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DOMAINE LA SOUMADE

現在ワイン造りの中心を担う、フレデリック

コート

ロメロ

デュ

ローヌのラストー村でワイン造りをするドメーヌ

ラ

スマドは古い樹齢の樹から

素晴しいワインを造っており、その品質には目をみはるものがあります。1979 年にアンドレ

ロメ

ロがドメーヌを設立し、1990 年には自家葡萄園元詰めをスタートしました。1996 年からは息子の
フレデリック

ロメロもドメーヌに加入し、2002 年に現在のワイナリーを建設しました。この年に

大きな変革が起こります。その当時から、また現在でも有名なエノログである、ステファン

ドゥル

ノンクールとそのチームがコンサルタントとして迎え入れられたことから、スーパースターへの階段
を駆け上ることとなりました。その当時は、バリック熟成を用いた、いわゆる筋肉質でパワフルなワ
イン造りが主流でした。15 年経過した現在もドゥルノンクールのコンサルタントは続いていますが、
フレデリック

ロメロを中心として、時代が求めるスタイルへの転換を今まさに行なっているのです。

ドメーヌの名声を築き上げた
アンドレ ロメロ

黄色と青色の粘土土壌が与えるラストーの個性
ラストーは粘土が多く、表層の黄色粘土、下層の青色粘土が特徴です。
こういった地質は熱が溜まりやすく、パワフルなスタイルになりやすい
と言われています。フレデリックは、「ケラーヌとラストーは似ている
よ」
。と語ります。標高差はあるものの、確かに弊社が取り扱うケラーヌ
の生産者ロワトワール
ります。

サン

マルタンの畑もまさしく同じ地質であ

キュヴェによって使い分ける、2 種類の発酵槽
ドメーヌ
ロー

ラ

スマドでは重力を利用して液体を移動させるグラヴィティ

フ

システムを採用しています。ドメーヌの入り口を入ると 2 階につながってお

り、ここは醸造用のセラーになっています。コート デュ ローヌ、スタンダードの
ラストーの発酵にはステンレス製発酵槽を使用します。それ以外のキュヴェは円錐
形の木製発酵槽を使用します。
この下の１階は熟成用のセラーになっており、
温度は 18-20 度に保たれています。
熟成用セメントタンク(46-56hL サイズ)、様々なサイズの樽(フードル、バリック、
トノーなど)が置かれています。
発酵終了後、ワインはステンレスタンク、もしくはフードルで 1 年以上熟成させま
す。その後、セメントタンクに移し静置します。セメントタンクを使用する利点と
して、ステンレスタンクよりも外的要因の少ない状態で保存できることを挙げてい
ました。ステンレスタンクでは、静電気などの外的要因の影響も受けてしまう為、
それは自分たちの求めている事に反するそうです。

バリック主体の熟成から、フードル熟成へ変更
2010 年ヴィンテージから、それまで主流だったバリック熟成からフードルに変更し
ました。「樽香が強いと、フィネスが隠れてしまう。」という考えから、様々な樽で試
した結果、液接地面の少ないフードルを選択しました。フードルは 40hL と 12hL の
サイズを使用します。また、樽の下には砂利が敷き詰められており、気温を低くし室
温をキープする効果と、砂利に水を撒いてセラー内の湿度を保つのに役立っているそ
うです。
実は、青色粘土層はかなり深い場所に形成されています。その深さまで葡萄の根がは
ることによって、非常に集約した実をつけることが出来ます。その為、以前まではバ
リックを使用した派手さのあるワインを造っていたものの、温暖化の影響もあり、今
までの造りでは重厚感が出過ぎてしまうことを懸念し、小樽を使わずとも集約感を出
すような造り方に変化してきています。

フレデリックが表現したかった
エレガントさやフィネスを感じられる 1 本
ラストー 2017
Rasteau

畑は 8ha。標高 80m で南～南西向き。粘土石灰岩土壌で、下層土には青色
粘土があります。栽植密度は、5,000 本/ha。コルドン仕立てで、葡萄は 1 本
に 6 房に制限します。収穫量は 35hL/ha です。グルナッシュとシラーは、混
醸します。ワイン造りはステンレスのオープンタンクで伝統的な方法で行い
ます。発酵温度は 25～30 度で、醸しは 14～18 日間行います。ステンレスタ
ンクで澱と共に 18 ヶ月熟成させます。香りは華やかでスパイシィ、タンニ
ンが強く、しっかりと目の詰まったワインです。
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【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ／ラストー
葡萄品種：グルナッシュ 70%、シラー20%、ムールヴェードル 10%
熟成：ステンレスタンクで澱と共に 18 ヶ月

品番：F-777／JAN：4935919047777／容量：750ml

¥3,080(本体価格¥2,800)

2017VT のラストーは樹齢 15 年から 30 年の葡萄から造られる。深みがあり、リッチでチョコレートのようなニュアン
スにプラムやスパイスを使ったケーキのノートがあり、フルボディでクリーミーな口当たり。長く、豊かな余韻の中にリ
コリスの魅力的な要素が感じられる。この先 6～7 年は美味しく飲めるだろう。
飲み頃：2019 年～2026 年 「ワインアドヴォケイト＃245 2019.10.31」

樽とタンクの絶妙なブレンド
酸とのバランスが抜群
2015VT

pts

ラストー キュヴェ プレスティージュ 2015

30 本限り Rasteau Cuvée Prestige

※無くなり次第 2017VT へ切り替わり

畑は粘土石灰岩土壌で、下層土は青色粘土です。標高は 80m で、南～南西
向きの斜面。コルドン仕立てです。収穫量は 35hL/ha。14 度で 5 日間プレ
マセラシオンさせます。栽植密度は 5000 本/ha。1 本に 6 房に制限しま
す。円錐形の木製発酵槽に入れ、25～30 度の間で発酵させます。醸しは 18
～25 日間行います。熟成は、50％はフードル（40hL）
、50％はコンクリー
トタンクで 18 ヶ月行います。ソフトな甘味、タンニンは非常に強く、酸も
コクもしっかりとした重い味わいです。
2015VT … ★「ワインアドヴォケイト#233」で 92 点
2017VT … ★「ワインアドヴォケイト#245」で 92 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ／ラストー
葡萄品種：グルナッシュ 70%、シラー20%、ムールヴェードル 10%
熟成：50%はフードル(40hL)、50%はタンクで 18 ヶ月

品番：F-778／JAN：4935919047784／容量：750ml

¥3,850(本体価格¥3,500)

2015VT のラストー キュヴェ プレスティージュもまた重量以上のパンチ力がある。半分をフードル、半分
をコンクリートタンクで熟成させたこのワインは、アニスやガリーグの魅力的な香りを持ち、ブラックチェリー
を感じる力強い口当たり、長くリッチなテクスチャを感じる余韻。 飲み頃：2017 年～2025 年
「ワインアドヴォケイト＃233」

青色粘土層に沿って植えたグルナッシュを使用
こだわりが詰まった珠玉の 1 本
あああああああああああああああああああ
200 本限り ラストー フルール ド コンフィアンス 2015

pts

Rasteau Fleur de Confiance

限定数量しか入手することが出来ないドメーヌ ド
ラ スマドのプレスティージュワインです。スマド
が最もこだわる青色の粘土層に沿って葡萄を植えて
います。畑は標高 150m。南向きの斜面の上のテラ
スです。ゴブレ仕立てで、栽植密度は 4,000 本/ha。
収穫量は、15～20hL/ha に抑えています。ワイン造
りは円柱型の木製タンクで伝統的な方法で行いま
す。発酵温度は 25～30 度です。醸しは 18～25 日間
行います。ピジャージュとルモンタージュします。
600L の樽（ドゥミ ドュイ）で 18 ヶ月熟成させま
す。きめの細かい強いタンニンと圧倒的なボリュー
ム感があり、これほど印象的なローヌワインには、
めったに巡り会えることはありません。
＜その他評価＞ ★「デカンター 2018.6」で 91 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ／ラストー
葡萄品種：グルナッシュ 90%、シラー10%
熟成：600L の樽で 18 ヶ月

品番：FC-208／JAN：4935919312080／容量：750ml

¥8,250(本体価格¥7,500)

ラインナップの中で最も印象的なこのワインからはクミンのようなエキゾティックなスパイス、赤のラズベ
リーの果実のノートが広がり、リッチでヴェルヴェットのようなテクスチャを持つ。全体がしっかりと纏まる
までボトルで 1、2 年寝かせると素晴らしくなる将来のスター。グルナッシュはすべて暑く乾燥した年でもよ
い葡萄が出来る青色粘土土壌からのものを使用している。 飲み頃：2019 年～2030 年
「ワインアドヴォケイト＃233」

