
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO カバ最高級格付け「パラヘ カリフィカード」に認定された 

12 区画のうちのひとつ「テロハ」を所有 

カステルロッチは、1885 年よりスペインのペネデスで葡萄栽培をするワイン生産

者です。オーナーを務めるのは、醸造家のマルセル サバテ イ コカ（上写真

左）です。祖父の時代にはワイン造りは行っておらず、栽培した葡萄をそのまま販

売していました。その後、父の代に「この土地ならではのワイン造りをしたい」と

考えるようになり、1979 年から自家畑の葡萄でワイン造りを開始しました。ペネ

デスは、スパークリングワインのカバで知られており、カステルロッチでも高品質

なカバを生産しています。また、カバはシャンパーニュ地方と同じように、大手メ

ゾンが葡萄を買い付けてワイン造りを行なうことが一般的ですが、カステルロッ

チは自社栽培の葡萄のみを使用する、いわば RM のような存在です。さらに自社

畑 40ha を 66 区画に分け、異なる 18 の土壌から、テロワールを表現したワイン

造りを行なっています。これは、カバの生産者では非常に珍しい取り組みです。特に優れた「テロハ」という畑からは、フラッグシ

ップとして「レゼルバ ファミリア(S-138)」を生産しています。このスパークリングワインは、単一畑、単一品種、単一収穫年

の葡萄から造られており、2008 年は『ワイン アドヴォケイト』で 94 点を獲得するなど、高い評価を得るまでに至っています。 
 

DO カバを脱退し「コルピナット」を設立 

カバは、シャンパーニュと同様の瓶内二次発酵で造られ、長期間の熟成を経た上でリ

リースされているのにもかかわらず、「安くて美味しいスパークリングワイン」とい

うイメージがあります。さらに品質を追求し、上級クラスのワインを生産したとして

も、市場にはなかなか受け入れられません。こうした中で、品質を追求したい造り手

が、DO カバとしてリリースすることに疑問を抱くようになっていました。これを危

惧した原産地委員会は、2016 年からプレミアムクラスのカバの格付けとして、「カ

バ デ パラヘ カリフィカード」を導入します。カバが造られる葡萄畑は、ペネデ

スを中心に 30,000ha 以上の面積を誇りますが、認定されたのは 9 軒の生産者の 12

区画のみでした。事実上、カバにおけるグラン クリュが決められたことで、非常に

大きなニュースになりました。しかし、この制度においても様々な議論があり、結果

としてカステルロッチを含む 6 軒の生産者が DO カバを脱退し、新たな団体を立ち

上げることになりました。それが「コルピナット」です。現在、コルピナットには新たに 4 軒の生産者が加わり、ペネデス産スパ

ークリングワインの品質を追求するため、非常に厳しい規定のもとで葡萄栽培とワイン醸造を行っています。 

スペインの新たなスパークリング ワイン団体「コルピナット」を設立 

特級格付けの葡萄畑を所有する”テロワールの表現者” 

SPAIN/CATALUNYA/PENEDÉS 

カステルロッチ 

コルピナットの結成メンバー6 名が記念撮影する様

子。カステルロッチからは、オーナーのマルセル サ

バテ イ コカが参加した（左から 3 番目）。 

カバ デ パラヘ カリフィカードに認定された葡萄畑

「テロハ」。ここから、チャレロ 100%のフラッグシッ

プ、レセルバ ファミリアが造られる。 

現オーナーのマルセル サバテ イ コカ

（左）と、父のマルセリーノ（右）。 



コルピナットの規定について 

コルピナットは、既に 2015 年頃には存在していましたが、カタルーニャ州と EU から知

的所有権を認められたのは 2017 年のことです。カバは、原産地呼称である DO として認

定されているものの、生産地域は 1 つに限定されていません。一方、コルピナットは、生

産地域をペネデスに限定した上でワイン造りを行なっています。その規定は非常に厳し

く、原産地はペネデスのみで、100％有機栽培の葡萄を手摘みで収穫し、100％自社ワイ

ナリー内で醸造する必要があります。また、瓶内熟成は最低 18 ヶ月行う必要があり、これは DO カバのレセルバ（15 ヶ月）より

も厳しい規定となっています。他にも、葡萄栽培者の役割を尊重し、買い取りの際は最低保証価格を上回るようにする、毎年の外

部監査によって厳しい規定を遵守することなどが義務付けられています。コルピナットのラベルで生産されるスパークリングワイ

ンは、エントリークラスであっても、これらの規定をクリアしていなければなりません。現在ご案内しているカステルロッチのラ

インナップは、DO カバの名前でリリースしたワイン（S-243、S-244、S-245、S-138、S-248）と、コルピナットの名前でリ

リースしたワイン（S-258、S-259）とがありますが、どちらもワイン造りへの想いや哲学は同じです。 

 

自然環境に配慮した持続可能な農法 

カステルロッチは、DO カバを脱退する以前から、自然環境に配慮した葡萄栽培を行って

来ました。元々生息している動物や植物を排除するようなことはせず、生態系を崩さない

ことに気をつけています。殺虫剤は一切使用しません。また、羊を畑に放すことで、雑草

を食べてもらい、これらの自然な農法が持続できるように取り組んでいます。「羊たちの糞

が肥料となるためとても助かっていますが、話が通じないことが難点です。葡萄を食べて

しまったこともあるので、通訳が欲しいですね」とマルセルは話してくれました。こうし

た手法には非常に手間がかかりますが、葡萄栽培への並々ならぬこだわりこそ、カステル

ロッチの持つ哲学と言えます。こうして育てられた葡萄はさらに 66 の区画ごとに醸造され、それぞれのテロワールを表現したワイ

ンとして生み出されています。 

 

2 つのブランドネーム――「サバテ イ コカ」と「カステルロッチ」 

カステルロッチでは、コンセプトごとに異なる名前でワインをリリースしています。所有

する区画のうち、「特に際立った個性を持つ区画からのワイン」を、家族の名前である「サ

バテ イ コカ」として、「それぞれの区画が持つ個性をブレンドによって調和させたワ

イン」を「カステルロッチ」として生産しています。「サバテ イ コカ」のラインナッ

プには、DO カバに認定された最上級格付けパラヘ カリフィカードの 1 つ、単一畑「テ

ロハ」の個性を表現した、家族のワインともいえる「レセルバ ファミリア（S-138）」が

あります。どちらのラインナップも、自社畑のテロワールを知り尽くしたカステルロッチ

だからこそ表現できる、唯一無二の個性を持ったワインと言えます。 

 

「ペネデスには、これほどまでに分散したテロワールを意識してワイン造りを行なってい

る生産者はいません。ほとんどの生産者が、新しい技術を導入すれば良いワインが出来る

と思っています。私は、それを否定しませんが、それよりもテロワールを大事にしていま

す。なぜならば、最も自然で、オリジナリティのあるワインが出来るからです。技術によ

って同じワインにはしたくありません」       ――マルセル サバテ イ コカ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族の名前である「サバテ イ 

コカ」をブランドネームに採用し

たシリーズです。カステルロッチ

が所有する 40ha の葡萄畑の中で

も、特に際立った個性を持つ区画

から、そのテロワールを最大限に

表現することをコンセプトに掲げ

ています。スパークリングワイン

は瓶内二次発酵を経て、最低 50 ヶ

月もの瓶内熟成を行います。 

カステルは城、ロッチは赤い、と

いう意味があり、カステルロッチ

という名前は、特に「テロハ」の区

画に顕著な赤土土壌に由来してい

ます。所有する葡萄畑の個性を、

まるでパズルのピースを組み合わ

せるようにブレンドすることで、

調和した味わいを生み出していま

す。瓶内二次発酵後、最低 18 ヶ月

の瓶内熟成を行います。 

SABATE i COCA ／ サバテ イ コカ CASTELLROiG ／ カステルロッチ 



2008 年のレゼルバ ファミリア ブルット ナトゥレは、単一畑、特に石灰岩が豊富な土壌（石

灰岩/ペトロカルシック）を持つ畑の一部から造られ、柑橘類のニュアンスを持つ非常に個性的

でミネラル感のあるワインを生み出している。（中略）ワインはフレッシュで、淡い色をしてお

り、その年齢を想像することはできないだろう。非常に辛口で、チョーキーなテクスチャーを

持つが、ボリュームとパワーがあり、すべてが非常にバランスのとれた形である。このワイン

は、素晴らしいミネラルと塩味があり、食卓のためのワインになる。凄まじい！ 生産本数は

5,760 本。                      ―「ワイン アドヴォケイト 244」 

特級格の単一畑「テロハ」 
カステルロッチが所有する 40ha の葡萄畑は、アルト ペネデスのビッリェス

渓谷に点在しています。ビッリェス渓谷は、海から近く、北はモンセラート、

東はガラフの山に守られた穏やかな地中海性気候です。かつて海底だった影響

が残る、2 千年前の中新世代の石灰岩を含む土壌で、水はけが良く、葡萄栽培

に非常に適しています。この恵まれたエリアで、特に素晴らしい葡萄を生むと

される区画がテロハです。テロハは、カバ最高峰の格付けであるパラヘ カリ

フィカードに認定された、いわばグラン クリュのような畑です。ワイナリー

名の由来となった赤土土壌が特徴的で、樹齢 20～100 年のチャレッロから素

晴らしいスパークリングワインが生み出されます。また、カステルロッチは、

チャレッロ単独でワイン造りを行なったパイオニア的生産者でもあります。テ

ロワールを表現するためには、この地域ならではの土着品種こそが重要だと考

えているためです。「環境が汚染されていると、植物の成長を阻害し、私たち

が畑のために重要だと考えているバランスが崩れます。つまり、周辺環境をケ

アすることは、畑の個性と力を最大限に発揮するために不可欠なのです」とマ

ルセルは話します。「畑に生息する様々な生き物、てんとう虫、クサカゲロウ、

土壌真菌などが自然のバランスを保ち、病害の発生を防いでくれます」。こう

したカステルロッチの哲学によって、テロハの持つ特有のテロワールと、葡萄のポテンシャルをワインの中に最大限に表現するこ

とが出来ます。 

 
 
 
 

 
単一畑「テロハ」からの、単一品種、単一ヴィンテージのトップ キュヴェです。パラヘ認定以前の

リリース商品のため、畑名やパラヘの表示はありません。発酵の際、一部（30％）にフレンチオーク

と栗の樽を使用します。アロマは独特で、成熟した複雑さと変化に富んだ熟成による香りがあります。

熟成により泡は穏やかで、わずかにトースト香が感じられ、幅広い構成のある力強い風味です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※化粧箱入り、1 本単位での発送となります。他商品との同梱は出来ません。 

【白泡・辛口】 国／地域等：スペイン／ペネデス  葡萄品種：チャレッロ 

品番：S-138／JAN：4935919071383／容量：750ml ¥8,250(本体価格¥7,500) 

 
 
 

 

S-138 と同じキュヴェ（レセルバ ファミリア）ですが、パラヘ カリフィカードとして畑名「テロハ（Terroja）」がタグで

表示されています。また、それに伴いボトルデザインも一新しました。ベースワインの 30％は栗の樽（500L）で発酵させま

す。発酵後、栗の樽で 3～4 ヶ月寝かせた後、ボトルに移し、最低でも 50 ヶ月以上瓶内熟成を行います。栗の樽は木のアロ

マの影響が少なく、オークより多孔質のため酸素交換が多く行われます。きめ細かい繊細な泡立ち。熟した果実やトースト

香の奥にフェンネルやタイムを思わせるハーブの要素が混ざる複雑なアロマがあります。シルクのようにしなやかで深みの

ある口当たり。しっかりとした骨格があり、素晴らしくバランスがとれた味わいです。バックラベルにデゴルジュマンした

日付を表記しています。（例：［2011-143/18］は 2018 年の 143 日目＝5 月 23 日） 
 

【白泡・辛口】国／地域等：スペイン／ペネデス  葡萄品種：チャレッロ          【ケース 6 本入り】 

品番：S-248／JAN：4935919072489／容量：750ml ¥8,800(本体価格¥8,000) 

※こちらの商品には化粧箱は付属しておりません。※ケース発注の場合は 6 本で発送致します。 

※他商品との同梱の場合は、他商品も含め合計で 12 本単位でのご発注をお願い致します。 

点 

点 



 
 
 

 

サバテ イ コカの名前でリリースする「テロワール シリーズ」のひとつで、特に際立った個性を持つ区画の

葡萄を使用しています。「レセルバ ファミリア」とは異なり、単一区画からのワインではありませんが、66 区

画の中でも特に際立った個性を持つ数種類のテロワールを組み合わせてつくります。平均樹齢 50 年以上の古い

葡萄を使用しています。ベースワインの発酵はそれぞれの品種（チャレッロ、マカベオ）ごとに別々に行います。

天然酵母を使い、樽で発酵を行います。造りたいワインのキャラクターをイメージし、慎重に吟味してブレンド

を行います。DO カバの規定では、グラン レセルバの最低熟成期間は 30 ヶ月ですが、このキュヴェは 48 ヶ月

間熟成させています。長い熟成によって、きめ細かく持続性のある泡立ちがあります。パイナップルやユーカリ、

ドライフルーツを思わせる複雑なアロマの後に、香ばしいトーストのニュアンスが感じられます。驚くほどフレ

ッシュで、しっかりとした骨格があり、非常にバランスがとれています。 

 

トップ キュヴェの「レセルバ ファミリア」同様、家族の伝統を大切にするカステルロッチらしさの詰まっ

たワインです。ワイン名のジョセップ コカは、現当主マルセルの祖父で、4 世代続くサバテ イ コカ家の

2 代目です。ラベルのサインが「Jose Coca」となっており「Josep」の「p」が抜けています。フランコ独裁

政権時代のスペインにおいては、カタルーニャ語が禁止されていたため、サインはスペイン語で記載しなけれ

ばならなかったためです。 

 

※カステルロッチは、DO カバ脱退により、グラン レセルバという表記が出来なくなりましたが、DO カバ脱
退以前にリリースされた商品のため、グラン レセルバのラベル表示が残っています。 
 

【白泡・辛口】国／地域等：スペイン／ペネデス  葡萄品種：チャレッロ、マカベオ 

品番：S-245／JAN：4935919072458／容量：750ml       ¥4,400(本体価格¥4,000) 
 
 

 

 
地質年代が古く、固い土のある区画からの葡萄を使用しています。チャレッロの割合を増やし、ボディのしっかりとした
カバに仕上げています。ベースワインはそれぞれの品種（チャレッロ、マカベオ）を別々に発酵させた後、ブレンドしま
す。グラン レセルバは 30 ヶ月以上熟成させています。長い熟成期間を経ていながらしっかりとフレッシュさを保ち、
若々しさがあります。非常にきめ細かな泡立ちは長い熟成によるものです。熟した果実や洋菓子の甘い香りが感じられる
上質なアロマがあります。アニスのような熟成の香りもありますが、これは熟成したチャレッロに特徴的な香りです。口
に含むと、フレッシュで極めて辛口、バランスが良く上品で、豊かな果実味がいつまでも長く感じられます。 
 
※カステルロッチは、DO カバ脱退により、グラン レセルバという表記が出来なくなりましたが、DO カバ脱退以前にリ
リースされた商品のため、グラン レセルバのラベル表示が残っています。 
 

【白泡・辛口】国／地域等：スペイン／ペネデス  葡萄品種：チャレッロ、マカベオ 

品番：S-244／JAN：4935919072441／容量：750ml ¥3,520(本体価格¥3,200) 
 
 
 
 
 

 

 
フレッシュさが際立つ、心地よい辛口をイメージして造られています。使用する葡萄はあまり地層が深くない（古くない）

土壌で育つものです。ベースワインは、それぞれの品種（マカベオ、チャレッロ、パレリャーダ）を別々に発酵させた後、

ブレンドします。ドザージュはしていません。DO カバの規定では、レセルバの最低熟成期間は 15 ヶ月と定められています

が、2016VT は 22 ヶ月熟成させています。非常にきめ細かく、持続性のある泡立ちがあります。白い花や柑橘系の果物の

エレガントなアロマ。口に含むときりっとした辛口で、非常にバランスのとれた爽やかな味わいです。キレのある酸と繊細

な泡立ちが素晴らしいカバです。 
 

【白泡・辛口】国／地域等：スペイン／ペネデス 

葡萄品種：マカベオ、チャレッロ、パレリャーダ 

品番：S-243／JAN：4935919072434／容量：750ml         ¥2,750(本体価格¥2,500) 
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「コルピナット」としてリリースするスパークリングワインです。「S-242 カバ レセルバ ブル
ット（終売品）」の後継となるワインで、親しみやすいブルットの味わいに仕上げています。ベース
ワインはそれぞれの葡萄品種ごと別々に発酵させた後、ブレンドします。レセルバは 15 ヶ月以上
熟成させています。細かく持続性のある泡立ち、白い花やジャスミン、青リンゴや柑橘系の果物を
思わせる香り高いアロマ。口当たりはフレッシュでクリーン、非常にバランスが良く、長い余韻が
感じられます。 
 

【白泡・辛口】国／地域等：スペイン／ペネデス 

葡萄品種：チャレッロ、マカベオ、パレリャーダ、他 

品番：S-258／JAN：4935919072588／容量：750ml ¥2,640(本体価格¥2,400) 
 
 
 
 
 

 

 
「コルピナット」としてリリースするスパークリングワインです。「S-243 カバ レセルバ ブ

ルット ナトゥレ」の後継となるワインで、フレッシュさが際立つ、心地よい辛口をイメージし

て造られています。使用する葡萄はあまり地層が深くない（古くない）土壌で育つものです。ベ

ースワインは、それぞれの品種を別々に発酵させた後、ブレンドします。レセルバは 15 ヶ月以

上熟成させています。ドサージュをしていません。非常にきめ細かく、持続性のある泡立ちがあ

ります。白い花や柑橘系の果物のエレガントなアロマ。口に含むときりっと辛口で爽やか、非常

にバランスのとれた味わいです。キレのある酸と繊細な泡立ちが素晴らしいスパークリングワイ

ンです。 

 

【白泡・辛口】国／地域等：スペイン／ペネデス 

葡萄品種：チャレッロ、マカベオ、パレリャーダ、他 

品番：S-259／JAN：4935919072595／容量：750ml    ¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

 

 

 

 

チャレッロのパイオニア的生産者、カステルロッチが自信をもってつく

る辛口のスティルワインです。マルセルは、「チャレッロは私が惚れ込ん

でいる品種です。ワインの筋肉の部分を担う、極めて重要な役割がありま

す。また、チャレッロは熟成によってアニスのような特徴的な香りが出て

きます」と話していました。このワインは土壌タイプの異なる 3 つの区

画の葡萄を使用して造っています。マルヘス（Marges）と呼ばれる区画

はフレッシュさ、若々しさをもたらし、リゴレット（Rigolet）とボハ

（Boja）は中新世のマール土壌のため、ワインに集約をもたらします。収

穫した葡萄はやわらかくプレスします。発酵はステンレスタンクを使い、低温でゆっくりと行います。熟成は澱とともに

ステンレスタンクで 4～5 ヶ月行います。これによってチャレッロの持つ個性が引き出されます。輝きのある淡い黄色。リ

ンゴやパイナップルの果実のアロマにフェンネルやドライフルーツ、松の実を思わせる複雑なアロマが混ざっています。

口当たりは深みがあり、かすかに心地よい苦みを感じます。非常にフレッシュな味わいです。余韻には爽やかな果実の甘

みを感じます。 
 

【白・辛口】国／地域等：スペイン／ペネデス 葡萄品種：チャレッロ  

品番：S-253／JAN：4935919072533／容量：750ml ¥2,420(本体価格¥2,200) 
 

 

 

 

ぺニンガイド 2019 

点 


