ペレス クルス
ワインメーカーを務めるヘルマン ライオン

ペレス クルスは設立から 19 年とその歴史はまだ浅

マイポ アンデス特有の気候と土壌

カベルネの名手が生む
“洗練されたプレミアム チリ”

いですが、設立より約 40 年前の 1963 年に、パブロ
レスが既にマイポ
た。パブロ

ペ

アンデスの土地は購入していまし

ペレスの他界後、彼の妻のマリアナと 11 人

の子供たちがワイナリー設立のプロジェクトをスタート
したのが 80 年代後半で、最初の葡萄が植えられたのが
1994 年のことでした。当初は葡萄を他の生産者へ販売し
ていましたが、彼らが育てる葡萄は周囲のからの評判が
よく、自社での瓶詰めを決意しました。その後、数年かけ
てワイナリー運営について学び、遂に 2001 年にペレス
クルスを設立、翌年 2002 年にペレス

クルスの名で

ファーストリリースしました。
ペレス

クルス家は国内でいくつかの事業を展開して

いますが、ワイン造りは、自分たちのファミリーネーム
「ペレス クルス」を付けた唯一の事業です。
「ワイン造
りは、私たち家族にとって大切なものだから、自分たちの
名前をつけた。他の事業とは思い入れが違う」とオーナー
のアンドレ

ペレスは語ります。チリ全体の生産量のお

よそ 80％が大規模なワイン企業によるもので、ぺレス
クルスのような家族経営のワイナリーは非常に少なく、
プレミアム

↑樽熟成庫

↑独創的な外観をもつワイナリー。セラーは、重力
に逆らわずに醸造ができる（クラビティフローシス
テム）設計にされています。

チリ

ワインの生産者として、更なるチリ

ワインの発展に尽力しています。これまでにチリ国内の
みならず、ワイン専門家やアメリカやイギリスのワイン
専門誌で多くのワインが高い評価を得ています。

土壌と気候
ぺレス

クルスはマイポ

ヴァレー

の中でもアンデス山脈の麓、標高が高
いマイポ

アンデスに位置していま

す。このアンデス山脈の麓というロ
ケーションこそが優れたワイン造り
が出来る重要なポイントです。寒流の
フンボルト海流の影響で太平洋側か
らの冷たい風と、東のアンデス山脈か
ら畑に吹き降ろす冷たい風、そしてア
ンデス山脈の麓に広がる特有の土壌
がワイン造りに影響を与えています。
さらに、気候についてマイポ アンデスは日中の最高気温の平均と夜の最低気温の平均の差が 20 度以上あるという気候も重要なポイントです。
このように大きな昼夜の寒暖差があるおかげで、葡萄は十分な酸、フレッシュな果実味とアロマを保つことが出来ます。この要素はペレス

クル

スのワインを飲んだ際に感じて頂けるはずです。

マイポ アンデスはカベルネ

ソーヴィニヨンにとって理想的な土壌

ぺレス クルスのワインはすべて自家畑の葡萄から造られます。畑がある場所は、大昔は川底でした。砂利や丸石、岩が非常に多く、やせた土壌で
非常に水はけがよい土壌です。これらの石や岩、砂利は山から川によって流され、運ばれてきた堆積土壌です。葡萄の根は石や岩の間を縫うように、
地中深く伸びていきます。「ワイン造りに関わる人がこのような土壌を見たらすぐにカベルネ ソーヴィニヨンに理想的だと思うでしょう。これと
似たような組成を持つ土壌は、他のワイン産地では、フランスのボルドーのメドックが挙げられます」とヘルマン ライオンは語ります。
ペレス クルスでは 1994 年、
最初に葡萄を植えるにあたり、
60 ヶ所に穴を掘って、どの葡
萄がその土壌に適しているの
かを調査しました。さらに
2007～2010 年にかけて、土壌
分析の専門家ペドロ

パラと

共に再度土壌のリサーチを行
いました。

砂利や丸石が多い土壌

地中深くに伸びる葡萄の根

ペレス クルスの品質の鍵を握るワインメーカー “ヘルマン ライオン”
ペレス クルスのワイン造りは、ワインメーカーを務めるヘルマン ライオンが中心となり行っています。
彼はワイナリー設立当初よりワインメーカーを任されており、長年ペレス
した。生産量のほとんどが赤ワイン、その中でも、カベルネ

クルスのワインを支えてきま

ソーヴィニヨンを使ったワインが多くを占

めるワイナリーで長年ワイン造りをしてきたこともあり、2017 年に来日した際には、
「まさに自分はカベ
ルネ

ソーヴィニヨンのエキスパートだ」と冗談交じりで話していました。

樽の風味が中心ではなく葡萄の個性を求めた、洗練された質感の良いスタイル
これが “プレミアム チリ ワイン”を生むペレス クルスの最大の魅力
ペレス クルスのワインは 2003 年頃までは、100％新樽を使い、樽の風味がしっかりとしたスタイルで
した。しかし、そうしたワインが市場に溢れる中、樽の風味ではなく葡萄の個性が感じられるワインにし
たいと考えるようになりました。さらに 2007 ヴィンテージから抽出の仕方も変え、これまでよりもやわ
らかくエレガントなスタイルに仕上げるようにしました。2013 ヴィンテージからは、酸のバランスを意識
し、それまでよりも収穫を早めました。

カベルネ ソーヴィニヨンをはじめ、
多種のアイテムが高い評価を得ています
このように、マイポ

アンデスと葡萄の個性を追い求めた取り組み

が評価され、ぺレス クルスのワインは「ワインアドヴォケイト」や
「ワインスペクテーター」
、そして「デカンター」誌など様々なワイ
ン専門誌で高い評価を得ています。そして、そして 1 種類だけでな
く様々なアイテム、様々なヴィンテージが高評価を得ていることが
ペレス

クルスの凄みです。これはどのワインも安定して継続的に

高い品質を保ち続けていることを証明するものです。

デカンター ワールド ワイン アワーズ 2018
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レセルバ（W-011）よりも樹齢の古い樹の葡萄を使い、ボリューム感も骨格もワンランク上

バランスと質感の良さがあり、ボルドーワインを彷彿とさせるスタイル

カベルネ

ソーヴィニヨン

リミテッド

Cabernet Sauvignon Limited Edition

エディション

2016

最も古い、1994 年に植えた 20 年樹齢のカベルネ ソーヴィニヨンを使っています。土壌は、礫
岩です。除梗して破砕、ステンレスタンクに入れ 10 度で 4 日間醸しをします。発酵中にポンピ
ングオーバーします。醸しの期間は 30 日です。フレンチオーク樽（新樽、1 年樽各 50％）でマ
ロラクティック発酵、14 ヶ月熟成させます。熟成したカベルネの良さが感じられます。レッド
ベリーとスパイスのアロマ、力強いタンニンがあり、大変よく構成されたワインです。
＜その他評価＞
★「ワインアドヴォケイト 239」で 91+点 ★「ジェームス サックリング COM.」で 91 点
★「ティム アトキンＭＷ」が 93 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン、他
熟成：フレンチオーク樽（新樽、1 年樽各 50％）で 14 ヶ月

品番：W-059／JAN：4935919080590／容量：750ml

¥2,530(本体価格¥2,300)

最高の区画の葡萄を厳選して造る、カベルネのトップ キュヴェ
カベルネのエキスパートの力量を感じさせる

pts

ピルカス カベルネ ソーヴィニヨン 2014
Pircas Cabernet Sauvignon

300 本限り

ペレス クルスが所有する畑の中で最高の区画の葡萄を選別して造るトップ キュヴェ。この区画は、アンデスの山か
ら崩れた石や土による崩積土と、川によって運ばれた砂利や丸石が多く見られる堆積土の両方が混ざる土壌です。この
場所で育つ葡萄は、テロワールの個性が最もよく表れています。山からの土は、果実味と深みを与え、川からの土はスパ
イシーさ、フレッシュさ、そしてエレガンスを葡萄に与えます。収穫した葡萄は 100％除梗します。熟成はフレンチオー
ク樽で 14 ヶ月、全体の 50％に新樽、残りの 50％に 1 年樽を使用しています。熟した赤い果実のアロマにブラックペッ
パーのニュアンス、そしてかすかにハーブを思わせるニュアンスがあります。グラスに注ぐとさらに複雑さが増し、広が
りがあります。たっぷりとフルボディでありながら、フレッシュで、良くこなれたタンニンが心地よく感じられます。
＜その他評価＞ ★「デスコルチャドス 2018」で 94 点

★「ティム

アトキン 2018 レポート」で 93 点

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン
熟成：フレンチオーク樽で 14 ヶ月(50％は新樽、50％は 1 年樽)

品番：W-078／JAN：4935919080781／容量：750ml

¥5,280(本体価格¥4,800)

2014VT のピルカス カベルネ ソーヴィニヨンは、12ha の非常に品質の安定した畑からのワインで、この畑は石の多い土壌でクラシカルなスタイルのマイ
ポのカベルネが出来る。このエリアの 2014 年は 2013 年よりも少し涼しかった。（中略）冷涼な年のマイポのクラシカルなスタイルのカベルネで、熟度な抑
制の効いており、ペッパーやバルサムを思わせるアロマがある。口当たりはミディアムボディ、この品種の持つエレガントなタンニン、ハーブを感じるフィ
ニッシュ。今でも美味しく飲めるが、ボトルで熟成出来るポテンシャルを持つ。
「ワインアドヴォケイト＃239」

2013 のファーストリリース後、ヴィンテージが変わっても
高い評価を得ている注目のカベルネ フラン

pts

個性ある品種の良さを見事に引き出した
ヘルマン ライオンの力量を感じる 1 本

pts

カベルネ フラン

リミテッド エディション 2016

Cabernet Franc Limited Edition

ペレス クルスのワインに使用する全ての葡萄が栽培されるリグアイは、アンデス山脈の麓、マイポ ヴォレーのサブ
リージョン、標高約 440～520m のマイポ アンデス地区に位置しています。27 日間の醸しを行った後、14 ヶ月フレン
チオーク樽（新樽ではない）で熟成させています。そのため、香り高く、洗練されたスパイスが際立つ、エレガントなワ
インに仕上がっています。風味が損なわれない程度に軽くろ過します。赤い果実のアロマやスパイスの香りがあり、バラ
ンスが良く素晴らしい味わい。長い余韻があります。リミテッド エディションの中でも非常に個性的なワインです。
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：カベルネ フラン、他
熟成：フレンチオークの樽（新樽でない）で 14 ヶ月

品番：W-070／JAN：4935919080705／容量：750ml

¥2,640(本体価格¥2,400)

柔らかく、しなやかなタンニンが特徴。チリ国内でも人気があるワイン

カルムネール リミテッド

Carménère Limited Edition

エディション 2017

温度管理したステンレスタンクで発酵、225L のオーク樽に移し、マロラクティック発
酵させます。14 ヶ月フレンチオーク樽（新樽、1 年樽各 50％）で熟成させます。スパ
イシーで柔らかなタンニンがあり、果実の甘みも感じられるので、スパイシーな料理
やチキンによく合います。
★「デカンター ワールド ワイン アワード 2019」で 91 点＆シルバー獲得
★「デスコルチャドス 2019」で 92 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：カルムネール、他 熟成：フレンチオークの樽（新樽、1 年樽各 50％）で 14 ヶ月

品番：W-013／JAN：4935919080132／容量：750ml

¥2,640(本体価格¥2,400)

アルゼンチンのマルベックとは異なり、エレガントでしなやかなスタイルに仕上げました

コット リミテッド エディション 2015
Cot Limited Edition

「コット」はマルベックのフランス名。35hL/ha というフランスのグラン クリュ並の少ない収穫量です。温度管理し
たステンレスタンクで発酵させてから、フレンチオークの樽（新樽、1 年樽各 50％）で 14 ヶ月熟成させています。
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：コット（マルベック）
、他
熟成：フレンチオークの樽で 14 ヶ月

品番：W-012／JAN：4935919080125／容量：750ml

¥2,640(本体価格¥2,400)

フランス的要素を感じさせるシラー。
ペレス クルスの中でも生産量が少ない、貴重なアイテムです。

シラー リミテッド エディション 2017
Syrah Limited Edition

シラーにグルナッシュ、ムールヴェードルをブレンドしてよりフレッシュなスタイル、フランス的要素のあるワイン
となっています。より酸のあるスタイルを目指しているので、シラーは過完熟しないように成熟具合を丹念に観察し
ます。コットと同様 35hL/ha と、驚くほど収穫を低く抑えています。選果テーブルで選別し、破砕して 4 日間 10 度
の低温で醸しをします。柔らかなタンニンを抽出するため、発酵と 30 日の醸しの間、手動でポンピングオーバーしま
す。マロラクティック発酵はフレンチオーク樽（30％新樽）で行います。樽熟成期間は 14 ヶ月です。全体の 5％程の、
生産量の少ないワイン。オーストラリアのシラーと比較すると、どちらも温暖ですが、アンデスの涼風のおかげで、
エレガントで、ブラックペッパー、ブラックベリー、スモーキーなタッチがあります。
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：シラー、他
熟成：フレンチオークの樽（30％新樽）で 14 ヶ月

品番：W-014／JAN：4935919080149／容量：750ml

¥3,080(本体価格¥2,800)

プティ ヴェルド 100％で造る希少アイテム
個性溢れる 1 本
チャスキ プティ ヴェルド 2015

100 本限り

Chaski Petit Verdot

育てることが難しく、通常ブレンド用に少量使われることの多いプティ ヴェルド 100％の珍しいワインです。2006 年に
植えた若い樹のため、収穫量を 24hL/ha と思い切って制限しています。5 日間 9 度で低温の醸しを行います。タンクで発
酵させ、柔らかくしかも濃縮したワインとするため、その間ポンピングオーバーします。醸しは 25 日間です。フレンチ
オークの樽で 14 ヶ月熟成させています。「チャスキ」は、インカ帝国の言葉で「メッセンジャー」を意味し、ラベルに、
チャスキが走った小石で作られた道が描かれています。畑の一部には、実際に道が残っています。
★「デカンター ワールド ワイン アワード 2019」で 91 点＆シルバー獲得
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー 葡萄品種：プティ ヴェルド
熟成：フレンチオーク樽(新樽 40%、1 年 50%、2 年 10%)で 14 ヶ月

品番：W-043／JAN：4935919080439／容量：750ml
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¥3,960(本体価格¥3,600)

ペレス クルスのトップ キュヴェのひとつ
質感の良さと深み、風格をもった 1 本

リグアイ 2015

100 本限り

Liguai

「リグアイ」とは先住民のマプーチェ族の言葉で「預言者」を意味し、この場所の地名にもなっています。葡萄はタ
ンニンとフレイバーが完全に熟した状態で収穫します。軽く破砕し、ステンレスタンクに入れ、発酵前に 10 度で 4
日間コールドマセラシオンを行います。スムーズなタンニンを得るためにやわらかなポンピングオーバーを行いま
す。マセラシオン期間はトータルで 30 日間。マロラクティック発酵はフレンチオーク樽（新樽と 1 年樽各 50％）で
行い、16 ヶ月熟成させます。ベリー、ペッパー、杉の香りにチョコレートや樽からくるトーストの要素が混ざる複
雑でエレガントなアロマ。しっかりとしたタンニンがあり、集約があります。持続性のある余韻が感じられます。
＜その他評価＞ ★「ティム アトキンＭＷ」が 94 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／マイポ ヴォレー
葡萄品種：シラー46%、カベルネ ソーヴィニヨン 30%、カルムネール 24%
熟成：フレンチオークの樽（新樽と 1 年樽各 50％）で 16 ヶ月

¥6,380(本体価格¥5,800)

品番：W-069／JAN：4935919080699／容量：750ml

カベルネ ソーヴィニヨン レセルバ 2017
Cabernet Sauvignon Reserva

選別の後、除梗して軽く破砕し、4 日間低温で発酵前の醸しをします。ステ
ンレスタンクで発酵、24 日間の醸しの後、アメリカンオーク樽 60％、フレ
ンチオーク樽 40％を使い 12 ヶ月熟成させます。その後、最低 3 ヶ月瓶で寝
かせます。深いルビーレッド、熟したレッドベリーとスパイスのアロマは、
ドライフルーツやバニラの風味をより一層引き立てています。すばらしい構
成のワインです。
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【赤・フルボディ】国・地域等：チリ・マイポ ヴォレー
葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン、他 熟成：アメリカンオーク 60%、フレンチオーク 40%で 12 ヶ月

品番：W-011／JAN：4935919080118／容量：750ml
品番：W-027／JAN：4935919080279／容量：375ml

¥1,760(本体価格¥1,600)
¥1,100(本体価格¥1,000)

