Domaine Julien Pineau

ロワール地方
ドメーヌ・ジュリアン・ピノー

クロロッシュブランシュの畑を取得 旨味伴う華のあるナチュール
Domaine des Bois Lucasドメーヌ・デ・ボワ・ルカは、Clos Roche Blancheクロ・
ロッシュ・ブランシュの所有する無農薬の畑を8ha購入させて頂きました。クロ・ロッ
シュ・ブランシュのオーナー Catherineカトリーヌは2015年に引退をしましたが、その
最後の6.7haを購入し新しくドメーヌを誕生させたのが、Julien Pineauジュリアン・
ピノーです。
1985年9月16日ロワールToursトゥール生まれ。大学でワインとは全く違う経済を
専攻後、アメリカに留学。その間に夏休みを利用して葡萄畑の収穫を経験。その
時に自然の素晴らしさを認識します。
帰国した2009年にモンルイのLise et Bertnard Soussetリーズ・エ・ベルナール・
スーセで収穫をして、ワインを造ろう！と決意。早速アンボワーズの醸造学校に入
学し、本格的に醸造を勉強します。みっちりとエノローグを勉強した後、2012 ～
2013年プロヴァンスのDomaine Terres Promisesドメーヌ・テール・プロミズやクリス
トフ・コモールで仕事をして、やはりロワールで自分のワイナリーを立ち上げようと、
2014年Noella Morantinノエラ・モランタンの所で働きました。そこでクロ・ロッシュ・
ブランシュのカトリーヌと出会い、今回の畑購入となったのです。
カトリーヌの畑を引き継いだのは全部で4名、私、ノエラ、ローラン、そして今回の
ジュリアン、全てビオを実践しております。彼女は引退しても、同じ志の仲間が畑を
守っております。ジュリアンは最後までカトリーヌが売らなかった、一番良い畑をGet
しました。あの樹齢100年以上の素晴らしいコーもジュリアンにご縁があったので
す。
コー 6.5ha、ソーヴィニヨンブラン2.5ha、ピノドニス0.8ha、カベルネフランとカベルネ
ソーヴィニヨン0.6ha、ガメイ0.5ha何とバランスが良いのでしょうか？一気に6種類の品種が醸造出来るのです。同じ畑で同じ醸造所で作ってもディ
ディエとは全くスタイルの違うワインが出来上がりました。ジュリアンの若い感性が初年度からきちっと瓶に詰まりました。どれを飲んでもウルトラナチュラ
ル。新人とは思えない感覚です。同じ所有者の畑を４名別々に醸造すれば、４つの別々のスタイルのワインが出来上がります。本当にワインは面白
いです。私のスタイルと全く違いますが、私は個人的にこのジュリアンのワインが大好きです。彼のワインには華があるのです。果実をこれだけ残すのは
難しいのですが、それをいとも簡単にさらっとやってのけました。彼が今後どんなワイン造りをしていくのか、とっても楽しみな歴史が誕生しました。是非
沢山の方に味わって貰いたいです。
(2016.1.14第2回目訪問 新井順子)

【43714】
Petillant Rosé Bocca Di Rosa ペティアン ロゼ ボッカ ディ ローザ20 【43557】Roche Blanche ロッシュ ブランシュ 20
呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥3,700

規格/タイプ 750ml×12 ／ロゼ微泡・辛口
栽培／認証 ビオロジック／エコセール
テロワール

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

UT
SOLD O

参考小売

￥3,600

面積・収量

テロワール

土壌

標高・向き

シレックス 粘土

120m・北、
南 0.5ha・37hl/ha

カベルネソーヴィニヨン100%
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均40年）

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 ビオロジック／エコセール

SO2

無添加 トータル：10mg/L未満

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥5,000

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 ビオロジック／エコセール

元クロ・ロッシュ・ブランシュの畑に植わるソーヴィニョンブン1/3を
5日間醸したものと、残りの直接圧搾したものをステンレスタンクで
1 ヶ月発酵し、
そのまま6 ヶ月熟成しました。
淡いグリーンイエロー
色、文旦やライム、
ディルの香り、
たっぷりのエキスはジューシーで
旨味もあり、
綺麗な酸とスッキリとした果実味は心地よく口中に拡
がり、
アフターにはライムの爽快感が残ります。

【43558】Is this it イズ ディス イット？ 19

【43492】Substance シュブスタンス18

UT
SOLD O

土壌

標高

面積・収量

シレックス 粘土

110m

0.7ha・30hl/ha

ソーヴィニヨンブラン100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均67年）
醸造 酵母 自生酵母

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥5,200

規格/タイプ 500ml×12 ／オレンジ・甘口
栽培／認証 ビオロジック／エコセール
テロワール

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください（基本的に15度以下の保存をお願いします）

標高・向き

110m・東、
西 0.5ha・6hl/ha

面積・収量

発酵 9月19日収穫
・ 1/3は5日間醸し、空気圧式圧搾
熟成
400Lの古樽で2 ヶ月発酵
そのまま12 ヶ月熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年10月22日
残糖：69g/L
SO2

瓶詰め時：15mg/L トータル：10mg/L未満
マンチェスター出身のミュージシャン・ニューオーダーのアルバム
名を冠しました。18年は太陽燦々で質と量ともに良い年で、1954年
に植樹したソーヴィニョンブランをプレスし木樽で発酵・熟成しま
した。
輝きのある淡いレモンイエロー色、
グレープフルーツやパイ
ナップル、パパイヤの香り、
集中力のすごいエキス感とトロピカル
で上品な味わいは球体のような丸い骨格と長い余韻です。

土壌
シレックス 粘土

醸造 酵母 自生酵母

熟成 そのままシュールリー熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年8月
アルコール度 13.5%

UT

SOLD O

ソーヴィニヨンブラン100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均40年）

発酵 8月下旬収穫／全房で水平式圧搾機でプレス
木樽で発酵（マロラクティック発酵あり）

特徴

面積・収量

アルコール度 12.5%

イタリア人歌手ファブリツィオ・デ・アンドレの曲名を冠しました。
カ 特徴
ベルネソーヴィニヨンをプレスしグラスファイバータンクで発酵、
瓶
詰め前に50Lのガメイジュースを加え、
瓶内発酵・熟成しました。
細
かい泡立ちにサーモンピンクの外観、いちごやマッシュルーム、完
熟香が拡がり、
梅干しのような甘酸っぱいアタックに若いさくらんぼ
の酸味が残る、
ドライな逸品です。

SO2

110m・南、
西 1.5ha・23hl/ha

発酵 8月下旬収穫
・ ソーヴィニヨンブラン1/3は5日間醸し、空気圧式圧搾
熟成
残りは直接圧搾
33.5hlのステンレスタンクで1 ヶ月間発酵
そのまま6 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年3月22日

無添加 トータル：10mg/L未満

アルコール度 11.8%

テロワール

標高・向き

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月2日収穫／水平式圧搾機でプレス
・
熟成 30hlのグラスファイバータンクで発酵
瓶詰め前に50Lのガメイジュースを加え2020年11月10日瓶詰め
瓶内発酵・熟成
デゴルジュマン：2021年6月／無濾過・無清澄

特徴

土壌
シレックス 粘土

ソーヴィニヨンブラン75％
（手摘み／平均40年）
品種
（手摘み／平均3年）
（収穫/樹齢） ムニュピノ25％

醸造 酵母 自生酵母

SO2

UT

SOLD O

無添加 トータル：10mg/L未満

アルコール度 13%
特徴

ニューヨーク出身のミュージシャン、ザ・ストロークスのデビューア
ルバム名を冠しました。暑く乾燥しすぎてブドウが灼け収量が激減
した年でソーヴィニョンブランの1/3を醸しプレス、
古樽で発酵・熟
成しました。
オレンジの色調からコンポートやコンフィチュールにし
たアプリコットやホワイトチョコのアロマ、マロンやアプリコットの
甘さやしっとりとした質感、飲み飽きしない逸品です。

じる口あたりに瑞々しい喉越しと旨味がじんわりと溢れます。

【43493】Jubolin ジュボラン20
呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥3,100

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム
栽培／認証 ビオロジック／ テロワール

土壌

【43559】Les Sucettes a l'Aunis レ シュセット ア ロニス20

UT
SOLD O
面積・収量

標高

シレックス 粘土 100m

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥3,500

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム
栽培／認証 ビオロジック／エコセール
テロワール

2ha・3.5hl/ha

ガメイ60％ ムニュピノー 20％ コー 10％
品種
（手摘み／ 40 〜 60年）
（収穫/樹齢） シュナンブラン10％

標高・向き

面積・収量

粘土 シレックス

120m・西

1.25ha・30hl/ha

醸造 酵母 自生酵母

発酵 8月下旬収穫／全房で2日間醸し
・ 水平式圧搾機でプレス
熟成
10hlのグラスファイバータンクで発酵
（ルモンタージュ・ピジャージュなし）
そのままシュールリー熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年11月10日

発酵 8月下旬〜 9月上旬収穫
・ 10日間醸し／垂直式圧搾
熟成
33.5hlのステンレスタンクで2 ヶ月間発酵
（ルモンタージュ 1回）
そのまま4 ヶ月熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年3月22日

無添加 トータル：10mg/L未満

SO2

アルコール度 12.5%

無添加 トータル：10mg/L未満

アルコール度 12%

休耕地で育ついわゆる野生のブドウ4品種を8月下旬に収穫し全房 特徴
で2日間醸しプレス、ルモンタージュやピジャージュを行わず、
グラ
スファイバータンクで発酵・熟成しました。曇った淡いルビーレッド、
スモモやラズベリー、
ブルーベリーの香り、
甘酸っぱい梅やクラン
ベリーに少しグリーンのアクセントを感じる軽やかで柔らかいエッ
センスにピュアな染み込む味わいを楽しめます。

特徴

土壌

ピノドニス70％
（手摘み／ 90年・40年）
品種
（手摘み／平均45年）
（収穫/樹齢） ガメイ30％

醸造 酵母 自生酵母

SO2

【43346】
Cot Viniﬁe Par Junko コー ヴィニフィエ パー ジュンコ19

1930年と1980年に植樹したピノドニスを主体に、
ガメイをアッサ
ンブラージュし10日間醸し後プレスし、
ステンレスタンクで2 ヶ月発
酵、4 ヶ月熟成しました。
淡いガーネット色、
クランベリーやプラム、
若々しく青い香りや土の香りも感じます。
まろやかでしっかりとした
エキス感にやさしい酸とミネラルが綺麗にまとまり、
アフターには
ベリー香が残ります。

【42805】
Coup d'Jus クー ド ジュ 16

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥3,500

参考小売

￥3,500

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

栽培／認証 ビオロジック／ -

栽培／認証 ビオロジック ビオディナミ／ テロワール

土壌

標高

面積

シレックス 粘土

100m

0.7ha

テロワール

発酵 除梗なし
・ 1週間マセラシオンカルボニック／空気圧式圧搾
熟成
MC中のフリーランジュースとプレスジュースを
グラスファイバータンクで
9 ヶ月間発酵・シュールリー熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年6月22日

0.8ha・40hl/ha

SO2

無添加 トータル：20mg/L未満

アルコール度 12%
元クロ・ロッシュ・ブランシュの畑に植わる樹齢40年のコをグラス
ファイバータンクで15日間の醸し後プレスし、
ステンレスタンクで
4 ヶ月発酵、
そのまま5 ヶ月熟成しました。
中程度の粘性に濁りのあ
る紫がかったルージュの外観、
プラムやカシス、
ナツメグの香りを
感じます。
滑らかなテクスチャーにジューシーな口あたり、細やかな
タンニンと酸味がバランス良く足並みを揃えます。

19年以降ボワルカの畑・醸造を担当するジュリアンがボワルカの 特徴
コーを全房でマセラシオンカルボニック中に毎日抜いたフリーラ
ンジュースとプレス時のジュースをブレンドし、
グラスファイバータ
ンクで9 ヶ月発酵・熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。
憂いをふく
むパープルブラック色、梅紫蘇やホワイトペッパーの香り、瑞々しい
口あたりに硬質の酸、
タンニンが溶け込んだふくよかな味わいです。

【42804】l'Ecumes des Nuits レキュム デ ニュイ17
呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥3,500

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム
栽培／認証 ビオロジック／ -

【43715】l'Ecumes des Nuits レキュム デ ニュイ20

T

U
SOLD O

標高・向き

面積・収量

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥3,600

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム
栽培／認証 ビオロジック／エコセール
テロワール

シレックス 粘土石灰 100m・北東 南西 2ha・18hl/ha
カベルネソーヴィニヨン40％ カベルネフラン40％
品種
（収穫/樹齢） コ20％（手摘み／平均40年）
醸造 酵母 自生酵母

土壌

標高・向き

UT

SOLD O
面積・収量

シレックス 粘土石灰 100m・北東 南西 0.4ha・30hl/ha
カベルネフラン100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均40年）
醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月中旬収穫／ 50hlのグラスファイバータンクで12日醸し
33.5hlのステンレスタンクで4 ヶ月[11 〜 14℃]発酵
熟成 そのまま5 ヶ月熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2018年6月21日

発酵 9月16日収穫／全房
・
熟成 20hlのグラスファイバータンクで
1週間マセラシオンカルボニックしプレス
13hlのフードルで14 ヶ月発酵・熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年11月10日

SO2

SO2

無添加 トータル：20mg/L未満

アルコール度 11.5%
特徴

面積・収量

100m・北西

熟成 そのまま5 ヶ月熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2017年6月21日

無添加 トータル：15mg/L

土壌

標高・向き

発酵 9月中旬収穫／ 50hlのグラスファイバータンクで15日醸し
33.5hlのステンレスタンクで4 ヶ月[11 〜 14℃]発酵

アルコール度 12.7%

テロワール

土壌
シレックス 粘土

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

特徴

UT

SOLD O

コ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均40年）

コー 100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均12年）

SO2

UT

SOLD O

アルコール度 12%

フランス人作家ボリス・ヴィアンの著書
「L'ecumes des jours（日々 特徴
の泡）」
を夜（nuits）
に変えました。
雹の影響で収量不足のため3品
種をアッサンブラージュしグラスファイバータンクで醸し、
ステンレ
スタンクで発酵・熟成しました。
パープルブラック色の外観から、
カ
シスやチョコの香り、
果実感が溢れるアタック、
ピュアなジュースに
高めの酸とタンニンが溶け込みます。

酸化防止剤無添加の商品はお取り扱いにご注意ください（基本的に15度以下の保存をお願いします）

無添加 トータル：13mg/L
作 家 ボリス・ヴィアン の 著 書「L'ecumes des jours
（日々の 泡）
」
を
nuitsに変えました。全房でグラスファイバータンクで1週間マセラ
シオンカルボニック後、
フードルで14 ヶ月発酵・熟成しました。鮮や
かなパープルレッド色、
フランボワーズやプルーン、ザクロ、湿った
土の香り、柔らかいアタックに旨味のあるエキスと酸、
全体的に丸
みのあるボディが印象的です。

