
詳細・歴史

商品コード ヴィンテージ 税別参考上代

JAN　0737186056049

JAN　0700083594235

Van Loggerenberg (Paarl)
ファン・ロッゲレンベルグ　（パール)

畑・醸造

素晴らしいポテンシャルを持った畑を見極める才能を持ち合わせていると高く評価を受けており、彼自身、「自
分はワインメーカーというよりはファーマーだ」と言うほどに、ワインの品質は第一に畑に由来するという信念を持
ち、契約農家のもとへ頻繁に足を運び、栽培から収穫まで丹念に取り組んでいます。ワインを造る過程におい
ても酵母や添加物などは一切加えず、ブドウそのものの魅力を最大限に引き出す造りをしています。

当主ルーカス・ファン・ロッゲレンベルグ氏は、南アフリカのエルセンバーグ大学にて農学を学び、タルバッハ地
区の「ライクス」にてワイン生産者としての第一歩を踏み出しました。その後アメリカ合衆国の東部へ渡り、ニュー
ヨーク北西部のAVA「フィンガー・レイクス」で2シーズンを過ごし帰国しました。帰国後はパール地区の「ドラック・

マイ・ニエット・ワイン・エステート」でワインメーカーを務め、その後2016年にステレンボッシュの地で独立し、自
身初となるキュヴェをリリースしました。彼の天性の醸造センスが花開くのにそう時間はかからず、ルーカスは
2018年に早くも Tim Atkin MW "SA Special Report 2018" において "Young Wine Makers of the Year"
に選出され、毎年２級に格付けされていましたが、ついに今年2022年版で最上級の1級に昇格し、国内外で
大きな注目を集めています。
2019年にセラーを移転し、現在はパールの地に本拠を構えています。

ワイン名

72601018
Kameraderie Chenin Blanc 

2018 ¥4,800カメラデリー・シュナン・ブラン

【キュヴェ】「Kameraderie」とはアフリカーンス語で「友愛」を意味し、「僕たちの人生の全てはカメラデリー（友愛）で成り立っ
　　　　　　ている」という思いを込めて名付けられました。ルーカスは友情は、食事とワインを共にする人たちとだけではなく、
　　　　　　ワインを造る過程で関わる全ての農家さんや作業員たちと育まれているという思いがあり、それを胸にワイン造りに
　　　　　　取り組んでいます。ラベルには手を取り合い作業を行う人々の手や、古いプレス機、南アフリカの歴史や文化を象徴
　　　　　 する入植者のオランダの船や国獣のスプリングボックなどが描かれています。
【品種】シュナン・ブラン100％
【W.O】Paarl　　　【産地】パール地区の乾燥した山岳地帯
【畑】長い間手入れがされず荒れた土地だったところを、ルーカス自らが丹念に手入れをし、2016年からワイン造りができる
　　　ほどにまで回復させ、年々少しずつ収穫量も伸ばしています。ブドウはルーカスによる拘りの剪定によって大切に育てら
　　　れており、特に思い入れの強い畑です。
【土壌】花崗岩、コーヒークリップ、砂岩（サンドストーン）、頁岩（シェール）
【畑面積】2ha  　【植樹】1960年　　【仕立て】株仕立て（ゴブレ式）　　【収穫】手摘み
【発酵】全房をプレス後ステンレスタンクにて一晩寝かせ、3年使用のフレンチ・オーク樽で自然発酵を促します。
【熟成】バトナージュは行わず、10カ月間滓と共に熟成　　　【マロラクティック発酵】なし
【テイスティングノート】アロマに歯洋ナシや桃、タンジェリンやキンカンなどの柑橘類、スイカズラ、フィンボスに生息する植物、
　　　　　　　　　　　　　微かに蜜蝋などが感じられとても豊かな香りです。インパクトと存在感のある口当たりで、酸味と華やか
　　　　　　　　　　　　　さ、ミネラル、旨味のバランスが素晴らしく骨格のあるシュナン・ブランで非の打ちどころのない出来栄え
　　　　　　　　　　　　　です。香りにも味わいにも複雑味があり奥行きがあるのでマリアージュの可能性は無限です。
【評価】Tim Atkin MW, SA Special Report／95pt,  Wine of the Year for Chenin Blanc　　　【年間生産量】僅か860本
【アルコール度数】13.5％

72602121
Break a leg Chardonnay

2021 ¥3,200ブレイク・ア・レッグ・シャルドネ

White Wine

【キュヴェ】シャルドネ100％で造られる白ワインで、ルーカスが独立して初めてとなる収穫の直前に事故で膝を骨折してしま
　　　　　　 い、収穫期に入院して2度の手術を受けることになり、大切な収穫に携われないことと傷のダブルの痛みに耐えて
　　　　　　 いたことから 「Break a leg ／骨折」 と名付けられました。この苦境は友人たちの協力によって乗り越えることがで
　　　　　　 きましたが、この言葉は英語圏では「頑張って！」 「成功を祈ってるよ！」という意味で広く使われており、友達を大
　　　　　　 切にするルーカスらしいメッセージも込められています。ラベルに描かれた横顔の紳士は次の一手を考えている姿
　　　　　　 だそうで、そのシルエットの中には畑から臨むフォルス・ベイとテーブルマウンテンの風景が描かれており、セラーの
            前の花壇に咲くストレリチア（極楽鳥花）と地元で愛されている鮮やかな羽を持つ鳥も描かれています。
【品種】シャルドネ 100％
【W.O】Stellenbosch　　　【産地】ステレンボッシュの2区画：ポルカドラーイ、 デヴォン・ヴァレー
【土壌】風化した花崗岩、粘土が豊富な花崗岩　　　【植樹】1991年、2003年　　　【仕立て】ブッシュ・ヴァイン（株仕立て）　　　
【全房使用率】100％
【発酵】収穫後ステンレスタンクにて一晩静置し、低温にて野生酵母による自然発酵
【マロラクティック発酵】より複雑さを与えるため行います。
【熟成】ステンレスタンクにて９カ月間
【テイスティングノート】トロピカルな香りとクリアな果実味が綺麗なしっかりとした辛口です。
【アルコール度数】12.5％　　　◆無清澄、無濾過



商品コード ヴィンテージ 税別参考上代

JAN　0606110388467

JAN　0700083594259

JAN　070008359273

トラスト・ユア・ガット・シュナン・ブラン
72601518

Trust Your Gut Chenin Blanc
2018 ¥4,800

Rose Wine

Red Wine

【キュヴェ】サンソー100％で造られるロゼワインで、👆👆シャルドネ100％の白ワイン「ブレイク・ア・レッグ」と同じシリーズです。

            ラベルには、収穫を手伝ってくれる「頑固な性格」のロバと、「スピード感」を象徴するプロテアの花と、それとは対称
　　　　　　 的な「のんびりした」存在のカメも描かれており、自分たち栽培家の一年のスタンスを表現しているそうです。
　　　　　　 海に近く常に冷たい風の影響を受ける畑で、塩味を伴うエレガントなフィニッシュが特徴的です。
【品種】サンソー 100％
【W.O】Stellenbosch　　　【産地】ステレンボッシュ　2区画
【土壌】風化した花崗岩　　　【植樹】1992年　　　【仕立て】ブッシュ・ヴァイン（株仕立て）
【収穫】ブドウの状態を見ながら3回に分け、手摘みで行う　　　【全房使用率】0％（100％）
【発酵】収穫期ごとに分け、1バッチ目と2バッチめは古樽にて、3バッチ目はステンレスタンクにて野生酵母による自然発酵
【マロラクティック発酵】あり
【熟成】フレンチオーク古樽にて８カ月間
【テイスティングノート】外観は淡くややオレンジがかったロゼ色で、黒ブドウ由来のワイルド・ストロベリーやクランベリー、サクラ
　　　　　　　　　　　　　 ンボやリンゴ、オレンジ、スパイスなど実に華やかで豊かなアロマです。アタックから鮮やかなグレープ
　　　　　　　　　　　　　 フルーツのようなフレッシュな果実味が豊かで、わずかに甘さを残しながらも土や森を思わせるニュア
　　　　　　　　　　　　　 ンスが興味深く鼻腔を抜け、舌の上に優しい重量感も感じます。爽やかな酸味と香ばしいフィニッシュ
　　　　　　　　　　　　　 が心地よく、生魚や、燻製など軽く火を入れたお魚料理、お寿司やサラダなどとよく合います。
【評価】Tim Atkin MW, SA Special Report / 91pt
【アルコール度数】12.0％

【キュヴェ】「Trust Your Gut」とは「直感を信じよう」という意味ですが、マルチ・ヴィンヤードで造られているこのキュヴェは、
　　　　　　　ルーカスが自分の「直感」を信じて選んだブドウをブレンドすればシングル・ヴィンヤードよりも良いものができると信
　　　　　　　じて造られたのでそのように名付けられました。ラベルに描かれた様々なモチーフは、例えば船乗りのコンパスのよ
　　　　　　　うに、またミツバチが勘を頼りに花を探し当てるように、時には進むべき道を示してくれる自分の「Gut／直感」を信
            じて貫くことが大切だという思いが込められて描かれています。
【品種】シュナン・ブラン100％　　　【W.O】Western Cape
【産地・特徴・土壌・特徴】
　　　　①50％　スワートランドのパールドバーグ地区：花崗岩土壌　★優しさと繊細さを与えます。
　　　　②25％　ステレンボッシュ・ポルカドラーイの丘：花崗岩土壌　★豊かな果実味と深みを与えます。
　　　　③25％　マームズベリーの郊外　★酸とミネラルを与えます。
【仕立て】ブッシュ・ヴァイン（ゴブレ式／株仕立て）
【発酵】区画ごとに分けて醸造。全房をプレス後それぞれステンレスタンクにて一晩寝かせます。翌朝、３年使用のフレン
　　　　チ・オーク樽にて自然発酵を促します。　　　【マロラクティック発酵】なし
【熟成】バトナージュなしで、10カ月間澱と共に熟成
【評価】Tim Atkin MW, SA Special Report／91pt
【アルコール度数】13.5％

ワイン名

72601321
Break a leg Cinsault Blanc de Noir

2021 ¥3,200

White Wine

【キュヴェ】メルロー100％で造られる赤ワインで、👆👆シャルドネとロゼと同じ「ブレイク・ア・レッグ」シリーズです。

　　　　　　 ラベルはこのワインにぴったりの秋らしいデザインで、紳士の横顔のシルエットの中には、畑のあるヘルダーバーグ山
　　　　　　 の風景が描かれていて、ステレンボッシュを連想させる美しく紅葉した琥珀色のドングリも描かれています。切手に
　　　　　　 はこのワインとの夢のようなペアリングを連想させる、南アフリカに生息するウシ科のクーズー（インパラの仲間）が描
　　　　　　 かれています。一生懸命に働くフンコロガシは、自分の使命を達成するまでは決して立ち止まらないルーカスの意
　　　　　　 志が表現されています。
【W.O】Stellenbosch　　　【産地】ステレンボッシュ・ヘルダーバーグ・アッパー・ブラウクリッペン地区
【土壌】濃い赤色をした花崗岩で、表層はコーヒークリップ：ワインに力強さを与えます
【植樹】2002年　　【仕立て】ブッシュ・ヴァイン（株仕立て）　　　【全房使用率】0％（100％）
【発酵】ステンレスタンクにて、約２週間、１日１回ポンピングオーバーを行いながら野生酵母による自然発酵
【マロラクティック発酵】2年使用のフレンチオーク樽使用
【瓶詰】2021年12月11日
【テイスティングノート】親しみやすい果実味とシルキーなタンニンが印象的な、「食事を呼ぶメルロー」です。
【アルコール度数】14.0％

72615121
Break a leg Merlot

2021 ¥3,200ブレイク・ア・レッグ・メルロー

ブレイク・ア・レッグ・サンソー・ブラン・ド・ノワール



商品コード ヴィンテージ 税別参考上代

JAN　0700083594242

JAN　0700083594266

JAN　0606110388450

72620418
Geronimo Cinsault

2018 ¥3,800ジェロニモ・サンソー

【キュヴェ】「友人たちと和気藹々とした雰囲気で、ワイン単体やお料理と一緒に気軽に楽しく味わえるようなサンソー」というコ
　　　　　　　ンセプトで造られました。ルーカスは子供のころ、友達と海で遊ぶときはいつも高い崖から海へ飛び込んでいました
　　　　　　　が、勇気を出すために皆で大声で 「ジェロニ～モ～！」（ネイティブ・アメリカン、アパッチ族の戦士の名）と叫びな
　　　　　　　がら鳥になったつもりで飛び込んでいました。人生において思い切って事業を始めるときの大きな跳躍が、この時
　　　　　　　の感覚に似ていることからその呼び名をキュヴェに名付け、友人たちの応援と協力があればどんなことでも成し遂
　　　　　　　げられるというメッセージが込められています。ラベルには大きな鳥と崖から飛び降りる少年、国魚のガリューンが
　　　　　　　描かれています。
【品種】サンソー100％

【W.O】Stellenbosch　　　【産地】ステレンボッシュの乾燥したファーグルーヴ地区
【土壌】砂岩の上に粘土質豊富な花崗岩　　　【植樹】1978年、1990年　　【仕立て】ブッシュ・ヴァイン（株仕立て）
【全房使用率】100％　
【発酵】区画ごとに分け、樽にて１日１回パンチングダウンを行いながら野生酵母による自然発酵
【マロラクティック発酵】あり
【熟成】数年使用のフレンチ・オーク樽にて9月間寝かせ、瓶詰直前にブレンド。
【テイスティングノート】アロマには、チェリーやプラムなどのフルーツ、ハーブ、スパイスに加えて、微かな土などが複雑に感じ
　　　　　　　　　　　　　 られ非常に奥行きがあり華やかな印象です。口に含むと爽やかな酸味にチャーミングな果実の風味が
                        見事にマッチし、繊細なタンニンが美しく滑らかに広がる、ミディアムボディの口当たりです。余韻は複雑
                        で、ブルゴーニュやローヌの赤を思わせます。
【評価】Tim Atkin MW, SA Special Report／94pt
【アルコール度数】12.5％

72620118
Breton Cabernet Franc

2018 ¥4,800ブルトン・カベルネ・フラン

【キュヴェ】キュヴェ名の「Graft」ということばには、ルーカスにとっていくつかの意味があり、その想いが込められて名付けられ
　　　　　　 ており、ラベルにはそれぞれの意味のモチーフが描かれています。まず最初に、彼は幼いころから祖父に「成功
　　　　　　 するためには努力を惜しんではならない」と言い聞かされてきたことから、「Graft／一生懸働く」という意味があり、
　　　　　　 ラベルの左上に畑仕事をする男性のシルエットが描かれています。次に、異なる別々の個体であるブドウ樹の結
　　　　　　 びつきで、ワインはより力強くなりさらに価値が生まれるという想いから「Graft／結び合わせる」という意味を持ちま
              す。３つ目は、ブドウの栽培には実は人知れずハチやフィンチ（鳥）たちの働きが大きな力になっていることから、
　　　　　　 「Graft／人知れず働く」という意味で、自然への敬意を表しています。
【品種】シラー100％
【W.O】Polkadraai hills　　　【産地】ステレンボッシュのポルカドラーイ地区の丘
【土壌】分解された花崗岩　　　【全房使用率】100％
【発酵】樽にて１日に１回パンチングダウンを行いながら自然発酵。
【マロラクティック発酵】あり
【熟成】樽にて10カ月間
【2018年】干ばつの影響で収量は例年よりも落ち込みました。当初はサンソーもブレンドする予定でしたが収穫時に断念し、
              シラーのみで仕上げました。
【評価】Tim Atkin MW, SA Special Report／94pt
【アルコール度数】13.5％

【キュヴェ】ルーカスが独立を決心したのはフランスのロワール渓谷のブルトン（カベルネ・フラン）に魅了されたことがきっかけ
　　　　　　 で、このキュヴェはエレガントで複雑な風味が魅力のロワール・スタイルに仕上げられています。ラベルに描かれた
　　　　　　 左向きの女性はそのエレガンスを象徴しており、シルエットの中には「ブルーガム・グローヴ」の畑の風景が描かれて
　　　　　　 います。馬はペルシュロンと呼ばれる種で雄々しい印象がありますが、立ち姿がとてもエレガントでこのキュヴェのイ
　　　　　　 メージと重なり、羊はルーカスが通っていた大学で初めてクローン化されたドニー・メリノという羊です。
【品種】カベルネ・フラン100％
【W.O】Stellenbosch　　　【産地】ステレンボッシュのポルカドラーイ地区の3つの厳選された区画

【畑】「Bluegum Grove／ブルーガム・グローヴ」　　　【土壌】分解した花崗岩、コーヒークリップ　　　【全房使用率】50％
【発酵】区画ごとに３つに分け、オーク古樽にて澱と共に２週間、１日に１回パンチングダウンを行いながら自然発酵
【マロラクティック発酵】あり
【熟成】2年使用樽にて10カ月寝かせ、３つのワインをブレンドしてすぐに瓶詰
【テイスティングノート】アロマにはラズべりーやブラックベリーなどの果実、スミレ、セージ、ローズマリー、タイムなどのハーブ
　　　　　　　　　　　　　の香りが豊かに感じられ、口に含むと少々エッジの効いた酸が爽やかに広がり、ピュアな果実味が軽
　　　　　　　　　　　　　やかでフレッシュな口当たりです。きめの細かいタンニンが上品で、ラム肉、ギリシャ料理などと好相性
　　　　　　　　　　　　　です。20年の熟成も可能でしょう。
【評価】Tim Atkin MW, SA Special Report／95pt,  Wine of the Year for Cabernet Franc
【アルコール度数】13.0％

72722118
Graft Shiraz

2018 ¥4,800グラフト・シラーズ

ワイン名

Red Wine



【左】「ローレンス・ファミリー」 当主 フランコ・ローレンス氏　　【右】「ファン・ロッゲレンベルグ」 当主 ルーカス・ファン・ロッゲレンベルグ氏

“For me, freshness and purity are paramount.
I want to express the vineyard sites

with elegance, balance and bags of flavour."

僕にとってはフレッシュでピュアなことが最も重要です。
エレガンス、バランス、そして豊かな風味でブドウ畑を表現したいのです。


	ファン・ロッゲレンベルグ

