
レオニャンの伝統ある至宝

CHATEAU de FIEUZAL
シャトー・ド・フューザル

Cru Classe de Graves (rouge)

シャトー・ド・フューザルは、300年以上の歴史を持ち、

17世紀には箴言集で有名なラ・ロシュフコーが所有し

ていたという歴史あるシャトーです。フランス革命期に

はド・フューザル候が所有し、現在のシャトー名となり

ました。ナポレオン・ボナパルトとも親交があり、彼が

皇帝になる前に使用していた蜂（ラベイユ）の紋章は、

現在のセカンドワイン”ラベイユ・ド・フューザル”とし

て受け継がれています。

ボルドー市街からほど近い一大銘醸地ペサック・レオニャンの南部、緑溢れるレオニャンのコミューンに

シャトー・ド・フューザルはあります。ガロンヌ川の支流オー・ブランシュの小川沿いにたたずみ、ドメーヌ・

ド・シュヴァリエやマラルティク・ラグラヴィエールなどとともにこの地域を代表するシャトーとして知られて

います。

19世紀にはバチカン教皇の御用達ワインになったりと

格式も高く、多くの著名人や実力者が所有を望む人気

のシャトーでした。

1959年制定のグラーヴ格付けでは赤ワインが認定さ

れその地位は確実なものになります。

20世紀後半以降、幾回のオーナーチェンジがありまし

たが、ジェラール・グリブラン氏などの熱心な設備投資

と改革によってさらに品質は向上、近年はパーカーの

高評価を受けさらに人気が上がっています。



2001年から暖房機メーカーを経営するアイルランド人オーナー、

ロクラン・キン氏の所有となり、惜しみない投資により進化を続け

ています。（左：オーナーのロクラン・クイン氏とブレンダ夫人）

2007年にはステファン・カリエ氏が総支配人に就任。彼はカリフォ

ルニアのニュートンやランシュバージュでもワインメーカーを務め

た人物で、彼の就任以降、さらに品質の向上と安定感が増しまし

た。（下：ステファン・カリエ氏）

畑は赤用品種がおよそ65Haいわゆるグラーヴと呼ばれる小石混

じりの砂利質土壌に、白用品種が10Ha粘土石灰質土壌に作付け

されています。赤用品種はギヨー・ダブル仕立てで、白用品種は

コルドン仕立ても併用して、植樹率10,000本/Haで栽培しています。

樹齢は３０年から５０年以上で、若いブドウ（とはいえ30年以上の

ものもあります）はセカンドのラベイユ・ド・フューザルで使用しま

す。

年ごとにブドウの状況をみながら栽培や収穫の方法を調整し、収

穫は全て手摘み。基本的に赤は除梗を行い、白は行いません。

常に最良を目指し、チャレンジ精神とアイデアに満ちたステファ

ン・カリエ氏。現在はラベイユ・ド・フューザルをセカンドとしての位

置づけでなく、シャトー・ド・フューザルとは独立したもう一つのテロ

ワールの表現として確立すべく新しい挑戦を行っています。

2011年、大改修が行われさらに美しさに磨きをかけたシャトー・

ド・フューザル。醸造所も最新設備に変わりました。

醗酵タンクには木樽、ステンレス、コンクリートを併用。区画や

品種、ブドウの状態によって使い分けます。熟成には全てバ

リックを使用。長期熟成に向く高品質なワインとなります。

伝統に裏付けされた畑のポテンシャルと、惜しみない設備投

資・技術革新による安定感。ステファン・カリエ氏の情熱と洞察

力・判断力は、格式高いシャトー・ド・フューザルの歴史にさら

に輝きを与え、今まで以上の素晴らしいワインを私たちに提供

してくれることに間違いはないでしょう。

もともとペサック・レオニャンのワインはボルドー市街から近い

こともあり地元で愛されていますが、その中でもラベイユ・ド・

フューザルの人気は高く、ワインショップやレストランでのオンリ

スト率が高いことから抜群の知名度を誇っています。



上）レオニャンの地図。北がペサックやボルドー市街になり

ます。レオニャンの最南部に位置し、近隣にはシャトー・ド・

フランスやドメーヌ・ド・シュヴァリエなどがあります。

右）シャトー・ド・フューザル・ブランの垂直テイスティングをす

るステファン・カリエ氏。彼が栽培から手掛けた2007年以降

の充実度が特にめざましい。

下右）シャトー地下にある赤ワインの熟成庫。広いスペース

に作業効率よく整然と樽が並べられています。

左）オエノヴューという農業専門の航空写真。毎年１回初

夏にブドウの成熟度を客観的に確認しています。このよう

に最新技術も積極的に取り入れて適切なワイン造りに活

かされています。



右）ステンレス製と木製の発酵タンク。収穫後選果され

たブドウは下写真にあるカートに入れられ、タンク上部

までエレベーターで上げてからタンクに投入されます。

ポンプなどを使わないことにより、不要な圧力がブドウ

にかからないようにしています。

右下）区画ごとに分けられているコンクリートタンク。一

つ一つにロクラン・クインさんの孫の名が書かれており、

畑・ブドウへの愛情が表れています。

2016年からは全区画ビオロジックを実践。2019年にAB

マークの取得予定です。ボルドーにあって広大な敷地を

持つシャトー・ド・フューザルでビオを実践するのは大変な

努力が必要です。

左）アンフォラやジャールといわれる陶製のタンクやサイ

ズが異なったり変形タイプの木樽など、実験的に様々な

試みを行っています。

下）畑の真ん中に鶏小屋があります。これも自然サイクル

を尊重した農法のための一つの試みです。



　ペサック・レオニャンＡＣ

　ロクラン・キン

　ステファン・カリエ

　ユベール・ド・ブアール

　カベルネソーヴィニョン70％　メルロー15％ 　カベルネフラン10％　プティ・ヴェルド5%

　30ヘクタール

　約30年

　OPEN

Pessac Leognan / Cru Classé de Graves

Château de Fieuzal Rouge 2016
シャトー•ド•フューザル•ルージュ

アペラシオン

オーナー

総支配人

コンサルタント

品種

面積

平均樹齢

希望小売価格

株式会社 アストル (S.A L'Astre)
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3－6　KS363ビル1F

TEL:03-5283-7155　FAX:03-5283-7166
URL:http://www.sa-astre.com

古くからのボルドーファンに絶大な人気を誇るペサック・レオニャン格付シャトー。暖房

機メー カーを経営するアイルランド人オーナー、ロクラン・キン氏の惜しみない投資に

より近年更なる 品質の向上がみられます。2007年に総支配人に就任したステファン・

カリエ氏はカリフォルニア のニュートンやランシュバージュでワインメーカーを務めた

才能ある人物。赤・白ともにパー カーも著書の中でグラーヴで最高のコストパフォー

マンスの良さを挙げています。

全6品種74区画が植えられる30ヘクタールのブドウ畑は、2016年から全区画ビオロ

ジックを実践。 敷地内には鶏小屋やミツバチがあり、自然サ イクルを尊重した農法を

行っています。

醸造所は2011年の大改修により重力式タンクなどの最新設備の導入や、現在はアン

フォラやジャールといわれる陶製のタンク や、サイズが異なったり変形タイプの木樽

などを使い、伝統を重んじつつも、新たな試みを行い、常に最良のワインを造り続け

ています。

収穫は手摘みで行い、温度管理タンクでコールド・マセラシオン。バリックにてマロラク

ティック 発酵。 熟成も約12ヵ月間、主に225Lバリックと400L木樽にて（一部アンフォラ

も使用）行います。清澄するが濾過せず、ブドウの風味 をストレートに詰め込みます。

評価の高い2016年ヴィンテージは、豊かな果実味と飲み応えのあるボディ感、ペサッ

ク・レオニャンらしい骨太な味わいかつ優雅な柔らかさと心地よい余韻の長さが楽し

めます。



　ペサック・レオニャンＡＣ

　ロクラン・クイン

　ステファン・カリエ

　トマ・デュクロ

　１０ヘクタール

　ソーヴィニョンブラン65% セミヨン35%

　約４０年

　フレンチバリックにて１２か月熟成

　OPEN

Pessac Leognan A.C.

Château de Fieuzal Blanc 2019
シャトー・ド・フューザル・ブラン

アペラシオン

平均樹齢

熟成

希望小売価格

株式会社 アストル (S.A L'Astre)
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3－6　KS363ビル1F

TEL:03-5283-7155　FAX:03-5283-7166
URL:http://www.sa-astre.com

オーナー

支配人

コンサルタント

面積

アッサンブラージュ

古くからのボルドーファンに絶大な人気を誇るペサック・レオニャン格付シャトー

（注：赤ワインの格 付けです）。暖房機メーカーを経営するアイルランド人オー

ナー、ロクラン氏の惜しみない投資によ り近年更なる品質の向上がみられま

す。２００５年に総支配人に就任したステファン・カリエ氏はカ リフォルニアの

ニュートンやランシュバージュでワインメーカーを務めた才能ある人物です。

赤・白とも にパーカーも著書の中でグラーヴで最高のコストパフォーマンスの

良さを挙げています。

豊かな果実感と色付き、そしてクリアな酸に優れた2019年。余韻に有塩バター

を思わせるリッチさもあります。フレンチバリックにて１２か月熟成。

格付けの赤よりも、生産量が少ないレアさで人気のシャトー・ド・フューザル・ブ

ラン。

芳醇さと華やかさの充実した、ペサッ ク・レオニャン白の長期熟成型のお手本

です。



ステファン・カリエ氏

　ペサック・レオニャンAC

　ロクラン・クィン

　約30年

　35ヘクタール

　8,000株/ha　（40HL/ha）

　メルロ55％　カベルネ・ソーヴィニョン43％　カベルネ・フラン2％

　手摘み収穫。ステンレスとコンクリートタンクにて発酵。

　マロラクティック発酵、澱引き、清澄、濾過の後、

　バリックにて約12ヵ月熟成。

　OPEN

植樹密度

アッサンブラージュ

製法

希望小売価格

株式会社 アストル (S.A L'Astre)
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3－6　KS363ビル1F

TEL:03-5283-7155　FAX:03-5283-7166
URL:http://www.sa-astre.com

L'Abeille de Fieuzal Rouge 2016
ラベイユ・ド・フューザル・ルージュ

アペラシオン

オーナー

平均樹齢

作付面積

古くからのボルドーファンに根強い人気を誇るペサック・レオニャンの赤の格付けシャトー・ド・ フューザル。

紋章にもある蜂をその名に冠したラベイユ・ド・フューザルはそのセカンドラベルに なります。暖房器メー

カーを経営するアイルランド人オーナー、ロクラン・クィン氏の惜しみない投資により評価が高まっています。

コンサルタントにはアンジェリスのユベール・ド・ブアールが、また、ラグランジュやニュートンで 才覚を表した

総支配人ステファン・カリエ氏の手腕により、最近のヴィンテージではより洗練さ れたワインに変貌を遂げて

います。

手摘み収穫。ステンレスとコンクリートタンクにて発酵。 マロラクティック発酵、澱引き、清澄、濾過の後、

バリックにて約12ヵ月熟成。ファーストラベルはもちろん、セカンドのラベイユ・ド・フューザルの評価も高い飲

み頃当たり年2016年。



　ペサック・レオニャンAC

　ブレンダ＆ロクラン・クイン

　ステファン・カリエ

　ユベール・ド・ブアール

　１0ヘクタール（白）

　8,000株/ha　（40HL/ha）　平均樹齢30年

　セミヨン54%　ソーヴィニョン・ブラン46%

　セミヨンのみバリック熟成

　OPEN

熟成

希望小売価格

株式会社 アストル (S.A L'Astre)
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3－6　KS363ビル1F

TEL:03-5283-7155　FAX:03-5283-7166
URL:http://www.sa-astre.com

総支配人

コンサルタント

作付面積

植樹密度

アッサンブラージュ

L'Abeille de Fieuzal Blanc 2018
ラベイユ•ド•フューザル  ブラン

アペラシオン

オーナー

古くからのボルドーファンに根強い人気を誇るペサック・レオ ニャン赤の格付けシャ

トー・ド・フューザル。

ラベイユ・ド・フューザルはそのセカンドラベルになります。ナ ポレオンから受け継

いだ蜂（ラベイユ）の紋章のついたこの ワインはファーストにも劣らない人気を持っ

ています。 暖房器メーカーを経営するアイルランド人オーナー、ロクラン氏の惜しみ

ない投資により、近年ますます評価が高まっています。

さらに２００７年に総支配人に就任したステファン・カリエ氏の手腕により、最近の

ヴィンテージではより洗練されたワイン に変貌を遂げています。

手摘み収穫。除梗はしない。樽とセメントタンクにて発酵。 マロラクティックはしない。

セミヨンのみバリックにて熟成。 セミヨン種の丸みのあるフルーティさ、ソーヴィニョ

ン・ブラン 種由来の柑橘系アロマとほど良い樽熟成による複雑味のある重厚なボ

ディを持つ上質なワインに仕上がっています。

地元ボルドーでもレストランオンリスト率の高い人気ワインで す。白の評価も高い

当たり年2018ヴィンテージ。


