
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パルデバジェスは、1949 年ラファエル アロンソにより設立されました。土

着品種であるプリエト ピクードとアルバリンの発展のために力を尽くし、

D.O. レオン躍進の原動力となった生産者です。プリエト ピクードは株仕立

てにするという伝統を破って、最も早く垣根仕立てにした生産者でもあります。

株仕立ては地面の非常に近くで栽培するため、昔から腐敗が問題になっていま

した。 

また、通常ベルデホにブレンドするものという認識だった地葡萄アルバリン 

の将来性に注目し、2003 年に 3ha 植樹。そして、2008 年に初めてアルバリ

ン 100％のワインをリリースし、プリエト ピクードに続き、アルバリンで

も先駆者となりました。当時、アルバリン単一でのワインはパルデバジェスだけしか造っていませんでしたが、「ペニンガイド」、「ワイン

アドヴォケイト」で高評価を得ると、それを見て周りの生産者も造り始めるようになりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ D.O.レオン ＞ 

州の古都レオンを取り囲む一帯で、畑は標

高 700～900m の堆積土に広がっていま

す。石灰質も含まれ、水はけも良く、冬は

マイナス 10℃まで下がる厳しさで、春霜

の危険もあります。 

2008 年に DO に認定され、白、ロゼ、赤

が生産されていますが、プリエト ピクー

ドによる赤ワインが大半を占めています。

プリエト ピクードは非常に香りの高い

個性的な黒葡萄ですが、収量が低く病気へ

の耐性が低いのが特徴です。 
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プリエト ピク―ドは自発的に枝が地表に向かって伸びる特殊な品種のため、湿気に

よりすぐ病気になってしまいます。そのため、かつては４年に 1 度しか、ワイン造り

が出来るレベルの葡萄が育ちませんでした。パルデバジェスでは、80 年代後半に、2

代目のホセ ラファエルがリベラ デル ドゥエロの友人のテンプラニーリョに仕立

てのヒントを得て、プリエト ピクードの仕立て方を変えました。それは、この地域

では初めて試みでした。その後は、太陽の光を十分に受けることができ、パルデバジェ

スの葡萄だけが完熟するようになりました。かつては 4 年に一度しか良い葡萄はでき

ませんでしたが、今では安定して良い葡萄を造れるようになりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プリエト ピクードの粒は非常に小さく、プリエト=コンパクトで、ピクード=オリーブ形という意味

です。粒に対する果汁の比率は、テンプラニーリョが 75％であるのに対し、プリエト ピクードは 60％

しかありません。また、実に対して種の比率も高いと言えます。それは葡萄自体が濃縮しており、パワ

フルであるということです。タンニンの質はプティ ヴェルドやネッビオーロ、カベルネ ソーヴィニ

ヨンに似ています。そのため、注意深く醸造しなければタンニン豊富でパワフルすぎるワインになって

しまい、非常に難しい品種でもあります。 

「私たちは、発酵前にタンニンの抽出を行うことで、ワインのタンニンが力強くなりすぎないようにし

ている」とラファエルは語ります。例えば、テンプラニーリョの場合、発酵後に圧搾しジュースを取り

出します。それに比べて、プリエト ピクードでは醸しの後に圧搾しジュースだけを取り出し発酵させ

ます。発酵前に果皮を抜き、色、タンニンが強く出ないようするのです。ガモナルやカロレオンは通常

通り、発酵が終わるまで果皮は取り除きません。 

 
 

 

現在、ラファエルを中心にワイン造りをしています。彼はマドリッドで醸造学を学

び、1999 年にボデガに戻ってきました。そしてワインメーカーとして加わり、グ

リーンハーベストなど新しい技術を取り入れました。また、地葡萄のアルバリン ブ

ランコの将来性に注目し、2008 年に初めてアルバリン 100％のワインをリリー

スしました。 
 

アルバリンの畑はゴロゴロした石が大量にある土壌で、畑にはオーガニックなもの

しか使っていません。年間 500 ㎜という少ない降水量の土地で、少ない水分も吸

収してしまうことから、雑草は生やしません。アルバリンはアロマが最も重要とラ

ファエルは語ります。特に 8 月に形成されるアロマが重要と考えています。この

エリアは標高が高いため、8 月は昼の気温は 38 度まで上がり、夜は 19 度まで下

がります。昼と夜の寒暖差が 20 度近く違い大きいため、素晴らしいアロマが生ま

れます。 
 

アルバリン、ロゼ、プリエト ピクードについては機械で収穫を行います。機械で

行うのは 10 度以上に葡萄の温度が上がらないように一気に収穫をする必要がある

ためで、朝 4 時に収穫を初め、遅くても 11 時までに収穫を終わらせます。

他生産者のプリエト ピクードの樹。傘の様に地表に広がっ

ています。若ければ矯正できるが、これは樹齢 100 年近く

で矯正するのは非常に困難とのこと。 

ガモナルの畑：13ha、20 年樹齢、ダブルグイヨ仕立て。遅熟品種にとって石混じりの

土壌は、石の熱で温まるため良い効果があるとのこと。 



  

 

 

 

「収穫してからセラーに葡萄が到着するのは、10 分以内でないとならない」というの

がラファエルの哲学です。除梗した葡萄はステンレスタンクにいれて 8～10 度に葡萄

の温度を保ちます。冷やすことで酸化を防ぎ、発酵が始まらないようします。このステ

ンレスタンクの下にコンクリートタンクがあり、プレスせず完全なフリーランジュー

スのみを、重力を利用して下のコンクリートタンクに移します。そして発酵が行われま

す。発酵温度は 10～14 度に抑えて、アロマティックさをより引き出しています。酵母

は 100%天然酵母使用します。高い温度、プレスするとアルバリンの良さが失われて

しまいます。非常にデリケートで難しい品種だということが分かります。その後 1 ヶ

月澱と共に寝かせ味わいを見ながらバトナー

ジュを毎日行います。ラッキング後、ボトリング

を行います。ロゼに関しても重量で醸すためプ

レスはしません。色を見てモストを取り出すタ

イミングを決めます。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

アルバリン ブランコ 2019 
Albarín Blanco 
 
アルバリン ブランコは、従来ブレンド用品種と考えられていましたが、ラファエルがその味わ

いに興味を持ち、アルバリンだけでワインを造ることを決意しました。2003 年に 3ha 植樹、2008

年に初めてリリースしました。畑は標高 820m、大陸性気候の影響を受け、昼夜の寒暖差が激し

くなっています。畑は石の多いやせた沖積土壌です。夜間の冷えた状態のまま摘み取るために、

朝 4 時から機械で一気に収穫します。除梗した葡萄は、ステンレスタンクに入れて酸化を防ぎ、

発酵が始まらないよう 8～10 度に保ちます。プレスせず完全なフリーランジュースのみを、重力

を利用して下のコンクリートタンクに移します。発酵温度は 10～14 度に抑えて、アロマティッ

クさをより引き出しています。その後 1 ヶ月澱と共に置いて、味わいを見ながらバトナージュを

毎日行います。ラッキング後、瓶詰

めします。 

 
緑がかった麦わら色。新鮮なフルー

ツのアロマ、アルバリンの特徴であ

るエキゾチックなハーブのタッチ

があります。口に含むと、フレッ

シュで酸味があり、フルーティ。持

続性があってフルボディで味わい

深く、バランスがとれています。魚

介類、パスタ、お米料理と。 

★「ペニンガイド 2021」で 90 点 

 

【白・辛口】国／地域等：スペイン／D.O. レオン   

葡萄品種：アルバリン  熟成：コンクリートタンク 

品番：S-169／JAN：4935919071697／容量：750ml ¥2,090(本体価格¥1,900)

ステンレスタンクの下にある 

コンクリートタンク ジュースと皮を分けるフィルター 



  

 

 

 

 

 

 

 

パルデバジェス ロサド 2020  
Pardevalles Rosado 
 
ラベルの花はユリです。プリエト ピクードのアロマにはユリ

の花の香りの要素を持っています。畑は自家畑（コンセヒル、

エル ガモナル）で、標高 820m。丸石の多くみられる沖積土

壌で、垣根仕立てのダブル ギヨーです。樹齢は 10～20 年で

す。気候は大陸性です。収穫は 10 月初旬に、機械で夜間行い

ます。12 時間スキンコンタクトを行い、その後タンクに移し

圧搾。48 時間静置して、澱下げします。13 度に温度管理しな

がら、ステンレスタンクで発酵します。清澄とろ過をして、瓶

詰めします。 

 
苺のようなしっかりとした濃いバラ色で、透明感と輝きがあります。苺を思わせるフレッシュで豊かなア

ロマ、かすかに柑橘類のニュアンスがあります。味わいはフレッシュでコクがあります。サラダ、お米料

理と一緒に。魚やローストチキン、冷たい前菜にも合います。 

 

【ロゼ・辛口】国／地域等：スペイン／DO レオン     

葡萄品種：プリエト ピク―ド 

熟成：ステンレスタンク 

品番：S-170／JAN：4935919071703／容量：750ml ¥1,870(本体価格¥1,700) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パルデバジェス ティント プリエト ピクード 2019 
Pardevalles Tinto Prieto Picudo 
 

畑は、主に粘土質土壌で、少し石が混じっています。南向きで、標高 830m にあります。

夜間の冷えた状態のまま摘み取るために、朝 4 時から機械で一気に収穫します。4 日間出

来るだけ低い温度でマセラシオンします。上部が細くなった 150hL のステンレスタンク

で、温度管理の下発酵させます。マロラクティック発酵はタンクで行い、澱と共に熟成さ

せます。プリエト ピクードはタニックで酸が強いので、早く飲めるようにするため、24～

26 度だった発酵温度を 14 度まで下げ、マセラシオンを 20 日から 10 日に短くしました。

この変更は 2014VT からで、その特徴が良く表れています。 
 

青みがかった濃いチェリーレッド。赤い果実のアロマがあり、厚い果皮からの素晴らしい

タンニンがあります。ラベルの花は、リコリスです。このエリアに沢山生えていて、プリ

エト ピクードで造られるワインに典型的なアロマのキャラクターです。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／D.O. レオン    

葡萄品種：プリエト ピクード 

熟成：タンクで澱とともに熟成 

品番：S-180／JAN：4935919071802／容量：750ml  

¥1,980(本体価格¥1,800) 



  

 

 

 

 

 

 

 

ガモナル 2016 
Gamonal 
 
畑は単一畑のエル ガモナルで、標高 620m。粘土質土

壌で、樹齢は 20 年です。気候は大陸性です。15kg 入り

の箱を使い、手で収穫します。発酵前に低温で 4 日間醸

しを行います。150hL のステンレスタンクで低めの 20

度に温度管理しながら発酵させます。発酵と醸しには 14

～18 日間かけます。マロラクティック発酵させます。

225L のフレンチオークの樽（60％）、アメリカンオーク

の樽（40％）で、12 ヶ月熟成させます。卵白で清澄し、

出荷前に最低 9 ヶ月瓶熟させます。 
 

濃いチェリー、ガーネット色。熟した果実のブーケが、樽やかすかなリコリスの香りと素晴らしく混ざ

り合っています。フレッシュで力強い味わい。タンニンのビターなノートが、果実味と完璧に混ざり合

い、リッチで肉厚な口当たり、長い余韻があります。グリルした赤身肉やジビエ、ハムやサラミなど加

工肉、ラムや熟成した羊のチーズと。メキシコ料理や韓国料理など、スパイシーな料理にも合います。

ガモナルは、地元ではガモンという名前で知られる花で、畑の近くに沢山生えています。 

★「ペニンガイド 2021」90 点  ★「ジェームス サックリング.com」93 点 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／D.O. レオン    

葡萄品種：プリエト ピクード 

熟成：フレンチオーク（60%）とアメリカンオーク（40%）で 12 ヶ月 

品番：S-172／JAN：4935919071727／容量：750ml ¥2,750(本体価格¥2,500) 

 
 

 

 

 

 

 

カロレオン 2011 
Carroleón 
 

カロレオンは、単一畑で、「レオンへの道」の意味。セラーから 10km

ほど離れた崖の上にあります。標高 820m で、大陸性気候です。昔

は川底だったため、大きな礫岩の土壌で、その石が日中の熱を保温し

ます。水はけも良くなっています。樹齢は 20 年以上です。15kg 入

りの箱を使って、手で収穫します。発酵前に 3 日間醸しを行います。

150hL のステンレスタンクで 28 度に温度管理しながら発酵させま

す。発酵と醸しには 18～22 日間かけます。マロラクティック発酵さ

せます。225L のフレンチオークの新樽で、19 ヶ月熟成させます。

卵白で清澄します。あまりにもパワフルなワインなので、セラーで数

年熟成させてから出荷しています。 
 

紫がかった濃いチェリー、ガーネット色。熟した果実のブーケが、樽

のスパイシーなロースト風味とうまく混ざり合っています。味わい

には持続性があり、複雑です。タンニンのビターなタッチは、かすか

に甘い果実味と素晴らしく調和し、非常に長い余韻があります。鶏

肉、パスタ、フィデウア（パスタのパエリア）、ラムと。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／D.O. ティエラ デ レオン   

葡萄品種：プリエト ピクード 熟成：225L のフレンチオークの樽で 19 ヶ月、瓶で 5～6 年熟成 

品番：S-173／JAN：4935919071734／容量：750ml ¥4,400(本体価格¥4,000) 

 


