
畑

品種：ムニュピノ、シュナン・ブラ

ン、シャルドネ

植樹：1980年代

位置：標高75～115m

土壌：粘土質、シレックス

醸造

ブドウを直接プレスして、醗酵が完全

に終了する前に瓶詰

6～12ヶ月、寝かせてからデゴルジュ

マン

畑

品種：シャルドネ、シュナン、ムニュ

ピノ

植樹：1980年代

位置：南西向き、標高100m

土壌：粘土質、シレックス

醸造

ステンレスタンクで醗酵

醗酵終了前に瓶詰め

瓶詰後5カ月おいた後にデゴルジュマ

ン

畑

品種：ピノ・ドニス、グロロー、ム

ニュピノ

植樹：1960年代

位置：南向き、標高95m

土壌：シレックス混じりの砂質

醸造

ステンレスタンクで醗酵

マセレーションなし

醗酵終了前に瓶詰め

瓶詰後5カ月おいた後にデゴルジュマ

ン

畑

品種：ソーヴィニヨン・ブラン他、    

様々な白品種を使用

位置：ロワール（ヴァレ・デュ・

シェールVallée du Cher）に位置する

畑

醸造

ステンレスタンクとグラスファイバー

タンクで醸造し、2020年3月に瓶詰

した。

畑

品種：ソーヴィニョン・ブラン100%

植樹：1986年平均

位置：標高75～115m

土壌：粘土質、シレックス

醸造

グラスファイバータンクもしくはステ

ンレスタンクで醗酵

樹脂製タンク及び琺瑯タンクで4～

5ヶ月間熟成

畑

品種：ロモランタン

植樹：1970年代

位置：標高75～115m

土壌：粘土質、シレックス

醸造
木樽で発酵

木樽で12カ月熟成

〇VdF - Cuvée BOVIN　Blanc

キュベ・ボヴァン ブラン

備考

可愛い牛（＝Bovin：フランス語）のデザイ。

1L瓶で、早詰め、早飲みがコンセプトで、プ

リムールのような気軽なワイン。

昔のリットル売りしていた頃の文化に因んで

ボトルも1L瓶かつリサイクル。そのため瓶そ

れぞれ色が違う。

◎Pet Nat Rose - What's up ?

ペット ナット ロゼ　ワッツ アップ

備考

メトード・アンセストラルなのでペット・

ナットといえるが、デゴルジュマンをしてい

るところが、エルヴェらしい。

◎Pet Nat Blanc - What's up ?

ペット ナット ブラン　ワッツ アップ

備考

メトード・アンセストラルなのでペット・

ナットといえるが、デゴルジュマンをしてい

るところが、エルヴェらしい。

Hervé Villemade

エルヴェ・ヴィルマード

○VdF - Sauvignon　

 ソーヴィニヨン

備考

りんごやカリンを思わせる香り。果実味たっ

ぷりだが、ソーヴィニョン・ブランの品種由

来のほんのりとした苦みが、後味をしめる。

　手頃な価格を大きく超える、清澄な果実味と生命感あるワインで、フランスで熱心なファンを持つ旧ドメーヌ・ドゥ・ムーランが、2015年に社名変更。シュヴェル

ニーにあるドメーヌの歴史は当主エルヴェ・ヴィルマードの祖父が創業した1939年に遡る。エルヴェはティエリ－・ピュズラとの親交からヴァン・ナチュールに傾倒

し、1999年ビオロジック開始、2002年にエコセールの認証を取得した。現在自社畑22ha,契約畑13ha。セラーでも、伝統的器材に潤沢に投資し、発酵は台形木製タン

ク（高価）も多数使用。熟成にも15hlの木樽や、台形木製タンクを多く使用。さらに2014年以降は、ジョージア産アンフォラでの発酵・熟成も試用するなど、意欲的

な試みを続けている。亜硫酸塩の添加は醸造時ゼロ、瓶詰め時のみ10mg/Ｌにとどめる。ジューシーで格調高い酸が心地よいシュヴェルニー・ルージュはピノ・ノワー

ル主体。ロワールの稀少土着品種ムニュ・ピノにも注力し、その持ち味であるくっきりとした鉱物感も見事に表現する。

◎VdF - Bulle Blanche

 ビュル・ブランシュ

備考

2016年にビオロジック認証取得。

ドザージュはしないが、ほんのり甘味を残し

た味わいに仕上げるのが、エルヴェの腕の見

せ所。

メトード・アンセストラル。

〇Cour-Cheverny Blanc - Les Saules

　クール・シュヴェルニ・ブラン　レ・ソール

備考

ロワールの地品種である、ロモランタン。

シュヴェルニー地域の他の白ワインよりも、

しっかりとした香りが味わいで、蜂蜜のよう

な香りがすることもあるが、酸味と長い後味

がエルヴェのスタイル。



畑
品種：ムニュ・ピノ100％

土壌：粘土質、シレックス
醸造

木樽で発酵

木樽で12カ月熟成

畑

品種：ムニュピノ100％

位置：標高75～115m

土壌：粘土質、シレックス

醸造
グラスファイバータンクもしくはステ

ンレスタンクで醗酵

畑

品種：ソーヴィニョン・ブラン

35%、ソーヴィニョン・ロゼ35%、

シャルドネ20%、ムニュ・ピノ10%

位置：標高75～115m

土壌：粘土質、シレックス

醸造

グラスファイバータンクもしくはステ

ンレスタンクで醗酵

グラスファイバータンクもしくはステ

ンレスタンクで12か月熟成

畑

品種：ソーヴィニョン80%、シャル

ドネ20%

土壌：下層部はソローニュ地区特有の

粘土質、表層部はチョーク質の砂地

醸造 タンク発酵、古樽で澱とともに熱成

畑

品種：ロモランタン100％

植樹：1964年～1994年

土壌：シレックス混じりの砂質

醸造

バリックとドゥミ・ニュイでアルコー

ル発酵とマロラクティック発酵。

80%は500Lの樽、残りはバリックで

1年熟成。エナメル加工のステンレス

タンク内でバリックとドゥミ・ニュイ

をアッサンブラージュし、4ヶ月タン

ク内熟成を経てビン詰め。

畑

品種：ソーヴィニョンブラン主体、

シャルドネ

植樹：1990年代以降

位置：標高75～115m

土壌：粘土質、シレックス

醸造

グラスファイバータンクもしくはステ

ンレスタンクで醗酵

樽熟成

畑

品種：ピノ・ノワール50％、ガメ

50％

位置：標高75～115m

土壌：粘土質、シレックス

醸造
タンク発酵

タンク熱成

○Cheverny Blanc - Montcrochet

シュヴェルニ・ブラン モンクロシェ

備考

Montcrochetはセラーから5㎞程離れた、複数

の品種の植わる区画。ソーヴィニョン系の香

りや、果実味よりも酸味とミネラルを基調と

した、味すじ。瓶詰前の熟成期間も長いので

落ち着いている。

●VdF - Rose

 ロゼ

備考

ロワール（ヴァレ・デュ・シェールVallée du 

Cher）からの買いブドウ。自社畑のワインと

同じように、フィルター、自然酵母、醸造中

の亜硫酸無添加、無濾過で造られる。

備考

ソーヴィニヨンとシャルドネの表現を最も強

く感じる。フレッシュないし砂糖漬けのフ

ルーツ、シダ、アンゼリカ、フェンネル、カ

ンゾウのニュアンス。純粋な澱の上で熟成さ

せることにより、口当たりは濃く、渋みや厚

みを感じる。エレガントで余韻の長さが、白

ワインの真の個性と美しい素質を与える。

〇Cheverny Blanc - Cuvee Domaine

　シュヴェルニ・ブラン　キュヴェ・ドメーヌ

○Cour-Cheverny Blanc Les Acacias

クール・シュヴェルニー・ブラン　レ・ザカシア

備考

○Cheverny Blanc - Les Souchettes

　シュヴェルニ・ブラン　レ・スーシェット

備考

ロワールに数百ヘクタール残る、地品種のム

ニュ・ピノ。

ソーヴィニョン・ブランよりも、おとなし

く、抑えられた果実味と、はっきりとした鉱

物感を感じる。

〇VdF - Orbois

オルボワ

備考

シュール・リーのムニュ・ピノらしい、酵母

感と果実味の厚みを感じる（Gras)。Orboisと

は、ロワール・エ・シェールの地域での、ム

ニュ（小さな）・ピノの古い呼び方だそう。

ちなみに、シュナン・ブランはトゥーレーヌ

ではグロ・ピノと呼ぶこともあるそうだ。

備考

シレックスを多く含む土壌で、ソーヴィニョ

ン・ブランの果実味と香り、シャルドネの垂

直的な鉱物感が特徴。

○Cheverny Blanc La Bodice　

　シュヴェルニ・ブラン　ラ・ボディス



畑

品種：ガメ

植樹：1975年～1994年

位置：標高75～115m、平地

土壌：粘土質、シレックス

醸造

コンクリートタンクで約２週間全房マ

セラシオン

木製タンクで熟成

畑 品種：ピノ・ノワール100％ 醸造 円錐台の木製樽で６ヶ月熟成

畑 品種：ガメ100％ 醸造 円錐台の木製樽で4ヶ月熟成

畑 品種：コ100％ 醸造 円錐台の木製樽で9ヶ月熟成

畑

品種：ピノ・ノワール85％、ガメ

15％

植樹：1970年代以降

位置：標高75～115m、平地

土壌：粘土質、シレックス

醸造

木製タンクで3週間マセレーション

500Lのドゥミ・ミュイ主体で12ヶ月

熟成

畑

品種：ピノ・ノワール主体、ガメ

植樹：1990-2000年頃

土壌：粘土質、シレックス

醸造

ブドウの約1/3はクヴェヴリで、半年

間マセレーション。

アソンブラージュ前に、全てのワイン

を2カ月間樽熟成。

畑

品種：ピノ・ノワール60％、ガメ

40％

植樹：1980年年代以降

位置：標高75～115m、平地

土壌：粘土質、シレックス

醸造

全房醗酵で2週間マセレーション

木製タンク、コンクリートタンク、

228L樽で6ヶ月間熟成

ピノ・ノワール主体のこのキュヴェは、しっ

かりとした果実味と、華麗さを持ち合わせた

キュヴェだった。2014年にエルヴェがジョー

ジアのクヴェヴリを購入したことから、この

キュヴェでクヴェヴリを使うことに決めた。

果実味の濃いエキスはそのままに、ピュアな

果実の香りが増したとエルヴェ。

ロワール（ヴァレ・デュ・シェールVallée du 

Cher）からの買いブドウ。自社畑のワインと

同じように、フィルター、自然酵母、醸造中

の亜硫酸無添加、無濾過で造られる。

エルヴェ・ヴィルマードらしい、軽快な飲み

ごこち。ガメより少し長く、樽熟成が長い。

特に粘土層の分厚い、畑のブドウを使用。そ

のための、果実味の印象も、エルヴェのワイ

ンの中でも特に強。マセレーションを他の

キュヴェよりも長くし、より果皮の成分を抽

出することで、バランスを取っている。その

ため、スパイシーな香りも強く、熟成させて

みても、面白い。

●VdF Rouge - Cuvée BOVIN　Rouge

キュベ・ボヴァン ルージュ

備考

可愛い牛（＝Bovin：フランス語）のデザイ。

1L瓶で、早詰め、早飲みがコンセプトで、プ

リムールのような気軽なワイン。

昔のリットル売りしていた頃の文化に因んで

ボトルも1L瓶かつリサイクル。そのため瓶そ

れぞれ色が違う。

備考

備考

●VdF - Pinot Noir

 ピノ・ノワール

●VdF - Gamay

 ガメ

●Cheverny Rouge - Cuvee Domaine

　シュヴェルニ・ルージュ　キュヴェ・ドメーヌ

備考

軽やかさと、しっかりと熟した果実味の共存

するワイン。ピノ・ノワールがシルキーなタ

ンニンと、リコリスのような香りを、ガメが

フレッシュに後味を与える。

気軽なワインバーだけでなく、レストランな

ど、様々な場面で、楽しめるワイン。

●Cheverny Rouge - Les Ardilles

　シュヴェルニー・ルージュ　レ・ザルディーユ

●VdF - Côt

 コ

●Cheverny Rouge - Cuvee Désire

シュヴェルニ・ルージュ　キュヴェ・デジレ

備考

備考

ロワール（ヴァレ・デュ・シェールVallée du 

Cher）からの買いブドウ。自社畑のワインと

同じように、フィルター、自然酵母、醸造中

の亜硫酸無添加、無濾過で造られる。

エルヴェ・ヴィルマードらしい、軽快な飲み

ごこち。

備考

ロワール（ヴァレ・デュ・シェールVallée du 

Cher）からの買いブドウ。自社畑のワインと

同じように、フィルター、自然酵母、醸造中

の亜硫酸無添加、無濾過で造られる。


