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最新情報は「メルマガ」で！
・登録はQRコードで簡単 ・限定品、最新入港案内

・読者限定「特別条件」 ・試飲会、セミナー優先案内

造り手の今をお届けします！

FACEBOOK & INSTAGRAM

Philippe Pacalet 
ミレジム 2019について/フィリップ・パカレ 

2019年も暑かった。日照量が多く、乾燥した気候が葡萄の成長サイクルを混乱させました。混乱しながらも葡萄樹は気候に適応し、非常に熟

度の高い果実を着けました。特筆すべきはコート・ドールとボジョレー、そして北ローヌでも、冬にあまり良くない雨が高い気温のまま長く続いた

事です。この影響で、同じく暑かった 2018年と比べて暑さを感じさせない、よりクラシックな味わいになっています。当たり前ですが 2018年と

は全く違うワインです。 

不安定な冬、そして春 
冬が早く終わり、気温が高かったので、芽吹きが例年より早かった。その後、5

月の気温は、ここ 30年間の中で一番低かった。この時期に葡萄の生育は鈍

化し、成長は一気に平年並みにまで遅れました。新梢を伸ばすには充分な水

分がありながら、気温は少し低めだったので葡萄はゆっくり生育することができ

た事は葡萄にとって良かった。毎年、この時期の問題は遅霜ですが、2019年

も、いくつかの区画で霜害を受けました。この冷たい気候は 6月の開花を区画

毎で大きな差を生み出します。これは 2019年の収穫での不均質な熟度を意

味します。 

暑い夏でも生育はバラツキが 
7～8月は何度か雷雨が発生したにも関わらず、暑く、乾燥していました。この

2ヶ月で開花時期の成長の遅れを取り戻す事はありませんでした。2019年の

葡萄は粒が小さかったのですが、この時期の水分不足が大きく影響していま

す。全体的に降雨量が少なかった。また生育は区画毎にバラツキがある状態

でした。よって収穫の際は各区画の熟度の状況を細かく監視して、収穫のタイ

ミングを決めることが大事でした。収穫は 9月 9日に始まりました。暑い年はこ

の収穫前の気候がワインの質に大きな影響を与えます。2019年は乾燥が続

きましたが、気温が 2018年より低かったのでアントシアニン、タンニンの熟度

が上がり、糖度も高いのに、しっかりとした酸を確保する事ができました。 

期間中は晴天が続き暑く乾燥した状態。9月 21日に終了しました。いくつか

の区画は葡萄の生育が遅く、熟度が足りなかったので収穫をかなり遅らせまし

た。区画毎に細かい見極めが重要でした。 

早くから美味しい年 
2019年はどちらかというと早熟な年。結実から、ずっと日照量が多く、乾燥していましたから高い糖度を得ています。しかしながら、雷雨などの

影響で区画毎の差異が大きく出たのもこの年の特徴です。植物は水分量及び窒素量によって生育サイクルが大きく変わります。2019年は水

分量が重要でした。水こそが、このミレジムの品質を決定した重要な要素と言えるでしょう。完全に熟した質の高い酸を味わえるブルゴーニュら

しさをしっかり感じさせるワインに仕上っています。 

 

■白ワイン 
今年のシャルドネは小粒で、しっかりとした骨格を持っていました。全房のままプレス機に入れて足で破砕。足で破砕することによって、プレスを

潤滑にします。また葡萄の果皮、茎に存在するフェノール類の要素を少し抽出します。また、野生酵母がモストと接触し、野生酵母の活動が

活発にしてくれます。2019年のように熟度の高い年のシャルドネは、しっかりとした骨格を与えてくれます。私達はヴァーティカルなプレスを使

用していますが、これを使うとモストは非常に力強く、リッチになってくれます。更に野生酵母に必要な栄養を与えることができるのです。 

粒が小さかったのでプレスにかかった時間は例年よりかなり長 6～7時間でした。デブルバージュは畑によって違いますが、最大で 12時間程

度。一部の野生酵母だけを活発にしないよう、温度コントロールは一切行わず、酵母の活動に任せます。成熟した素晴らしい酸があり、ブルゴ

ーニュらしく繊細で香高いワイン。素晴らしい品質を保証しているかのよう。 

■赤ワイン 
ピノ・ノワールらしいフレッシュで高いテンションを持った果実。糖度と酸度の素晴らしいバランス。正確な収穫のタイミングによって質の高いタン

ニンと香味成分を得ています。このタンニンは熟成と共に柔らかく、こなれていくでしょう。ピノ・ノワールは最適なタイミングでの収穫。そして、そ

の後の葡萄の取り扱い方が重要です。全ての作業を手作業で行い、全房のまま傷つけずにタンクに入れる事が高い品質のワインを造る為に

最も重要なのです。 

全房のままマセラシオンし始め 5日後から発酵が始まりました。発酵は理想的な温度、17度～31度の中で進んでいきました。野生酵母にと

って働きやすい温度で 15日間ほど続きました。その期間、定期的にピシャージュを行います。ピノ・ノワールの透明感のある透き通った綺麗な

色調。アロマは繊細で上品。そして、しっかりとした骨格。このミレジムの品質は保証されていますね。 
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フィリップ・パカレ２０１９ 

出荷開始予定 2021年 5月 14日 
 

さぁ、世界中が注目しているフィリップ・パカレの 2019 ヴィンテージ。2017,2018 と少しパカレ節が少なかったような印象でしたが、

2019年はパカレ節全開！しかし、残念ながら生産量は少ないんです…。既に予約受注でテラヴェールの在庫は完売が多くな

っていますので、ご入用の場合はお取引のある酒販店様へお問い合わせください。 

個人的には、ラドワ・ブランをお試し頂きたいと思います。少し荒っぽい印象のラドワ AOCですが、フィリップ・パカレが造れば繊細

な中にスパイスのようにラドワらしさを感じさせる素晴らしいワインに変わってしまいます。パカレの旨味、世界観をしっかり感じさせ

ながらもこの価格！一押しです！ 

 

２つの個性的なキュヴェが加わりました！ 
モンテリー・ブラン・プルミエ・クリュ・シャトー・ガイヤール 2019   入港数：120 本 

樹齢 35年のシャルドネ。完璧な南向き斜面の畑で熟度が高く骨格のしっかりしたワインに仕上る。リッチなだけではなく、複雑味

を持っているのが素晴らしい。野ばらや、白桃、ミントや胡椒、琥珀などのアロマ。 
 

ニュイ・サン・ジョルジュ・ブラン・プルミエ・レ・ダモット 2019   入港数：48 本 

レ・ダモットは今注目されている畑。勿論赤ワインとして。この畑の白ワインは本当に珍しい。樹齢 30年のシャルドネ 80％に 20％

ピノ・ブランが混植されている。石灰岩の母岩をもつ粘土石灰質土壌。リッチでミネラル、フルーティーで、フローラル。 

商品記号 ワイン 色 参考上代 メモ ご注文数

A5477
Bourgogne Pinot Noir V.V

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイユ・ヴィーニュ
赤 7,200 完売 酒販店様へお問い合わせ 本

A5463
Bourgogne Aligote

ブルゴーニュ・アリゴテ
白 6,000 完売 酒販店様へお問い合わせ 本

A5464
Chablis 1er "Beauroy"

シャブリ・プルミエ・クリュ・ボーロワ
白 11,600 完売 酒販店様へお問い合わせ 本

A5471
Nuits Saint Georges Blanc

ニュイ・サン・ジョルジュ・ブラン
白 13,000 46 本 残少 本

A5472
Nuits Saint Georges Blanc 1er Cru "Les Damodes"

ニュイ・サン・ジョルジュ・ブラン・プルミエ・レ・ダモット
白 19,400 24 本 初リリース！ 本

A5475
G.C Corton Charlemagne

グラン・クリュ・コルトン・シャルルマーニュ
白 41,000 33 本 残少 本

A5465
Ladoix Blanc

ラドワ・ブラン
白 8,900 126 本 残少 本

A5470
Monthelie Blanc 1er "Clos Gauthey"

モンテリー・ブラン・プルミエ・クリュ・クロ・ゴティ
白 11,000 82 本 残少 本

A5469
Monthelie Blanc 1er "Chateau Gaillard"

モンテリー・ブラン・プルミエ・クリュ・シャトー・ガイヤール
白 11,000 79 本 初リリース！ 本

A5466
Meursault

ムルソー
白 12,800 84 本 残少 本

A5467
Meursault 1er "Charmes"

ムルソー・プルミエ・クリュ・シャルム
白 22,000 完売 酒販店様へお問い合わせ 本

A5468
Meursault 1er "Perrieres"

ムルソー・プルミエ・クリュ・ペリエール
白 24,200 完売 酒販店様へお問い合わせ 本

A5473
Puligny Montrachet

ピュリニー・モンラッシェ
白 13,500 16 本 残少 本

A5474
Saint Aubin 1er "Les Murgers des Dents de Chien"

サン・トーバン・プルミエ・クリュ・ミュルジェ・デ・ダン・ド・シャン
白 13,500 18 本 残少 本

A5476
Condrieu

コンドリュウ
白 14,000 完売 酒販店様へお問い合わせ 本

在庫数

 
【ご注意ください】 

・入荷数の少ないキュヴェは酒販店様へ割当てとさせて頂きます。お取引のある酒販店様へお問い合わせください。 

・その他の赤ワインとビュルに関しては 7月の入港を予定しています。 
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