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「丁寧な畑仕事、収量は低く抑えられ、発酵と熟成は澱と共にステンレ
スタンクで⾏われる。彼らの造る AOC シャブリは、もっと格上の多く
のワインが恥じ入ってしまうようなキュヴェがあり、さらにプルミエ 
クリュのヴォグロ、ヴォークパンで完結する。（中略）綿密で深みが
あり、純粋さと⼒強さを併せ持つ彼のワインはこの地域の最⾼の部類
に入る。このドメーヌを本当に心から推薦する。」 

—「Wine Advocate＃238」より抜粋  

「私はディディエ ピクのコレクションに本当に感
銘を受けた。ワインは数年前よりもずっと洗練され
ている。このドメーヌのスタイルはどちらかと言う
とフィネスより、もっと⼒強いものだったが、今は
まったくそうではない。特にヴィラージュレベルの
ワインは信じられないほど美味しい。」 

—「Vinous 2020 年 1 月」より抜粋  

取り扱いをスタートして 30 年以上、弊社のシャブリの原点と言えるドメーヌ 
綿密な畑仕事、ステンレスタンクでの醸造で 

より洗練され、研ぎ澄まされたスタイルへと進化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シャブリの南東にあるシシェ村に拠点を置き、1895 年から続くドメーヌ
です。1976 年に父ジルベール ピクから引き継いだディディエとパスカ
ルの兄弟によってワイン造りが⾏われています。樽を⼀切使わず、その⼟
地の持つ個性、テロワールを最大限に表現したシャブリは、年を追うごと
に、ワインはより洗練され、研ぎ澄まされたスタイルになり、近年非常に
評価が高まっている造り手です。 
スタンダードのシャブリ（F-049）でも古いものでは樹齢 50 年以上の葡萄
が使われ、ヴィエイユ ヴィーニュ（FC-148）にいたっては 1951 年と
1955 年に植樹した樹齢 70 年近い葡萄を使っています。畑の仕事が最も⼤
切だと考える彼らは常に畑に出ています。私達が訪問するときも、約束の
ギリギリの時間まで畑で作業をし、急いでドメーヌに戻って来てくれるの
がいつものパターンです。そんな彼らのワインを 1985 年から 30 年以上
にわたり日本にご紹介出来ていることは本当に光栄です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディディエ ピク 〜1993 年訪問時に撮影〜 

パスカル ピク（左）／ ディディエ ピク（右） 

 



 

 

石灰岩の上に広がるシャブリの畑で育つシャルドネのミネラリティ、個性を明確に表現するため、 

天然酵母による発酵、100％ステンレスタンクでの醸造を行い、樽は一切使用しません。 

土壌は粘土を含む石灰岩、牡蠣の貝殻の化石を含むジュラ紀後期のキ

ンメリジャンの地層です。この土壌がワインにミネラルや火打石の要

素をもたらします。2006 年から天然酵母だけで発酵させるようにな

りました。天然酵母のみの発酵は、葡萄が 100％健全でなければなり

ません。そのため、畑とセラーで厳しい選別を行っています。また、

選別酵母と比べるとアルコール発酵が終わるのにより長い時間がか

かります。澱が循環してワインがよりリッチになると考えています。

天然酵母にして 10 年以上経ちますが、その結果がワインにも表れて

いると感じます。 

 

 
 

ワインのポテンシャルを最大限に引き出すため、 

タンクでの熟成期間を長くとっています。 

ワインと空気が少しずつ接する期間を長くすることで複雑さが出ま

す。ステンレスタンクでの熟成期間はヴィンテージによって異なりま

す。スタンダードのシャブリ（F-049）は約 12 ヶ月ですがドゥス ラ 

キャリエールは 22 ヶ月という長い熟成をさせています。品質のよい

健全な葡萄であれば、ワインを長く熟成させることが出来ます。また

冬の間、セラーの扉を開け、冷たい外気を入れ、数日間かけてゆっく

りとタンクを冷却し、酒石を落とします。短時間で急激に冷却して酒

石を落とすより、ワインに与える影響は大幅に少なくなります。ピク

のシャブリに感じるまったく無駄のない均整のとれた美しさは、葡萄

の品質の高さと、このような時間をかけた丁寧な造りにあります。 

 
 
 

近年のヴィンテージについて 
 

2018 年ヴィンテージ 

収穫量も品質も素晴らしいヴィンテージでした。ディ

ディエ ピク曰く「例えるなら、1982 年と同じグレート

ヴィンテージです。シャブリのエリアは北部(マリニィ

村)の収穫量が多く、南部(シャブリ村)は少ない傾向があ

りますが、2018 年は全てのエリアで収穫量が増えた喜ば

しい年です。」 

 

2017 年ヴィンテージ 

深刻な状況であった 2016 年と比べ、2017 年は通常よ

り下回る収穫量でしたが、2016 年よりは増えました。ド

メーヌがあるシシェ村の霜の被害は小規模でしたが、場

所によっては 50％の葡萄樹が被害を受けました。2017

年は葡萄が良く育ち、前年と比べると実もしっかりつき

収穫量もありました。2017 年は他のどの年に似ている

かを尋ねると、「2017 年は 2012 年に近いです。しかし

どの年も同じではないですが。」とディディエ ピクは語

ります。 
 

2016 年ヴィンテージ 

2016 年は霜、雹の被害がありました。これほど収穫量が

少なかった年は珍しいです。収穫量は通常より 70％減で

した。実際にセラーにあるステンレスタンクのほとんど

が空の状態でした。それでも品質が素晴しいです。 

グラン クリュ 

ヴォークパン 

ヴォデコルス 

ヴォグロ 

ドメーヌがある 

シシェ村 

ヴィエイユ ヴィーニュの畑 



 

 

2015VT のヴォグロは通常よりも熟成期間を 4 か月伸ばし、2017 年の 5 月にボトリングされた。ワインは複
雑なアロマ、アーモンドやホワイトチョコレート、そして最後にミネラルの香りがある。口に含むと最初はタ
イトに引き締まり、非常に良くコントロールされた酸が感じられる。余韻に向かうにつれてしっかりとボディ
が形成され、スパイスや塩味を感じる。このシャブリは、グラン クリュに近いスタイル、威厳を持ったワイ
ンになるに違いないだろう。                             「ワインアドヴォケイト＃232」  
 

ヴォークパンが⽣み出すワインは左岸のスタイルに近い。どれも透明度が高くさわやかであり、⽩亜を含む鋭いミ
ネラル感を備える。（中略）本物のシャブリ好きにはしっかりと届くものがある。ドロワン、グロソ、ピクがたいへ
んすぐれたものを造っている。                — ジャスパー モリス「ブルゴーニュ⼤全」 

2017VT のシャブリ ヴォークパン プルミエ クリュはリッチでボリュームがあるという、この斜面の畑の特徴が
出ているが、軽やかさも保っているという非常に魅惑的なワインである。以前のものより、ずっと優雅なスタイルに
なった 2017VT は明確な軽やかさが感じられる。ジンジャー、スパイス、レモンのコンフィ、野⽣の花々の香りが豊
かに湧き上がってくる。このように引き締まったテンションを持つワインは他には多くない。2017VT はこの上なく
素晴らしいフィネスを持っている。                      —「Vinous 2020 年 1 月」 

 

 

 

 

シャブリ プルミエ クリュ ヴォグロ  
Chablis Premier Cru Vosgros 
 

スラン川の左岸に位置するプルミエ クリュ。粘土石灰
質土壌の畑には小石が非常に多く土の⾊も⽩く⾒えま
す。1960~1963 年、1986 年に植えた２つの区画があり、
標高 180ｍの丘陵地に位置しています。ピクが所有する
もうひとつのプルミエ クリュのヴォークパンに比べ、
より強いミネラルが感じられるワインになります。発酵
は天然酵⺟のみを使い、ステンレスタンクで 20 度から
25 度にコントロールしながら⾏います。熟成もステンレ
スタンクで 11 度から 13 度で約 18 ヶ月⾏います。清澄
はせず、軽くフィルターをかけてボトリングします。 
 
 

 

 

 

 

 
 

【⽩・辛口】 国／地域等︓フランス／ブルゴーニュ／シャブリ  

葡萄品種︓シャルドネ  熟成︓ステンレスタンク 

2015VT︓品番︓FC-151／JAN︓4935919311519／容量︓750ml ¥4,950(本体価格¥4,500) 

2016VT︓品番︓FB-971／JAN︓4935919219716／容量︓750ml ¥5,280(本体価格¥4,800) 

 

 

 

 

 

 

シャブリ プルミエ クリュヴォークパン 2017 
Chablis Premier Cru Vaucoupin 
 

スラン川の右岸のプルミエ クリュ ヴォークパンは、シシェの村
の北東に位置し、標高 160〜220ｍ、斜度 55％の畑です。ヴォーク
パンの畑の中でも、ピクの所有する区画は最も標⾼が⾼く、傾斜の
きつい急斜面になっています。そのためトラクターは入ることが出
来ず、収穫をはじめ、すべての畑仕事は手作業で⾏います。畑は南
向きで非常に日当たりが良く、恵まれた場所にあります。土壌は
ヴォグロよりも⽩亜の比率が多く、⼟壌の影響がはっきりと感じら
れます。発酵は天然酵⺟のみを使い、ステンレスタンクで 20 度か
ら 25 度にコントロールしながら⾏います。熟成もステンレスタンクで 11 度から 13 度で約 18 ヶ月⾏います。清澄
はせず、軽くフィルターをかけてボトリングします。凝縮された果実味、豊かなミネラル、シャブリ本来の美しい酸が
あり、素晴らしく調和がとれています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⽩・辛口】国／地域等︓フランス／ブルゴーニュ／シャブリ 葡萄品種︓シャルドネ 熟成︓ステンレスタンク 

品番︓FB-785／JAN︓4935919217859／容量︓750ml ¥6,380(本体価格¥5,800) 

土壌由来の強いミネラリティ、グラン クリュに近いスタイルを持つ 

「本物のシャブリ好きにはしっかりと届くものがある。」 - ジャスパー モリス 

2015VT 

110 本限り 

2015VT 

ワインアドヴォケイト 232 

ヴィノス 2020.1 

点 

92 点 
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右岸のヴォークパンの近くの区画から造られる。ストレートなヴィラージュ レベルより少しリッチなテクスチャーがあ
る。アプリコット、オレンジピール、スパイス、そして少しハチミツのノートが、このたっぷりとしてクリーミーなこの
ワインからあふれ出す。ソフトでシルキーな⼝当たりは、非常に魅⼒的で親しみやすい。  - 「Vinous 2020 年 1 月」  

ピク家のスタイルの最⾼の要素がすべて揃っている。深みがあり、しっかりとしたテクスチャーが感じられる。しっかり
としたボディがありリッチだが、それでいて十分なフレッシュさも保っている。レモンのコンフィ、ヘーゼルナッツ、ミ
ント、カモミール、かすかなハチミツのノートが感じられ、素晴らしい深み、そしてニュアンスが感じられる。グラスに
注いてしばらくすると、ワインのエネルギッシュ、そしてミネラルの要素が強まる。ディディエ ピクが造るヴィラージュ 
レベルで、これまたノックアウトを食らったワインのひとつ。               —「Vinous 2020 年 1 月」 

2017VT のシャブリは、タンジェリンオレンジ、石のようなミネラル、そしてエキゾティックな⽩い花に彩られている。
素晴らしく香りと高揚感がある 2017 年は、官能的かつ、上品で⽣き⽣きとしている。私はあと 1 年か 2 年、ボトルで寝
かせたいと思う。今のところは、まだ個性が⾒えにくいほどにタイトに閉じているからだ。非常にシャープなこのシャブ
リは、期待どおり、むしろそれ以上だ。                  —「Vinous 2020 年 1 月」 

2018VT のシャブリはゴージャスなワインである。⽣き⽣きとして明確、フローラルで素晴らしく綿密だ。2018VT は完
全にヴィラージュレベルである。アプリコット、スパイス、そしてフローラルなノートはとても美しく、この優雅なシャ
ブリを彩っている。こんなワインは他には無い。                   —「Vinous 2020 年 1 月」  
 

 

 

 

シャブリ アン ヴォデコルス 2018 
Chablis En Vaudécorse    
プルミエ クリュ ヴォークパンの隣に位置し、土壌も同じ、テロワールも共通しています。以前はスタンダードのシャブリ
にブレンドしていた区画（1ha）からのワインです。1980 年〜1982 年、1990 年に植樹しました。土壌は非常に石が多く、こ
の畑を土壌の専門家に⾒てもらったところ、地表から 80cm 下は岩盤だということが分かりました。根が岩盤の隙間を伸びて
いるため、地中深くから栄養分を吸い上げ、ミネラル豊かなワインになります。葡萄は低く仕⽴てられ、出来る葡萄の実が小
さいため、収量は 40hl/ha（規定は 60hl/ha）と低くなっています。 

 

 

 

                       

【⽩・辛口】国／地域等︓フランス／ブルゴーニュ／シャブリ 

葡萄品種︓シャルドネ    熟成︓ステンレスタンク 

品番︓FC-150／JAN︓4935919311502／容量︓750ml          ¥4,180(本体価格¥3,800) 

 

 
 

 
 
シャブリ ヴィエイユ ヴィーニュ 2017 
Chablis Vieilles Vignes 

畑は 3 つの区画に分かれていて、その内 2 つはスラン川の右岸に位置しています。1951 年と 1955 年にディディエの祖
父が植えた樹齢 70 年近い葡萄も含まれています。シャブリの典型的なキンメリジャンの土壌で牡蠣殻の化石を含む石が
非常に多くみられます。残りの区画はスラン川の左岸にあり、石混じりの土壌です。これらの区画の標高は 180m、丘陵
地の高台および斜面に位置しています。樹齢が高いため、収量は 45hl/ha と低くなりますが、非常に凝縮された葡萄が出
来ます。 
 
 
 
 
 
 
 

【⽩・辛口】国／地域等︓フランス／ブルゴーニュ／シャブリ 
葡萄品種︓シャルドネ    熟成︓ステンレスタンク 
品番︓FC-148／JAN︓4935919311489／容量︓750ml ¥4,620(本体価格¥4,200) 
 
 
 
 

 

 

 

シャブリ 2017 Chablis  ※まもなく 2018VT に切り替わります。 

私どもではこのシャブリを 1985 年から取り扱っていますが、いつもその品質はシャブリに期待する以上ものがあります。 
シシェ村に所有する複数の区画の葡萄を使っていますが、古いものでは 1970 年に植樹した樹齢 50 年近いものも含まれま
す。畑の標高は区画によって異なりますが 150ｍ〜200ｍです。土壌はヴィエイユ ヴィーニュと同じくジュラ紀後期のキ
ンメリジャンです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【⽩・辛口】国／地域等︓フランス／ブルゴーニュ／シャブリ  

葡萄品種︓シャルドネ    熟成︓ステンレスタンク 

品番︓F-049／JAN︓4935919040495／容量︓750ml         ¥3,300(本体価格¥3,000) 

プルミエ クリュ ヴォークパンに隣接する畑。「テロワールも共通する」とディディエが語る自信作。 

樹齢の古い葡萄を使用。古樹がもたらす、心地よい酸と集約感 

取り扱いを始めて３０年以上、弊社のシャブリの原点 

ヴィノス 2020.1 

点 

91点 90 点 90 点 

89-91点 


