
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1932 年にセラファン サボンがクロ デュ モン オリヴェを立

ち上げ、それまで行っていたネゴシアンへの販売から、自身のワイン

を瓶詰めすることを決めた。これが現在の名声高いドメーヌ、クロ 

デュ モン オリヴェのはじまりである。結果はすぐに現れ、1950 年

代、彼のワインはフランス、イギリスで大成功したのだ。 

セラファンには３人の息子がおり、長男のジョセフがドメーヌを受

け継いだ。そして、ジョセフの 3 人息子ジャン クロード、ピエール、

ベルナール兄弟へと引き継がれ、葡萄畑は評判と共にその面積も拡大

していった。その後、不幸な事故がピエールを現場から引き離してし

まったが、新しい世代が受け継いだ。セリーヌ、ダヴィド、ティエリ

だ。このジョセフの孫たちが現在は主導権を握っている。 

ティエリはフィネスやエレガンスを重視したスタイルに舵をきろ

うとしている。ワインの複雑さにより重点を置こうとしているのだ。

この後継者３人はこれまでの歴代の生産者たちに大変敬意をはらっ

ている。現在のような近代的な設備も無い中でこれほど熟成に耐え得

るワインを作ってきたからだ。ティエリは物理学者の道に進もうとし

ていたが、ワインに取り憑かれてしまった。彼はワイン上級技術者免

状（BTS viti-oeno）を取得し 1999 年にドメーヌに戻ってきた。セ

リーヌは商学を学び、ワインの販売、プロモーションを担っている。

ダヴィドは法学を学んでいた。ダヴィドはワイン造りにおいてティエ

リの右腕だ。 

サボン家のシャトーヌフの畑はとても細分化されている。畑はア

ペラシオンのあらゆるタイプの土壌にわたり、日当たりやミクロク

リマも様々である。異なったテロワールからの様々な品種をアッサ

ンブラージュすることで複雑さを出している。ある１つの区画はシャトーヌフの 13 個の品種を全て集めているところもある。いくつかの区画は

昔のように複数の品種を一緒に植えている。 

サボンのワインに共通しているスタイルは、力強さとフレッシュさの素晴らしいバランスに根差している。若いうちは、彼らのワインは少し縮こ

まって感じるかもしれないが、熟成を経ることで大変素晴らしく花咲いてくれる。熟成で彼らのワインがへこたれてしまうということはまずない

だろう。これらはそれぞれの品種と特徴を備えた区画の多様性のおかげで、それぞれがパズルのピースのようになり、ワインのカンテサンス(真髄)

を引き出す。これに加え、受け継がれた Clos の DNA を持つ、現在の若きチームの手腕によるものも大きい。抜栓が早すぎるとその偉大さをかす

ることしかできない。今すぐ抜栓したい衝動に耐え、素晴らしい複雑味が出てくるまで待たなければならない。 

                                         —ラ ルヴュ デュ ヴァン ド フランス№637 より抜粋 

 

クロ デュ モン オリヴェ 

№637／2019年１2月-2020年 1月 

『素晴らしい複雑さを有する 

シャトーヌフ デュ パプ』 
と題して 5ページにわたり、特集記事が掲載されました！ 

写真人物：葡萄の栽培・醸造を担うティエリ サボン 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ 2004 
 

2004 年は昼夜の寒暖の差が大きく、他の年よりフルーティさが

綺麗に表れています。さくらんぼやイチゴを思わせる華やかな

香り、なめらかで豊かなタンニンがあり、余韻にはほんのりと甘

さが感じられます。非常にエレガントなワインです。 

(ティエリ サボンのコメント) 
 

【赤・フルボディ】 

葡萄品種：グルナッシュ 80％、シラー10％、その他 

品番：FB-725／JAN：4935919217255／容量：750ml 

¥7,150(本体価格¥6,500) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クロ デュ モン オリヴェの 

“シャトーヌフ デュ パプ” 

垂直試飲特集も掲載 

黒色片岩（シスト ノワール）が散らばる土壌 

2 0 0 4 
VINTAGE 

pts 

Les Millésimes à boire 

今、開けて楽しむべきヴィンテージとして紹介 

シャトーヌフ デュ パプ 2012 
2012 年はミストラルのおかげで、生育期に完璧な天候に恵まれ、日

照が充分で、乾燥していました。収穫時には、完全な健康的な葡萄が

出来ました。果実味が豊富で、集約はしていませんがクラシックな

ヴィンテージです。より長期熟成に向いていいます。純粋で、ピュア

なフルーツがあり繊細な味わいがあります。 

(ティエリ サボンのコメント) 
  
＜評価＞ 

★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2015」で 17/20 点 

★「ヴィノス 2015.4」で 92 点 
 

【赤・フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ80％、シラー10％、その他 

品番：FB-841／JAN：4935919218412／容量：750ml 

¥6,600(本体価格¥6,000) 

シャトーヌフ デュ パプ 2011 
2011 年はいわば悪魔の年で、すべての植物が通常のルールから外れ

ていました。そのため、畑での摘み取りの段階で熟成した葡萄だけを

選別し、残した葡萄を 1 週間後、2 週間後と段階的に摘み取ることで、

すべて完熟した状態で摘み取ることが出来ました。フレッシュさと熟

成による両方の要素があり、お気に入りのヴィンテージ。 

(ティエリ サボンのコメント) 
  
＜評価＞★「ワインアドヴォケイト 209」で 90 点  

★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2014」で 17．5/20 点 

★「ル ギド ベタンヌ＆ドゥソーヴ 2015」で 17/20 点 
 

【赤・フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ80％、シラー10％、その他 

品番：FB-657／JAN：4935919216579／容量：750ml 

¥6,600(本体価格¥6,000) 
 

 

pts 

シャトーヌフ デュ パプ 2015  
2015 年は非常に良い年です。集約されていてフルーツも感じるため、重いワインにはなりません。バランスが良くフレッシュで

リッチなヴィンテージとなりました。（ティエリ サボンのコメント） 
 
＜評価＞★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2018」で 18．5/20 点  

★「ワインスペクテーター 2017.11.30」で 91 点 
  

【赤・フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ 80％、シラー10％、その他 

品番：FC-133／JAN：4935919311335／容量：750ml              ¥6,600(本体価格¥6,000) 
 

 

2015 VT 
Les Millésimes à attendre 

待つべきヴィンテージとして紹介 

Les Millésimes à ouvrir si l’on est impaticnt 

熟成も出来、今開けても楽しめるヴィンテージ 18pts /20 2011VT & 2012VT  



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

シャトーヌフ デュ パプ 2016 
品番：FC-235／JAN：4935919312356／容量：750ml                     ¥6,600(本体価格¥6,000) 

【赤・フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ80％、シラー10％、その他 

「本当に今までにない、素晴らしいヴィンテージ。」 

＜評価＞★「ベタンヌ&ドゥソーヴ 2019」で 18/20 点 ★「ワインアドヴォケイト 238」で 92 点 

★「ヴィノス 2018.08」で 93 点  ★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2019」で 18/20 点 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ 2014 
品番：FC-052／JAN：4935919310529／容量：750ml  ¥6,600(本体価格¥6,000) 

【赤・フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ80％、シラー10％、その他 

「フレッシュでクラシカルなヴィンテージ。丸くてソフト、きれいな果実味がります。」(ティエリ サボンのコメント) 

＜評価＞★「ラ ルヴュ ド ヴァン ド フランス 592」で 16.5-18/20 点 ★「ワインアドヴォケイト 227」で 90 点 

★「ヴィノス 2016.04」で（91-93）点 ★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2017」で 18.5/20 点 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ 2013 
品番：FB-960／JAN：4935919219600／容量：750ml  ¥6,600(本体価格¥6,000) 

【赤・フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ80％、シラー10％、その他 

「集約はないが、フィネスがあります。2008 年や 2011 年と同じように閉じにくいです。当たり年と呼ばれる年は集約する分、閉じやすいです。

私たちはもともとエレガントなスタイルを貫いていますが、市場が今これを求めていると感じます。」(ティエリ サボンのコメント) 

＜評価＞★「ヴィノス 2016.4」で 92 点  ★「ワインスペクテーター2015.11.15」で 91 点 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ 2008 
品番：FB-723／JAN: 4935919217231／容量：750ml   ¥6,380 (本体価格¥5,800) 

【赤・フルボディ】  葡萄品種：グルナッシュ、シラー、サンソ―、ムールヴェードル等 

「集約度の高い年ではありませんがとても良いです。熟成と遂げることが出来る年です。味わいはとても開いており美味しいです。このワインは陸

上で例えると 100ｍ選手ではなくマラソン選手に似ています。筋肉質ではなく、エレガントな味わいです。」(ティエリ サボンのコメント) 

＜評価＞★「ギド アシェット デ ヴァン 2011」掲載 ★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2011」で 17/20 点 
  
シャトーヌフ デュ パプ 2006 
品番：FB-724／JAN：4935919217248／容量：750ml                    ¥7,150(本体価格¥6,500) 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ80％、シラー10％、その他 

「非常にスパシーさがあるとてもクラシカルなヴィンテージ。長期熟成も可能で、良質なワインです。若いパワーを感じるすばらしい状態です。ま

るでマラソンを走っているかのような段階的な熟成をしています。長い余韻と果実味を感じます。」(ティエリ サボンのコメント) 

＜評価＞★「ヴィノス 2016.4」で 92 点  ★「ワインスペクテーター2015.11.15」で 91 点 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャトーヌフ デュ パプ 1988 
品番：FB-961 / JAN：4935919219617 / 容量：750ml ¥22,000(本体価格¥20,000) 

シャトーヌフ デュ パプ 1998 
品番：FB-963 / JAN：4935919219631 / 容量：750ml ¥18,700(本体価格¥17,000) 

 

希 少 な 「 オ ー ル ド ヴ ィ ン テ ー ジ 」   
数量 

限定 

～その他 取り扱いヴィンテージ～ 

2016 年（FC-235）、2014 年（FC-052）、2013 年（FB-960） 

2008 年（FB-723）、2006 年（FB-724） 

1998 年（FB-963）、1988 年（FB-961） 

Châteauneuf du Pape 
シャトーヌフ・デュ・パプ 

 
クロ デュ モン オリヴェを代表する銘柄葡萄は様々な葡萄園

からのものを使用います。これらの畑はアペラシオンの北から南

へ広がっています。葡萄畑の向きや気候、土壌は、とても多様で、

同じ品種に様々な表情をもたらします。収穫量は 30hL/ha。一部

を除梗し、重力でタンクに満たします。コンクリートタンクで、

32 度で 20 日間醸しを行います。フリーランとプレス果汁は別々

に醸造し、マロラクティック発酵までは、主にコンクリートタン

クで行います。ブレンドした後、主に大樽を使い、通常 18 ヶ月熟

成させます。長期熟成に耐えうる潜在能力があります。 

80 本限り 

100 本限り 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ ル プティ モン 2015 
品番：FC-056／JAN: 4935919310567／容量：750ml     ¥5,280(本体価格¥4,800) 

【赤・フルボディ】  葡萄品種：グルナッシュ 95％、シラー5％      熟成：大樽 80％、バリック 20％ 

＜評価＞★「ワインスペクテーター 2017.11.30」で 91 点 ★「ワインアドヴォケイト 233」で 90 点 
 

シャトーヌフ デュ パプ ル プティ モン 2014 
品番：FC-051／JAN: 4935919310512／容量：750ml     ¥5,280(本体価格¥4,800) 

【赤・フルボディ】  葡萄品種：グルナッシュ 95％、シラー5％      熟成：大樽 80％、バリック 20％ 

＜評価＞★「ヴィノス 2016.4」で 90-92 点 
 

シャトーヌフ デュ パプ ル プティ モン 2013 
品番：FB-958／JAN: 4935919219587／容量：750ml     ¥5,280(本体価格¥4,800) 

【赤・フルボディ】  葡萄品種：グルナッシュ 95％、シラー5％      熟成：大樽 80％、バリック 20％ 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ イグレック 2015 
品番：FC-134／JAN: 4935919311342／容量：750ml   ¥7,150(本体価格¥6,500) 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ、ムールヴェードル、シラー等    熟成：バリック 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ イグレック 2014 
品番：FC-053／JAN: 4935919310536／容量：750ml   ¥6,930(本体価格¥6,300) 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ、ムールヴェードル、シラー等    熟成：バリック 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ イグレック 2013 
品番：FB-959／JAN: 4935919219594／容量：750ml   ¥6,930(本体価格¥6,300) 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ、ムールヴェードル、シラー等    熟成：バリック 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ イグレック 2012 
品番：FB-840／JAN: 4935919218405／容量：750ml   ¥7,150(本体価格¥6,500) 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ、ムールヴェードル、シラー等    熟成：バリック 

 

 

～取り扱いヴィンテージ～ 

2015 年（FC-134）、2014 年（FC-053） 

2013 年（FB-959）、2012 年（FB-840） 

日本市場向けに造る、特別なキュヴェ 

Cuvée Y   
キュヴェ・イグレック 

バリックを使って造る、通常よりも樽の風味を効かせたキュヴェです。新

樽は使わず、樽のニュアンスがですぎないようにしています。フレッシュ

な果実味としっかりとした樽の風味がうまく混ざり合っています。通常の

シャトーヌフ・デュ・パプと比べ、比較的若い内から楽しめるスタイルで

す。各ヴィンテージ 300 本のみの生産です。 

 

Le Petit Mont 
 プティ・モン 

 

若くして楽しめるシャトーヌフ デュ パプをコンセプトに造られまし

た。主に樹齢の若い葡萄を使用して造られるキュヴェ。収穫した葡萄は部

分的に除梗します。エレガントさとフレッシュさを保つために、抽出し過

ぎないようにします。フリーランとプレスランは別々に醸造し、マロラク

ティック発酵までは、主にコンクリートタンクで行います。ブレンドした

後、全体の 80％をステンレスタンクもしくは大樽で、20％を数年使用し

たバリックで熟成させます。 

 
～取り扱いヴィンテージ～ 

2015 年（FC-056）、2014 年（FC-051）、2013 年（FB-958） 

2012VT 
2013VT 

2014VT 
2015VT 

17 本限り 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

シャトーヌフ デュ パプ ラ キュヴェ デュ パぺ 2016 
品番：FC-238／JAN: 4935919312387／容量：750ml   ¥15,400(本体価格¥14,000) 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ 75％、シラー15％、ムールヴェードル 10％  熟成：50％をタンクで、残りは大樽 50％で 18 ヶ月 

「シャトーヌフ デュ パプついてはいつも『開けるのは辛抱強く待って』と伝えているが、このヴィンテージだけは自分でもあけるのをしばら

く待つのが難しいほど、素晴らしく魅力的なヴィンテージ。」 

＜評価＞★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2019」で 19/20 点  ★「ルヴュ ド ヴァン ド フランス 623」で 19/20 点 

★「ワインアドヴォケイト#238」で 94 点、 ★「ヴィノス 2018.7」で 95 点  ★「ベタンヌ＆ドゥソーヴ 2019」で 19/20 点 

 
シャトーヌフ デュ パプ ラ キュヴェ デュ パぺ 2015 
品番：FC-135／JAN: 4935919311359／容量：750ml   ¥15,400(本体価格¥14,000) 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ 75％、シラー15％、ムールヴェードル 10％  熟成：50％をタンクで、残りは大樽 50％で 18 ヶ月 

「アルコール度数が高めでパワフルな口当たりがあります。2015 年は 2012 年の様なフルーティさと、2005 年の力強い要素が合わさったような

イメージです。」(ティエリ サボンのコメント) 

＜評価＞★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2018」で 19/20 点  ★「ルヴュ ド ヴァン ド フランス 602」で 17.5-18.5/20 点  

★「ワインアドヴォケイト#233」で 94 点  ★「ワインスペクテーター2017.11.30」で 94 点 

 
シャトーヌフ デュ パプ ラ キュヴェ デュ パぺ 2012 
品番：FB-842／JAN: 4935919218429／容量：750ml   ¥15,400(本体価格¥14,000) 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ 75％、シラー15％、ムールヴェードル 10％  熟成：50％をタンクで、残りは大樽 50％で 18 ヶ月 

「とても良いヴィンテージ、2006 年のようなフルーツとフレッシュさがあります。ボトリング後すぐに楽しめ、閉じることなく素晴らしい。(ティ

エリ サボンのコメント)」 

＜評価＞★「デカンター2014.5」で 19（96）点 ★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2015」で 18.5 点  

★「ワインアドヴォケイト 215」で 94 点 ★「ギド デ ヴァン ベタンヌ ＋ドゥソーヴ 2015」で 17 点  

★「ワインスペクテーター2014.11.15」で 92 点 ★「ヴィノス 2015.4」で 94 点 

 
シャトーヌフ デュ パプ ラ キュヴェ デュ パぺ 2006 
品番：FB-355／JAN: 4935919213554／容量：750ml     ¥18,700(本体価格¥17,000) 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ 80％、シラー10％、ムールヴェードル 10％  熟成：50％をタンクで、残りは大樽 50％で 18 ヶ月 

「2006 年は私にとって良い年、普通は集約感を出すために全て大樽ですが、より純粋な果実味を残したいと思い、50%タンクで残りの 50％を大

樽で熟成させた。純粋な果実が出ていてフレッシュさもある。10 年経ってもこの要素があるところが好き。まだまだ熟成可能。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャトーヌフ デュ パプ ブラン 2017 
品番：F-993／JAN: 4935919049931／容量：750ml  ¥6,380(本体価格¥5,800) 

【白・辛口】 葡萄品種：クレレット、ルーサンヌ、ブールブーラン、グルナッシュ ブラン、他 

熟成：タンク、樽（ルーサンヌの一部） 

白ワインの畑は、粘土砂質土壌の斜面で、すべて南向きです。モンタリヴェ、シュマン ド ソルグ、カバンヌ、パレス

トールの畑です。早朝、収穫します。全房プレスで圧搾します。一晩置いて、澱下げをします。ルーサンヌの一部（全体

の 10％）に新樽を使い、他はステンレスタンクで熟成させます。ステンレスタンクのワインはバトナージュを行いません

が、樽は定期的にバトナージュを行い、澱と攪拌します。ボトリングの直前に、タンクと樽のワインをブレンドします。

マロラクティック発酵は行いません。 

＜評価＞★「レ メイユール ヴァン ド フランス 2019」で 18 点  

★「ワインスペクテーター 2018.11.30」で 92 点  ★「ワインアドヴォケイト 238」で 92 点 

 

 

～取り扱いヴィンテージ～ 

2016年（FC-238）、2015年（FC-135）、2012年（FB-842）、2006年（FB-335） 

La Cuvée du Papet  ラ・キュヴェ・デュ・パぺ 

樹齢の古い葡萄樹の葡萄を使用して、大樽でじっくり熟成させた、クロ デュ モ

ン オリヴェのスペシャル キュヴェです。良いヴィンテージのみに生産され、納

得がいかず生産されないヴィンテージはスタンダードのシャトーヌフ デュ パプ

にブレンドされます。 

 

Châteauneuf du Pape Blanc 
シャトーヌフ・デュ・パプ・ブラン 

 
生産量が少ないため国内限定で販売されていたシャトーヌフ デュ パプ ブランは非常に入手困難なワイン。

ルーサンヌの一部にのみ樽を使って仕上げる絶妙なバランスはクロ デュ モン オリヴェならではです。 

 100 本 

限 り 

90 本限り 

16 本限り 

20 本限り 



  

 

 

フレッシュさとエレガントさを追求した、やわらかく上品な味わい。 

コート デュ ローヌ クロ デュ モン オリヴィエ 2016 
Côtes du Rhône Clos du Mont-Olivet 
品番：FB-957／JAN：4935919219570／容量：750ml  ¥2,310(本体価格¥2,100) 

【赤・フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ 60％、シラー40％  熟成：大樽とバリックで 15 ヶ月 
 
畑はヴオークリューズ県とドローム県との境界に位置するボレーヌの北にあります。収穫量は、38hL/ha。60％を除

梗します。葡萄は全て一緒にコンクリートタンクに入れ、発酵。30 度で 28 日間醸しをします。マロラクティック発

酵もタンクです。最終ブレンドの後、大樽 70％とバリック 30％で 15 ヶ月熟成させます。エレガントな味わいに仕

上がっています。サボン家のスタンダード ワインで、コストパフォーマンスの高いワインとなっています。 

 

樹齢の古い葡萄で造るヴィエイユ ヴィーニュ。 

「スパイシーさが、酸と相まって食事とよく合う」とティエリは語ります。 

コート デュ ローヌ ヴィエイユ ヴィーニュ 2014 
Côtes du Rhône Vieilles Vignes 
品番：FB-835／JAN：4935919218351／容量：750ml  ¥2,860(本体価格¥2,600) 

【赤・フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ 80％、カリニャン 10％、シラー10％ 

熟成：大樽とタンクで 15 ヶ月   ＜評価＞★「ヴィノス 2016.06」で 91 点 

カリニャンは 1972 年植樹、シラーは 1983 年に植樹しています。フリーランジュースとプレスジュースは分けて醸造します。主にコンクリート

タンクを使い、マロラクティック発酵まではそこでします。最終ブレンドの後、大樽とタンクで熟成させます。通常許されている生産量よりも大

幅に減らして造られています。まさに小型のシャトーヌフ デュ パプを思わせる香りや力強い味わいは、さすがサボン家のワインです。 
 

 

創始者セラファンに捧げたキュヴェ。シャトーヌフ デュ パプを思わせる力強さがあります。 

コート デュ ローヌ セラファン 2013  ※無くなり次第 2014VT へ切り替わり 

Côtes du Rhône A Seraphin 
品番：FB-838／JAN：4935919218382／容量：750ml   ¥3,630(本体価格¥3,300) 

【赤・フルボディ】葡萄品種：シラー50％、グルナッシュ 40％、カリニャン 10％   熟成：大樽 70％、1～5 年の樽 30％ 
 

創始者セラファンに捧げられたこのキュヴェは、A.C.ローヌの中でトップという位置づけです。セル デ カタン（グル

ナッシュ）とヴァレーヌ（シラー）の 2 つの銘柄は現在造っておらず、2012 年からセラファンにブレンドしています。

60％除梗して、重力でタンクを満たします。ワインは過度の抽出を避け、エレガントでフレッシュさを求めます。発酵中

のシラーに、グルナッシュ、カリニャンを入れます。マセラシオンは 4～5 週間。出来上がってからブレンドするより、ス

ムーズになります。マロラクティック発酵はエナメルタンクで、その後 70％を大樽、30％を 1～5 年の樽で熟成させます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
リラック ルージュ 2017 
Lirac Rouge 
畑はローヌ川右岸のリラックエリアに位置するサン ローラン デ ザルブル村とサン ジェニエ ド コモラ村に

あります。レ コス（Les Cosses）、レ テ（Les Thez）、ラ フレシネッド（La Fressinede）の小区画に分かれていま

す。土壌は砂質、そして一部の区画は、赤い珪土（シリカ）と小石（ガレ）の混ざる土壌です。収穫は良い葡萄だけを

選別しながら手摘みで行います。葡萄は一部を除梗し 100％コンクリートタンクで発酵させます。発酵中、ルモンター

ジュとデレスタージュを行いますが、フレッシュさとエレガントさを保つため、抽出を強くしすぎないようにします。

フリーランジュースとプレスジュースは別々に醸造します。マロラクティック発酵までコンクリートタンクで行った後、

ブレンドします。熟成は 95％をフードル、5％をバリック（新樽でない）で行います。凝縮された果実味、しっかりと

した骨格、タンニンがありますが、それと同時に非常にしなやかさも感じさせてくれます。 
 

【赤・フルボディ】 葡萄品種：グルナッシュ 60%、シラー20%、サンソー20%      

熟成：フードルとバリック 

品番：FC-303／JAN：4935919313032／容量：750ml  ¥3,630(本体価格¥3,300) 
 
 

 

「ラ ルヴュ デュ ヴァン 

 ド フランス №637」 

 

クロ デュ モン オリヴェの新作 
美しくしなやかで、クロ デュ モン オリヴェのスタイルを感じさせてくれます 

砂質、赤い珪土（シリカ）と小石（ガレ）の混ざる土壌

で育つグルナッシュ、シラー、サンソーのブレンドによ

るこのワインは煮詰めた赤い果実、ガリーグのノートを

持つ。口当たりは力強く、骨格があり、非常にスパイシー

なタンニンが感じられる。 

 ― ラ ルヴュ デュ ヴァン ド フランス 637 

pts 

600 本限り 


