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フランスの美しい村の
物語あるワインを
大切な方へ贈りませんか

The Finest Wine From The Villages Of France

オルレアンとアンジュの間、ロワール河
流域のトレ・ラ・ロシェットで、土地に
愛着を持ち有機ワインにこだわります。

新鮮なブドウの香りを感じさせ、
さわやかです。やわらかい味わ
いも多くのひとに好まれます。地
元の固有品種ピノ・ドニス100%

という作りも、魅力です。
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妖精が作ったというお城も残る川のほと
りの村で、1895年からのワイン作りに従
事する生産者が手がけています。

ガリーグといわれる、この地方
独特の石灰質土壌に由来する
ハーブの香りが魅力。シュナン・
ブラン（60%）とシャルドネ（40%）
という珍しいブレンドも希少性
に。
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18世紀のワイナリーをパトリス・コラン
が引き受け、伝統を活かした製法で手が
けているのも大きな特徴になっています。

ピノ・ドニスを暖かい地方独特
の「メトッドリュラル（田舎方
式）」で発酵させた希少なロゼス
パークリングワイン。フレッシュ
で酸味は日本の家庭料理にも。
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台地の上の「鷹の巣村」はジュラ県の観光
名所でありワインと美食でも知られてい
ます。歴史ある土地のワインです。

樹齢80年のブドウから作られ、
フルーツの香りにスパイス感も
混ざり、食欲をかきたてる白ワ
イン。シャルドネとサヴィニヤ
ン半々のブレンドです。
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フランスの最も美しい村の一つ、ウナ
ヴィールのワイン。ブドウの圧搾に時間
をかけ発酵温度管理にもこだわります。

こころよいフルーツ（レモンや
ピーチなど）の香り。最後まで
酸味がしっかりとした白ワイン
です。リースリングをうまく使
い、上品な酸味が印象的です。
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オーヴェルニュ地方で、クロード・ソヴァ
が創業し、娘夫妻が近代的なセラーを完
成。雄大な景色が人気です。

余韻が長く続くバランスよい赤ワ
イン。ガメイ種を使いながら、火
山の土壌を活かし、しっかりした
果実味が大きな魅力です。同地で
樽熟成を手がけた最初のセラー。
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作り手のパトリス・コランはロワール河
流域の土地の伝統を愛し、土壌を活かし
たブドウで有機ワインを手がけています。

ブドウの糖分のみ使用したスパー
クリング。時間とともになめら
かな酸味への変化を楽しんで。
余韻ある苦みも魅力です。シュ
ナン50％、ピノ・ドニス50％。
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シャトー＝シャロンはフランスの最も美
しい村で、ジェネレッティ家は代々ワイ
ン造りを手がけています。

バランスのとれた酸味が特徴で、
やわらかく、飲みやすい白ワイ
ンです。ペンタシンという土壌
を活かし、サヴァニヤンなる固
有品種100%の希少性も魅力です。
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フランスの最も美しい村の一つに選ばれ
ているウナヴィールのワインです。かわ
いらしい外観の建物の風景を思い出して。

フランス北部アルザスのワイン
特有の酸と甘みのバランスにす
ぐれた白ワイン。冷蔵庫で冷や
しても楽しめます。1795年から
の家族経営ワイナリーです。
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ローマ帝国のときに発展したというシャ
トー＝シャロンのワイン作り。歴史ある
土地独特の味わいを持ったワインです。

シャンパーニュと同じ製法の発
泡ワインがクレマン。果実感は
強めで、適度な酸味とコクがあ
り、飲んだ後の余韻も複雑。リッ
チな気分になれるワインです。
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1655年創業のワイナリー。大戦中の破
損はドゴール政権下に修復され、時の大
臣の子息が経営を引き継ぎました。

ロワール河流域で作られるス
パークリングワイン。やさしい
香りが感じられ、バタークッキー
のような少し香ばしい香りが厚
みを与えています。
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南仏トゥールーズ近く、サンチャゴ・デ・
コンポステラへの巡礼街道にある中世か
らの村。地元品種を尊重したワインです。

白桃のなかに、メンソールが潜ん
でいるようなすっきりした香りで
す。ソーヴィヨンブランより複雑
というソーヴィニヨングリで、酸
も適度で絶妙なバランスです。
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ユネスコ世界遺産に登録されているサン
トマドレーヌ大聖堂とロマネスク様式の
民家で知られる村で作られる自然派。

米国ワインなどを飲みつけてい
る方だと、これがシャルドネ？
と言うかもしれません。北のシャ
ルドネのしっかりした味わいは、
飲む方を魅了します。
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中世期はオーヴェルニュ地方で最も賑わっ
た村バラジュックで、モリエ夫妻という作
り手が多品種のワインを手がけています。

バランスよく作られた口あたり
のいいシャルドネです。樽のニュ
アンスを活かし、カラメルのよ
うな風味（でもコッテリしすぎ
ない）を味わうことができます。
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moul l a（ムーラ）の扱うワインは
大切な方へのギフトにも最適です

日本でも地方再生と言われています
が、地方の文化を大切にしてきたの
がフランスです。料理や特産品など、
時代に流されず守られてきたものが
たくさん存在します。たとえば人口
が二千人以下で、都市化されていな
い地域だったり、歴史的建造物、自
然遺産を含む保護地区を最低二個所

保有していたり……そ
んな村がいくつも
存在します。ここ

で紹介しているワインは、北から南ま
で、フランスの小さな村で伝統的に作
られているものばかりです。フランス
を観光などで訪れたことがある方は思
い出とともに。未訪問の地方を見つけ
た方は、新鮮な味わいでもって食卓の
上でしばし旅をお楽しみいただけると
思います。フランスの小さくて美しい
村で作られたという物語性に満ちてい
るワインは、ギフトとしても喜ばれる
でしょう。
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小さな村 の々ワインの
情報が盛りだくさん

www.mou l l a . j p
〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-13  芝エクセレントビル6F

Email: info@moulla.jp

制作  株式会社グラムスリー
表紙撮影  押山智良

表紙スタイリング  江口恵子
デザイン  松本健司

フランスの最も美しい村バラジュックで、
5世代にわたりエルダン一族が「環境に配
慮したブドウづくり」をしています。

料理を選ばず楽しめるロゼです。
チェリーや桃、イチゴなどの柔
らかく透明感のある香りです。
サンソー50% グルナッシュ30% 

シラー20%のブレンドです。
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セギュレの作り手はクルチュールゾネ（環
境への影響、食品の安全、経済的効果な
どを考慮した栽培方法）にこだわります。

5品種のブレンドの妙を持つ味わ
い豊かなロゼです。グルナッシュ
60％、シラー34％と複雑なアロ
マがまとまりフレッシュな酸味
と果実味の心地よいバランス。
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画家や陶芸家のギャラリーも多い文化的な
村としても知られるルールマラン。高級感
のあるエチケットも歴史を感じさせます。

3種のブドウ（クレレット50%、
ヴェルメンティーノ30%、グル
ナッシュブラン20%）でどんな料
理にも。冷やす温度で味わいが
変化し、複雑な表情を持ちます。
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スペイン国境ちかく、ピレネー山中の修
道院を中心に出来た村カモン。1998年に
ババン夫妻が創業したワイナリーです。

ビオロジック農法のシラーを
100％使って作られたワインです。
とてもやさしい味わいが特徴的で
す。大事な酵母も土着のもののみ。
時間をかけて作られています。
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崖の急斜面に建つ眺めも見事な要塞都市
で、18世紀いらいワイナリーを営むエルダ
ン・ファミリーは誠実なワインを作ります。

味わいは優しく控えめな苦味が
果実感を生んでいます。シラー
100％による重厚感のあるボディ
は従来のロゼのイメージを覆す
ほど。ワイン好きに喜ばれる1本。
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芸術家も愛した眺望のヴァントー山麓の
ヴナスクで、戦後大きく成長し高い名声
を獲得したワイナリーがセギュレです。

名高い「シャトーヌフ・ デュ・パ
プ」も手がける作り手による濃
厚さがおいしい赤ワイン。チョ
コレートなどの印象の後に成熟
した酸味が心地よく広がります。
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フランスの最も美しい村、ラングドック
のミネルヴで、ヴォルディ夫妻がガリー
グという石灰質の土壌を活かしたワイン。

2つのブドウ（グルナッシュとム
ルヴェードルを半分ずつ）のよさ
を上手に引き出していて、芳醇な
香りをもつ赤ワインです。エチ
ケットどおり花のような芳香も。
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コルス（コルシカ島）で最も歴史があり、
唯一フランスの最も美しい村に認められ
ているサンタントニーノのワイン。

舌ざわりのよい苦みと、少し刺激
的な味わいが魅力的な。シャッカ
レロとニエルキオという地元の
赤ブドウを低農薬で栽培。樽熟成
など伝統的な製法で作ります。
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最も美しい村セギュレは10世紀からの村。
そこで作られる、環境への影響や安全性を
考慮したクチュールレゾネのワインです。

バランスよい濃厚な味わいで、
赤ワイン好きに喜ばれるでしょ
う。グルナッシュ種を80％使っ
た個性ある果実味を活かした複
雑な味で飲み飽きないはず。
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ルールマランはフランスの最も美しい村の
ひとつ。アルベール・カミュの墓も。この
地方のワイン作りは修道院が始めたもの。

ここちよい果実味の余韻が残る赤
ワインです。フランスでは日照時
間が最も長いといわれるリュベロ
ンで作られ、シラー主体の力強い
味わいが特徴となっています。
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時間が止まったようなラングドック地方の
渓谷の村ミネルヴでワイン作りへの情熱を
持つヴォルディ夫妻が興したドメーヌ。

調和のとれたルーサンヌ 70％グ
ルナッシュブラン30％の有機ワ
インです。“乳酸発酵”を行うこ
とにより、味わいがまろやかで、
優しい仕上がりになっています。
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ドメーヌ・アルジプラトゥのブドウ畑は
海洋性気候の好影響もあり、農薬使用の
少ない栽培が可能となっています。

ホワイトフルーツなどを感じさせ
るヴェルメンティーノ種100%の白
ワイン。紀元前からギリシア人に
よるワイン作りの伝統を持つコル
スならではのすぐれた出来です。
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