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リベラ・デル・ドゥエロ 2004 は「エクセレント」
2005 年 3 月 17 日リベラ・デル・ドゥエロの

2004 年収穫レポート

原産地呼称統制委員会はアランダ・デ・ドゥエロ
において年１回の総会を開き、2004 年収穫ワ
インの格付け発表を行なった。

1. 登録ワイナリーの収穫量
品

種

生産量（Kg）

黒 ぶ ど う

73,078,439

い収穫になることは早くから期待されていたが、

白 ぶ ど う

2,385,119

実際に収穫されたブドウの実− 7500 万キロ

合

フランシスコ・ウニャ委員長は 2004 年の収穫
について「すべての気候条件が揃って、すばらし

75,463,558

計

■ 作 業 の 量 が 多い 場 合は、ワイナリーにより
2-3人の監督者が派遣された。

あまり−は完璧なものだった。
」
と語った。
さらに、
テイスティング委員会のメンバーの感想を語っ

2. 収穫の経過について

たなかで、
「最 近の 10 年の中で最高または最

■ ぶどうの収穫は 9 月 18 日に始まり、11 月

高に順ずる高い品質のワインが出来上がった。
」
と続けた。

15 日に終わった。

2004 年収穫量からみる
手摘み作業と機械作業の割合
機械作業
5.1％

■ 9 月 13 日から、DO 内の 25 のぶどう畑か

そして、総会に先立って 3 月 8 日に開かれた臨

らサンプルをとり、それを元にぶどうの熟成

時会議では「格付け評価委員会」によって用意

度 合を 分析した。その 結果は同月の 14 日、

された提案書にもとづき、2004 年の収穫ワイ

17 日、21 日、24 日、28 日、そして 30 日

ンの格付けを満場一致で正式に「エクセレント」

に登録ワイナリーに伝えられた。全ての作業

であると評価した。

は Agustín Alonso 試験アナリストと他の
エキスパート 2 名によって行われた。
■ 収穫の 2 週間前に DO の技術管理部が収穫
手摘み作業
94.9％

の各監督者向けにトレーニングを実施した。

2004 年ワイン格付け発表

■ 8 人の農 業 技 師は内部規 定に従い、ブドウ
畑の評価を行った。その評価作 業は選 定地
のモニタリング活動が終わるまで続けられ

2004 年は上作であり、豊熟でハーモニーに満

た。

ちた収穫であった。このような条件が再び揃う

■ 派遣監督者 10人が配置された。

までにはあと何年も要するであろう。2004 年

■ 収 穫 さ れ た ぶ どう の ボーメ度 の 平 均 値 は

のワインは色が豊かで、特にアントシアニンが

2004 年収穫面積からみる
手摘み作業と機械作業の割合
機械作業
3.75％

13.5となり、品種別には下記の通りである。

多く含まれている。更にアルコール度数、搾汁、
そしてグリセリンが豊かである。タンニンも多
黒ぶどう

いが、決して主張が強い訳ではなく、まろやか
なテイストでしっかりとしていて甘い。

ボーメ度

キログラム

アルコールはパーフェクトなまでに融合されて

＜＝ 10.99

おり、目立たない。熟れたフルーツ（決して熟れ

11 〜 11.99

834,857

すぎではなく）としっかりとしたボディーが長

12 〜 12.99

9,101,744

期間でのオーク熟成に耐え得るものになってい

13 〜 13.99

36,735,397

＞＝ 14

26,400,185

る。酸味も程よく融け込んでいる。

白ぶどう

若飲み用ワインは「ハイ・エクスプレッション」
であり、熟成用ワインは大きな可能性を秘めて
いる。
格付け：エクセレント
出典 ：リベラ・デル・ドゥエロ原産地呼称統制委員会

6,256

ボーメ度
＜＝ 10.99

出典 ：リベラ・デル・ドゥエロ原産地呼称統制委員会技術管理部
キログラム
5,680

11 〜 11.99

814,693

12 〜 12.99

1,105,212

＞＝ 13

手摘み作業
96.25％

459,534
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SPAIN WINE & FOOD TASTING BUSINESS EXHIBITION

「スペインワイン＆フード テイスティング・商談会」札幌、福岡、名古屋、大阪、東京で開催

輸入元各社の出展によって本年も全国 5 都市の会場で 6 月に開催しました。近年のスペインワインの輸入量の好調な伸びを裏付けるように、 各都市での
スペインのワインに対する関心が高く、各会場とも大勢の参加者の熱気に包まれました。
各会場で同時に行ったセミナー（講師： 阿部 誠氏 2002 年度世界ソムリエコンクール日本代表）も、出席希望者が定員をはるかにオーバーする人気で、
スペインワインの品質をより詳しく理解していただきました。

札幌会場 6 月 2 日
ホテルアーサー札幌
入場者数

142 名

福岡会場 6 月 7 日
ソラリア西鉄ホテル
入場者数

154 名

名古屋会場 6 月 14 日
ヒルトン名古屋
入場者数

177 名

大阪会場 6 月 21 日
ウェスティンホテル大阪
入場者数

279 名

東京会場 6 月 29 日
東京全日空ホテル
入場者数

622 名
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「スペインワインスペシャルセミナー」開催
著名ホテル・レストランのシェフソムリエをご招待
● クオリティの安定さ。気候の安定による味わ
いのブレの少なさ、また作柄の良い悪いにか
かわらず、
作り手自身が一生懸命に葡萄作り、
ワイン作りに励んでいる印象がある。造り手
の顔が見える。

スペインワインの高級・高品質性を理解していただき、著名
ホテル、レストランでのオンリストを推進するために、メン
バーを限定したスペシャルセミナーを開催しました。
ご出席いただいたシェフソムリエ、レストランオーナー等の
方々は、東京 3 会場、大阪１会場で合計 60名。小笠原信之
氏（日本ソムリエ協会・最高技術顧問）の解説を聴きながら、
各会場ホテル内レストランの食事と合わせてスペインワイ
ンをテイスティングしていただきました。
ワインは今回協賛いただいた輸入元各社のおすすめのもの
ですが、ご出席の方々にいただいたアンケートの中から、全
体的なご感想を一部ご紹介します。

● 今までは、飲み頃で出荷されるというイメー
ジがあったが、若くパワフルなスペインが印
象的で、1999 年以降素晴らしい発展をし
てきたと実感した。

今年で開催 5 年目を迎えるスペイン･グルメ･フェアは、出展社
が 55 社と昨年とくらべ倍増しました。
スペイン各地の 8 商工会議所より推薦を受け、さらに厳正な
る審査を経て、選び抜かれた会社が集いました。

● 今回試飲して改めて感じたが、非常に良い品
質を持ち、見合っている価 格なのに知 名 度
が低いため、どうしても他の国のワインに負
けているのが 現 状。少しでもお客 様との 溝
を埋めていくことが出来ればと思った。

● スーパースパニッシュが一人歩きしているよ
うな気がする。全体的な品質の底 上げもさ
れているが、一般消費者への告知やプロモー
ションが少ないので、日本でのシェアを広げ
るには広告やパブリシティなどの力がもっと
必要だと思う。我々も努力します。
● セールス方法にもよると思うが、まだ、一般
人にはあまり浸透していない。
ワイン 愛 好 家 向 け の 赤 は 販 売 力 が あ るが、
一般のレストランで扱うにはやや難しい一面

「スペイン・グルメ･フェア 2005」

がある。もう少しメジャーに、華やかにプロ
モーションをしてイメージつくりをした方が
良いと思う（まだ明確なイメージが無いため
チャンスです）。
個人的にはプリオラート、リアス・バイシャス
は好きで、オンリストしている。

● スペ インというイメージ が「赤 」とお 客 様
に思われているようで、ワインリストにも赤
が多くなりがちだが、スペインらしさのある
白ワインも必要だと思う。アメリカ的なシャ
ルドネやカベルネのワールドテイストより、
ヨーロッパ各国の独自の個性的なワインの
魅力をお客様に紹介していきたい。

日 時 : 2005 年 9 月14日 (水)・15日(木) 10：00 〜17：00
会 場 : ホテルニューオータニ東京 本館 ア−ケードフロア 麗の間、悠の間
主

催 : スペイン貿易庁（ICEX) ／スペイン大使館経済商務部 ア・コルーニャ商工会議所、
ブルゴス商工会議所、シウダ・レアル商工会議所、ムルシア商工会議所、ナバーラ商工
会議所、バルセロナ商工会議所、ビルバオ商工会議所、 マドリード商工会議所

出展品目
◆オリーブオイル ◆テーブルオリーブ ◆ワイン / リカー ◆肉の加工品 ◆魚介類の加工品
◆野菜の調理品 ◆調理済食品 ◆菓子類 ◆チーズ ◆ビネガー ◆香辛料 / 調味料
◆オーガニック食品 ◆ハチミツ

ハモン･イベリコはもちろん、スペインを代表する食材、そして
各地の特徴あるワインをテイスティングいただけます。 ワイ
ンメーカー・ 業者は 30 社来日します。日本へ未輸出の会社
も多数ありますので、是非ご来場いただきたく、ご案内申し上
げます。

同時
開催

スペイングルメ セミナー「スペイン産オリーブオイルを楽しむ生活」
日時 ：9 月 15 日 10:30 〜 11:30
講師：地中海料理研究家 北村光代 氏

会場：スペイングルメフェア会場内 セミナールーム
定員：48 名（要事前申込み）

お問い合わせ：スペイングルメフェア 2005 事務局
Tel: 03-5537-7763, Fax: 03-5537-7761, E-mail: sgf2005@world.odn.ne.jp

出展社・出展ワイン名
RAZÓN SOCIAL（社名）

NOMBRE EN JAPONÉS（同日本語名）

PRODUCTOS JAPONÉS（商品名）

ADEGA VALDÉS S.L.

アデガ・バルデス

DO リアスバイシャス白ワイン

BODEGA INURRIETA
BODEGA NUESTRA SEÑORA DEL RÍO, S.A.
BODEGA TIKALO, S.L.
ALIZÁN BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L.
BODEGA DEHESA DEL CARRIZAL
BODEGA LOS ALJIBES -SCRI,SLBODEGA VIRGEN BLANCA
BODEGAS ANTONIO CANDELA E HIJOS, S.L.
BODEGAS ARZUAGA NAVARRO, S.L.
BODEGAS BLEDA
BODEGAS FINCA ALBRET
BODEGAS J. RAMÍREZ, S.L.

ボデガ・ イヌリエタ
ボデガ・ヌエストラ・セニョーラ・ デル ・リオ
ボデガ・ ティカロ
アリサン・ボデガス・ イ・ビニェドス
ボデガ・ デエサ・ デル ・カリサル
ボデガ・ ロス・アルヒベス - SCRI
ボデガ・ビルヘン・ブランカ
ボデガス・アントニオ・カンデラ・エ・ イホス
ボデガス・アルスアガ・ナバーロ
ボデガス・ブレダ
ボデガス・フィンカ・アルブレット
ボデガス・ J ・ラミレス

DO ナバーラワイン
DO リベラ・ デル ・ドゥエロ赤ワイン
V.T. カスティーリャワイン
V.T. ティエラ・ デル ・ビノ・ デ ・サモーラ赤ワイン
V.T. カスティーリャ赤 ・ 白ワイン
V.T. カスティーリャ赤 ・ ロゼワイン
DO ナバーラワイン
DO イエクラワイン
DO リベラ・ デル ・ドゥエロ赤ワイン
DO フミーリャワイン
DO ナバーラワイン
DO バルデペーニャスワイン

BODEGAS ORVALAIZ
BODEGAS REAL, S.L.
CELLER DE CAPÇANES I S.C, SCCI.
FINCA OMBLANCAS S.A.
FINCA SAN BLAS, S.L.

ボデガス・オルバライス
ボデガス・レアル
サイエー ・ ダ・カプサナス
フィンカ・オンブランカス
フィンカ・サン・ブラス

GALICIANO

ガリシアノ

GLEXCO

グレクソ

GOSALBEZ-ORTI, S.L.
MÁS QUE VINOS GLOBAL, S.L. / BODEGA ERCAVIO
PARIS TRIMIÑO MORENO BODEGA Y VIÑEDOS
SDAD. VINÍCOLA LA PUEBLA DE LABARCA
V. OVILO, S.L.

ゴサルベス・オルティ
マス・ ケ・ビノス・ グロバル / ホデガス・エルカビオ
パリス・トリミニョ・ モレノ・ボデガ・ イ・ビニェドス
ビニコラ・ラ・プエブラ・ デ ・ラバルカ
Ｖ・オビロ

VINIGALICIA, S.L.

ビニガリシア

ACEIROGA, S.L.
ANGLO ESPAÑOLA DE VINAGRES, S.L.
CONSORCIO DE EXPORTACIÓN SPAIN GOURMET, S.L.
DISTRIBUCIONES GOEX

アセイロガ
アングロ ・エスパニョーラ・ デ ・ビナグレス
コンソルシオ・デ・エクスポルタシオン･スペイングルメ
ディストリブシオネス・ゴエックス

DO ナバーラワイン
V.T. カスティーリャワイン
DO タラゴナワイン、 DO モンサンワイン、 スウィートワイン
DO フミーリャワイン
DO ウティエル ・レケーナワイン
DO リアスバイシャスワイン（ボデガス・ガレガス） DO バルデオーラスワイン（アデガス・ディア・エ・ノイテ）
DO ビエルソワイン（ビティクルトーレス・ ベルシアノス） V.T. カスティーリャワイン（デエサ・デ・ルビアレス）
DO モンサンワイン（テレス・デ・コドルス）
DO フミーリャワイン（ボデガス・シルバノ・ガルシア）
V.T. カスティーリャワイン（ボデガス・ロペス・パナチ）
DO アリカンテワイン（A & M ナバーロ社）
オーガニックワイン
V.T. カスティーリャワイン、 DO ラ・マンチャワイン
DO リベラ・ デル ・ドゥエロ赤ワイン
DOC リオハワイン
DO マドリッドワイン
DO リベイラ・サクラ赤ワイン、DO リアス・バイシャス白ワイン、DO リベイロ白ワイン、DO リベラ・デル・ドゥエロ赤ワイン、
DO ラ・マンチャ赤 ・白ワイン、 ガリシアン・スピリッツ
DO リベイラ・サクラ赤･白ワイン
DO ラ・マンチャワイン、 V.T. カスティーリャワイン
DO ラ・マンチャワイン
カナリア諸島ワイン

