「ル ギド アシェット デ ヴァン」

高評価獲得ワイン
フランスのアシェット社が 1986 年から毎年出版するフランスワインガイド。800
人程の専門家が 22,000 本余りのワインを試し、8,000 本程のワインが掲載され
ます。ドメーヌやシャトーの評価ではなく、地区やアペラシオン毎に、ワイン単
位で記述されています。ワインには、醸造法などのデータの外、無署名の注
釈、星無しから 3 ッ星までの 4 段階の評価がなされています。加えて、審査員
が気に入り、一目ぼれしたワインには「クー ド クール（coup de coeur）」という
ハートマークが付けられます。「クー ド クール（coup de coeur）」は各アペラシ
オンに数本しか選ばれず、評価の高さの証でもあります。

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2020」

２星 ★★
♥COUP DE COEUR
樹齢の古い葡萄と若い葡萄を巧みにブレンド
アシェット ガイドで何度も紹介されている代表作
ル グラン パンシャン

ミネルヴォワ

Le Grand Penchant Minervois

2017

300 本限り

シラーは 1977 年植樹のもので、ラングドックで最も樹齢が古い葡萄です。その他、1982 年、1999
年、1994 年の植樹です。葡萄は充分に熟してから収穫し、マセラシオン カルボニックします。
濃い赤色、プラムのようなはっきりとして複雑な香りがあり、タイムやイチジクの香りも感じら
れます。とても凝縮していて、柔らかくしっかりとしたタンニンがあります。「Penchant」は、
『傾向・好み』という意味です。空に浮かぶ雲が描かれています。
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ラングドック ルション
生産者：レイモン ジュリアン
葡萄品種：シラー70%、グルナッシュ 30%

品番：FB-147／JAN：4935919211475／容量：750ml

¥2,090(本体価格¥1,900)

2017 年ヴィンテージについて
2017 年は、日中は十分な日照量と
暖かい気温で、昼夜の寒暖差があ
り、豊かなアロマを構成するのに好
条件の気候で、葡萄にとっては理想
的な天候でした。高い酸があり、ワ
インは果実味とのバランスが優れ
ています。

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2018」

２ 星★★
♥COUP DE COEUR
グレートヴィンテージのひとつ 2015 年
凝縮度が高く、豊かな果実味がります
ヴァケラス
レ オート ド ラ ポンシュ 2015
Vacqueyras Les Hautes de la Ponche
※無くなり次第 2016 年に切り替わり

2015 年ヴィンテージ

160 本
限 り

ドメーヌ の裏にある標高の高い畑、「レ ポンシュ」からのキュヴェ
です。畑は粘土質マール土壌で、周辺はガリーグ（野生のハーブ）が自
生しています。葡萄の平均樹齢 30 年、収量は 35hL/ha。収穫は手摘み
で行います。発酵はコンクリートタンクで行い、醸しの期間は 18～25
日間。毎日ルモンタージュします。熟成もコンクリートタンクで 10～
12 ヶ月行います。ノンフィルターでボトリングします。紫がかった色。
熟した赤いフルーツのアロマ、果実味は非常にピュア、しっかりとした
骨格とタンニンが感じられます。

2015 年ヴィンテージについて
－ベルナール ビュルルのコメント
2015 年はグレートヴィンテージの
ひとつ。かなり実を付けたので、注
意深く間引きを行う必要がありま
した。天候に恵まれ、収穫量も品質
も満足のいくヴィンテージです。ア
ルコールも高く、長期熟成も可能で
非常にクオリティが高いです。

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ
生産者：ドメーヌ フォン サラド 葡萄品種：グルナッシュ、シラー、ムールヴェードル
熟成：コンクリートタンクで 10～12 ヶ月熟成

品番：FC-011／容量：750ml／JAN：4935919310116

¥3,520(本体価格¥3,200)

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2020」

２ 星★★
品質の素晴らしさだけでなく価格も魅力的な
ビュルル家を代表するワイン
ジゴンダス

レ

パリエルダス

Gigondas Les Pallieroudas

2017

－ダミアン

パリエルダス（石灰質粘土土壌）とオート ギャリーグ（砂質粘土土壌）
の区画からのワイン。標高 150m のエリアからの葡萄で、グルナッシュ
は 1921 年に植えた樹が一番古いものです。収穫量を 35hL/ha に抑え、
除梗はしません。26 日間コンクリートタンクで発酵させます。毎日ルモ
ンタージュします。熟成は、コンクリートタンクで 12 ヶ月行います。
ろ過も清澄もしません。色濃く、胡椒のようなスパイシーな香りがあり、
しっかりとしたタンニンのある凝縮したワインです。ジゴンダス村の紋
章が浮き彫りになった重厚感のあるボトルに詰めています。
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ
生産者：ドメーヌ ピュルル
葡萄品種：グルナッシュ 85%、ムールヴェードル 15%
熟成：コンクリートタンクで 12 ヶ月

品番：FB-758／容量：750ml／JAN：4935919217583

2017 年ヴィンテージについて

¥3,850(本体価格¥3,500)

ビュルルのコメント

2017 年は収穫量こそ減りました
が、品質にはとても満足しています。
開花時期の悪天候のため、グルナッ
シュは結実不良の影響を受け、生産
量は減りました。また、収穫前の
2017 年 7 月、8 月の気候は降雨量
が少なく、とても不安でしたが、9
月の収穫後の葡萄の状態を見て、安
心することができました。

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2019」

２ 星★★
南コート デュ ローヌでは、近年最高と言われる

2016 年ヴィンテージ
コスティエール ド ニーム ルージュ
キュヴェ エクセレンス 2016
Costières de Nîmes Rouge Cuvée Excellence

3 区画からのシラーを使用しています。ラ ジャスは、ミネラル、フロー
ラルで、北部ローヌのシラーの味わい。ラ カヴォは、凝縮感、リッチ
で、地中海シラーの特徴。ル プラニョールはタンニン、力強さがあり
ます。温度管理のもとコンクリートタンクで 5 週間の長めの醸しを行い
ます。オーク樽（1 年～3 年樽）で 12 ヶ月熟成させます。熟成は、ブレ
ンドせず品種別に樽を使い分けます。透けて通らない濃い赤色、微かミ
ルキーで甘い香りが感じられます。樽熟による心地よいアクセントがあ
り、たっぷりした複雑な果実味があります。
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ
生産者：マス デ ブレサド
葡萄品種：シラー、グルナッシュ
熟成：樽で 12 ヶ月

品番：FA-325／容量：750ml／JAN：4935919093255

2016 年ヴィンテージについて
－シリル

マレスのコメント

2016 年は私たちにとって非常に良
い年でした。春の雨によって地中に
十分な水分が与えられました。夏場
は乾燥していましたが、春の雨のお
かげで、水分不足になることなく、
健全な葡萄が育ちました。厚みだけ
でなく上質な酸があり、フレッシュ
感と凝縮感の両方が味わいに表れて
います。

¥2,750(本体価格¥2,500)

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2018」

２ 星★★
凝縮度が高く、リッチなスタイルとなった
2015 年ヴィンテージ
シャブリ
Chablis

2015

2015 年ヴィンテージについて

土壌は、細かいチョークもある、粘土石灰質土壌です。収穫した葡萄
は厳しく選別し、ニューマティックプレスでやわらかく圧搾した後、
果汁は低温で 20 時間ほど置いて澱さげします。その後ステンレスタン
クで、18 度にコントロールしながら発酵させます。マロラクティック
発酵も行います。ワインは澱とともに 2 ヶ月寝かせ、その後、澱引き
をして別のタンクに移し、さらに 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ボトリングします。グリーンがかった輝
きのあるゴールデンカラー、リッチで熟したアロマがあります。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
生産者：フランシーヌ エ オリヴィエ サヴァリー
葡萄品種：シャルドネ
熟成：ステンレスタンクで 6 ヶ月

品番：FB-974／容量：750ml／JAN：4935919219747

¥3,300(本体価格¥3,000)

－オリヴィエ

サヴァリのコメント

2015 年は葡萄が良く熟したのでと
てもリッチなワインなりました。通
常は 60hl/ha の収量ですが、2015
年はそれよりも多く品質、収量とも
に満足のいくヴィンテージとなりま
した。2015 年は暑かったという点
で 2003 年に似ていますが、2003
年はより丸みがあります。1997 年
や 1992 年が最も似ているヴィン
テージと言えます。また、2009 年
と 2010 年にも少し似ています。

