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コート デュ ローヌのラストーでワイン造りをするアンドレ ロメ

ロは、古い樹齢の樹から素晴らしい赤ワインを造っており、その

品質には目をみはるものがあります。フランスの権威あるグル

メ雑誌“ゴー ミヨ マガジン”がおこなったコート デュ ローヌ

特集では、400 ものＡ.Ｃ.コート デュ ローヌすべてをテイスティ

ングして決定されるベスト 50 の中に彼のコート デュ ローヌが

選ばれ、さらにはアンドレ ロメロ自身も大きく取り上げられおり、

彼のワインに対する注目度が上がっていることを物語っています。ロバート パーカー Jr.は、ラストー

で唯一の☆☆☆☆☆5ツ星生産者として絶賛し、ヒュー ジョンソンも「ポケットワインブック」の中でその

名を上げています。02 年から、ボルドーのカノン ラ ガフィリエールやモンドットのコンサルタントをす

るステファン ドゥルノンクールを招き、彼のアドヴァイスの下新しいセラーを建設しました。 
 
太陽をいっぱいに浴びた豊かで美味なワインを愛する人であれば、間違いなくアンドレ・ロメロのワインに喜びを感じるだろう。アンドレ・ロメロは情熱

に溢れ、コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュで最も関心を集めるラストー村のブドウ畑に愛着を持つ醸造家である。収穫量を抑え、最適な時期に収穫を

行い、卓越した技法で醸造することにより、ラ・スマドのワインは濃厚でコクがあり、幅のあるボディと、熟して華やかな果実味などの特徴を備え、この

ＡＣ銘柄では比類なき優れたワインとなっている。このドメーヌでは数種類のラストーの村名表示ワインを出す。そのうちの 1 つ、「フルール・ド・コンフ

ィアンス」は青粘土が特有の区画から生み出され、その濃密さと力強さは毎年トップクラスに入る。この非常にコクのあるスタイルは、カベルネ・ソー

ヴィニオンから生まれるヴァン・ド・ペイにも見られる。このヴァン・ド・ペイを含め、ごくわずかなジゴンダスおよびラストーのヴァン・ドゥー・ナチュレル

（天然甘口ワイン）の 3 つのワインなどでも同様のスタイルである。      「フランスワイン格付け」（クラスマン日本語版 ワイン王国） 
 
 
                  ラストー    キュヴェ  プレスティジュ 

F-778 2000 Rasteau Cuvée Prestige          特別価格 ¥5,850（市販価格￥３,７８０） 
《赤》【フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ(70%)、シラー(10%)、ムールヴェードル(10%)、サンソー(10%)   
40～60 年樹齢のグルナッシュ、30 年樹齢のシラー、ムールヴェードル、サンソーを使い、80%を除梗します。樽からくるソフトな甘味、タンニンはま

だ非常に強く、酸もコクもしっかりとした重い味わいです。ロメロは、三ッ星レストランを 2 軒も持つ天才シェフ アラン デュカスに東京にお店をオープ

ンするお祝いとして、このワインを 1 ケースプレゼントしたそうです。‘00 年は、ロバート パーカー Ｊｒ．「ワインアドヴォケイト」で 90 点。 
 
色は濃い紫で、ブラックベリー、バニラ、リコリスそしてスパイスのゴージャスな香りを持っています。1999 年の持つストラクチャーはありませんが、

その見事な親しみやすさと飲みやすいスタイルは、口蓋を覆うようなワインを探している読者を喜ばせるものです。飲み頃はこの先14～15 年。 
  90 点  ロバート パーカー Ｊｒ．「ワインアドヴォケイト」 

 
                 ラストー   フルール   ド  コンフィアンス 

F-853 2000 Rasteau Fleur de Confiance     特別価格 ¥11,850（市販価格￥９,２４０） 
《赤》【フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ(100%)        
限定数量しか入手することが出来ないドメーヌ ラ スマドのプレステージワインです。葡萄園面積は僅か 0．8ｈａ、平均樹齢は 40 年～100 年です。

収穫量は、なんと 15ｈｌ／ｈａに抑えています。通常の倍の 450Ｌ入りの新樽で 18 ヶ月間樽熟されます。強烈とも言えるほどのパワーを秘めたワイン

で、きめの細かい強いタンニンと圧倒的なアルコール感とボリューム感がこれほど印象的なローヌワインはめったに、巡り会えることはありません。

ローヌワインファンであれば、一度はお試し頂きたいワインです。 
 
2000 ラストー フルール ド コンフィアンス（自然のアルコール度数 15．5％）は、記念となるものです。色は黒から紫、濃く、フルボディで、エキス

分を含んでいます。高レベルのカシス、ブラックベリー、グリセリン、タンニンもあります（うまく隠れています）。この肉厚で噛めるほどのたっぷりとし

た 2000 年は 15 年以上美味しく飲めます。悲しいことに、7,000 しかありません。  94 点 「ワインアドヴォケイト」 
 
 
            ヴァン   ド    ペイ    ド  ラ     プランシポテ     ドランジュ    タナ 

FA-909 2000  Vin de Pays de la Principauté d‘Orange Tanna  特別価格 ¥13,850 
《赤》【フルボディ】葡萄品種：タナ（100％）                                                   （市販価格￥１０,５００） 
マデランのシャトー モンティスのオーナー、アラン ブリュモンのところで彼のタナを始めてテイスティングしたアンドレは、タナに大変強い印象を受

けました。さらに、アラン ブリュモンの勧めもあって、アンドレの遊び心から 1997 年に畑の一角にタナを植えました。しかし、当然それはヴァン ド 

ペイとしてしか認められません。この畑から2000年に初めて収穫できた葡萄を使って、アンドレが仕上げたこのワインは、驚くべきパワーを持った超

フルボディになりました。新樽 100％で 28 ヶ月の熟成を経て、アルコール度も 15％以上となりました。全く透けて通らない、まるでインクのようなカラ

ー。パワフルで凝縮された味わいは、まさにロメロのワインの真骨頂です。アンドレは「少なくとも 4 年間は瓶で熟成しないと飲めないね！」と他人事

のように軽くいいます。このワインが出来た時、地元の酒場に突然ボトルと共に現れたアンドレは、「どうだ！ローヌの地でもすごいタナができるだろ

う！」と自慢気にその場に居たラストーの同業者達にタナを振舞ったそうです。同業者達の声も出ない唖然とした顔に満足したアンドレは、その酒場

から風の様に去っていったそうです。ワインへの飽くなき情熱を注ぎ続けるロメロが造りだしたスーパーワインです。長期熟成が必要なこの

ワインは、間違いなくロメロの評価をさらに高めることになるでしょう。 
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※ 以下のワインは、店内ではご用意していない商品です。お取り寄せのみになります。 
《アンドレのボルドーへの賞賛と夢がワインとなった、カベルネとメルロ》 

彼が真に賞賛するのは偉大なボルドーです。その街は車でたった 4 時間しか離れていないので、彼は時々自分の夢を満足させるために姿を消しま

す。たぶん、除梗の着想を入手したのはボルドー人からでした。より偉大な葡萄栽培者への敬意として、彼は 2ｈａにカベルネ ソーヴィニオンと少し

のメルロを「試しに」植えました。これらが、100％除梗して造られた心地よいヴァン ド ペイ ド ラ プランシポテ ドランジュ － アンドレのより小さ

なムートン！です。    レミントン ノーマン「ローヌ ルネッサンス」 
 

ヴァン  ド   ペイ     ド  ラ    プランシポテ     ドランジュ    メルロ 

FA-670 2002 Vin de Pays de la Principauté d‘Orange Merlot      （市販価格 ¥2,520） 
《赤》【フルボディ】葡萄品種：メルロ                              
サブレのエリアからの葡萄で、5 年から 20 年樹齢です。タンクでマロラクティック発酵の後、3 年から 4 年樽で 12 ヶ月間熟成させます。紫がかった 
濃い色、濃縮された果実味とグリセリン、甘ささえ感じさせるタンニンがあり、ボルドーとは全く違うニュアンスです。 
 
           ヴァン   ド   ペイ    ド   ラ   プランシポテ      ドランジュ      カベルネ    ソーヴィニオン 

FA-671 2002 Vin de Pays de la Principauté d‘Orange Cabernet Sauvignon 
《赤》【フルボィ】葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニオン（80%）、メルロ（10%）、プチ・ヴェルド（10%）               （市販価格 ¥2,520） 
カベルネはラストーから、メルロはサブレとラストーから、プチ・ヴェルドはサブレからの葡萄です。          
濃い黒／紫色で、黒スグリを思わせる果実味、胡椒やシーダー、スパイスの香りがあります。パワフルなタンニンがあり、しっかりとした造りが感じら

れます。 
 
                 ヴァン   ド   ペイ    ド   ラ    プランシポテ      ドランジュ   キュヴェ   プレスティジュ 

FA-597 2001 Vin de Pays de la Principauté d‘Orange Cuveé Prestige  （市販価格 ¥3,150） 
《赤》【フルボディ】葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニオン                
全てのワインは 3～4 年樽で 12 ヶ月熟成させます。透けて通らないインクのような黒紫色。濃厚で非常にボディのある、たくましい味わいのワインで

す。たくましい中にもこのエリアでは珍しいきれいで洗練されたロメロのスタイルがはっきりと感じられます。赤ワイン好きなら絶対買っておくべきワイ

ンのひとつです。 
 
                ラストー 

F-777 2002 Rasteau                 （市販価格 ¥2,850） 
《赤》【フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ(70%)、シラー(10%)、ムールヴェードル(10%)、サンソー(10%)    
収穫量を35hl／haに抑え、うち20%は除梗しません。清澄、濾過は軽くおこなうにとどめています。香りははなやかでスパイシー、タンニンが強く、し

っかりと目の詰まったワインです。 
 
                  ラストー    キュヴェ   コンフィアンス 

F-481 2001 Rasteau Cuvée Confiance           （市販価格 ¥5,250） 
《赤》【フルボディ】葡萄品種：グルナッシュ(80%)、シラー(10%)、ムールヴェードル(10%)   葡萄園面積：2ha   
グルナッシュはなんと 100 年樹齢、その他の葡萄樹も 40 年～50 年で、収穫量は 12hl／ha に抑えられています。透けて通らない程濃い紫がかった

鮮やかな赤色、味わいはグラマラスでリッチ、余韻も力強く長く続きます。スパイシーで、パワフルなタンニンがあります。「コンフィアンス」とは、フラ

ンス語で『自信』を意味します。01 年が「クラスマン」で 8．5 点、「ワインアドヴォケイト」で 90 点。 
 
ロメロの 2001 ラストー キュヴェ コンフィアンス（14．5％自然アルコール）はきつく編みこまれ、酔わせる、リッチで、ミディアムからフルボディで、 
深い紫色です。クレオソート、クレームドカシス、ブラックカラントのゴージャスなブーケを示しています。力強さだけでなく多くの激しさを示していま

す。1～3 年セラーで貯蔵が必要です。10～12 年はキープすべきです。グルナッシュ 80％、シラーとムールヴェードル 20％のブレンドです。全て樹

齢50 年、タンクと小さな樽の両方で熟成されました。  90 点 「ワインアドヴォケイト」 
 

                    ラストー   ルージュ  ヴァン  ドゥー    ナチュレル 

FA-413 1999 Rasteau Rouge Vin Doux Naturel  〝天然甘口ワイン〟  （市販価格 ¥4,200） 
《赤》【フルボディ・やや甘口】葡萄品種：グルナッシュ(100%)                       
ラストーは、コート デュ ローヌの代表的なヴァン ドゥー ナチュレル（天然甘口ワイン）の産地でもあります。 

平均樹齢は 40 年で、1000 リットルのオーク樽で 1～2 年熟成させています。甘味は葡萄の天然の甘さで、発酵を 
止めるために途中でアルコール（マール）を添加しています。果物のコンポートやドライフルーツ、無花果などの 
きわめて独特な魅惑的な香りを持つ甘口赤ワインで、ルビィ（トーニィ）ポートにも似た味わいがあります。おだやか

なタンニンもあります。地元では食前酒として、あるいは半分に切ってくりぬいたメロンのくぼみにそそいで初夏の

さわやかな前菜に、またデザートと一緒に、特にチョコレートに合う数少ないワインとして知られ、さらにフォアグラやロックフォールチーズなど青カビ

チーズと共にすすめられています。アルコール度 16 度。ロバート パーカー Ｊｒ．は、最良のヴァン ドゥー ナチュレルのひとつと評価しています。

30 年は寝かせられるワインで、古酒にしてシガーと共に楽しむことも出来ます。細川布久子著「パリ初ワイン水先案内」にも掲載されています。 

 


