
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1885 年からワイン造りをする家系です。1993 年に現在のオーナーでするジャン ガルディエ

（８代目）がドメーヌを引き継ぎました。ドメーヌはスペイン国境近くに位置するルションにあ

ります。コート デュ ルションは、かつては甘口ワインや日常消費ワインが多く、ガルディエ

家でもそうしたワインを造っていました。しかし、この土地で生まれたワインが、どこまで市場

に認められるか試してみたいという思いから、ルションの評価を高めるべく、この土地を表現し

たワインを目指し、栽培、醸造に情熱を注いできました。その努力に呼応するように、ワイン雑

誌などで高い評価を受け、このエリアでは欠かすことのできない、重要な生産者のひとつに成長

しました。現在、畑は 35ha を所有し、45 の区画に分かれています。2017 年からジャンの息子

ヴィクトル（写真左）がドメーヌに加わり、更なる発展を目指しています。 

 

「家族が残してくれた素晴らしい遺産を守りたい」 －ジャン ガルディエ 

「私は 30 歳くらいまでラグビーを教えていましたが、その頃、父が私に質問をしてきました。父

は 7 世代に渡り所有してきた土地（葡萄畑）を所有していたのですが、私に畑を継ぐ気があるの

かを尋ねたのです。私にとって、それは判断の難しい質問でした。それまで、父と一緒に働くな

んて考えたこともありませんでしたから。しかし、世代を超えて引き継いできた畑やワイン造り

のノウハウを、私も受け継いでいくべきと思ったのです。私がドメーヌを引き継いでから、いく

つか変えたこともあります。例えば、父の世代は甘口をたくさん造っていましたが、私は赤ワイ

ンにシフトしました。私にとってワイン造りを始めた決断は良いものでした。ワイン造りを通し

て出会うことができたお客様との会話は楽しいですし、畑での仕事、畑との対話もとても楽しく

感じます。畑には、家族が残してくれた素晴らしい遺産があります。例えば、ラ トル（FA-714）

やレ ファレーズ（FA-715）の畑の葡萄の樹齢はとても古く、中には 100 年を超える樹齢の樹

もあります。こうした要素が、ドメーヌ ガルディエと他の生産者との違いを生むのです。」 

 

 

醸造学校へは通わず、独学でワイン造りを学んだジャン ガルディエ 

「一つ一つの畑は小さな区画をもっていて、それぞれに違いがあり標高も 100ｍ違うだけで大きく変わってきます。それはとても大切な要

素です。だからテロワールをよく理解することが最も大切です。私が考えるテロワールとは、純粋な果実とミネラル感のあるワインです。

それを目指し、決して技術的にならないように、出来る限り自然に従ってワインを造りするようにしています。ワイン造りは創造的で芸術

的な仕事です。技術を学ぶと理屈が多くなり、リスクもとらなくなってしまう。だから学校はまったく必要ないのです。」こう言い切るジャ

ン ガルディエは、実際まったく醸造学校へ通ったことがありません。 

 

 

ドメーヌ ガルディエ 

何世代も引き継がれてきた素晴らしい畑で 
テロワールを追求したワイン造りに情熱を注ぐ 

Roussillon 

息子：ヴィクトル 

オーナー：ジャン ガルディエ 

100 年を超える樹齢の樹もあります 



  

 

テロワールを表現するためのオーガニック栽培 

「樹齢が古く根が深い葡萄樹があるので、土地のテロワールがしっかり

表現出来ます。だから、この場所のテロワールを尊重したワインを造っ

ていきたい。」とジャン ガルディエは語ります。畑の周りには草花を

生やし自然な生態系を作ることで、土壌にミネラルが産み出されます。

肥料は基本的には使用せず、馬を使って土を掘り返し、必要な時は家畜

の糞と食物を混ぜたものを使用します。葡萄樹の根を切って免疫を高め

て病気にならない葡萄を造ることがとても重要です。病気の対策をする

のではなく、病気にかからないような葡萄造りを行なっています。畑に

葡萄樹をもっと植えることも可能ですが、そうすると周辺環境のバラン

スを欠いてしまうので行っていません。病気が発生した時はイオウとオ

レンジの皮を松脂と混ぜて使用します。小さな畑が多く、標高ごとに成

長具合も違うので、畑仕事は 8～10 人で行い、収穫時は 20 人以上になります。 

 

「トータヴェル」は限られた名称 

ルションのエリアのほぼ全体を包括するのが「AOC コート デュ ルション」で

す。その中で北部のルージュのみが「コート デュ ルション ヴィラージュ」を

名乗れます。 

ドメーヌ ガルディエは、北部のコルビエール山塊付近の生産者です。さらに、

「コート デュ ルション ヴィラージュ」の中でも優れた５つのエリアは「ヴィ

ラージュ」の後にエリア名を記載することが認められています（下記参照）。ドメー

ヌ ガルディエが畑を所有するヴァングロー村は「トータヴェル」の表記できるエ

リアです。 

 

 

1. AOP Côtes du Roussillon Villages Latour de France（ラトゥール ド フランス） 

2. AOP Côtes du Roussillon Villages Lesquerde（レスケルド）  

3. AOP Côtes du Roussillon Villages Caramany（カラマニ） 

4. AOP Côtes du Roussillon Villages Tautavel（トータヴェル） トータヴェル、ヴァングローの２村。 

5. AOP Côtes du Roussillon Villages Les Aspres（レ ザスプル） 

 

 

 

 

2 つの異なるテロワール 

ドメーヌ ガルディエでは、「テロワールへの情熱」として２つのテロワールを挙げています。１つはドメーヌ発祥の地であるヴァングロー

村、もう１つは現在ワイナリーのあるエスピラ ド ラグリー村です。２つは南北に隣合わせの村であり、北にヴァングロー村、南にエス

ピラ ド ラグリー村となっています。ワイナリーは２つの村の中間地点にあります。２つの村の違いは、土壌、品種、そして「トータヴェ

ル」と名乗れるか否かです。「トータヴェル」と名乗れるのは、トータヴェル村とヴァングロー村のみであり、エスピラ ド ラグリー村

は名乗れません。しかし、ドメーヌ ガルディエが所有するエスピラ ド ラグリー村の畑にはシストノワール（黒色片岩）があり、この

土壌はムールヴェードルの栽培に適していると考えています。そのため、ムールヴェードル主体のキュヴェは基本的にエスピラ ド ラグ

リー村の葡萄を使用します。 

 

濃い赤色が 

シスト ノワールを含むエリア 
 

ヴァングロー村 

エスピラ ド ラグリー村 

AOCコート デュ ルション 

AOC コート デュ ルション ヴィラージュ 

ヴァングロー村 

トータヴェル村 

エスピラ ド ラグリー村 

コート デュ ルション ヴィラージュ トータヴェル 

のエリア 

ガルディエ醸造所 

古い樹齢の畑では、馬を使って土を掘り返しています 



  

 

~ ヴァングロー村の畑の葡萄で造るワイン ~ 

樹齢の古い樹と石灰粘土質が特徴的なヴァングローの畑 

主に石灰粘土質です。ガルディエ家が昔から持っていた土地で、樹齢古いグルナッ

シュやカリニャンが植えられています。畑は「コート デュ ルション ヴィラー

ジュ トータヴェル」のエリア内にあります。 

右下の写真はトータヴェルの丘から見下ろした景色です。広大な畑が眼下に広が

ります。周囲が山で囲まれており、大きなすり鉢のような地形をしています。地

形の特性で畑全体に風が吹き冷涼で乾いた土地になり、葡萄樹に虫が付きにくく、

病気も少ないです。ドメーヌ ガルディエは、このような標高の高い（300～

380m）場所にも畑を所有しています。 

 

この場所の一番の見所は“ギャリーグ“が所狭し生え

ているところです。ギャリーグとはコート デュ 

ローヌやプロヴァンスなどの地中海沿岸の石灰質

の土壌にあるハーブや潅木の森を指します。「ギャ

リーグ」に降った雨水は、ハーブの香りやエキス分

を含み、 地下へ染み込んで行きます。「ギャリーグ」

の周辺にある葡萄畑の葡萄は、ハーブのエキスたっ

ぷりの地下水で育ち、周辺に漂うハーブの香りは、

葡萄の果皮に付着して、ハーブ香を含む実となり、

ワインにも、より複雑さが出ると言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均樹齢 70 年のグルナッシュとカリニャンを使用したヴィエイユ ヴィーニュ 

コート デュ ルション ヴィラージュ 
トータヴェル クロ ド ヴィーニュ 
Côtes du Roussillon Villages Tautavel Clos de Vignes 
 
ヴィエイユ ヴィーニュという表示は誰でも使っているので、クロ デ ヴィーニュに名前を変えました。ヴァングロー

の粘土と石灰岩土壌です。グルナッシュとカリニャンは、平均樹齢 70 年の葡萄を使用しています。通常このエリアで認め

られている収穫量は 45hl/ha のところ、グルナッシュの収穫量は 20hl/ha 以下です。樽は 5～10％が新樽で、残りは 1～

10 年樽を使い、12 ヶ月熟成します。清澄も濾過もせずに、すべての樽をブレンドしてから瓶詰めします。 

★「デカンター 2015.03」で 17.5 点（2013 年ヴィンテージ） 
 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ&カリニャン 70%、シラー20%、ムールヴェードル 10% 

熟成：樽で 12 ヶ月  有機認証：ユーロリーフ 
 

2012 年 品番：FB-901／容量：750ml／JAN：4935919219013        ¥4,104(本体価格¥3,800) 

2013 年 品番：FA-713／容量：750ml／JAN：4935919097130        ¥3,888(本体価格¥3,600) 
 
 

綺麗でバランス良い樽のニュアンスが特徴 

コート デュ ルション ブラン 

レ グラシエール 2015 
Côtes du Roussillon Blanc Les Glacieres 

※無くなり次第 2016 年に切り替わり 

早朝に葡萄摘み取った後、すぐにプレスします。

発酵は 20 日間行い、その後 6～8 ヶ月樽で熟成さ

せます。畑は標高 350ｍの涼しい場所にあり、こ

のエリアの一般的な白ワインに比べ、心地よい酸

味が感じられます。エレガントな樽の香り、素晴

らしい味わいとコク、長い余韻があります。 
 

【白・辛口】葡萄品種：グルナッシュ ブラン 40%、

ルーサンヌ 40%、マカベオ 20% 

有機認証：ユーロリーフ、AB マーク 
 

品番：FB-059／容量：750ml 

JAN：4935919210591 

¥2,916(本体価格¥2,700) 
 
 

ガルディエの最上級キュヴェ。樽熟 20 ヶ月。 

コート デュ ルション ヴィラージュ  

トータヴェル レ ファレーズ 2013 
Côtes du Roussillon Villages Tautavel Les Falaise 
 
ヴァングローの石灰質土壌で、テロワールが純朴な

性格と長い余韻、フィネスを与えます。すべての品

種は、収穫量を 20hl/ha 以下に抑え、一緒に混ぜ

発酵させます。樽（600L）で 20 ヶ月熟成させます。

強烈な深く濃い色、極めてフルボディでタンニンの

ストラクチャーがうまく結合しています。 
 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：シラー、グルナッシュ、

その他  熟成：樽で 20 ヶ月 

有機認証：ユーロリーフ、AB マーク 
 

品番：FA-715／容量：750ml 

JAN：4935919097154 

¥7,344(本体価格¥6,800) 
 
 

2012 年 & 2013 年 

各 100 本限り 

70 本限り 

石灰粘土質土壌の畑 

丘から見下ろした景色。広大な畑が広がります。 
南仏特有の “ギャリーグ” 



  

 

~ エスピラ ド ラグリー村の畑の葡萄で造るワイン ~ 

 

黒色片岩が特徴であるエスピラ ド ラグリー村 

ドメーヌ ガルディエには特徴的な畑があります。現在ドメーヌがある

エスピラ ド ラグリー村近郊にある畑は「シスト ノワール」という

土壌です。シスト ノワールの畑は石の色が黒いため、通常の畑に比べ、

日照の吸収率が非常に高く、保湿性が高いという特徴があります。それ

が健康的な葡萄を育みます。この土壌はムールヴェードルの栽培に適し

ており、ムールヴェードル主体のキュヴェは基本的にこのエリアの葡萄

を使用して造ります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガルディエの特徴的な畑で育つムールヴェードル主体にしたキュヴェ 

コート デュ ルション ヴィラージュ ラ トル 2010 
Côtes du Roussillon Villages La Torre   

 
エスピラ村の畑です。「ラ トル」の畑は、ムールヴェードルに向いているシスト ノワールの土壌で、テロワールも申

し分ない場所です。シスト ノワールは太陽熱を吸収して夜間放出するので、力強い味わいになります。ガルディエの造

るムールヴェードルは、スペインのカタルーニャ地方が原産地で、ボルドーのカベルネ ソーヴィニヨンのようにしっか

りしたタンニンがある品種です。収穫量は 25hl/ha に抑えています。コンクリートタンクで発酵、21 日間醸しをします。

熟成はドゥミ ミュイ（600Ｌ）の樽（1～4 年樽）で 18～20 ヶ月行います。大変深いルビー色を持ち、完熟フルーツ

や石灰、花のブーケを感じさせます。力強いフルボディで甘草とタンニンが舌に感じられます。また、アフターにはトー

ストの香ばしい感じが隠れています。完璧なコンビネーションでパワフルさを感じますが、複雑さがエレガントにも感じ

られます。5～20 年の熟成が可能です。 

★「ワインスペクテーター2013.06.30」で 90 点  ★「デカンター2013.09」で 18 点 
 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：ムールヴェードル 70％、グルナッシュ 20%、カリニャン 10％ 

熟成：樽で 18~20 ヶ月 
 

品番：FA-714／容量：750ml／JAN：4935919097147  【12 本木箱入り】  ¥5,832(本体価格¥5,400) 
 
 

ミュスカを主体に造った、アロマティックで生き生きとした辛口です 

コート カタラン ブラン マ ラ カーブ 2017 
Côtes  Catalanes Blanc Mas Las Cabes 
1990 年にエスピラ ド ラグリー近郊に購入した畑で、標高 120m の南向きです。5 ヶ月澱と共にタン

クで熟成させます。非常にアロマティックで、香りを嗅ぐと甘口のように感じますが、口に含むとしっか

りとした辛口です。ミュスカの比率が高いので、このような香りがします。白桃やメロンの甘い香りがあ

り、生き生きとした辛口白ワインです。 
 

【白・辛口】 葡萄品種：ミュスカ 70%、グルナッシュ ブラン 15%、マカベオ 15% 

熟成：タンクで澱と共に 5 ヶ月  有機認証：ユーロリーフ  

品番：FB-346／容量：750ml／JAN：4935919213462     ¥2,052(本体価格¥1,900) 
 
 
2016 年は収量も増え、品質も素晴らしいものとなりました！ 

コート デュ ルション マ ラ カーブ 2016 
Côtes du Roussillon Mas Las Cabes 
熟成はステンレスタンク 50％、樽（新樽でない）50％で、8 ヶ月行います。収穫量は 40hl/ha です。力

強さを感じますが、これは葡萄が自然に身につけたもので、パワフルになるように手は加えていません。

濃い赤紫色で、新鮮なブラックチェリーの香りがあります。目の詰まったタンニンと豊かなアルコール、

ふくよかでボリュームのある味わいです。 
 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：シラー、グルナッシュ、カリニャン 

熟成：タンクと樽で 8 ヶ月  有機認証：ユーロリーフ 

品番：FB-073／容量：750ml／JAN：4935919210737      ¥2,052(本体価格¥1,900) 
 
 

70 本限り 
無くなり次第 2011 年へ 

黒色片岩（シスト ノワール）が散らばる土壌 


