
Chablis : 
L’expression d’un terroir

シャブリ/Chablis 
テロワール/terroirの表現



シャブリ/Chablisワインの発見

本セミナーは、シャブリ/Chablisワインの知識を深めていただくことを目的に、ブルゴーニュワ
イン委員会（BIVB)が企画したものです。

BIVBのグローバルな広報活動の一環であり、

皆様のシャブリ/Chablis ワインのプロモーションの支援を目的としています。

シャブリ/Chablis の産地の中心へ、特別な旅が始まります。



フランスと世界におけるシャブリ/Chablis

販売内訳

輸出

140万hl
全国の生産量に占める割合

伝統的なチャネル（酒販店、カ
フェ・ホテル・レストラン、直
販）

ハイパー・スーパー、大
規模小売業、ディスカウ
ント

販売内訳

ブルゴーニュ/Bourgogne

で生産されるワインの
20%

伝統的なチャネル
（酒販店、カ
フェ・ ホテル・
レストラン、直
販）

ハイパー・スーパー、大規
模小売業、ディスカウント

輸出

フランス



Epernay

北の産地

ブルゴーニュ/Bourgogne地方の北部に位置する。

シャブリ/Chablis
&グラン・オーセロワ/Grand Auxerrois

コート・ド・ニュイ/Côte de Nuits

コート・ド・ボーヌ/Côte de Beaune

コート・シャロネーズ/Côte Chalonnaise

マコネ/Mâconnais



ローマ人がぶどう
樹をもたらす

I – III

XII

名声を得る。川を通
じてパリに近いため
に輸出も行われる

XVI

技術の進歩

1956-1959

シトー会の修道僧が
ぶどう畑の発展に

力を尽くす

1938

AOC シャブリ
/Chablis とシャブ

リ・グラン・クリュ
/ Chablis Grand Cru

の誕生

2000

ぶどう栽培業の

専門化

千年にわたる歴史
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Un Terroir
テロワール/Terroir

キンメリジャン期 (約1億5千万年前）に形成された石灰質の土壌。当時、シャブリ/Chablis地区は
水温が高く、深くない海に覆われていた。

Exogyra virgula (エグゾジラ・ヴィルギュラ）という小さな牡蠣の化石を含む。



テロワール/Terroir

この環境、石灰質土壌、半大陸性気候
において、シャルドネ/Chardonnayは、過
熟することなく、他に類を見ない繊細
なバランスに達する。

この品種は、この場所で、独特な表情
を現し、エレガントでミネラル豊かで、
純粋で澄んだワインを生み出す。

唯一のぶどう品種: シャルドネ/Chardonnay

シャブリ/Chablisはシャルドネ/ Chardonnayである。しかし、すべて
のシャルドネ/ Chardonnayがシャブリ/ Chablisであるわけではない。

ローズマリー・ジョージ



半大陸性の気候
春の霜との戦い



人々とそのノウハウ



Les appellations du vignoble
村名アペラシオン



Les niveaux d’appellation
アペラシオンの階層

地域名/Régionale

•村名/Villageと村名プルミエ・クリュ/Village Premier Cru

•グラン・クリュ/Grand Cru

シャブリ/ Chablis は以下の階層に分類される：

村名/Villageと村名プルミエ・クリュ/Village Premier Cru;

プティ・シャブリ/Petit Chablis 

シャブリ/Chablis

およびシャブリ・プルミエ・クリュ/Chablis Premier Cru

グラン・クリュ/Grand Cru:

シャブリ・グラン・クリュ/Chablis Grand Cru

ブルゴーニュ/Bourgogneワインのアペラシオンは以下の階層に分かれる:

5687 ha （2019年）
2015 年から2019年における
年間平均生産量 2841万本



Vignoble de Chablis



アペラシオン、プティ・シャブリ
Appellation Petit Chablis

• 1944年の政令（デクレ）で制定

•丘陵斜面の高地台地、

ポートランディアン期の石灰質土壌

•標高230mから280m、

斜面の向きは様々

• 清々しくキリリとしたワイン、

若いうちが飲み頃



アペラシオン、シャブリ
Appellation Chablis

• 1938年の政令（デクレ）で制定

•大部分は、キンメリジャンの石灰土壌の

斜面に植えられている

•純粋さ、爽やかさとミネラル感が特徴

•熟成能力もある



アペラシオン、シャブリ・プルミエ・クリュ
Appellation Chablis Premier Cru

• 1938年の政令（デクレ）で制定

•キンメリジャン期に形成された石灰土壌

の斜面

•シャルドネ/Chardonnayが、個性豊かなクリ

マ/Climatsを表現するワイン



Les Climats
クリマ/Climats

クリマ/Climats とは。

ブルゴーニュ/BourgogneのDNAとも言うべきもの。

•正確に定義された区画。

•その区画独特の地理的条件と気候に恵まれている。

•人々が手を加えることで、価値が高められた。



シャブリ・プルミエ・クリュ/Chablis Premier Cru, 
多彩なクリマ/Climats

シャブリ・プルミエ・クリュ/Chablis Premier Cruの 40のクリマ/ Climats

 17 の主要な、旗印となるクリマ/Climats

 12 のクリマ/Climatsで、シャブリ・プルミエ・クリュ/Chablis Premier Cruの総生産量の75%を占める

最も知られているもの:

モン・ド・ミリュー/Mont de Milieu, モンテ・ド・トネール/Montée de Tonnerre, フルショーム/Fourchaume, 
ヴァイヨン/Vaillons, モンマン/Montmains, コート・ド・レシェ/Côte de Léchet, ボーロワ/Beauroy, 
ヴォークーパンVaucoupin
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シャブリ・プルミエ・クリュ/Chablis Premier Cru
“旗印 (Porte-drapeau)となるクリマ/Climat”

とは？
右岸のシャブリ・プルミエ・クリュ/Chablis Premier Cru、フル
ショーム/Fourchaumeの例：

ロム・モール/L’Homme Mortのクリマ/Climatに畑を持つ生産者は、
ワインラベルに「シャブリ・プルミエ・クリュ・ロム モール
/Chablis Premier Cru L’Homme Mort」、と表示しても良いし、あるいは
「シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショーム/Chablis Premier Cru
Fourchaume」と表示しても良い。

というのも、ロムモール/L’Homme Mortのクリマ/Climatは、

主要なクリマ/Climat（旗印となるクリマ）であるフルショーム
/Fourchaumeに属するクリマ/Climatであるからだ。

ヴォーピュラン/Vaupulent、コート・ド・フォントネイ/Côte de
Fontenay、ヴォーロラン/Vaulorentについても同様である。



アペラシオン、シャブリ・グラン・クリュ
Appellation Chablis Grand Cru

• 1938年の政令（デクレ）で制定

•セラン側右岸の、急斜面に位置する。キンメリ

ジャン土壌がところどころ露出している。

•斜面は主に南/南西向き

•朝から晩まで、日当たりを享受できる斜面の向き

•熟成は短くても収穫の翌年、3月15日までが必要

•シャブリ・グラン・クリュ/Chablis Grand Cruというひ

とつのアペラシオンに、7つのクリマ/Climats





シャブリ/Chablis

シャブリ/Chablisのぶどう畑は、かなり集中した地理的エリアに位置し、唯一のぶどう品種を通
して表現され、キンメリジャン期にさかのぼる土壌から、その真の姿を引き出す。

幅広いワイン、そして多くの人を魅了する表情を生み出す。

シャブリ/Chablisという産地は : 

- 唯一のぶどう品種 シャルドネ/Chardonnay

- キンメリジャンの下土

- 生産者の世代間で受け継がれたノウハウ

- 4 つのレベルのアペラシオン

- 5687 ha

- 3790万本

- 約100ヵ国で流通

- 比類なき純粋さ




