
  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヴァンサンが引退し畑と会社を売却―― 
危機を乗り越え、生まれ変わった「新生ヴァンサン ジラルダン」 
2012 年、設立から 30 年を迎えたドメーヌ ヴァンサン ジラルダンに、重大な事

件が起こりました。ワイナリーを立ち上げたヴァンサンその人が、体調の不良と後

継者の不在から、ドメーヌを手放してしまったのです。同時に自社畑の多くを売却

し、ワイナリーに残されたのは最新の醸造設備と、ほんのわずかな自社畑と、醸造

家エリックを初めとする優秀なスタッフたちだけでした。しかし幸いにも、新たな

オーナーはドメーヌを買い取っただけで、ドメーヌの運営体制はそのまま維持する

形をとりました。それどころか、ヴァンサンの右腕として醸造家を務めるエリック 

ジェルマンを、畑や醸造に関わる全ての部分でトップに就任させたのです。また、

以前までと同様に輸出部長のマルコ カスケーラが販売を担うことで、エリックが

さらにワイン造りに集中できる環境が整っています。こうして、「エリック率いる新

生ヴァンサン ジラルダン」がスタートしました。 

 

「これまでのようなワイン造りは出来ない」 
最大の危機を乗り越え、自社畑を買い足しドメーヌを復活させる 
エリックは、これまでのように高品質なワインを安定して造るために、自分たちで管理する

葡萄畑を増やすことを考えました。そこで新たに、契約農家から葡萄を買い取るだけでなく、

契約農家の畑を自分たちで管理して葡萄を買い取る部門を立ち上げ、自社栽培の畑を得るこ

とが出来ました。自社で管理する畑については、オーガニックまたはビオディナミ栽培を採

用しています。2014 年には、ムルソーのシャルム、レ ナルヴォー、スー ラ ヴェル、

ポマールのレ ヴォーミュリアンと村名区画、ヴォルネイの村名区画、AOC ブルゴーニュの

白の畑の一部を、合計で 4ha ほど手に入れることが出来ました。以降、少しずつ葡萄畑を買

い足し、現在は約 33ha の自社所有畑・自社管理畑を持つに至りました。こうしてネゴシア

ンとしてだけではなく、ドメーヌとしても復活を遂げることが出来ました。 

また、今では誰もが当たり前のように行なっている「完成したワインではなく、葡萄を選んで購入し自分でワインにする」という、

ネゴシアンワインメーカーの先駆者としても、これまでと同様にワイン造りを行っています。 

 

ヴァンサン時代の濃厚なスタイルの終焉 
エリックが「ピュアでエレガントな」スタイルを完成させる 
現在のドメーヌを牽引する人物、エリックがヴァンサンと知り合ったのは、今から 20 年ほ

ど前のことです。ヴァンサンからスカウトされる形で 2002 年にドメーヌに正式に加入しま

す。その当時、ロバート パーカー等の評論家から絶賛されていたヴァンサンのワインは、

「濃厚で、はちきれんばかりの果実味がある」スタイルでした。しかし、エリックはこのスタ

イルを大きく変更する必要があると感じていました。2004 年頃からその方法を模索し始め、

ついに 2007 年に新しいスタイルが完成しました。それが、今のドメーヌ ヴァンサン ジ

ラルダンを象徴する「ピュアでエレガント」なスタイルでした。 

 

近年のブルゴーニュにおけるトップ ドメーヌのひとつとして評価 

醸造家エリックによる新しい体制がもたらす最高品質のワイン 

フランス／ブルゴーニュ／コート ド ボーヌ／ムルソー 

ヴァンサン ジラルダン 

エリックは新樽比率を下げて熟成期間を延ばし、新し

いスタイルを完成させた。（2002 年訪問時撮影） 

醸造家のエリックと販売責任者のマルコ。新生ヴァンサン ジラルダ

ンを牽引する頼もしい２人。（2015 年訪問時撮影） 

2020 年収穫のシャサーニュ モンラッシェのピノ ノ

ワール。選果台でさらに良いものだけを選び抜きま

す。 



  

 

エリックは、醸造家として申し分ないキャリアを積んだ人物です。エリックの実家は、有名

なアンリ ジェルマン ペール エ フィス。ムルソーに生まれ、ムルソーを人一倍愛する

エリックは、醸造学校を卒業した後、シャサーニュ モンラッシェや、パプ クレマンで経

験を積み、後にブルゴーニュを拠点とする「バーガンディア醸造研究所」での勤務を開始し

ます。そこで幸運にも、キリアコス キニゴプロスの教えを受けることになります。キリア

コスは当時 DRC やルフレーヴ、エティエンヌ ソゼ等の醸造コンサルタントを行っていま

した。その時のことを、エリックは『ヴィニュロン』誌の 2015 年秋号で次のように語って

います。「私は本当に運が良かった。ダヴィド デュバンやジョルジュ ルーミエのようなワ

イン業界のビッグネームで、３年間の間、毎年 40 もの醸造経験を積むことが出来たんだ。

そして今ではヴァンサン ジラルダンで働くことが出来ているんだから」。 

 

『ワイン アドヴォケイト』においてトップ ドメーヌと同等の評価 
2017 年のバタール モンラッシェが同年同銘柄の中で最高得点を獲得 
2012 年に突如として訪れた危機を乗り越えた「新生ヴァンサン ジラルダン」は、その後瞬

く間にドメーヌの地位を押し上げ、今やブルゴーニュを代表するトップ ドメーヌのひとつと

して評価されるまでに至りました。それまでのような「コストパフォーマンスの高い生産者」

としてではなく、「最高品質のワインを造るドメーヌ」として認められたということに大きな

意味があります。『ワイン アドヴォケイト』は、ヴァンサン ジラルダンの 2017 年のバター

ル モンラッシェに、エティエンヌ ソゼと並ぶトップ タイスコアの 96 点を献上していま

す。ラモネとオリヴィエ ルフレーヴが 95＋点、フォンテーヌ ガニャールが 95 点、マルク 

コランが 94+点を獲得し、ドメーヌ ドーヴネが 95-97 点、ピエール モレが 94-96+点、

ルフレーヴが 94-96 点の暫定評価を獲得している中での快挙です（2020 年 9 月 11 日現在）。

この評価は、ドメーヌ ヴァンサン ジラルダンの中でも歴代最高得点となっており、ヴァン

サン時代には成しえなかったエリックの功績といえます。 

 

これは 2017 年のバタール モンラッシェのみの評価を比較したものであり、これをもって生

産者の優劣をつけることは出来ません。また、それを目的としたものでもありません。お伝え

したいのは、「エリック率いるヴァンサン ジラルダンが、ブルゴーニュを代表するトップ生

産者と並ぶ評価を獲得するようなワインを生産している」ということです。こうした近年のワ

イン造りは、グラン クリュ、プルミエ クリュなどの高級ワインだけでなく、マイナーなア

ペラシオンや AOC ブルゴーニュなどのスタンダードクラスにもしっかりと反映されています。 

 

『ベタンヌ+ドゥソーヴ 2019』で４ッ星に昇格し、 
『ワイン&スピリッツ』でも 2019 年のトップワイナリー100 に選出 
近年、エリック ジェルマンを筆頭に新たな道を歩み始めたヴァンサン ジラルダンは、これま

でと変わらないばかりか、さらに素晴らしいワインを造っていることが、多くのワインガイドで

次々に賞賛されることとなりました。フランスのワインガイド、『ベタンヌ＋ドゥソーヴ』の

2019 年版で、ヴァンサン ジラルダンが４ッ星生産者に昇格したのです。この評価は、ドメー

ヌ デュジャックやドメーヌ ルフレーヴ、ドメーヌ コント ジョルジュ ド ヴォギュエ、

ドメーヌ ロベール グロフィエ ペール エ フィス等の生産者と並ぶものでした。さらに

同ガイドの 2020 年版でも４ッ星を維持し、「偉大なブルゴーニュ ワインを知らない人は、こ

の造り手によってそれらの公正な概念を獲得することが出来る」と評価されています。 

 

また、アメリカのワインガイド、『ワイン＆スピリッツ』の「TOP 100 WINERIES OF 2019」

に選出されるなど、その勢いは留まるところを知りません。『ラ ルヴュ デュ ヴァン ド 

フランス』2020 年 4 月号では、「ヴォルネイ プルミエ クリュ サントノ」が、ドメーヌ デ 

コント ラフォン、ドメーヌ マトロとともに、また「シャサーニュ モンラッシェ プルミエ 

クリュ ブランショ ドゥシュ」がジャン クロード バシュレ エ フィス、モレ コフィネ

とともに紹介されています。『ワイン アドヴォケイト』誌は 2020 年 2 月の記事で、2019 年

に引き続き、「現在、非常に確かで高品質なブルゴーニュの白ワインを造るようになっており、

この造り手を”商業的”だからと避けることは完全に間違っている」と指摘しています。 

 

「私達はいわばテロワールの番人。畑に出て作業することは田舎では常識さ！」 
――『ヴィニュロン』2015 年秋号より 

エリックは、葡萄畑での仕事を何よりも重要だと考えています。自社で管理する葡萄畑はもちろ

ん、契約農家からの買い葡萄についても殺虫剤や除草剤を使用していません。エリックは『ヴィ

ニュロン』誌で、「以前、畑の管理が十分でないと私が判断した農家との商談を断ったことがあ

るよ。彼らが持っていた畑がどれだけ素晴らしいアペラシオンだったかということは関係なし

にね。契約農家であっても、葡萄を買う時は、オーガニック、もしくはそれに近い形で栽培され

ているという事を大切にしているんだ」と語っています。ヴァンサン ジラルダンのすべてのワ

インは、この哲学のもとで造られています。エリックは醸造だけではなく、自ら畑を周り、「良

いワインは畑から」の哲学を貫いています。こうして育てられた葡萄は、その土地のテロワール

を浮かび上がらせる「ピュアでエレガント」なワインとして多くの方に親しまれています。 

 

ビオディナミ栽培で管理するムルソーのレ ペリエールの

畑。美しく健全な葡萄がワインの美味しさの秘密です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コルトン ルージュ グラン クリュ 2016 
Corton Rouge Grand Cru 
 

アロース コルトン村のレ マレショード（50％）と、ラドワ セリ

ニィ村のル ロニェ（50％）からのワインです。畑は赤身を帯びた土で、

小石が多く、茶色の石灰岩やカリウムを多く含むマールが多くみられる

土壌です。収穫は手摘みで行います。葡萄の選別は 2 回、最初は畑での

収穫時、2 度目はセラーの選果テーブルで行います。除梗、破砕した後、

ステンレスタンクに入れます。葡萄の品質を見ながら少しだけ全房の葡

萄も使います。数時間、低温マセラシオンをした後、温度コントロールしたステンレスタンクで発酵させま

す。この間、ルモンタージュを行います。やわらかくプレスした後、フレンチオークのトノー（新樽約 30％）

に移しマロラクティック発酵、さらにそのまま約 15 ヶ月熟成させます。ボトリングの 1 ヶ月前にそれぞれの

樽をブレンドします。清澄、濾過は行いません。ボトリングは月のカレンダーに従って行います。たっぷり

と豊かな野生のベリーやスグリを思わせる果実、キルシュ、そしてスミレのアロマが広がります。ワインが

開くにつれ、森の下生えや、なめし皮や毛皮のような動物的な香り、さらに胡椒や甘草のニュアンスも感じ

られます。口当たりは力強く、骨格があり、非常に表現豊かです。しっかりとしたボディがあり、引き締まっ

ています。 

★「ワイン エンスージアスト 2019.12.1」で 95 点＆「TOP 100 CELLAR SELECTIONS 2019」で 67 位に掲載 

★「ワイン スペクテーター2019.10.31」で 92 点、「ヴィノス 2018.1」で 91-93 点。 
 

 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／コート ド ボーヌ  

生産者：ヴァンサン ジラルダン 葡萄品種：ピノ ノワール 

熟成：フレンチオーク(新樽 30％)で約 15 ヶ月 

品番：FC-291／JAN：4935919312912／容量：750ml ¥18,700(本体価格¥17,000) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アロース コルトン ルージュ レ ヴィエイユ ヴィーニュ 2015 
Aloxe Corton Rouge Les Vieilles Vignes 

土壌は石灰岩に少し粘土が混ざっています。樹齢はとても古く、この古い葡萄から素晴らしいワインが出来ま

す。葡萄の選別は 2 度、摘み取りの際に畑で 1 回、そしてセラーに運び、選果テーブルで 2 回目の選別をしま

す。部分的に除梗し、温度コントロール装置付きのステンレスタンクに入れ、発酵させます。出来るだけピュア

で葡萄の特徴が表現されたワインにするため、ルモンタージュはマストに影響を与えないよう、非常にやわらか

く行います。優しくプレスした後、フレンチオーク樽（新樽 20％）に入れます。マロラクティック発酵は、自

然の乳酸菌によって行われます。熟成はそのまま樽で澱とともに 14 ヶ月行います。月のカレンダーに従い、「果

実の日」、そして月が欠けていく時、に瓶詰します。濃い赤色、力強い赤い果実のアロマが広がります。しっか

りとしたタンニンのおかげで、力強さと同時になめらかさを持つワインになっています。 
 
 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／コート ド ボーヌ  

生産者：ヴァンサン ジラルダン 葡萄品種：ピノ ノワール 

熟成：フレンチオーク（新樽 20％）で 14 ヶ月 

品番：FC-162／JAN：4935919311625／容量：750ml         ¥8,140(本体価格¥7,400) 

 

pts 

Wine Enthusiast 

「ワイン エンスージアスト 2019.12.1」 
“TOP 100 CELLAR SELECTIONS 
OF 2019”に 67 位で掲載されました！ 
 
 
 

平均樹齢 80 年の区画から生まれる、骨格があり、非常にジューシーなワイン。 

「このワインを仕込むために葡萄を運んでくると、 

セラーが素晴らしい香りで埋め尽くされる」 
～醸造家 エリック ジェルマンのコメント～ 

 



  

 

 

 
 
 

ムルソー ブラン プルミエ クリュ 
レ シャルム ドゥシュ 2013 
Meursault Blanc Premier cru Les Charmes Dessus 
 

ムルソーの生産者として確固たる地位を築いたヴァンサン ジラルダンが造る自信

作です。ムルソー村には特級畑はありませんが、レ ペリエール、レ シャルム、レ ジュヌヴリエールの３つのプルミエ ク

リュが、グラン クリュに匹敵する評価を得ています。ブルゴーニュの葡萄畑の区画は、” Dessus（ドゥシュ）”と”Dessous

（ドスュ）”に分けられている場合があり、通常、上部に位置する Dessus の方がより優れた品質の葡萄を生み出すと言われて

います。レ シャルム ドゥシュからのワインは、ムルソーらしいナッツやトーストのニュアンスを持ち合わせた、まるみの

あるスタイルが特徴的です。非常に力強く、ボリュームのあるワインになります。 
 

★「インターナショナルワインセラー」で 90-93 点、「ワイン アドヴォケイト 2016.12.1」で 90 点。 
 

 白・辛口  国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／コート ド ボーヌ 生産者：ヴァンサン ジラルダン 

葡萄品種：シャルドネ 熟成：フレンチオーク（新樽 20％）で 16 ヶ月以上 

品番：FB-446／JAN：4935919214469／容量：750ml  ¥15,400(本体価格¥14,000) 

 
 

 
 
 
 
 

ムルソー ブラン レ ナルヴォー 2016 
Meursault Blanc Les Narvaux 

丘の頂上にあり、とても痩せた土壌の畑で、粘土と石灰岩土壌です。斜面上部に位置す

るため、表土が浅く、ミネラル感のあるワインが生み出されます。ニューマティックプ

レスを使い、低い圧で圧搾します。澱引きした後、228L のフレンチオーク樽（15％新樽）で発酵、11 ヶ月熟成させます。ラッ

キングして古樽に移します。その後、6～7 ヶ月熟成させています。瓶詰の 1 ヶ月前にステンレスタンクに移してブレンドし

ます。「レ ナルヴォーは斜面上部の畑で、重たくはなりません。香りは、まるでその土壌に潜ったかのような、岩に対面し

たかのようなミネラルを感じることが出来ます。偉大なブルゴーニュ ワインを味わうという体験を、これから始めるのにふ

さわしいワインです。ジラルダンのフラッグシップのひとつです」とマルコは話していました。 

★「ワイン スペクテーター2019.6.30」で 93 点、「ワイン＆スピリッツ 2019.4」で 92 点。 
 

 白・辛口  国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／コート ド ボーヌ 生産者：ヴァンサン ジラルダン 

葡萄品種：シャルドネ 熟成：フレンチオーク(新樽 15％)で 11 ヶ月、古樽で 6 ヶ月 

品番：FC-231／JAN：4935919312318／容量：750ml ¥12,100(本体価格¥11,000) 
 
 
 

 
 
 
 
 

ヴォルネイ レ ヴィエイユ ヴィーニュ 2011 
Volnay Les Vieilles Vignes 

ヴォルネイの斜面を南下した区画に位置し、共に畑の上部がプルミエ クリュに格付

けされるレ リュレとラ ジゴットの葡萄を使っています。土壌は粘土と石灰岩から

なっていて、なだらかな斜面です。一部を除梗し、温度管理したステンレスタンクへ入れます。3 週間発酵させます。ポンピ

ング オーバーし、果帽をソフトに突き崩します。柔らかく圧搾し、フレンチオークの樽（15％新樽）で、澱と共に 14 ヶ月

以上熟成させます。月のカレンダーの「果実の日」に、ろ過も清澄もせず瓶詰めします。すみれの花やブラックチェリー、ブ

ラックベリー、ミネラルの豊かな香りがあります。濃縮していて、バランスがとれています。若い内から楽しめます。「ヴォ

ルネイはエレガントと言われるのは、葡萄が良く熟していないからそういった表現になるのではないだろうか。我々のヴォル

ネイのスタイルと言えばリッチ」とマルコは話していました。現在は熟成を経たことにより、ヴォルネイらしい優美な味わい

が表れており、リッチでありながらも心地よい飲み口が楽しめるようになっています。 

 

 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／コート ド ボーヌ 生産者：ヴァンサン ジラルダン 

葡萄品種：ピノ ノワール 熟成：フレンチオーク(新樽 15％)で 14 ヶ月 

品番：FB-823／JAN：4935919218238／容量：750ml ¥7,480(本体価格¥6,800) 

 

1 級畑ジュヌヴリエールの上部、丘の頂上に位置する村名格畑 

しっかりとしたミネラル感のあるムルソーを生む「フラッグシップのひとつ」 

ムルソーを代表する 1 級畑”レ シャルム” 
その中でも優れた区画からの葡萄を使用しています 

130本限り 

ヴォルネイらしく優美でソフトな質感がありながら、 

熟した葡萄を使用することにより果実味豊かな仕上がりとなっています 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ブルゴーニュ ブラン キュヴェ サン ヴァンサン 2017（左） 
Bourgogne Blanc Cuvée Saint-Vincent 
 
ムルソーとピュリニー モンラッシェ、シャサーニュ モンラッシェ、サン ロマンの葡
萄を使用しています。6 時半から作業をし、7 時半には葡萄を選び出します。ゆっくりと
抽出するために、軽く圧搾します。軽く澱引きした後、500L の樽（新樽無し）に入れま
す。発酵は区画ごとに行い、冷たくなりすぎないように 10～12 度の温度をキープしま
す。澱引きは 1 日に 1 回程行い、クリアにしすぎないよう気をつけ、10～12％程澱を残
します。すると自然な味になります。10 ヶ月熟成させます。ベントナイトで清澄し、珪
藻土フィルターで濾過します。月のカレンダーにしたがって瓶詰めします。きれいに出た
酸とミネラル香。舌の奥に感じる酸はフレッシュで、レモンのようです。少し厚みがあ
り、味わいは凝縮しています。 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／ブルゴーニュ 生産者：ヴァンサン ジラルダン 

葡萄品種：シャルドネ 熟成：500L の樽(新樽でない)で 10 ヶ月 

品番：F-154／JAN：4935919041546／容量：750ml  ¥3,300(本体価格¥3,000) 
 
 

ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ サン ヴァンサン 2017（右） 
Bourgogne Rouge Cuvée Saint-Vincent 
 
ブルゴーニュ ルージュはどこでも造られるワイン。だからこそハイクオリティのブル
ゴーニュ ルージュを造ると決めました。ポマール、ヴォルネイと、サン ロマンの境に
あるオート コート ド ボーヌの葡萄を使用しています。収穫量は 40hL/ha です。軽
く破砕し、低温で醸しを行い、ステンレスタンクで発酵させます。その間、ルモンター
ジュします。ニューマティックプレスで圧搾します。樽（新樽 10％）で 10 ヶ月熟成さ
せます。'16VT からはトップ ドメーヌが使用している珪藻土フィルターを使用するよ
うになり、ソフトな質感が得られるようになりました。ブラックチェリーのノートがある
非常に親しみやすい味わいです。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ブルゴーニュ 生産者：ヴァンサン ジラルダン 
葡萄品種：ピノ ノワール 熟成：樽(新樽 10%)で 10 ヶ月 

品番：FA-577／JAN：4935919095778／容量：750ml   3,300(本体価格¥3,000) 

ヴァンサン ジラルダンをトップ生産者へと押し上げた 

“エリック ジェルマン”の実力が光る最新ヴィンテージ！ AOC BOURGOGNE 

サヴィニー レ ボーヌ ブラン レ ヴィエイユ ヴィーニュ 2014 
Savigny Les Beaune Blanc Les Vieilles Vignes 
 

ヴァンサン ジラルダンは、グラン クリュからスタンダードクラスまで、幅広くワイン造りを行なっていま

す。グラン クリュやプルミエ クリュのワインはもちろん素晴らしいですが、近年のブルゴーニュワインは

価格高騰が著しく、いくら品質が高くても、限られた人にしかそれを伝えることが出来ません。このワインに

は、「マイナーなアペラシオンであっても素晴らしい畑を探し出すことで、クオリティを下げずに美味しいワ

インを造りたい」という思いが込められています。葡萄は、主にヴェルモ ドスゥの区画からのものです。葡

萄畑は、葡萄の成熟を遅らせる風と涼しい気温の谷にあります。ワインにミネラルを与える、とても不毛なひ

どく硬い石灰岩の砂利土壌です。葡萄は破砕せず、ニューマティックプレスを使い、ゆっくりと抽出するため

に低い圧力で圧搾します。マストは低温で静置し、ゆっくりと澱引きします。その後樽とワインが接触しすぎ

ないように 228Ｌでなく 500L のフレンチオークの樽（20％新樽）に入れます。良質の澱と共に 12 ヶ月熟成

させています。瓶詰の 1 ヶ月前に、異なる樽のワインをステンレスタンクに入れブレンドします。月のカレン

ダーに従って、「果実の日」に瓶詰します。花や果実の香り、フレッシュな風味が広がります。 
 
 白・辛口  国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／コート ド ボーヌ  

生産者：ヴァンサン ジラルダン 葡萄品種：シャルドネ 

熟成：500L のフレンチオーク樽（20％新樽）で、澱と共に 12 ヶ月 

品番：FC-035／JAN：4935919310352／容量：750ml       ¥5,280(本体価格¥4,800) 

 

「マイナー アペラシオンでも素晴らしい畑を探し出す」 

ヴァンサン ジラルダンの哲学を反映したワイン 


