
Domaine Joubert ボージョレ地方
ドメーヌ・ジョベール

ボージョレ無農薬栽培のパイオニア名家、長女カリーヌの挑戦
　Domaine Joubert（ドメーヌ・ジョベール）の名前を知らない人はボージョレではいない程、
現地フランスでは有名です。それは第4代目の当主Marcel Joubert（マルセル・ジョベール）
さんがボージョレのワイン協会の会長であったと共に、1980年代にあのMarcel Lapirre（マル
セル・ラピエール）氏と共にボージョレの地で無農薬を実践したパイオニアであるからです。お
父様Marcel氏は高校を卒業後、1972年に畑を引き継ぎ、農業大学にはいかないで実践
で農業を学びました。最初はカーブコペラティフの推奨する農法で行っておりましたが、何か
が違うと思い、まだ誰も行わなかった無農薬農法に切り替えました。このDomaineは全部で
10ha、Brouillyに位置しておりますので、このAOCは勿論、その他Beaujolais、Beaujolais 
Village、Fleurie、Chiroubles、Morgonの畑を所有しており全て無農薬で栽培しておりま
す。お父様の時代まではGamay100%でした。

　Marcelは2人のお嬢さんがおりますが、息子さんがおりませんでした。娘2人共、彼のワイナ
リーを継ぐ事には全く興味がなくて、ロワールで実際ワイン造りをしている私に何度も
Domaine Joubertをやらないか？やらないか？と話がありました。畑は完璧なので、とても素
敵なお申し出でしたが、ロワールの畑で精一杯の私には不可能な事。長女のCarine（カリー
ヌ）さんの子供も2人共お嬢さんなので、Marcel氏は冗談でなく、ちゃんと無農薬を続ける誰
かにDomaineを渡すつもりでした。そんな中、ベルギーに住んでいる次女が結婚して長男が
誕生。その時のMarcelの大喜びったら今も忘れません。「70歳までは何とか頑張らないとなぁ
～」嬉しそうに語っていたMarcelの笑顔が忘れられません。
　そんな中、長女Carine(カリーヌ）が離婚しました。彼女は地元の高校を出て、職場で知り
合った男性と結婚。直ぐに家庭に入りました。典型的なボージョレの田舎の女性の生き方、
2人の子供の為、ご主人の為にしっかりと家庭を守ってきた女性です。離婚後、彼女は決心
します。“子供達の為にも、お父さんの為にも、ワイン造りを始めよう！ Domaine Joubertを
継ごう！”と。しかし農業は未経験、小さい頃からブドウ栽培やワイン造りを見てきたけれど、
実際行った事はありません。そこでMarcelから徹底して学ぶ事にしました。それが2015年、で
すから2015年はMarcelにワイン造りを学びながら、彼女が最初に造った初ヴィンテージでも
あります。2015年、2016年と2年間しっかりと学び、2017年にMarcelはCarineが大丈夫と判断し、リタイヤの決断をしました。正式に5代目としてCarineを認
め、法的にも会社の在り方も全てCarineがTopとなりました。「僕はただのお手伝い、これからはオーナーはカリーヌだよ」と冗談で言っていましたが、その姿は
安堵と共に少し寂しそうでした。

　時間は2015年に戻ります。2015年からCarineが会社に入り、最初に行った改革は、赤ワインだけのワイナリーを卒業して白ワインの醸造も始めた事！そし
てボージュに一番近い坂の急な畑と、新しく買ったブルイィの一番標高の高い畑の2 ヶ所にシャルドネを植えました。ボージョレでは誰もシャルドネを植樹しませ
ん。カリーヌは女性の身でシャルドネを植えたので、直ぐにプレスから取材が殺到しました。「私がどうしてシャルドネを植えたの？」と聞いたら「順子が頼んだ
じゃない。貴方のボージョレヌーヴォ白を自社畑で作りたいって言ったでしょう⁉」本当に嬉しくなりました。随分前の話をCarineは覚えていてくれました。それは
彼女がワイナリーのお手伝いをするかなり前の2011年の時、その頃Jean-Louis（ジャン・ルイ）の無農薬のシャルドネで私のヌーヴォを作っておりましたが、それ
だけではブドウが足りず、Marcelに聞いたけど、彼は基本的に白の醸造は興味がなかったのです。だから言った本人の私すらも忘れていたのです。
　その夢をCarineが叶えてくれました。彼女は1974年10月19日生まれ、ワイナリーの実家で生まれたけれど、ワインを実際に作り始めたのは彼女が40歳の
時。丁度私がロワールで右も左も解らないでワインを作り始めたのと同じ年です。だから何故だか似たような境遇のCarineとは話が合うのです。そして彼女も
お父様からと、醸造家として先輩の私からと醸造を勉強する姿勢で接してくれます。その彼女の好奇心と私の希望が叶って、白とロゼのヌーヴォのペティアン
が誕生したのが数年前。白のヌーヴォを作るのすらも、その当時のMarcｓelはあまり乗り気ではなかったけれど、そのスティルワインのスタイルを変えようと提案し
た時に、Carineはやる気満々でした。新しい感覚なので新しいスタイルがとても気になるのでしょう。モチベーションも醸造量もお父様の時代とは圧倒的に違う
のです。
　2015年に植樹したシャルドネで2017年、たった1樽だけ白をCarineが作りました。彼女は私のTouraine Sauvignon Blancが大好きで、プレス後、迷わず直
ぐに樽で熟成しました。それが本当に美味しかったのです。しかし販売量にはほど遠かったのです。そして2018年、2樽になったので、やっと一部のお客様に販
売出来ました。それは勿論、日本とフランスの一部のお客様しか知らない幻のシャルドネです。シンプル・イズ・ベスト、ブドウの品の良さがそのまま伝わってくる
素直でパワーのある味わいです。もう彼女は私から学ぶ事はありません。醸造家として、今年で6年目になるので、Marcelも安心して彼のMY畑で無農薬の
野菜造りに専念できます。勿論、実際は畑のお手伝いはやっておりますが、それは娘だからまだまだ心配なのでしょう。

　彼女はどんどん新しい事を取り入れます。アンフォラを2018年から取り入れたり、2019年には新型のプレス機を購入したり。赤ワインだけの時は前のプレス
機でも問題はありませんでしたが、白・ロゼはプレス機の良しあしが味わいに影響します。そして2019年から農法も変えました。無農薬の雑草取りを機械と手
で切って行っておりましたが、まだ雑草が生える前の春に牧草を撒き、雑草の成長を抑える農法に変えたのです。合理的な農法なのですが、技術的・タイミ
ング的に判断が難しい事、金銭的にも多額の費用がかかる事、また仕事量も膨大な事。実際にはとても大変な農法です。でも写真の通りトラック一杯の
牧草を畑にまき、2019年成功したので2020年は撒く箇所を増やしました。私のヌーヴォを作るPont du Diable（ポン・デュ・ディアーブル）の畑も対象です。
春・秋と羊で草を食べ雑草を取り、その他この牧草を撒いて、畑を大切に大切に守ってくれます。醸造方法もCarineになってから、よりカルボニックの期間を
長くして、ピュアーな味わいになってきました。お父様から引き継いだ、素晴らしい畑を、女性らしい感覚で守り引き継いでおります。ワインの味わいは年々向
上しております。Carineの代で私はそろそろラベルを変えた方が良いのかも！って、提案していますが、まだ彼女は決心がつかないようです。お父様からの時
代のお客様が沢山いるので、簡単に変える事は出来ません。でも彼女の代で新しいお客様も増えてきました。
きっとその割合がもっともっと増えたら新しくなるかもしれませんね。勿論、その頃はCarine節がしっかりとワインの味わいに反映している事と思います。
（新井順子）



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）

面積・収量
600m・南西

酵母

SO2

規格/タイプ
栽培／認証

呼称
参考小売

テロワール

品種（収穫/樹齢）
醸造

アルコール度

特徴

発酵
   ・
熟成

【43872】Charly Chardonnay Pétillant Vinifie Par Junkoシャルリー シャルドネ ペティアン ヴィニフィエ パー ジュンコ21

750ml×12 ／白微泡・辛口
-／ -
土壌
粘土石灰

面積・収量
0.5ha・25hl/ha

シャルドネ100％（手摘み／平均20年）

デゴルジュマン時：1mg/L　トータル：22mg/L

11.5%
ガス圧 6.4気圧

自生酵母

VdF ヴァン・ド・フランス
￥2,800

2021年は春の遅霜と夏の多雨により収量が限られた困難な年でし
た。シャルドネをグラスファイバータンクとフードルで発酵後、糖が
残った状態で瓶詰めしたメトードアンセストラルです。泡立ち細か
くクリアなグリーンイエロー色、グレープフルーツやライラック、
ヨーグルトの香り、心地よい泡立ちにキリっとした瀬戸内レモンの
酸味が溶け込んだレモネードのような味わいも感じられます。

9月23日収穫／空気式圧搾後、
フードルとグラスファイバータンクで発酵後、
糖が残った状態で2021年12月6日瓶詰め
瓶内発酵・熟成／デゴルジュマン：2022年6月10日
無濾過・無清澄

面積・収量
700m・南東

酵母

SO2

規格/タイプ
栽培／認証

呼称
参考小売

テロワール

品種（収穫/樹齢）
醸造

アルコール度

特徴

発酵
   ・
熟成

【43873】Pinky Gamay Rosé Pétillant Vinifie Par Junkoピンキー ガメイ ロゼ ペティアン ヴィニフィエ パー ジュンコ21

750ml×12 ／ロゼ微泡・辛口
-／ -
土壌
粘土石灰 ピンク砂岩

面積・収量
0.2ha・20hl/ha

ガメイ100％（手摘み／平均50年）

無添加　トータル：15mg/L

11%
ガス圧 6.2気圧

自生酵母

VdF ヴァン・ド・フランス
￥3,000

2021年は春の遅霜と夏の多雨により収量が限られた困難な年でし
た。ガメイを全房でプレスし、グラスファイバータンクで発酵、21年
11月に瓶詰めしたメソッドアンセストラルです。泡立ち大人しく淡
いオレンジピンク色、イチゴやスミレ、新緑の香り、摘みたてベリー
のフレッシュな酸味に若い果実味がうまく交じり合い、上品な拡が
りがしっとりと舌の上でなじみます。

9月22日収穫／全房で空気式圧搾
グラスファイバータンクで発酵後、
糖が残った状態で2021年11月20日瓶詰め
瓶内発酵・熟成／デゴルジュマンなし
無濾過・無清澄

面積・収量
700m・南東

酵母

SO2

規格/タイプ
栽培／認証

呼称
参考小売

テロワール

品種
（収穫/樹齢）

醸造

アルコール度

特徴

発酵
   ・
熟成

【43874】Cuvée À L'ancienne キュヴェ ア ランシエンヌ20

750ml×12 ／赤・ミディアム
-／ -
土壌
粘土 花崗岩 砂岩

面積・収量
4ha・35hl/ha

ガメイ100％
（手摘み／平均55年）

無添加　トータル：20mg/L
12.5%

自生酵母

Beaujolais Villages ボージョレ・ヴィラージュ
￥2,900

アランシエンヌは昔ながらの方法という意味で何も足さずにブドウ
だけを用いた昔ながらの醸造法で造っています。ガメイを全房で
スミマセラシオンカルボニック後、セメントタンクとグラスファイ
バータンクで発酵・熟成しました。紫を帯びたガーネット色、フラン
ボワーズや山葡萄、プルーンの香り、バランスよく骨太なアタックに
少し高めの酸と強めのタンニン、果実味がじわじわと拡がります。

8月30日収穫
全房でセメントタンクで5日間スミマセラシオンカルボニック
空気圧式圧搾／セメントタンクで発酵
セメントタンクとグラスファイバータンクでマロラクティック発酵・熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2021年7月1日

SOLD OUT
SOLD OUT



　ル・ポン・デュ・ディアーブルは樹齢60年の単一畑のボージョレ・ヴィラージュです。所有者は‘ジョヴェール家’ボージョレのCruでは南に位置するBrouillyに位置し、父マルセルから

引き継いだ今の当主カリーヌは5代目。SO2もほとんど使わず、無農薬栽培で自然な味わいに拘り続けている造り主です。

　ル・ポン・デュ・ディアーブルはきつい斜面の畑で、土壌がかなりの砂利でスキーのようにつるつる滑っての収穫です。ですから体力がいつもの収穫の２倍必要になります。足で踏

ん張って滑らないようにブドウを切ります。踏ん張りどころが悪いと人間が落ちていきます。ブドウを切った後、バケツに入れますが、ブドウがバケツに入れられなかったら大変。コロコ

ロ下まで転がって行きます。ドイツでないけど命綱が必要です（笑）。

　毎年作っている赤のヌーヴォー、Le Pont du Diable（ル・ポン・デュ・ディアーブル)に関しては、もう何も打ち合わせをする事はありません。2009年から収穫・醸造をしている畑な

ので、年々樹齢が高くなる分、仕込みも安定します。

【Beaujolais Nouveau　2022 report No.1（2022年9月2日）】

今年は3月22日に選定の撮影と畑にパイユを撒きにボージョレに行きました。パイユを畑にまくと雑草が生えないので除草剤をまかなくて済むからです。そして普通は毎年6月にブ

ドウの様子を見にボージョレに行きますが、今年はコロナの関係で渡仏が難しくカリーヌとのメールのやり取りで状態を確認する事になりました。

ご存じ今年は夏が非常に暑くまるで2003年のような陽気です。なのでブドウもあまり問題がなく、収量も悪くなく去年より増えました。去年はフランス全体が天候に恵まれてなく、

農業にとっては大変な年となりましたが、今年は本当に有難いです。その為、去年は9月20日とかなり遅い収穫でしたが、今年はPont du Diableの畑は例年通り8月29日に行

いました。お陰様でブドウの状況は良く、収穫が楽でした。その代わり外気が暑く、水だけで１人４～ 5リットルも飲みます。飲めちゃうのです。飲まないと倒れてしまいます。

収穫後、私の助手のフランス人が指示通りタンクに降り、収穫ケースを抱え、ゆっくり手でブドウを並べました。そしてガスを注入するのもその都度都度丁寧に行いました。ここま

では毎年同じですが、今年違うのはブドウを入れたあと、ドライアイスを上に乗せ温度を下げました。外気が余りに高いからです。30㎏ものドライアイスを朝晩のせます。これでデ

キュベ迄ゆっくり発酵をさせる事が出来ます。

翌8月30日、シャルドネの収穫です。去年収穫前に亡くなられたJean-Pierreさんの畑から開始です。お陰様で相続した息子さんが畑を管理し、今年もそのブドウを購入できま

す。ブドウの状況は天候に恵まれたので、とても良いです。しかし糖度があがりきらないまま、スケジュールの関係で収穫開始。でもペチィヤンに仕込むので酸味が残っております

ので、問題はありません。

2つ目の畑はCarineの自社畑、Beaujeu。今年で9年目に入り、お陰様で今までで最高の出来のブドウになりました。収量も今までで一番多く、状態も良いです。本当はペチィ

ヤンにするのは勿体ない位の出来です（笑）しかし今年のペチィヤンはジャンピエールのシャルドネとカリーヌのシャルドネのブレンドになりました。その為、例年入れている3つ目の

Simonの畑のブドウは入れません。今年は暑いので、ジョベールさんのタンクでなく50hlの温度コントロール出来るタンクをレンタルしました。今、その中に絞ったジュースが発酵をし

ております。又、2週間後のレポートします。

(※シャルドネ・ペティヤンの入荷は23年秋以降となります。)

【Beaujolais Nouveau　2022  report No. 2（2022年9月11日）】

今年は暑いのでどの地域も収穫が早く収量も良く質も良いです。勿論ボージョレも同じく良いミレジムになりそうです。そして発酵速度がとても速く、普通は仕込んでから2 ～ 3

週間醸しますが、2022年は2週間も経たずにデキュベになりました。

9月10日（土）に私とカリーヌとお父様のマルセル、普通はそれにスタッフのフランソワで行いますが、従業員は土曜日は働きません。ですがスペシャル助っ人としてスウェーデンのワ

イン輸入会社の方、そして韓国の輸入会社の方が訪問してきたので、そのお2人が加わってのデキュベと言う、不思議なメンバーで行いました。

もっと不思議なのは、発酵速度と温度が早かったので、同時にMLFが始まりました。そしてこのデキュベの段階でほぼマロも終わりかけになったのです。余りにも特別な発酵なの

で、デキュベの前に分析表をラボに頼みました。ボラチィル数値は0.21とほぼありません。全く問題がないのです。しかし絞る前のタンクの中のワインがいつもより多く、試飲すると押

されたジュースなので味わいが酸も強く、タンニンも柔らかいです。なのでジュースを先に取り、プレスのワインと別々のタンクで寝かせる事にしました。その量が25ｈｌ位のワインに対

して9ｈｌもあるのでビックリです。なのでブレンドには注意しないといけません。普通ならこれから2週間位で落ち着きますが、今年はもっと早いかもしれません。多分10日以内には

またボジョーレに来る事になりそうです。今年は発酵が早いけど、一つ手がかかる醸造になりそうです。

白の方は順調です。1085から1030迄2週間もしないであっと言う間に下がりました。

2020年はガスが強かったので2021年はガスを弱めに逆算して瓶詰め。2022年も2021

年と同じ位のガス圧で瓶詰めの予定です。恐らく9月末になりそうです。

今年は飛行機の関係で船で運び、日本に到着するのは来年ですね。しかし本当は

こう言う発酵が早い年程、飛行機で運びたかったです。しかし長熟型になりそうですの

で、楽しみにお待ちくださいませ。又、レポートします。

【Beaujolais Nouveau　2022 report No.3（2022年10月9日）】

今年は赤のヌーヴォーの醸造があっと言う間終わりました。こんな年も初めてです。発

酵も問題なく順調に進み、10月6日にスーチィラージュ、そして10月7日花の日に瓶詰

めです。毎年4000本以上のヌーボを瓶詰めしますので、半日かかりますが、今年はコ

ロナの影響で船で運びますので、2400本だけ。なので朝の8時に開始し10時で終わり

ました。仕事が早く終わるのは嬉しいのですが、毎年大変なだけに拍子抜けです。味

わいはとても美味しいです。ヌーボらしく華やかで飲み易く、体にすっと入ります。これが

11月第三木曜日にお届けできなくて少し残念です。

白ペチィヤンの発酵は秋になり外気が低くなったと共にスピードがぐっと落ちました。今

の段階で1010の数値、ガスの少ないスタイルにしますので1001迄待ちます。いつにな

るか解りませんが、次回私は1月にフランスに入ります。その頃になると良いのですが、

もしその前に下がったらCarineに一任します。味わいは美味しいですよ。

Domaine Joubert
Beaujolais Villages Nouveau Le Pont du Diable Vinifie Par Junko
ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー　ル・ポン・デュ・ディアーブル　ヴィニフィエ パー ジュンコ

ボージョレ地方
ドメーヌ・ジョベール

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）

面積・収量
300m・南西

酵母

SO2

規格/タイプ
栽培／認証

呼称
参考小売

テロワール

品種（収穫/樹齢）
醸造

アルコール度

発酵
   ・
熟成

【43982】Beaujolais Villages Nouveau Le Pont du Diable Vinifie Par Junko
　　　    ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー　ル・ポン・デュ・ディアーブル　ヴィニフィエ パー ジュンコ22

750ml×12 ／赤・ミディアム
ビオロジック／ -
土壌
砂利石灰

面積・収量
1ha・30hl/ha

ガメイ100％（手摘み／ 40 ～ 50年）

無添加　トータル：0mg/L
15％未満

自生酵母

Beaujolais Villages ボージョレ・ヴィラージュ（Quincié-en-Beaujolais）
￥2,600

8月29・30日収穫／古い木製解放桶に手でドウを並べ
12日間マセラシオンカルボニック／ 9月10日デキュヴェ
フリーランジュースとプレスしたジュースを
別々に古い木製解放桶で発酵・熟成
10月6日スーティラージュ
無濾過・無清澄／瓶詰め：2022年10月7日（花の日）

特徴 新井順子が収穫から醸造まで携わった2022年のボージョレ・ヴィ
ラージュヌーヴォーを船便で取り寄せました。特別区画ル ポン デュ 
ディアーブルのガメイをマセラシオンカルボニック後デキュヴェしプ
レス、タンクで発酵・熟成しSO2無添加で瓶詰めしました。淡い紫ガー
ネット色、ブルーベリーやカシス、木材の香り、柔らかいアタックに、ま
ろやかなタンニン、渋味と酸味のバランスよく軽快な味わいです。

SOLD OUT

https://www.youtube.com/watch?v=4Lqzgu3qSPQ

