フランス／コート デュ ローヌ／ヴァケラス

ドメーヌ フォン サラド
娘のクレールがワイン造りに参加し、さらに洗練されたモダンなスタイルに

南ローヌらしい力強さとエレガンスを持つこだわりのワイン
今まさに変化している、ヴァケラスの新世代のドメーヌ
ドメーヌ

フォン

サラドは、ヴァケラスの北のポンシュの高台に位置する家族経営のワイナリー

です。オーナーのベルナール

ビュルルは、弊社のローヌワインの原点と言える造り手、エドモン

ビュルルの長男です。ベルナールは実家のあるジゴンダスを出て、隣村のヴァケラスにあるフォン
サラドを 2002 年に義父から引き継ぎました。その後の 2004 年にエドモンが他界し、実家のワイ
ナリーであるドメーヌ ビュルルが残されましたが、弟たちが後を継いでいます。ワイナリーはと
ても近いため、ベルナールが弟たちにアドバイスをすることもあります。
2015 年には、ベルナールの娘であるクレールがドメーヌに参加し、近年のワイン造りに大きな影
響を与えています。クレールが参加してからのワインは、南ローヌらしい力強さを持ちながらも、
洗練されたモダンなスタイルに仕上げており、エレガンスを感じさせます。クレールは 1993 年生
クレール ビュルル。訪問の際に

まれで、モンペリエ醸造大学を卒業後、オーストラリアのワイナリーで研修しました。若いですが

は、私たちの質問に対し教科書的

非常にしっかりとしており、私たちが訪問した際には、おしゃべり好きな父とその兄弟たちが大騒

に答えるのではなく、自分の考え

ぎするのを一喝する場面もあるほどです。聡明で快活な彼女の働きが、フォン サラドのワインを

を実直に伝えてくれました。

さらに磨きがかかったものにしており、今後も非常に楽しみな造り手と言えます。

ヴァケラスとジゴンダス――2 つのクリュの違いについて
フォン サラドはヴァケラスとジゴンダスの 2 つのクリュからそれぞれワインを手掛けていま
す。ジゴンダスは赤ワインとロゼワインしか生産できませんが、ヴァケラスは赤とロゼに加え
白ワインも生産できます。どちらも赤ワインの主要品種はグルナッシュで、南ローヌらしい力
強いワインではありますが、ヴァケラスの方がエレガントで、ジゴンダスの方がパワフルに仕
上がることが多いようです。
「ヴァケラスはシラーを、ジゴンダスはムールヴェードルを多くブレンドしています。ヴァケラスは標高が 68～254m とそれほど
高くありませんが、様々な要素のバランスが良いワインです。ジゴンダスは標高が 87～698m と高く、土壌は粘土が多くなりま
す。ワインのスタイルはより丸みがあって重く、アルコールのボリュームも感じられます」

クレールの理想的なワイン造りのためにセラーを新設

2015 年、ベルナールがクレールのために新しいセラーを完成させました。セラーには 200hl のコンクリートタンクが 16 個、120hl
のステンレスタンクが 10 個あります。以前までは 800hl しか醸造できなかったため、全てのワインを自社で生産できず、他の生
産者へ販売することもありました。現在は 2 倍以上の 1700hl を醸造できるようになっています。タンクの内部は合成樹脂でコー
ティングされています。タンクの温度管理は手動から自動になったため、とても機能的になりました。セラー内はとても清潔に保
たれていて、「シルクのような滑らかな肉付きのあるワイン造りを目指している」という言葉通りのワインが出来るのも納得です。

ベルナールがクレールにも触らせないほど気に入っている
「プラン ド デュー キュヴェ エゴイスト」の葡萄畑
ベルナールが学生の頃から好きで好きでたまらず、今もクレールに手伝わせないという、まさに「エ
ゴイスト」な畑です。父エドモンが、いとこの所有していた土地（当時は畑ではなく森でした）を借
り受け、いとこが亡くなった後に貰い受けました。1971 年、当時はまだ学生だったベルナールが、
父とともに植樹し、初めて管理を任された思い出の畑です。当初はアペラシオンもない手付かずの土
地でしたが、既にそのポテンシャルを見抜いていたという、偉大な父エドモンの先見の明が良く分り
ます。また、父から相続したベルナールも、シラーだけが植えられていた畑に、もしも AOC に認定
されたらグルナッシュやムールヴェードルが必要になると見越して、それらの品種を植えました。父
に似て先見の明のあったベルナールを象徴するエピソードといえます。

ビュルル家のワインを合わせるなら「サラミ」！ ぜひお試しください
フォン サラドとドメーヌ ビュルル、2 つのビュルル家のワイナリーはヴァケラス村とジゴンダ
ス村で隣同士ということもあり、訪問すると 2 軒のドメーヌのワインを一緒に試飲することにな
ります。ワインの品質をシビアに確認するのですが、彼らも分かっているのか、テイスティング
の際に必ず用意してくれるのが「ソシソン（サラミ）
」です。ビュルル家のワインとの相性は抜群
で、美味しすぎてついワインが進んでしまうほど……。これぞまさにマリアージュ！
他、テリーヌや肉料理との相性ももちろんおすすめです。

サラミの

Les Crus des Côtes du Rhône / クリュのワイン（AOC）
コート デュ ローヌの AOC の内、最上とされるクラスのワインです。ヴァケラスやジゴンダス、シャトーヌフ デュ パプなど、17 の村が
クリュとして認定されています。ヴァケラスはミネラリーでエレガント、ジゴンダスはボリュームがありパワフルといった違いがあります。

（左）ヴァケラス キュヴェ プレスティージュ ２０１５
Vacqueyras Cuvée Prestige
標高 150m のなだらかな斜面に位置する、14 区画の葡萄をブレンドしたプレスティージュ キュヴェで
す。ブラックベリーのアロマ、しっかりとしたボディと骨格があります。土壌は下層土に粘土を含むマー
ル（泥灰土）と丸い小石です。仕立てはコルドン ロワイヤで 1 本の樹に 6 房残します。
収穫量は 35hL/ha
です。低温で 20～25 日醸しをします。フランスのアリエ産のバリック（新樽でない）でマロラクティッ
ク発酵を行い、13～14 ヶ月熟成させます。ピジャージュに加え毎日ルモンタージュします。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：グルナッシュ、シラー、他
熟成：アリエ産のバリック（2～3 回使用した樽）で 13～14 ヶ月熟成

品番：FB-523 JAN：4935919215237

容量：750ml

¥4,400(本体価格¥4,000)

（右）ヴァケラス レ オート ド ラ ポンシュ ２０１６
Vacqueyras Les Hautes de la Ponche
単一畑「ラ ポンシュ」からのヴァケラスです。熟した赤いフルーツのアロマがあり、果実味は非常に
ピュアで、しっかりとした骨格とタンニンが感じられます。ドメーヌの裏にある標高の高い畑で、土壌
は粘土質マール、周辺にはガリーグ（野生のハーブ）が自生しています。葡萄の平均樹齢は 30 年、収量
は 35hL/ha です。収穫は手摘みです。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。コンクリートタンクで 10～12 ヶ月熟成させます。ろ過せず瓶詰めします。
★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2019」で 1 星
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
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

品番：FC-011 JAN：4935919310116

容量：750ml

¥3,520(本体価格¥3,200)

ジゴンダス キュヴェ レ ピジェール ２０１８
Gigondas Cuvée Les Pigières
単一畑「レ ピジェール」からのジゴンダスです。スパイシーで熟した香りや、パワフルな風味があり、余韻は長
く続きます。畑は標高 200ｍの丘にあり、面積は 1.25ha と小さく、土壌は下層土に粘土を持つ、痩せた石灰質マー
ル（泥灰）で、周囲にはガリーグ（野生のハーブ）が自生しています。ガレ ルレと呼ばれる石灰岩の石がごろご
ろしています。また、非常に風の強い場所です。仕立てはゴブレ、1 本の樹に 5 房付けます。収穫の際に、選別し
ます。収穫量は、35hL/ha です。100％除梗し、コンクリートタンクで 25 日発酵、醸しをします。毎日ルモンター
ジュします。圧搾前に澱引き、90％フリーランワイン、10％プレスワインを使います。ブレンドした後、タンクで
マロラクティック発酵させます。熟成もコンクリートタンクで、10 ヶ月行います。清澄はせず、軽くろ過します。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：グルナッシュ 50%、ムールヴェードル 25%、シラー25%
熟成：コンクリートタンクで 10 ヶ月

品番：FB-524

JAN：4935919215244

¥4,400(本体価格¥4,000)

容量：750ml

Côtes du Rhône Villages + 村（地域）名 / 地理的名称付きのヴィラージュ

ワイン（AOC）

クリュのワインに次ぐ上級ワインで、コート デュ ローヌ ヴィラージュに続いて村（地域）名を付記することが出来ます。サブレやシニャ
ルグなど、21 の村（地域）が認定されています。ラストーやケラーヌのように、クリュのワインに昇格することもあります。

プラン ド デュー キュヴェ エゴイスト ２０１８
Plan de Dieu Cuvée Egoïste

※無くなり次第 2019VT に切り替わります。

「AOC コート デュ ローヌ ヴィラージュ プラン ド デュー」は地理的名称付きのヴィラージュ ワインですが、村の名前が
ついていない珍しいワインです。中世の時代に山賊がはびこっており、低木の森林を抜けるには神に祈るしかなかったこと
から、
「神の平原（プラン ド デュー）」と名付けられたと言われています。ベルナールが好きでたまらず、クレールにも触ら
せない唯一の畑です。ヴィオレス村に位置するプラン ド デューの丘にある、1ha の単一畑の葡萄から造られます。プラム
を思わせるアロマがあり、バランスがよくしっかりとした骨格があります。大きな丸石が特徴的で、1 本の葡萄樹に 8 房付け
ます。収穫の際に選別します。収穫量は 40hL/ha。葡萄は混植混醸で、100％除梗しコンクリートタンクで 25 日間発酵と醸
しをし、ピジャージュも行います。圧搾前に澱引きし、90％フリーランワイン、10％プレスワインを使います。ブレンド後、
タンクでマロラクティック発酵し、コンクリートタンクで 12 ヶ月熟成させます。清澄せず、軽くフィルターを通します。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：グルナッシュ、ムールヴェードル 熟成：コンクリートタンクで 12 ヶ月熟成

品番：FB-522

JAN：4935919215220

容量：750ml

¥2,310(本体価格¥2,100)

Vallée du Rhône / その他の村名表示ワイン（AOC）
「AOC ヴァントゥー」のように単独の村名がついた AOC ですが、最上位のクリュとは異なり「AOC コート デュ ローヌ ヴィラージュ
+村名」や、
「AOC コート デュ ローヌ ヴィラージュ」
、
「AOC コート デュ ローヌ」の下位に位置しています。より親しみやすい味
わいで、コストパフォーマンスに優れたワインを見つけることが出来るため、まさに掘り出し物が多い AOP といえます。

（左）ヴァントゥー レ テール ルージュ ２０１７
Ventoux Les Terres Rouges

※無くなり次第 2018VT に切り替わります。

オービニャン村の単一畑「レ テール ルージュ」からのヴァントゥーです。生き生きとして香り高
く、カシスや赤い果実、花のアロマが感じられます。味わいには赤い果実や胡椒のニュアンスがあり
ます。土壌は砂と粘土です。収穫は手摘みで、収穫量は 35～40hL/ha です。グルナッシュは通常の
造り方ですが、シラーはアロマを抽出するために、4 日間 10～14 度でコールド マセレーション
を行います。コンクリートタンクで 12～14 日発酵し、少しだけ清澄します。毎日ルモンタージュ
します。温度を低く保てるコンクリートタンクを使用します。マロラクティック発酵の後ブレンド
し、ミクロ ビュラージュしています。コンクリートタンクで 7～8 ヶ月熟成させます。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：シラー、グルナッシュ、他 熟成：コンクリートタンクで 7～8 ヶ月

品番：FB-294

JAN：4935919212946

容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

（右）ヴァントゥー ル カリニャン ２０１８
Ventoux Le Carignan
ベルナールが好きな葡萄品種であるカリニャンを主体にした特別なヴァントゥーです。ファーストリ
リースは 2017VT です。アメリカの顧客がカリニャンのタンクを試飲した際に大変気に入り、これ
を主体にしたキュヴェを造って欲しいとオファーがあり、自分達でも満足したため製品化したそうで
す。熟したプラムやブラックチェリーを思わせる華やかなアロマが広がり、非常にフレッシュです。
かすかにスパイシーな要素も感じられ、非常にバランスがとれています。畑はヴァケラスの南、オー
ビニャン村にあり、樹齢 50 年の葡萄を主体にしています。土壌は砂と粘土で、収量は 35～40hL/ha
です。収穫は手摘みで行います。コールド マセレーションを行った後、コンクリートタンクで 10
～15 日間、発酵と醸しを行います。コンクリートタンクで約 6 ヶ月熟成させます。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：カリニャン、グルナッシュ 熟成：コンクリートタンクで約 6 ヶ月

品番：FC-232

JAN：4935919312325

容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

Vaucluse ／ ヴォークリューズ県の広域ワイン（IGP）
AOC の条件を満たさないワインですが、生産者によっては AOC では認可されていない品種や、複数の村をまたがるブレンドなど、より自由
度の高いワインを手掛けているため、クオリティが高いワインが発見できます。

（左）ヴォークリューズ ル カデ ２０１７
Vaucluse Le Cadet

※無くなり次第 2018VT（等級：ヴァン ド フランス）に切り替わります。

ヴァントゥーのメルロと、ジゴンダスのシラーを使用した特別なキュヴェです。
「ル カデ」はフォ
ン サラドのワインの中で「末っ子」であることを意味しています。作柄が良くない年はバルクで
売ってしまうほどのこだわりで、時代のニーズを考慮しスムーズで飲みやすいスタイルにしていま
す。スモーキーでビターな味わい。フィニッシュに豊かな果実味があるのでアルコールが気になり
ません。メルロは機械摘み、シラーは手摘みです。100％除梗し、あまり抽出が強くならないよう、
発酵は 10 日間にしています。メルロのみミクロ ビュラージュでタンニンを和らげています。
【赤・ミディアムボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：I.G.P.
葡萄品種：メルロ、シラー、他

品番：FB-417

JAN：4935919214179 容量：750ml

¥1,540(本体価格¥1,400)

（右）ル ブラン ヴィオニエ ２０１９
Le Blanc Viognier
ヴァケラスのヴィオニエを 100%使用して造る、生産量の少ない限定キュヴェです。ミネラル感と
洋ナシや白桃の香りがあり、凝縮した味わいが楽しめる余韻の長いワインです。魚料理や網焼きに
した海老などに良く合います。土壌は、砂とシルトです。早朝に収穫します。収穫量は 33～
40hL/ha。除梗も破砕もせずにすぐに圧搾し、茎を残すことで酸化を防いでいます。冷却装置のつ
いたステンレスタンクに入れ、発酵前に 4～5 度で 24 時間かけて不純物を沈殿させます。約 14 度
で 3 週間発酵させ、途中でバトナージュします。マロラクティック発酵はさせていません。
【白・辛口】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：I.G.P.
葡萄品種：ヴィオニエ 熟成：ステンレスタンクで 4～5 ヶ月熟成

品番：FB-384

JAN：4935919213844 容量：750ml

¥2,090(本体価格¥1,900)

