
 
 
 
 
 

サヴォワ アビム キュヴェ ガストロノミー 2018 
Savoie Abyme Cuvée Gastronomie 
このワインはレ マルシュ、シャパレイヤン、そしてミヤンの村の葡萄を使っています。土壌は粘土石灰質

です。手摘みで収穫します。空気圧プレスで圧搾し、20℃に温度管理されたタンクでデブルバージュします。

3 週間発酵させます。熟成はステンレスタンクで 2 ヶ月行います。ホワイトゴールドと緑の色合い。新鮮な

アーモンドとセイヨウサンザシ、柑橘系の果物の香り。親しみやすい口当たり、いきいきとして、ミネラル

が感じられ、丸みを帯びた心地よい果実味の香り、躍動感と丸みと果実味がバランス良くまとまっています。 
 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／サヴォワ   

生産者：ジャン ペリエ エ フィス 

葡萄品種：ジャケール 100％  熟成：ステンレスタンクで 2 ヶ月 

品番：FC-262／JAN：4935919312622／容量：750ml         ¥2,090(本体価格¥1,900) 

 
 

サヴォワ アプルモン キュヴェ ガストロノミー 2018 
Savoie Apremont Cuvée Gastronomie 
このワインはレ マルシュ、サン バルドフ、そしてアプルモンの村の葡萄を使っています。土壌は粘土石

灰質です。手摘みで収穫します。空気圧プレスで圧搾し、20℃に温度管理されたタンクでデブルバージュし

ます。3 週間発酵させます。熟成はステンレスタンクで 2 ヶ月行います。明るいホワイトゴールド。白い花

とセイヨウサンザシ、テロワールを感じさせる香り。生き生きとして、ミネラルやレモンの味わいがします。 
 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／サヴォワ   

生産者：ジャン ペリエ エ フィス 

葡萄品種：ジャケール 100％  熟成：ステンレスタンクで 2 ヶ月 

品番：FC-263／JAN：4935919312639／容量：750ml         ¥2,200(本体価格¥2,000) 
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アビム 
土壌組成、葡萄品種はアプ

ルモンと同じ。アプルモン

との違いは、畑の位置。ア

ビムはグラニエ山のすそ

野に広がる緩やかな平地

にあり、よりフレイバーの

豊かなワインになる。 

アプルモン 
畑は山の斜面に広

がる。13世紀グラニ

エ山の落盤により

できた斜面 250～

500ｍに広がる畑。

骨格のしっかりと

したワインになる。 

サヴォワの典型的な品種ジャケール、まるみを帯びた心地よい果実味 

過去に 2回「ワインスペクテーターTOP100」に選出！ 

限定 
360 本 



 

 

 
 

ルーセット ド サヴォワ キュヴェ ガストロノミー 2017 
Roussette de Savoie Cuvée Gastronomie    ※無くなり次第 2018 年に切り替わり 
 

アルテスの起源はキプロス島に由来すると言われています。1432 年、サヴォ

ワ公爵アメデは、彼の息子（将来の公爵ルイ 1 世）をキプロスの王女アン

ヌ・ド・リュジニャンと結婚させるという考えを持ちました。その後、結婚

のためにアンヌがサヴォワに来た際、「殿下＝アルテス」と名付けられた有

名な葡萄品種を持参したといわれています。アルテスは収穫量が少なく、病

害に弱いため栽培が難しい品種です。急斜面の畑からは優れた品質となりま

す。畑の土壌は粘土石灰質です。手摘みで収穫し、圧搾します。デブルバー

ジュした後、16～20℃の温度で発酵、マロラクティック発酵も行います。熟

成はステンレスタンクで 4～5 ヶ月行います。瓶詰後 3 ヶ月寝かせてからリ

リースします。淡い黄色や緑の色合い。白い果物、洋ナシ、スミレの香り。

生き生きとした口当たり、アルテス特有の美しい苦味が感じられます。 
 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／サヴォワ   

生産者：ジャン ペリエ エ フィス 

葡萄品種：アルテス（ルーセット）100％  熟成：ステンレスタンクで 4～5 ヶ月 

品番：FC-264／JAN：4935919312646／容量：750ml                     ¥2,750(本体価格¥2,500) 
 

 
 
 
 
サヴォワ ピノ ノワール キュヴェ ガストロノミー 2018 
Savoie Pinot Noir Cuvée Gastronomie 
畑はショターニュとジョンジューといったブルジェ湖の北側だけでなく、サヴォワ峡谷にもあります。手摘みで収穫

します。空気圧プレスで圧搾し、20℃に温度管理されたタンクでデブルバージュします。3 週間発酵させます。熟成

はステンレスタンクで 4～5 ヶ月行います。瓶詰後 3 ヶ月寝かせてからリリースします。明るいルビーレッド。レッ

ドベリー、チェリー、ブラックベリーの香り。繊細でスパイシーなタンニンがあり、バランスが取れています。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／サヴォワ  生産者：ジャン ペリエ エ フィス 

葡萄品種：ピノ ノワール 100％  熟成：ステンレスタンクで 4～5 ヶ月 

品番：FC-265／JAN：4935919312653／容量：750ml                ¥2,200(本体価格¥2,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クレマン ド サヴォワ 
Crémant de Savoie 
 
クレマン ド サヴォワは 2015 年 9 月に AOC に認定されました。クレマンの産地として

は 8 番目に認められたエリアになります。土着品種のジャケール、またはアルテスは最低で

60％以上、ジャケールは 40％以上という規定がります。ジャン ペリエのクレマンはジャ

ケール 85％、シャルドネ 15％のブレンドです。手摘みで収穫し、さらに人の手で厳しく選

別し、注意深くゆっくりとプレスします。ベースワインを発酵させた後、瓶内二次発酵を行

います。最低 12～15 ヶ月以上熟成させています。豊かな果実味があり、しっかりとした個

性が感じられます。 
 

【白・スパークリングワイン・辛口】 国／地域等：フランス／サヴォワ 

生産者：ジャン ペリエ エ フィス 

葡萄品種：ジャケール 85％、シャルドネ 15％ 

品番：FC-300／JAN：4935919313001／容量：750ml   ¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

サヴォワの気候が生んだ、フルーティで繊細な味わい 

サヴォワでは、チーズフォンデュと一緒に 

楽しむワインとして有名です。 

12月中旬入荷予定 
土着品種にこだわり、ジャケールの比率を高くして造りました 

ご予約承ります 

サヴォワを代表する品種、香り高く生き生きとした口当たり 


