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ヴィレッジ･セラーズYouTubeチャンネル

【ヘレンとワインメイキング！(4)：
マクローン･ヴィンヤードPNとアタ･ランギPN】
https://youtu.be/kQfBYx-̲JpQ

アタ･ランギ Ata Rangi

ワイン詳細情報

アタ･ランギ･ピノ･ノワールは、
1995年･1996年と2年連続ロンドン･インターナショナル･
ワイン＆スピリット･コンペティション
（IWSC）
で”最優秀ピノ･ノワール･トロフィー”に輝い
た。
これによりアタ･ランギが位置するニュージーランド北島南端の小さな産地 マーティン

10853

CODE

アタ･ランギ･ピノ･ノワール Sʼ16

11260

を生み出してくれたことだった。

アタ･ランギ
マクローン･ヴィンヤード･ピノ･ノワール Sʼ16

マオリ語で
「夜明けの空」
「新しい出発」
を意味する
「アタ･ランギ」
は、
常に新しい目標に
向かい自分たちの道を切り拓いていく。
有機栽培やバイオダイナミック栽培
（BioGro認証）

ボローは世界の注目の的となる。

CODE

ボローの冷涼な気候によく適合し、
冷涼で不作な年でもきれいな酸と風味を持つブドウ

マーティンボローは、
日照積算温度･降水量･土壌がブルゴーニュと似ているという調査

といった畑での栽培面に限らず、
太陽光発電の導入などワイナリーや自分たちの生活にも

研究も発表され、1980年代にワイン産地として急速に興隆発展した。もともと牧羊農家

自然への配慮を組み込み続けている。
絶滅が危惧されていたニュージーランド固有の樹

だったアタ･ランギの創設者クライヴ･ペイトンがブドウ栽培に興味を持ち、
5haほどの、
固

木の育成プロジェクトなど環境保護活動にも積極的に取り組んでいる。

ワイン名

産地

ニュージーランド、マーティンボロー

く石ころだらけの放牧地にブドウを植えたのもちょうど1980年、
これがアタ･ランギの始ま

アタ･ランギ･ピノ･ノワールは、ロンドンIWSC 2001で再び”最優秀ピノ･ノワール･トロ

りとなる。
その後クライヴの妹アリソン･マスターズ、
後にクライヴの伴侶となる醸造家フィ

フィー”を獲得。
2019年には現在の醸造家ヘレン･マスターズが豪州ワイン雑誌”グルメ･トラ

ル･パティなどが参画、
1984年に初ヴィンテージのレッド･ブレンド、
1985年にはピノ･ノワー

ヴェラー”の
「2019 ニュージーランド･ワインメーカー･オブ･ザ･イヤー2019」
に輝く。
また今

マーティンボロー･テラスの自社畑（複数区画）

マクローン･ヴィンヤード（単一畑）

ルを少量仕込んだ。

年発表されたワイン検索エンジン”ワイン･サーチャー”の検索結果による
「ブルゴーニュ以

深さ約25mの砂礫を含む沖積土壌の上に非常に浅いシルト

ワイナリーに隣接するホーム･ブロックから600-700m

外で最も探されているピノ･ノワール TOP10」
で、
アタ･ランギ･ピノ･ノワールは1位となった。

ローム層(約20cm)が重なる。砂礫のほとんどは、石英を含んだ

東にある自社単一畑（2.8ha）。表層（シルトローム）と下

グレイワッケ（硬砂石）で火山性の玄武岩もわずかに含まれ

層（砂礫を含む沖積土壌）の間に、微細な粘土土壌の層

る。非常に水はけがよい。

(約80cm)がある。

フローラルな芳香があり、きめ細かく余韻が長い。

香りはスパイシー、
ミッドパレットに厚みがある。

入手できるクローンが少なかった当時、
クライヴにとって幸運だったのは、
マルコム･エイ

畑

土壌

ベルから分けてもらい、
自身の最初の区画に植えたエイベル･クローン*の樹がマーティン

マーティンボロ―

希望小売価格（税別）

アタ･ランギの畑

マーティンボロー
テラスの境界
（淵）

首都ウェリントンの北東約55㎞に位置するワイララパ(GI)の

土壌によるワインの特徴
（ヘレン･マスターズのコメント）

￥9,500

￥9,500

３つのサブリージョン**の1つ。春先の開花時期に海から吹きつ
シーズンを通じた積算日照日数は平年並みだったが、夏（2月）は1998年以来の暑さとなった。この時期に種の成熟が進んだので、

ける強い風の影響で結実が難しく、
樹一本あたりの房数は非常
2016年ヴィンテージ情報

に少ない。
昼夜の寒暖差が激しいことから、
ブドウの生育期間
は長く、風や強い太陽

かったため、ブドウは収穫まで非常に良好な状態を保つことができた。

マーティンボロー
テラス

光線から自己防御する
ため果皮は厚くなり、

収穫日
ホーム
ブロック

ワイララパ

色調が濃く凝縮した風

クローン
マクローン
ヴィンヤード

マーティンボロー

味を備えた果実となる。
** マーティンボロー
（GI）
グラッドストーン
（GI）
マスタートン
（GI）

醸造
樽

パリサー湾

熟成期間

マーティンボロ―･テラス
評価

マーティンボロー（GI）の中でも特にブドウ栽培に適した横
幅約2㎞、長さ約4㎞の三日月型の台地（テラス）。ファナルア

マーティンボロー･テラスの土壌
（ホームブロック）

川
（Huangarua River）
の川底が長年の地殻変動により押し上
げられたもの。
テラスのブドウ栽培可能面積は約600ha。

ニュージーランドの

に雨が少なく（年平均700㎜）、深い沖積土壌の砂礫地層が特

税関職員で自らも
ブドウ栽培をして
いたマルコム･エ

テラス」アペラシオンと名付けられた。ニュージーランドで

イベルが1970年代

最初に定義･保護されたワイン産地。

ロマネ･コンティの畑から違法に持ちこま

ング提案
コメント＆ペアリ
いただきました

Abel、Clone5、
Dijon(115 & 777)

30％全房発酵。5-6日発酵前低温浸漬。32℃まで温度を上げな

40％全房発酵。4-6日発酵前低温浸漬。32℃まで温度を上げ

がら20-26日間かけて自然発酵。プレス後、樽でMLF。

ながら21日間かけて自然発酵。
プレス後、
樽でMLF。

フレンチオーク樽（新樽率35％）

フレンチオーク樽（新樽率20％）

11ヶ月間熟成後、ブレンドし6ヶ月間熟成

Alc.13.4％

11ヶ月間熟成

98 points by Bob Campbell MW

96 points by Bob Campbell MW

98 points Nick Stock, JamesSuckling.com

95 points, Wine Enthusiast June-July 2020

99 points, Sam Kim, Wine Orbit

96 points Nick Stock, JamesSuckling.com

大越 基裕

Motohiro Okoshi

外苑前
「Ăn Đi」
、
広尾
「Ăn Cơm」
オーナーソムリエ、
「HAND PICKING WINE」
ディレクター。
銀座
「レカン」
シェフソムリエを経て、
2013年独立。
ワインテ

Alc.13.7％

方
ペアリングの考え

季節もので言うと、ピノ･ノワールとカツオの相性は
抜群に良いです。これはカツオの鉄分の風味が、ピノ･ノワールの華やかな果
実感と相性が良いからですが、
タタキのスタイルでは、
とりわけエレガントな

エイベル･クローンの果実
（ホームブロック）

▶ アタ･ランギ

ピノ･ノワール 2016

▶ マクローン･ヴィンヤード
ピノ・ノワール 2016

ピノ･ノワールとの相性がよく、
マグロの赤身と比べると油脂分も多めなので、
アタ･ランギのようなエレガント系ニューワールドのピノ･ノワールの強さと
ちょうど良いバランスを取ることができます。
またヴィンテージによって果実

れようとしていたブドウの穂木を入国時に

ブラックチェリーのような甘やかなベリー

熟したブラックチェリーに明確なスパイ

感の強さ、
凝縮度が違うので、
ポン酢や、
バルサミコ酢、黒ニンニクのソースな

没収し、
自園の畑に植えたもの。

にほんのり土のようなニュアンスも帯びた

スのアロマ。
果実の凝縮感が強く、
タンニ

どのように強さ、
粘性などを変え、
ワインの強さとバランスを取るとより味わ

アロマ。豊富な果実感にしっかりしたタン

ンも豊富だがきめが細かく緻密。厚みが

いの一体感やハーモニーを楽しむことができます。
もしブルゴーニュ･ピノ･ノ

マクローン･ヴィンヤード：

ニン、酸はやや柔らかく広がりのあるラウ

あり、終始輪郭の整ったスムースなテク

ホーム･ブロックから600m東に位置する2.8haの畑。オレゴンでピノ･ノワールの畑を所

ンドなテクスチャー。

スチャーが印象的。

有するマクローン夫妻とアタ･ランギが2001年に始めた共同企画で、2008 年に初めて単

果実感の甘やかさやタンニンの強さとバラ

タンニンの強さがあるので、カツオより

一畑として仕込まれた。
2011 年マクローン夫妻が引退後、
アタ･ランギの単独所有となる。

ンスを取るためにコクや酸味のあるソース

も噛み応えのある鶏や豚などの肉類が向

ワインと料理のペアリングは、まず理論的に味わいのバランスをとるため

や油脂分と合わせます。
カツオであれば、
ポ

いており、トマト煮込みのような料理は

にアプローチをし、フレーヴァーのハーモニーの可能性を探るという流れが

ン酢より粘性や酸味の強さを持つバルサミ

果実感との相性も良い。

マーティンボロー･テラス↑

（2021年6月）

ご注文 :

ヴィレッジ･セラーズ株式会社
〒935-0056 富山県氷見市上田上野 6-5

Abel、Clone5、
Dijon(115 & 777)、10/5

イスターとして各所のワイン選定、
コンサルタントなど多方面で活躍中。

ドウ栽培産地と明確に区別して1991年「マーティンボロー･

テラスの淵に
見られる地層

2016年3月20日 - 29日

価格はすべて希望小売価格（税別）;商品名とヴィンテージの間の”S”はスクリューキャップ使用

80cmの
粘土層

徴。このテロワールは非常に狭いエリアに限られ、周囲のブ

↘

2016年3月7日 - 4月7日

マクローン･ヴィンヤード

*エイベル･クローン：

周囲を囲む丘陵地が雨よけとなるため、年間を通じて非常

人の身長

果粒の糖度が高くなる前に収穫できる素晴らしいアドバンテージがあった。3月は穏やかな好天に恵まれ、風はなく、雨も少な

www.village-cellars.co.jp

order@village-cellars.co.jp

TEL: 0766-72-8680 FAX: 0766-72-8681

コソースの方が相性が良いです。

ワールにカツオを合わせたい場合は、
カツオを薄めに切り、
ソースに酸のある
ものを使用することでワインとの重さのバランスを取ることが可能です。
このように考えると、ニューワールドワインでしか表現できないペアリン
グの世界が見えてくると思います。

基本です。素材にではなく、
料理に合わせるのがペアリングの最も大切な

考え方となります。

