
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャブリの農家出身の2人が出会いドメーヌを設立 

シャブリの中心から5~6kmに位置するマリニー村の造り手です。オリヴィ

エ（1962 年生）と妻のフランシーヌ（1963 年生）によって 1984 年に設

立されました。二人ともシャブリのワイン農家の出身で、オリヴィエの実

家、サヴァリー家は 1900 年から、妻のフランシーヌの実家のバシュリエ

家は 1833 年からワイン造りをしています。不運なヴィンテージが度重な

る中、オリヴィエの両親はワイン造りに従事することを選びませんでした

が、ワインへの情熱があったオリヴィエはディジョンの醸造学校へ通いま

す。1984 年に結婚したオリヴィエとフランシーヌは、ドメーヌを設立。メ

タヤージュ（折半耕作）契約によってシャブリとプティ シャブリに畑を借

り、ワイン造りを始めました。当初は出来たワインのほとんどをバルクでネ

ゴシアンに販売していましたが、古くからの友人達や隣人の助言を受け、自

分たちのドメーヌでボトリングをしてワインを販売するようになりました。

その後、努力の結果が実り、サヴァリーのワインが世の中で広く認められ、

高い評価を受けるようになりました。生産量の 50％が輸出、50％がフラン

スの国内消費です。 

 

僅か 1haの畑から始まり、現在は 12haまでに 
設立当初はわずか 1ha しかなかった畑は現在、自社畑とレンタルの畑をあ

わせて全部で 19.55ha（うち自社畑 12ha）になりました。シャブリの畑は

マリニー（Maligny）、ヴィリー（Villy）、リニョレル（Lignorelles）の３つ

の村に７つの区画を所有しています。土壌は 1 億 8 千年前のジュラ紀のキ

ンメリジャンで、粘土を多く含む石灰岩質です。植密度は平均で 6,000 本

/ha。化学肥料は一切使用せず、植物性の腐葉土のみを使用しています。

ドメーヌを立ち上げた、サヴァリー夫妻 

フランス／ブルゴーニュ 

／シャブリ 



  

 

葡萄がしっかりと熟していれば、機械摘みでも問題ない 

収穫は機械で行います。シャブリ全体でも 95%が機械を使用して摘み取りを行います。手摘みで

行っているのはグラン クリュぐらいとのこと。シャルドネは機械摘みに適していると考えてい

ます。葡萄がしっかりと熟していれば機械で摘んでも問題ありません。収穫した葡萄はセラーの

２階に運ばれ、重力を利用して１階のプレス機へ入れられます。空気圧プレス機でやわらかくブ

レスし、その後、果汁は写真下部の管を通って地下のタンクに移されます。全てのプロセスは重力

に逆らわないように行います。地下に移された果汁はそのまま 20 時間かけて澱下げを行い、その

後温度管理のできるステンレスタンクで、18 度に温度管理しながら発酵します。最低でも 12 日

間行います。酵母は選別酵母を使用します。次にマロラクティック発酵を数週間行います。良いア

ロマを得る為にもマロラクティックは必要と考えます。熟成は澱と共に２ヶ月行い、その後澱引

き、ボトリングの準備となります。一般的にシャブリではスキンコンタクトを行いません。清澄は

せず、全てのワインは目の粗いフィルターをかけます。ヴィエイユ ヴィーニュは一部樽で熟成、

ヴォーデジールは樽発酵、樽熟成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
ドメーヌには、2014 年に長男のマシュー（1992 年生）、2015 年に次男のマキシム

（1995 年生）が加わりました。マシューが販売を担当、ボーヌの醸造学校を卒業した

次男のマキシムが栽培・醸造に参加しています。2019 年にはテッラ ヴィティスの認

証を得ています。さらに、2020 年にはドメーヌのロゴを一新しました。「SAVARY」

から「FAMILLE SAVARY（ファミーユ サヴァリー）」へと、サヴァリー家を象徴する

デザインに変更しました。新しい世代が加わり、今後がさらなる飛躍が期待される生

産者です。 

 

 

 

 

 

 

 

シャブリ 2016 
Chablis 
土壌は、細かいチョークもある、粘土石灰質土壌で、とても

良いテロワールです。収穫した葡萄は選果テーブルで厳しく

選別します。葡萄をニューマティックプレスで柔らかく圧搾

した後、果汁は低温で 20 時間ほど置いて澱下げします。そ

の後ステンレスタンクで、18 度に温度管理しながら発酵さ

せます。マロラクティック発酵は 16 度で数週間行います。

澱と共に 2 ヶ月寝かせます。その後、澱引きをして、別のタ

ンクに移します。澱引きした後のワインはさらに温度管理し

たステンレスタンクで 4 ヶ月熟成させます。清澄はせず、目

の粗いフィルターをかけて瓶詰めします。グリーンがかった

輝きのあるクリアなゴールデンカラー、最初に白い花の香

り、後から白い果実の柔らかく甘い香りが感じられます。口

に含むと心地よいミネラル、そしてフルーツの要素が感じられ、シャブリらしい生き生きとした骨格があり

ます。 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ    

等級：AOC   葡萄品種：シャルドネ   

熟成：ステンレスタンクで澱と共に 2 ヶ月、別のタンクに移して 4 ヶ月 

品番：FB-974／JAN：4935919219747／容量：750ml ¥3,300(本体価格¥3,000)

写真：プレス機。2 階から運ばれた葡萄をや
わらかくブレス、その後、果汁は写真下部の管
を通って地下のタンクに移されます。 

サヴァリー家の新たな時代を担う兄弟。 
左：マキシム（次男） 栽培・醸造を担当 
右：マシュー（長男） 販売を担当 

マリニー村にある自家畑の葡萄 

フレッシュでクリーン、ミネラルと果実味のバランスに優れた親しみやすいシャブリ 



  

 

 

 

 

 
 
 

シャブリ セレクション ヴィエイユ ヴィーニュ 2015 
Chablis Sélection Vieilles Vignes 
 

セラーに近い丘の斜面に

ある畑で、毎年同じ区画

の葡萄を使います。骨格

付けのために全体の 20％

を 228L のブルゴーニュ

樽で、80％をステンレス

タンクで発酵、熟成させ

ます。ワインは澱と共に

2 ヶ月寝かせます。澱引き

した後のワインはさらに

温度管理したステンレス

タンクと樽で 4 ヶ月熟成

させます。清澄はせず、目の粗いフィルターをかけて瓶詰めします。 

★「ワインスペクテーター 2017.9.30」で 90 点 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ 

等級：AOC   葡萄品種：シャルドネ 

熟成：80%をステンレスタンク、20%を 228L の樽で澱と共に 2 ヶ月、

澱引き後 4 ヶ月 

品番：FB-975／JAN：4935919219754／容量：750ml       ¥3,960(本体価格¥3,600) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン 2016 
Chablis Premier Cru Vaillons 
 

毎年決まった一軒の農家から葡萄を購入します。

ニューマティックプレスで柔らかく圧搾した後、果汁

は低温で 20 時間ほど置き、澱下げします。その後ステ

ンレスタンクで、18 度に温度管理しながら発酵させま

す。マロラクティック発酵は 16 度で数週間行います。

澱と共に 2 ヶ月寝かせます。その後、澱引きをして、

別のタンクに移します。澱引きした後、さらに温度管

理したステンレスタンクで 4 ヶ月熟成させます。清澄

はせず、目の粗いフィルターをかけて瓶詰めします。

しっかりと骨格がありながらエレガント。若いときは

フルーティですが、熟成が進むにつれてリッチな味わ

いを持ちます。「ヴァイヨンは、力強く頑強なイメージ」

とオリヴィエは話していました。 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ 

等級：AOC    葡萄品種：シャルドネ   

熟成：ステンレスタンクで澱と共に 2 ヶ月、澱引き後、別のタンクで 4 ヶ月 

品番：FB-976／JAN：4935919219761／容量：750ml      ¥4,730(本体価格¥4,300) 
 

フルショーム 

モンテ ド トネール 

グラン クリュ 

モン ド ミリュ ヴァイヨン 

モンマン 
ヴォグロ 

ヴォークパン 

オリヴィエ曰く、「ヴァイヨンは力強く頑強なイメージ」 

しっかりとしたヴァイヨンにも、サヴァリーのワインに見られる“親しみやすさ”が感じられます 

樹齢の古い葡萄を使い、20％を樽で熟成させ、骨格を与えています 

オリヴィエ曰く、「2015VT は葡萄が良く熟したのでとてもリッチなワインとなった」 

 

ヴィエイユ ヴィーニュの畑。 
葡萄樹の樹齢は 45~65 年。 



  

 

 
 
 
 
 
 

シャブリ プルミエ クリュ 
フルショーム 2015 
Chablis Premier Cru Fourchaume 

ニューマティックプレスで柔らかく圧搾した後、果汁は低温

で 20 時間ほど置き、澱下げします。全体の 5％のみ 500L

の樽、95％をステンレスタンクで発酵、熟成させます。18

度に温度管理しながら発酵させます。マロラクティック発酵

は 16 度で数週間行います。ワインは澱とともに 2 ヶ月寝か

せます。澱引きして、さらに温度管理したステンレスタンク

と樽で 4 ヶ月熟成させます。清澄はせず、目の粗いフィル 

ターをかけて瓶詰めします。柔らかく丸みがあって心地よく、

みずみずしい味わい。新鮮な花や果実のリッチなアロマにあ

ふれています。とても洗練されたエレガントなワインに仕上

がっています。「フルショームは、よりエレガントなスタイ

ル」とオリヴィエは話していました。 

★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2018」記載 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／シャブリ 

等級：AOC   葡萄品種：シャルドネ  

熟成：95％をステンレスタンクで、5%を 500L の樽で 2 ヶ月、別のタンクと樽で 4 ヶ月 

品番：FB-977／JAN：4935919219778／容量：750ml      ¥5,060(本体価格¥4,600) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブルゴーニュ 
エピヌイユ ルージュ 2016 
Bourgogne Epineuil Rouge 

エピヌイユ村はシャブリから北東に 20km ほど離れた場

所にあります。葡萄畑は「レ シャン ソワン」と呼ばれ

る斜面の区画にあり、標高 250ｍ、南西向きです。土壌は

キンメリジャンとポートランディアンの粘土石灰質。葡萄

の仕立てはギヨー、栽植密度 10,000 本/ha です。1 本の

葡萄樹に 10 房を残します。選果テーブルで厳しく選別し、

100％除梗します。発酵、熟成共ステンレスタンクで行い

ます。発酵前に 2～3 日間、12～15 度でコールド マセ

レーションを行います。その後、23 度まで温度を上げて発

酵させます。その間、ピジャージュとルモンタージュを行

います。発酵終了後、ニューマティックプレスで圧搾しま

す。長めの 1～3 ヶ月マロラクティック発酵させます。タ

ンクで約 11 ヶ月熟成させます。清澄はせず、目の粗いフィ

ルターを軽くかけた後、瓶詰めします。輝きのあるルビー

レッド。スミレやチェリーのアロマと風味の中に、スパイ

シーななめし皮の要素が感じられます。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ブルゴーニュ   

等級：AOC ブルゴーニュ エピヌイユ    

葡萄品種：ピノ ノワール 

熟成：ステンレスタンクで約 11 ヶ月 

品番：FB-979／JAN：4935919219792／容量：750ml     ¥3,080(本体価格¥2,800) 

シャブリの北東に位置する産地 

ピュアで滑らかなピノ ノワール 

フルショーム 

モンテ ド トネール 

グラン クリュ 

モン ド ミリュ 

ヴァイヨン 

モンマン 
ヴォグロ 

ヴォークパン 

「ヴァイヨンと比べ、フルショームは、エレガントなスタイル」 


