Domaine Julien Labet

ジュラ地方
ドメーヌ・ジュリアン・ラベ

ジュラのテロワール×地場品種が織り成す美しい旋律!!
ナチュラルワインの先駆者、ピエール・オヴェルノワで名高いJura地方は、スイス寄りのサヴァ
ニャンやプールサールといったマイナーな品種の生産地としてのイメージが強いのですが、私に
はブルゴーニュの隣というイメージの方が強いのです。行かれた方はお分かりかと思いますが、
ボーヌからシャブリに行く感覚の距離、ボーヌからボージョレに行くより近いかもしれません。気
候・土壌も共通点が沢山あり、私にとってはコート・ドールの次にシャルドネやピノノワールを醸
造するなら！との思いが強いテロワールが存在する土地なのです。
Domaine Labetと聞けば「あ～あのワインね」と思い当たる方も沢山いらっしゃると思いま
す。そうです、カテゴリーではナチュラルワインに位置付けされるアラン・ラべさんのDomaineを思
い出す方もいらっしゃると思います。『Domaine Julien Labet』は、そのアランさんの息子、ジュ
リアンが個人的に始めた別のドメーヌです。
19世紀からRotalier(ロタリエ)という村(ジュラ地方のやや南部)でワイン造りを行っている、地
元では有名なLabet家の3代目がお父様のアラン・ラべ氏。その息子さんで4代目がジュリアン
です。どこの生産者も同じですが、ワイン造りだけで生計を立てられるようになったのは最近の
話。色んな農業を兼業しながらその中にブドウ栽培も入っていた古い時代から、いち早く
Labet家ではワイン造りをしておりました。アラン氏の時代になり、所謂Domaineと名乗れるワ
イナリーを設立、1974年の時でした。ですから時の人、オヴェルノワ氏よりも前からナチュラルワ
インを造っていたわけです。ヴァン・ド・パイユやヴァン・ジョーヌが主流のJuraではスティルワインは軽視されがち。が、アラン氏はジュラの地質のポテン
シャルを経験から知っていたので、あえて酸化させないスティルワインに拘りを持っておりました。スティルワインを造れば変わり者と言われた時代にで
す。周りが農薬や除草剤を使っていても、彼は当時からそれらを一切使用しない、一貫したワイン哲学の持ち主。息子ジュリアンもお父様のコンセプ
トを引き継ぎ、子供の頃から帝王学のようにきっちりと基本的にお父様からワイン造りの全てを学びました。そしてボーヌの醸造学部で勉強した後、マ
コンの醸造学部を出て、ブルゴーニュのラモネでワイン造りをしました。その後何とアフリカでもワイン造りを勉強しました。1997年に実家に戻り、
Domaine Labetを 手 伝 い ま す。お 父 様 と 同 じChaiで 働 い て い る と、や は り100％ 自 分 の 意 見 が 通 ら な い の で、2003年 か ら 自 分 の ド メ ー ヌ、
『DomaineJulienLabet』を立ち上げました。ジュリアンはお父様のワイナリー、すなわちDomaine Labetと経営を分けた『Domaine Julien Labet』を立
ち上げたのです。Domaine Julien Labetは100％無農薬なのですが、2012年から少しずつビオディナミに切り替えております。そして2013年1月1日か
らお父様が完全引退なされ、Domaine Labetでも責任者となり、２つのワイナリーをジュリアンが責任者としてきり盛りしております。フランスは権利関
係が複雑です。妹さん弟さんも勿論ワイナリーのお手伝いをしますが、それはお父様の会社を引き継いだジュリアンのスタッフとしてなので、ジュリアンの
個人のDomaineは基本的に彼が１人で切り盛りしております。
ブルゴーニュで修業をしたジュリアンは畑の個性、すなわちテロワールを尊重します。Juraでスティルワインが造られるようになっても、まだまだ品種名
を記載するのが精一杯の風潮下、ジュリアンは限りなく畑の区画に拘ります。だから収穫・醸造が大変です。どのCuveeも1000本ちょっとという単位
になるので、生産量も限られるし、管理も大変です。基本的にSO2を使用しません（必要と判断した場合を除く）。醸造方法は至ってシンプル、手
で収穫後、天然酵母で発酵、プレスはストレスを避けるため非常にゆっくりと丁寧に圧搾、新樽は基本的に使用しません。
1973年4月7日生まれ、どんどん精力的に美味しいワインを造ってくれる事間違いなし、どれもこれも綺麗な純粋なワインばかりです。ワインをこよな
く愛するジュリアンの心が澄んでいるから、出来上がるワインなのかもしれません。
（新井順子）

【43645】
Chardonnay En Chalasse シャルドネ アン シャラス18
呼称

Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

参考小売

￥6,500

UT
SOLD O

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
テロワール

土壌

標高・向き

【43646】
Chardonnay La Bardette シャルドネ ラ バルデット18
呼称

Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

参考小売

￥6,500

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
テロワール

面積

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月4日収穫
・
熟成 セレクションマサールのシャルドネを
228Lの木樽で29 ヶ月間発酵・熟成
（ウイエあり）
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年3月4日

発酵 9月5日収穫
・
熟成 セレクションマサールとクローンのシャルドネを
228Lの木樽で20 ヶ月間発酵・熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年6月11日

SO2

無添加 トータル：7mg/L

【43642】
Chardonnay La Reine シャルドネ ラ レーヌ18
呼称

Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

参考小売

￥7,000

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口
栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／ -

UT
SOLD O

標高・向き

【43643】
Chardonnay En Billat シャルドネ アン ビヤ18
呼称

Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

参考小売

￥7,000

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

醸造 酵母 自生酵母

SO2

無添加 トータル：20mg/L未満

無添加 トータル：8mg/L

アルコール度 14.6%

【43649】
Chardonnay En Chalasse シャルドネ アン シャラス16
呼称

Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

参考小売

￥7,000

UT

SOLD O

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
標高・向き

面積

泥灰土 青粘土
（リアス期）265m・南、
西 1.1ha
シャルドネ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均10年・平均31年・平均66年）
醸造 酵母 自生酵母
発酵 セレクションマサールとクローンのシャルドネを発酵
・
（ウイエあり）
熟成 228Lの木樽で16 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2018年8月9日
少量添加 トータル：13mg/L

アルコール度 13.2%
特徴

ComingSoon

発酵 9月25日収穫
・
熟成 セレクションマサールとクローンのシャルドネを
600L・228Lの木樽で20 ヶ月間発酵・熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年6月11日

セレクションマサールで1962年と1946年にバトニアン期の粘土石 特徴
灰土壌に植樹したシャルドネをウイエしながら木樽で29 ヶ月発酵・
熟成しました。
輝くゴールドイエロー色、
クロワッサンやスパイシー
ハーブのアロマ、
ピュアで滑らかな口あたりにジューシーな高めの
酸と控えめな塩味をミネラルが包み、
滋味深い味わいがアフター
へと続く素晴らしい逸品です。

SO2

面積

醸造 酵母 自生酵母

アルコール度 14%

土壌

標高・向き

粘土 シスト（リアス期） 350m・東

発酵 9月11日収穫
・
熟成 セレクションマサールのシャルドネを
木樽で29 ヶ月間発酵・熟成（ウイエあり）
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年3月4日

テロワール

土壌

シャルドネ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均43年・平均78年・平均125年）

シャルドネ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均56年・平均72年）

特徴

UT

SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
テロワール

面積

粘土石灰
（バトニアン期） 255m・北西 0.16ha

SO2

トータル：14mg/L未満

バトニアン期の粘土・石灰土壌に1947年に植樹したセレクション
マサールのシャルドネを228Lの木樽で29 ヶ月ウイエしながら発
酵・熟成し21年3月に瓶詰めしました。
光沢のあるレモンイエロー
色、
白胡 椒 やごま塩 の 奥 からパングリエのアロマを感じます。
ジューシー且つミネラリティーに溢れ穏やかな酸味と塩気のアフ
ターが交互にあらわれます。

セレクションマサールとクローンでリアス期の青粘土と泥灰土に 特徴
1950年、
1985年、
2006年に植樹したシャルドネを228Lの木樽でウ
イエしながら20 ヶ月発酵・熟成しました。
輝くイエローゴールド色、
ほのかなセサミやカスタードクリーム、
白胡椒の香りを感じます。
高
めの酸とジューシーなテイスト、
クリアな味わいがアフターの隅々
まで拡がりをみせる逸品です。

土壌

無添加

アルコール度 14%

アルコール度 14.5%

テロワール

標高・向き 面積

シャルドネ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均71年）

シャルドネ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均12年・平均33年・平均68年）

特徴

土壌

粘土 石灰（バトニアン期） 230m・西 0.43ha

泥灰土 青粘土
（リアス期） 265m・南、
西 1.1ha

SO2

UT

SOLD O

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

セレクションマサールとクローンで1950年、
1985年、
2006年に植樹
したリアス期の青粘土と泥灰土で育つシャルドネを228Lの木樽で
16 ヶ月発酵・熟成し瓶詰めしました。
光沢のあるイエローゴールド
色、
バタークリームやパングリエの奥から黄果実の香り、
たっぷりエ
キスのピュアなアタックに高めの酸が優しい液体を包み込む長い
余韻が美しい仕上がりです。

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）

セレクションマサールとクローンで1975年、1940年、1893年にリア
ス期の粘土・シスト土壌に植樹したシャルドネを600Lと228Lの木
樽で20 ヶ月発酵・熟成しました。やや緑を帯びたイエローゴールド
色、
セサミやホワイトペッパーのスパイシーな香り、
やや甘味感じ
るナチュラルなテイスト、
ピュアなエキス感にクリアな酸がいつま
でもアクセントとなった素晴らしい仕上がりです。

【43650】
Chardonnay La Beaumette シャルドネ ラ ボメット18
呼称

Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

参考小売

￥7,000

UT
SOLD O

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

【43644】
Chardonnay Les Varrons Macération シャルドネ レ ヴァロン マセラシオン18
呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥7,000

規格/タイプ 750ml×12 ／オレンジ・辛口

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
テロワール

粘土 シスト
（リアス期）ComingSoon ComingSoon

標高・向き

面積

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 9月13日収穫/セレクションマサールのシャルドネを除梗後、
・
熟成 アンフォラで12 ヶ月間醸し
228Lの古樽で18 ヶ月間発酵・熟成
（ウイエあり）
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年4月30日

発酵 9月25日収穫／セレクションマサールのシャルドネを
・
熟成 228Lの木樽で24 ヶ月間発酵・熟成後、
卵型のセメントタンクで2 ヶ月熟成（ウイエあり）
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年12月3日

SO2

無添加 トータル：13mg/L

無添加 トータル：7mg/L未満

アルコール度 15%

アルコール度 14%

リアス期のシスト・粘土土壌に1967年に植樹したシャルドネを 特徴
228Lの木樽でウイエしながら24 ヶ月発酵・熟成した後、
卵型セメン
トタンクで2 ヶ月寝かせました。
ややオレンジを帯びたイエロー色、
ブリオッシュやクロワッサン、
白胡椒の香り、
ガスを含むアタックに
旨味たっぷりのテイスト、
フレッシュかつ程よい熟成感とじんわりと
染み入る余韻が素晴らしい逸品です。

特徴

土壌

粘土 石灰（バジョシアン期）ComingSoon ComingSoon
シャルドネ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均51年・平均56年）

シャルドネ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均51年）

SO2

UT

SOLD O

バジョシアン期の石灰・粘土土壌に1967年と1962年に植樹したセ
レクションマサールのシャルドネを除梗しアンフォラで12 ヶ月醸し、
古樽でウイエしながら18 ヶ月発酵・熟成しました。
アンバーゴール
ド色、
ダージリンやメントールの甘い香り、
滑らかでピュアなアタッ
クにじわっと甘味感じるテイスト、ほのかなタンニンを感じる見事
なアフターが素晴らしい逸品です。

【43647】
Fleur de Savagnin En Chalasseフルール ド サヴァニャン アン シャラス18 【43648】
Savagnin Sur Charriere Macération サヴァニャン シュール シャリール マセラシオン18
呼称

Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

参考小売

￥6,000

UT

SOLD O

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
テロワール

土壌

標高・向き

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥7,000

規格/タイプ 750ml×12 ／オレンジ・辛口

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
面積

テロワール

粘土 青泥灰土
（リアス期）260m・真南 1.1ha
サヴァニャンジョンヌ75％サヴァニャンヴェール25％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均15年・平均28年）
醸造 酵母 自生酵母

特徴

1990年と2003年に植樹した標高260mに位置する粘土土壌とリア
ス期の青泥灰土壌で育つサヴァニャン2種を古樽と卵型セメントタ
ンクで22 ヶ月発酵・熟成しました。
輝くゴールドイエロー色、
パング
リエやハーブの奥からほんのりセサミの香り、
厚みのある口あたり
にジューシーでボリュームのあるテイスト、
高めの酸とミネラル感
の調和、
じんわりと沁みるテイストが続きます。

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）

標高・向き 面積

サヴァニャンジョンヌ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均25年・平均27年）
醸造 酵母 自生酵母
発酵 9月21日収穫
・
アンフォラで12 ヶ月間醸し
熟成 除梗後、
古樽で18 ヶ月間発酵・熟成
（ウイエあり）
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年4月30日
SO2

無添加 トータル：20mg/L

アルコール度 14.4%

土壌

粘土 青泥灰土
（リアス期）ComingSoon ComingSoon

発酵 古樽と卵型のセメントタンクで
・
熟成 22 ヶ月間発酵・熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年8月21日
SO2

UT

SOLD O

無添加 トータル：8mg/L

アルコール度 16%
特徴

セレクションマサールで1991年と1993年に植樹した粘土土壌とリ
アス期の青泥灰土のサヴァンニャンを除梗しアンフォラで12 ヶ月
醸し、
古樽に移し替えウイエしながら18 ヶ月発酵・熟成しました。輝
くアンバーオレンジ色、
スモーキーな奥からハニーオレンジやダー
ジリンのアロマ、
たっぷりのエキスとタンニン、
やや甘味を感じるバ
ランスのとれた味わいがいつまでも続きます。

【43653】
Poulsard プールサール18

【43654】
Poulsard En Billat プールサール アン ビヤ18

呼称

Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

参考小売

￥5,600

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

T

U
SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
テロワール

標高・向き 面積

土壌

呼称

Côtes du Jura コート・デュ・ジュラ

参考小売

￥6,000

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
テロワール

粘土 シスト
（リアス期） 360m・東 ComingSoon
プールサール100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均60年）

発酵 9月7日収穫
・
熟成 セレクションマサールのプールサールを
フードルで9 ヶ月間発酵・熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2019年6月21日

無添加 トータル：20mg/L

SO2

【43651】
Métis メティス19
呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥6,000

セレクションマサールで粘土土壌とリアス期のシスト土壌に植わる
プールサールをアッサンブラージュし、フードルで 9 ヶ月発酵・熟
成し SO2 無添加で仕上げました。憂いを含むオレンジルビー、赤
果実の中にホワイトペッパーのスパイシーな香りを感じます。少々
ガスを含むフレッシュな果実感と渋味を含む旨味、綺麗な酸が心
地の良いアフターを演出します。

特徴

【43652】
Gamay La Raine ガメイ ラ レーヌ19

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム
栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／ 標高・向き

UT
SOLD O
面積

ComingSoon ComingSoon

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売
栽培／認証

T
OLD OU
S
ビオディナミ ビオロジック／エコセール

テロワール

土壌

￥6,000

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

0.28ha

標高・向き

面積

泥土 粘土 石灰（バトニアン期） 250m・北西 0.28ha

ピノノワール35% ガメイ15% アンファリネ15%
品種
（手摘み／ ComingSoon）
（収穫/樹齢） Mille8％ その他27％
醸造 酵母 自生酵母

ガメイ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均3年）
醸造 酵母 自生酵母

発酵 8月27日〜 9月7日収穫
・
228Lの古樽で9 ヶ月間発酵・熟成
熟成 醸し後、
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年7月16日

発酵 9月16日収穫/セレクションマサールのガメイを
・
熟成 15日間マセラシオンカルボニック
228Lの古樽で10 ヶ月間発酵・熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年7月16日

SO2

SO2

無添加 トータル：20mg/L未満
メティス＝混血の意味で、
8月末から9月中旬に収穫した8区画に植 特徴
わる複数品種を区画とセパージュごとに醸し後、
228Lの木樽で9 ヶ
月発酵・熟成しアッサンブラージュしました。
透明感のあるルビー色、
梅や紫蘇、
フルーティー且つスパイシーな香りを感じます。
瑞々し
い口あたりにバニラとベリーのテイスト、
タンニンが優しい酸に包
まれチャーミングな余韻が続きます。

特徴

【43655】
Pinot Noir Les Varronsピノノワール レ ヴァロン19
呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥6,200

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

UT
SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／エコセール
テロワール

土壌

標高・向き

面積

セレクションマサールでバトニアン期の泥土・粘土、石灰土壌に
2016年に植樹した若いガメイを15日間マセラシオンカルボニック
し228Lの木樽で10 ヶ月発酵・熟成しました。明るいオレンジルビー
色、
生姜醤油の和風の香りに微かなストロベリーのアロマ、
優しい
エキス分に甘酸っぱいテイスト、滑らかな飲み口に高めの酸がア
フターを彩ります。

【43656】
Marc du Jura マール デュ ジュラ10
呼称

Marc du Jura マール・デュ・ジュラ

参考小売

￥9,500

規格/タイプ 750ml×12 ／蒸留酒
栽培／認証 ビオロジック／ テロワール

角岩 粘土 石灰（バジョシアン期）ComingSoon 1.15ha
ピノノワール100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均40年）
醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母
発酵 ブドウの搾りかす全てを単式蒸留器で2回蒸留後、
・
熟成 新樽で120 ヶ月間熟成
無濾過・無清澄
SO2

無添加 トータル：20mg/L未満

アルコール度 51%

セレクションマサールと親木からの枝を挿木したクローンのバジョ 特徴
シアン期の石灰土壌と角岩・粘土土壌に植樹したピノノワールを
228Lの木樽で10 ヶ月発酵・熟成しました。
淡いオレンジルビー色、
赤紫蘇や梅干しの甘酢っぱい香りにフランボワーズのアロマ、
ピュ
アでシルキーな口あたりにミルキーなエキスを冷涼感のある酸が
包み込んだ長い余韻が印象的です。

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）

土壌
-

無添加 トータル：20mg/L未満

アルコール度 11.8%

UT

SOLD O

2010年のブドウの搾りかす全て
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／ -）

発酵 9月17日収穫
・
熟成 セレクションマサールとクローンのピノノワールを
228Lの古樽で10 ヶ月間発酵・熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年7月16日
SO2

無添加 トータル：20mg/L未満

アルコール度 12%

アルコール度 12.2%

特徴

無添加 トータル：7mg/L未満

アルコール度 12.5%

セレクションマサールで粘土土壌とリアス期のシスト土壌の2区画
に植わるプールサールを醸し後、木樽で10 ヶ月発酵・熟成しまし
た。淡いルビー色、
プラムやフランボワーズなどの赤いベリーのア
ロマ、
ブーケに出汁のニュアンス、
つるんとした控えめな果実の甘
味、冷涼感のある酸、
シルキーなタンニン、
ナチュラルテイストがア
フターへと続きます。

土壌

面積

醸造 酵母 自生酵母

アルコール度 12.7%

テロワール

標高・向き

粘土 シスト
（リアス期）330 〜 360m・東 0.31ha

発酵 9月10日収穫
・
熟成 セレクションマサールのプールサールを醸し
木樽で10 ヶ月間発酵・熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2019年7月17日

特徴

土壌

プールサール100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均30年）

醸造 酵母 自生酵母

SO2

UT

SOLD O

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

2010年に収穫したブドウの搾りかす全てを単式蒸留器で2回蒸留
後、
新樽で120 ヶ月熟成しSO2無添加で瓶詰めした長期熟成の華
やかなマールでアルコール度数は51%です。
オレンジゴールド色、
オレンジブリュレやグラッセのアロマ、
丸い口あたりで心地良いア
ルコール感の中にエレガントな味わい、ふわりと拡がるカスタード
のニュアンスと苦味がアクセントとなっています。

【43278】
Macvin du Jura マクヴァン デュ ジュラNV

【43279】
Macvin du Jura マクヴァン デュ ジュラ14

呼称

Macvin du Jura マクヴァン・デュ・ジュラ

呼称

Macvin du Jura マクヴァン・デュ・ジュラ

参考小売

￥4,500

参考小売

￥6,000

規格/タイプ 750ml×12 ／甘味果実酒
栽培／認証 ビオディナミ ビオロジック／ テロワール

UT
SOLD O

土壌

標高・向き

面積・収量

青色粘土 石灰

270m・東

0.25ha・30hl/ha

シャルドネ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均30年）

栽培／認証
テロワール

土壌

標高・向き

青色粘土

ComingSoon ComingSoon

醸造 酵母 自生酵母

発酵 フレッシュなブドウジュース
（2/3）
を発酵させずに、
・ 24 ヶ月熟成したマクヴァン
（2011年6％、
熟成 2013年12％、
2014年24％、
2016年58％）
を
アッサンブラージュ／瓶詰め：2019年11月9日

発酵 2014年のフレッシュなブドウジュース
（2/3）に
・ 300L樫樽で60 ヶ月熟成した2012年のマール（1/3）
熟成 を加え、発酵させずに300Lの樫樽で60 ヶ月熟成
瓶詰め：2019年9月2日
SO2

少量添加 トータル：20mg未満

少量添加 トータル：20mg/L未満

アルコール度 18%

アルコール度 16.5%

2014年のフレッシュなシャルドネの果汁（2/3）に樫樽で60 ヶ月熟
成した12年 の マール
（1/3）
を加え、発 酵させ ず に300Lの 木 樽で
60 ヶ月熟成し2019年9月に瓶詰めしました。
輝くアンバーイエロー
の外観からリンゴ飴やカスタードクリームの香りを感じます。
滑ら
かな果実のアタックにほのかな甘味と酸味が調和し瑞々しい味わ
いがアフターまで拡がります。

未発酵のシャルドネの果汁
（2/3）
を発酵させずに、
228Lの木樽で 特徴
24 ヶ月熟成した16年
（58%）
、
14年
（24％）
、
13年
（12%）、
11年（6％）
のマール
（2/3）
をアッサンブラージュし19年11月に瓶詰めしました。
光沢豊かなアンバーゴールド色、
ハチミツやチェリーシロップ香、
やさしい甘味の口あたりにたっぷりとしたエキス感、
凝縮した熟成
感が豊かな味わいです。

特徴

面積・収量

シャルドネ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均65年）

醸造 酵母 自生酵母

SO2

UT

SOLD O
ビオディナミ ビオロジック／ -

規格/タイプ 750ml×12 ／甘味果実酒

【42359】
La Paille Perdue ラ パイユ ペルデュ 11
呼称

Vin Liquoreux ヴァン・リクルー

参考小売

￥7,000

規格/タイプ 375ml×6×2 ／藁・甘口
栽培／認証 ビオロジック／ テロワール

UT

SOLD O

土壌

標高

面積・収量

青色泥土

250m

0.8ha・20hl/ha

シャルドネ サヴァニャン
品種
（収穫/樹齢） プールサール（手摘み／ 65 〜 100年）
醸造 酵母 自生酵母
発酵 セレクションマサールの高樹齢のブドウを
藁の上で4 ヶ月陰干し、糖度を高めてからプレス
木樽で発酵
熟成 そのまま48 ヶ月熟成／無濾過・無清澄／残糖：207g/L
SO2

プレス時と瓶詰め時：少量 トータル：20mg/L未満

アルコール度 10.2%
3種のブドウを藁の上で4 ヶ月陰干しし糖度を高めてからプレスし木樽
で発酵、48 ヶ月熟成しました。
アルコール度14％以上からヴァン・ド・パ
イユの呼称になりますが、10.2％しかないので「ペルデュ
（失われた）」
と名付けられました。
ウィスキーのような琥珀色、
とろりとした液面から
糖度を感じます。マロングラッセや蜂蜜の香り、上品な甘さとほのかな
酸から気品の高さが覗えます。

特徴

【43280】
Marcs du Jura マール デュ ジュラ08

【43245】
Marcs du Jura マール デュ ジュラ09

呼称

Marc du Jura マール・デュ・ジュラ

呼称

Marc du Jura マール・デュ・ジュラ

参考小売

￥9,500

参考小売

￥9,500

規格/タイプ 750ml×12 ／蒸留酒
栽培／認証 ビオロジック／ テロワール

T
OLD OU

S

土壌

規格/タイプ 750ml×12 ／蒸留酒
栽培／認証 ビオロジック／ テロワール

2008年のブドウの搾りかす全て
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／ -）
醸造 酵母 自生酵母

SO2
特徴

-

醸造 酵母 自生酵母
発酵 ブドウの搾りかす全てを単式蒸留器で2回蒸留後、
・
熟成 新樽で120 ヶ月熟成
無濾過・無清澄

無添加 トータル：7mg/L未満
2008年に収穫したブドウの搾りかす全てを単式蒸留器で2回蒸留
後、
新樽で120 ヶ月熟成しSO2無添加で瓶詰めした長期熟成の華
やかなマールでアルコール度数は46%です。
輝く紅茶色、
コニャッ
クやレーズンの甘いアロマを感じます。
果実味を伴う丸い口あたり
に、
じんわりとエレガントに伸びやかな曲線を描く充実したアフ
ターの美しさに酔いしれます。

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）

土壌

2009年のブドウの搾りかす全て
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／ -）

発酵 ブドウの搾りかす全てを単式蒸留器で2回蒸留後、
・ 新樽で120 ヶ月熟成
熟成
無濾過・無清澄

アルコール度 46%

UT

SOLD O

SO2

無添加 トータル：20mg/L未満

アルコール度 47%
特徴

2009年に収穫したブドウの搾りかす全てを単式蒸留器で2回蒸留
後、
新樽で120 ヶ月熟成しSO2無添加で瓶詰めした長期熟成の華
やかなマールでアルコール度数は47%です。輝く紅茶色、
コニャッ
クやブラックペッパーのスパイシーなアロマを感じます。
ストレート
なアルコール感に刺激のあるパンチの利いたエッセンスを主力に
アフターの苦みがアクセントとなっています。

