
  

 

 

有名シャトーのようにスーツを着て仕事するのではなく 
農夫であり続けたい

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「有名シャトーのようにスーツを着て仕事をするのでなく、農夫で

あり続けたい。新しい畑を購入するのではなく、今ある畑からの収穫物を

より良いものにしたい。」と語るのはシャトー レオールのオーナーのエリッ

ク フォンタ。ボルドー市内から南へ約 50km、ソーテルヌの先ランゴン郊

外に位置するシャトーです。エリック フォンタは、20 歳の頃、地元のワイ

ンテイスティングクラブに入会、次第にワインへの興味が高まり、24 歳の時

に家に戻ってワイン造りをすることを決意しました。そして、すべてを自分

に任せてくれることを条件にワイン造りを始めました。所有する畑は 10ha

で、2 ヶ所に分かれ、シャトーのすぐ隣と 2km 離れた所にあります。畑作業

は 2 名のスタッフとエリックで行っています。より良い品質にするために、

収量制限も行っています。グラーヴは 1ha あたり 50hl/ha ですが、レオール 

ブランは 35hl/ha に制限しています。葡萄の樹と樹の間には自然の草を生や

し、葡萄に適度な養分や水分がいくようにしています。また、肥料は近隣の

農家から貰った牛糞を使用するなど、限りなくオーガニックに近い栽培をし

ています。 

 

「フルーティで、強すぎず親しみやすさを重視している。」 
エリックの目指すスタイルは、よりフルーティで、強過ぎず親しみやすいワ

インです。「90 年代は抽出が強く、ロバート パーカーが好むようなスタイ

ルが主流でしたが、今はフィネスがあり、エレガントで安定した味わいが主

流です。私のワイン造りも以前よりルモンタージュやピジャージュの回数を減らし、力強過ぎないスタイルになっています。」とエリック

は語ります。 

 

近年のヴィンテージについて 

2019 年・・・春先に一部で霜害もありましたが、とても良いスタートがきれています。気温が低いため、例年よりも葡萄の 

成長がゆっくりです。（2019 年 5 月訪問時の情報） 
 

2018 年・・・通常の年の 50%程度しか収穫ができませんでした。春先の霜や、夏の雹が大きな要因です。2018 年のサッカーワールド

カップでフランスが歓喜に沸いた 7 月 15 日、優勝とともに、畑に雹が降り注ぎました。葡萄も最高の状態を迎えてい

たこともあり、被害は甚大でした。それでも困難を乗り越えて収穫できた葡萄の実はとても素晴らしいものになり、品

質も大変良いヴィンテージでした。 
 

2017 年・・・4 月に大変大きな霜害がありました。収穫も遅れ、メルロは 9 月 29 日、カベルネ ソーヴィニヨンは 10 月 15 日からと、

平均して 10-15 日遅く収穫しました。収穫量は通常より 70％減となり、プレニテュードは生産できませんでした。しか

し、品質は大変すばらしいものとなりました。 

 

シャトーの最も古い記録

は 1905 年です。この頃は

「Clos Lehoul」としてエ

リックの曽祖父が醸造を

行っていました。当時のこ

のエリアは主に甘口の白

ワインを生産していまし

た。左写真は、1927 年の

パリ農産物コンクールで

銀賞を獲得した際の証明

書です。 



  

 

 

アシェット ガイド  

２ツ星★★獲得 
              ※最高は★★★です 

※2014年ヴィンテージが「アシェット ガイド 2018」で 2星 

※2015年ヴィンテージが「アシェット ガイド 2019」で 2星 

 

自然が維持された環境にある畑 
シャトー レオールの畑は他の生産者と違い、畑が森に囲まれていることがポイントです。「周辺に森があり自然が維持されること

で、周辺環境を維持しながら葡萄栽培が出来ます。これが有機栽培を行うのに最も重要です。」とエリックは語ります。 

ボルドーではプティ ヴェルドに多くの生産者が注目しています。プティ ヴェルドは晩熟品種で、20 年ほど前まではしっかりと

熟すことが難しく、誰も気に留めていませんでしたが、気候変動に伴い、今ではしっかりと熟すことが可能になってきました。プ

ティ ヴェルドは酸があって、フレッシュさがありワインにバランスをもたらします。このエリアでも増えつつある品種です。 

 

自らのワインのみならず、フランス国内のワインに精通 

実は、素晴しいテイスティング能力を持つエリック 

ワインの勉強のため、テイスティングクラブのメンバーと毎年、フランスや国外の産

地を回り、知識を広めています。弊社が取扱いのある生産者も含め、非常に多くの生

産者のことを知っており、友人でロシア語教師のエリック ボーダンとテイスティン

グ コンクールに出場し、上位に入賞したこともあるそうです。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シャトー レオール グラーヴ ルージュ 
Château Léhoul Graves Rouge 
 

葡萄は、厳しく選別します。収穫量は 41hl/ha です。果汁は全体の 87％がジュ ド グート（自然に流れ出る果汁）、

残りの 13％がソフトに圧搾した果汁です。ヴィンテージによって圧搾果汁の使う比率は変わります。発酵はステン

レスタンクで行います。発酵期間は、品種ごとに異なりますが、15～28 日間、28～30 度で行います。マロラクティッ

ク発酵と熟成は樽で行います。フレンチオークの 2、3 年樽で約 12 ヶ月熟成させています。ろ過も清澄もしません。

口当たりはカシスのリキュールのような凝縮された果実味が感じられます。 
 

【赤・フルボディ】国／産地：フランス／ボルドー／グラ―ヴ  熟成：樽で 12 ヶ月 
 

＜2014 年ヴィンテージ＞ 

葡萄品種：メルロ40％、カベルネ ソーヴィニヨン&カベルネ フラン40％、プティ ヴェルド10％、マルベック10％ 

品番：FC-018／JAN：4935919310185／容量：750ml       ¥3,024(本体価格¥2,800) 
 
＜2015 年ヴィンテージ＞ 「パリ農産物コンクール 2017」金賞 

葡萄品種：メルロ、カベルネ ソーヴィニヨン 

品番：FC-128／JAN：4935919311281／容量：750ml      ¥3,456(本体価格¥3,200) 

 
 



  

 

 

シャトー レオール グラーヴ ブラン 2016 
Château Léhoul Graves Blanc 
 
葡萄の樹齢は平均で 10～30 年、セミヨンは樹齢 60 年以上です。

発酵も熟成もステンレスタンクで 4 ヶ月行います。白の生産量は

レオール全体の約 20％と数量が限られています。 
 
 
【白・辛口】 国／産地：フランス／ボルドー／グラ―ヴ 

葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン、セミヨン   熟成：タンク  

品番：FB-615／JAN：4935919216159／容量：750ml     ¥2,916(本体価格¥2,700) 

 

 

 
 
 
 
 

シャトー レオール ブラン フュ ド シェーヌ ヌフ 2015 
Château Léhoul Blanc Fûts de Chêne Neufs 
 

酸化を防ぐために、小さい箱を使い収穫します。朝一番に収穫した葡萄は昼までに

セラーへ運びプレスします。昼に収穫した葡萄は、3～4 度に保った部屋へ移し、

翌朝プレスします。ゆっくり圧搾します。12～24 時間、8 度の低温に保ちデブル

バージュします。この段階で、このキュヴェ用とスタンダード用(FB615)とに、果

汁を分けます。樽発酵は 20 度で、様子を見ながらバトナージュします。新樽で

12 ヶ月熟成させます。フレッシュな酸、樽からくるバニラの風味、バランスのと

れた上品な味わいです。「魚やソーセージ、ホタテなど魚介に良く合う。特に魚料

理が合うため、和食にはぴったりだよ。」(エリックのコメント) 
 

【白・辛口】 国／産地：フランス／ボルドー／グラ―ヴ 

葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン、セミヨン   熟成：新樽で 12 ヶ月 

品番：FB-614／JAN：4935919216142／容量：750ml 

¥3,564(本体価格¥3,300) 

 
 
 
 
 
 
 

シャトー レオール ルージュ グラン ヴァン プレニテュード 
Château Léhoul Rouge Grand Vin Plenitude 
「プレニテュード」とは、充実、完全さという意味で、所有する最上の畑の古い樹齢の葡萄から造っています。収

穫量は、30～39hl/ha に抑えています。発酵はタンク、マロラクティック発酵と熟成は新樽で行います。発酵期

間は品種毎に違いますが、21～30 日間、28～30 度で行います。グラン ヴァンには最良区画のフリーラン 

ジュースしか使いません。新樽で 14～18 ヶ月熟成させます。ろ過も、清澄もしません。複雑な果実味やミネラ

ル、口に含むと一杯に広がるボリューム、存在感があります。 
 

【赤・フルボディ】国／産地：フランス／ボルドー／グラ―ヴ  熟成：新樽で 14～18 ヶ月 
 

＜2014 年ヴィンテージ＞「アシェット ガイド 2017」で 1 星 

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 60％、メルロ 35％、カベルネ フラン 5％ 

品番：FC-019／JAN：4935919310192／容量：750ml           ¥4,320(本体価格¥4,000) 
 
＜2015 年ヴィンテージ＞ 

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 40％、メルロ 30％、プティ ヴェルド 20％、カベルネ フラン 10％ 

品番：FB-791／JAN：4935919217910／容量：750ml           ¥4,860(本体価格¥4,500) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「アシェット ガイド 2018」で最高★★★獲得！ 

2019年 9月より 

値下げ 
本体価格 2,600円になります 

樽発酵、樽熟成で仕込む本格派白ワイン 
弊社のために、毎年 2樽（600本）のみ生産する限定品 

最上の畑の樹齢の古い葡萄を使い、新樽で熟成させました 

良い年のみ生産する、プレミアム キュヴェ 

2014 年ヴィンテージ 

限定 140本 


