Domaine Julien Meyer

アルザス地方
ドメーヌ・ジュリアン・メイエー

無添加醸造が奏でる土壌のエキスと果実の旨味が絶妙ハーモニー
アルザス地方の首都ストラスブルグより南、コルマール方向に下った所にノータルテンという村が有
ります。何とワイン通り（Route du Vin）という素敵な住所なので、訪問する前からワクワクです。
だって知る人ぞ知る‘ジュリアン・メイエー’はビオディナミ実践者の間では有名にも関わらず、雑誌
などの媒体が嫌いで、一切マスコミに出ていない醸造家なのです。勿論、今、信憑性の高い
Classementにも出ていません。レベルからすると当然出てもおかしくないほど偉大な醸造家なので
すが、サンプルを送ってないから出ないのは当然です。例えばプリューレ・ロックが出ていないのと一
緒で、宣伝する必要の無い造り主は、サンプルを送る必要はないのです。その幻の醸造家、噂に
はかなり気難しい人と聞いておりました。久しぶりに緊張した訪問です。でも会ってみるとそんな噂と
はかけ離れて、学者肌の素晴らしいインテリ醸造家。ビオディナミの実践者で理論ばかり先行しが
ちに見える最近、彼の実践の伴った理論には驚かされっぱなしです。勿論、彼の造ったワインは素
晴らしいの一言です。彼の所には有名ソムリエや有名レストラン、ワイン評論家が沢山コンタクトを
取ってくるらしいのです。でもサンプルワインを送りません。そして会っていない人へのワイン販売は一
切行っていないのです。普通は喜んで送るのがほとんどです。でも彼はここに直接訪問してくれた人
には喜んで自分のワインを紹介するけれど、郵送で送ったりは絶対にしないそうです。言われてみる
と正統派な意見ですが、それは理想であって、なかなか実践が出来ないのが現状です。
でもそれを頑なに行い続けているポリシーの持ち主、ですから尾ひれはひれ付いて、神秘的な噂さえたってしまうのですが、実際はオープンな職人気
質の方であります。
1705年から存在する歴史ある造り主で、もともとほとんどBIOの農法でした。彼の代、1990年から完全無農薬（BIO）に切り替え、1999年から
100％ビオディナミ農法にしました。一見優等生に見える彼も、学生の頃は勉強しない悪い生徒だったけど、沢山のワインを飲んでいくうちに自分の
中のワイン造りに目覚めたと語っておりました。アメリカにも輸出され、ロバート・パーカーも高い評価を下しております。彼から教わった事は沢山有り過
ぎるのですが、素晴らしい名言の中の１つ「土を醸造家が借りている」と言っていました。大きな自然界の中で、今、この瞬間借りさせて頂いている、
だからいいかげんな仕事をしてはいけないのだそうです。
(新井順子)
【43397】
Les Bulles dʼEmma レ ブル デマ19
呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥3,400

規格/タイプ 750ml×6×2 ／白微泡・辛口

UT

SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

珪質土（砂岩 花崗岩 片岩 片麻岩） 300m・南〜南東 1.3ha・60hl/ha
（手摘み／平均45年）
品種（収穫/樹齢） ピノブラン100％
醸造 酵母 自生酵母
発酵 9月上旬収穫／水平式圧搾機でプレス
・
熟成 50hlのステンレスタンクで40日間発酵（そのまま15日間マロラクティック発酵）
ティラージュ：2019年11月／ 6 ヶ月間瓶内発酵・熟成
ルミアージュあり／ノンドーザージュ／デゴルジュマン：2020年5月／無濾過・無清澄
SO2
ガス圧

無添加 トータル：24mg/L
3.5気圧

アルコール度 12.5%
特徴

メイエ家の愛娘エマの20歳のお祝いで造り始めたキュヴェでピノ
ブランをプレス後ステンレスタンクで発酵、11月にティラージュし
6 ヶ月瓶内発酵・熟成、
ルミアージュを施しながら20年5月にデゴル
ジュマンしました。
クリアなイエロー、泡立ちはきめ細かく、
ハーブ
の香りを感じます。
果実の甘味と旨み、
しっかりとしたエキス感が口
中に拡がり、
癒される優しい逸品です。

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）
※バックラベルに記載のテクニカルが上記と異なっており、パトリックに確認いたしました。
上記記載のテクニカルが正しいことを確認できております。

【43398】
Crémant d'Alsace Brut 0 クレマン ダルザス ブリュット ゼロ14/15 【42842】
Crémant d'Alsace Brut 0 クレマン ダルザス ブリュット ゼロ12
呼称

Crémant d'Alsace クレマン・ダルザス

参考小売

￥5,000

UT
SOLD O

規格/タイプ 750ml×6×2 ／白泡・辛口

デメテール
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール、
テロワール

土壌

標高・向き

面積

珪質土（砂岩 花崗岩 シスト 片麻岩） 280m・北

呼称

Crémant d'Alsace クレマン・ダルザス

参考小売

￥5,000

規格/タイプ 750ml×6×2 ／白泡・辛口

UT

SOLD O

デメテール
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール、
テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

珪質土（砂岩 花崗岩 シスト 片麻岩） 280m・北

0.3ha

0.3ha・9hl/ha

（ハイセンシュタイン）
品種（収穫/樹齢） ピノブラン100％（手摘み／平均50年）

（手摘み／平均49年）
品種（収穫/樹齢） ピノブラン100％

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 プレスし、ステンレスタンクで12 ヶ月発酵・熟成した2014年をベースに
・
熟成 ティラージュ時に2015年のジュースを添加し発酵／無濾過・無清澄
ティラージュ：2015年9月／ 44 ヶ月間瓶内二次発酵・熟成
10日間ルミアージュ／ノンドーザージュ／デゴルジュマン：2019年5月

発酵 9月中旬収穫／水平式プレス
・
熟成 50hlのステンレスタンクで40日間発酵（そのまま15日間マロラクティック発酵）
ティラージュ：2013年3月／ 50 ヶ月間瓶内二次発酵・熟成
10日間ルミアージュ／ノンドーザージュ／デゴルジュマン：2017年5月

SO2

SO2

ガス圧

無添加 トータル：11mg/L
5.5気圧

ガス圧

アルコール度 12.5%

【43355】
Mer & Coquiliages メール エ コキヤージュ 19
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥2,600

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

UT
SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール

土壌

樹齢49年のピノブランをステンレスタンクで発酵後、13年3月に自
社のブドウジュースを添加しティラージュ、50 ヶ月の瓶内二次発酵
熟成、17年5月にデゴルジュマンしたノンドザージュ SO2無添加のク
レマンです。輝くイエローゴールド、
レモンピールやジンジャーのエ
アリアルな香り、控えめな泡の中にエキスが詰まりピュアでジュー
シーでミネラルが続く安らぎのアフターが美しい仕上がりです。

標高・向き

面積・収量

【43763】
A-La-Vie アラヴィ 20
呼称

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売

￥2,800

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

シルヴァネール主体 リースリング
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／ 30 〜 50年）

醸造 酵母 自生酵母
発酵 80hlのセメントタンクで3 ヶ月発酵
（マロラクティック発酵あり）
熟成 そのまま7ヶ月シュールリー熟成
軽く濾過・清澄あり／瓶詰め：上弦の月の低潮時

無添加 トータル：10mg/L

SO2

アルコール度 12%

￥2,900

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

UT

SOLD O

デメテール
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール、
テロワール

ナチュールからアラヴィへキュヴェ名を変更しました。
沖積層の砂
利・シルト土壌に植わるシルヴァネールを主体にプレス後、
セメン
トタンクで発酵・熟成しました。やや粘性がありグリーンイエロー色、
レモングラスやビワの穏やかな香りが立ち、
口中に拡がるまろやか
な酸味が心地よく、
すべてのエッセンスや骨組みが整い、
ドライで
良質な仕上がりを楽しめます。

【43482】
Riesling リースリング RN422

【42495】
Riesling リースリング16
参考小売

無添加 トータル：19mg/L

アルコール度 12%

「海と貝」
と名付けられたキュヴェ、海が隆起してできた砂利・シルト 特徴
土壌で育つ樹齢30〜50年のシルヴァネール主体で、プレス後ステ
ンレスタンクで発酵・シュールリー熟成しました。
ライトイエロー色、
八朔や柑橘系の香りを感じます。柑橘の旨味とエキスが織り成す味
わい、集中力もあり例年より果実味も濃く、コンポートのニュアンス
にピールの苦味がアクセントとなっています。
Alsace アルザス

標高・向き 面積

品種（収穫/樹齢） シルヴァネール主体 ピノブラン（手摘み／ 30 〜 50年）

発酵 水平式圧搾機でプレス／ステンレスタンクで発酵
・
熟成 （マロラクティック発酵あり）
そのままシュールリー熟成
軽く濾過・清澄あり

呼称

土壌

沖積層の砂利 シルト 270m・南東 1.4ha

醸造 酵母 自生酵母

特徴

UT

SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール

沖積層の砂利 シルト（沈泥）270m・南〜東 ComingSoon

SO2

5.7気圧

アルコール度 12.5%

ハイセンシュタインのピノブランをプレスし、
ステンレスタンクで発 特徴
酵・熟成し15年9月にティラージュする際、
15年のフレッシュな果汁
を添加し、
瓶内二次発酵・熟成44 ヶ月
（ルミアージュ 10日間）
を経て、
19年5月にデゴルジュマンしました。
耀くイエロー、
すりおろしリン
ゴやパングリエの香り、
落ち着いた泡、
心地良い苦みのアタックに
たっぷりミネラルを含んだ味わいが余韻へと流れていきます。

特徴

無添加 トータル：16mg/L

土壌

標高・向き

面積・収量

砂質 泥土

230 〜 350ｍ・平地 1.5ha・40hl/ha

19

呼称

Alsace アルザス
（Saint Pierreサンピエール村）

参考小売

￥3,100

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

UT

SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

沖積土

250m・南東

0.8ha・40hl/ha

（手摘み／平均30年）
品種（収穫/樹齢） リースリング100%

品種（収穫/樹齢） リースリング100％（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 ステンレスタンクで10 ヶ月発酵

発酵 9月中旬収穫／水平式圧搾機でプレス
ステンレスタンクで発酵（マロラクティック発酵あり）

熟成 そのまま12 ヶ月シュールリー熟成
軽く濾過・無清澄

熟成 セメントタンクで10 ヶ月間熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年6月

SO2
特徴

SO2

無添加 トータル：10mg/L

アルコール度 12.5%
雹の被害を受けた2016年は収量が激減したため、
生き残った貴重
なブドウにこれまで以上に愛情を注ぎ寄り添い造り上げました。
サ
ンピエール村のリースリングを10 ヶ月発酵、
そのまま12 ヶ月熟成
して瓶詰めしました。
イエローの外観からリンゴのアロマの奥から
ペトロール香を感じ、
整ったボディからは軽やかな酸とリンゴの果
実が溢れ、
アフターの塩味が美しい着地へと誘ってくれます。

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）

無添加 トータル：9mg/L

アルコール度 12.5%
特徴

19年は暑くて乾燥した気候でした。
国道RN422号線から程近いサ
ンピエール村の沖積土壌に植わるリースリングをプレス後、
ステン
レスタンクで発酵しセメントタンクで9 ヶ月熟成しました。粘性のあ
る黄金色、金木犀やトロピカルフルーツやエスニックな香り、
エキ
スの拡がりを大きく感じるアタックで、中盤にはオレンジピールの
ほろ苦さと酸味が心地よくアフターへと続きます。

【43214】
Sylvaner Zellberg シルヴァネール ツェルベルグ17/18
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,500

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

T

U
SOLD O

デメテール
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール、
テロワール

土壌

標高・向き

泥灰土 泥土

300ｍ・南東 0.55ha・40hl/ha

【43762】
Riesling Zellberg リースリング ツェルベルグ19
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,600

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール

面積・収量

UT

SOLD O

土壌

標高・向き

収量

泥灰土

300ｍ・南東

30hl/ha

リースリング100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均55年）

シルヴァネール100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均60年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母
発酵 9月初旬収穫／50％は醸し50％は直接圧搾
・
熟成 600Lの古樽と15hlの卵型セメントタンクで
2017年は24ヶ月間、2018年は12ヶ月間発酵・熟成し、
アッサンブラージュ／軽く濾過・無清澄

（マロラクティック発酵あり）
発酵 600Lの木樽で発酵

SO2

SO2

熟成 そのまま10 ヶ月間シュールリー熟成
軽くフィルター・無清澄

無添加 トータル：6mg/L

アルコール度 12.5%

アルコール度 13.5%

19年は暑くて乾燥した気候でした。
泥灰土に植わる樹齢55年の
リースリングを600Lの木樽で発酵・マロラクティック発酵を経て、
10 ヶ月熟成をしSO2無添加で瓶詰めしました。
グリーンゴールドの
外観から、熟したみかんやカリン、
スウィーティのアロマを感じます。
ドライでシャープな酸味に、
じわじわ旨味が拡がる味わいと雑味の
ない後味がクリアな印象を与えます。

泥灰土壌のシルヴァネールを半分は醸し、
残り半分は直接圧搾し、 特徴
古樽と卵型セメントタンクで17年は24 ヶ月、
18年は12 ヶ月発酵・熟
成したものをアッサンブラージュしました。
とろりとした粘性に濃い
黄金色、
コンフィチュールにしたアプリコットや金柑、
リンゴジャム
や花梨の香り、口中に詰まったエキスとリッチな味わいシルヴァ
ネールとは想像しがたい厚みのある味わいです。

特徴

無添加 トータル：20mg/L

【43480】
Muscat Maceration Petite Fleurミュスカ マセラシオン プティ フルール19 【43483】
Riesling GC Muencheberg リースリング グランクリュ ムエンシュベルグ18
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,700

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

UT
SOLD O

デメテール
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール、
テロワール

土壌

標高

面積・収量

沖積土 砂利 泥土

150m

0.3ha・47hl/ha

呼称

Alsace Grand Cru アルザス・グランクリュ

参考小売

￥5,800

規格/タイプ 750ml×12 ／白・辛口

デメテール
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール、
テロワール

ミュスカ100％
品種
（収穫/樹齢）（手摘み／平均45年）

標高

面積・収量

花崗岩

300ｍ・南

0.5ha・30hl/ha

醸造 酵母 自生酵母
発酵 600Lの古樽で発酵・マロラクティック発酵・熟成
・
熟成 軽く濾過・無清澄

発酵 9月収穫／50％は全房で15日間醸し、50％は直接圧搾
・
熟成 アッサンブラージュし、15hlのステンレスタンクで10ヶ月間
発酵・マロラクティック発酵・熟成
軽く濾過・無清澄／2020年7月

SO2

無添加 トータル：9mg/L

無添加 トータル：13mg/L

アルコール度 12.5%

アルコール度 12%

花崗岩土壌で南向きのグランクリュ「ムエンシュベルグ」に植わる
平均樹齢 50 年のリースリングを 600L の古樽で発酵・熟成しまし
た。濃い黄金色、ビワや杏、キャラメルやバターの香りを感じます。
17 年より甘さが感じられ心地よさがアップした印象で、綺麗な酸が
果実味にしっかしと溶け込んでいて、濃厚ではありますが酸がアク
セントとなりバランスのとれた逸品に仕上がっています。

ノータルテン村、
河川の運搬堆積物から成る肥沃な土壌で育つ樹 特徴
齢45年のミュスカを収穫後、
50％は全房で15日醸し、残り50％は直
接圧搾したものをアッサンブラージュし10 ヶ月発酵・熟成しました。
うっすら濁りのあるグリーンイエロー色、
マンゴー、
アプリコットな
どトロピカルな甘い香り、
ドライで厚みがあり醸し由来の苦味は心
地よく、
穏やかな印象で優しい味わいがアフターへと続きます。

特徴

土壌

品種（収穫/樹齢） リースリング100%（手摘み／平均50年）

醸造 酵母 自生酵母

SO2

UT

SOLD O

PG&PN LouLou ピノグリ ピノノワール ルル19
【43403】
Pinot Noir Les Pierres Chaudes ピノノワール レ ピエール ショウド19 【43401】
呼称

Alsace アルザス

参考小売

￥3,900

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

T

U
SOLD O

デメテール
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール、
テロワール

土壌

標高

面積・収量

花崗岩

300ｍ・南

0.8ha・35hl/ha

呼称

VdF ヴァン・ド・フランス（Saint Pierreサンピエール村）

参考小売
栽培／認証

T
OLD OU
S
ビオディナミ／エコセール、
デメテール

テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

砂 砂岩

300ｍ・南東

0.4ha・40hl/ha

￥4,000

規格/タイプ 750ml×12 ／赤・ミディアム

（手摘み／平均50年）
品種（収穫/樹齢） ピノノワール100％

品種（収穫/樹齢） ピノグリ50% ピノノワール50%（手摘み／ 35~60年）

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母
発酵 9月上旬収穫／全房のままステンレスタンクで
3週間スミマセラシオンカルボニックし、
プレス
600Lの古樽で発酵
熟成 600Lの木樽で6 ヶ月マロラクティック発酵・熟成
無濾過・無清澄／瓶詰め：2020年6月

発酵 9月収穫／全房で8日間スミマセラシオンカルボニック
・
熟成 垂直式圧搾機でプレス
35hlのステンレスタンクで発酵（ルモンタージュ 3回）
600Lの古樽でマロラクティック発酵・熟成
軽く濾過・無清澄／瓶詰め：2020年6月
SO2
特徴

SO2

無添加 トータル：12mg/L

アルコール度 13%

ハイセンシュタインのフランス語訳がピエールショウド（熱い石）
で 特徴
19年は暑くて乾燥した年でした。花崗岩で育つピノノワールをスミ
マセラシオンカルボニック後プレス、
ステンレスタンクで発酵、古樽
で熟成しました。粘性豊かなオレンジルビー色、
フランボワーズや
磯海苔の香りを感じます。滑らかな口あたりに冷涼感を導く酸味、
ゆっくり顕わになるエキスに今後の期待が高まります。

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：8mg/L

アルコール度 13%
砂・砂岩で育つピノグリとピノノワールを全房で 3 週間ステンレ
スタンクでスミマセラシオンカルボニック後プレス、600L の古樽で
発酵しそのままマロラクティック発酵・熟成しました。
淡いアンバー
オレンジ色、ホワイトペッパーや野生のハーブ、スパイシーな香り、
たっぷりのエキス分に心地良いタンニンと高めの酸、じっくり染み
渡るナチュラルなテイストが良い仕上がりです。

【43405】
Eau de Vie de Marc de Gewurztraminerオー・ド・ヴィ・ド・マール・ド・ゲヴュルツトラミネール18 【43219】
Eau de Vie de Marc de Muscatオー・ド・ヴィ・ド・マール・ド・ミュスカ17
呼称

Alsace アルザス

呼称

-

参考小売

￥7,000

参考小売

￥8,000

UT

SOLD O

規格/タイプ 500ml×12 ／蒸留酒・-

規格/タイプ 500ml×12 ／蒸留酒・-

デメテール
栽培／認証 ビオディナミ／エコセール、

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール

テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

-

-

-

2018年のレ ピュセルのゲヴュルツトラミネール
品種
（収穫/樹齢）
醸造 酵母 自生酵母

テロワール

土壌

標高・向き

面積・収量

-

-

-

2017年のミュスカすべて
品種
（収穫/樹齢）
醸造 酵母 自生酵母

発酵 レ ピュセルのゲヴュルツトラミネールの搾りかすをプレス機の抽出口に集め、
・ 振るい機にかけ枝を取り除き、残った部分を容器に密封し自然発酵
熟成
ランビック（蒸留器）を借りて蒸留し、
ガラス製の丸い容器ボンボンヌで19ヶ月熟成して瓶詰め

発酵 ミュスカすべての搾りかすを
・
熟成 蒸留所から借りたランビックで蒸留し、
ボンボンヌで48ヶ月熟成して瓶詰め

SO2

SO2

無添加

トータル：4mg/L

アルコール度 46%

アルコール度 45%
レ ピュセルのゲヴェルツトラミネールの搾りかすをプレス機の抽
出口に集め振るい機にかけ枝を取り除き、
残った部分を容器に密
封し自然発酵させます。
その後、蒸留所から借りたランビックで蒸
留、
ガラス製の丸い容器ボンボンヌで熟成後、瓶詰めしました。
クリ
アなホワイトの外観、
ライチの香りを感じます。
上品な甘さとナチュ
ラルで心地の良い味わいがアフターまでしっかりと続く逸品です。

特徴

【43217】
Eau de Vie de Mirabelle オー・ド・ヴィ・ド・ミラベル18
呼称

-

参考小売

￥8,500

規格/タイプ 500ml×12 ／蒸留酒・-

UT
SOLD O

栽培／認証 ビオディナミ／エコセール デメテール
テロワール

無添加 トータル：28mg/L

土壌

標高・向き

面積・収量

-

-

-

ドメーヌでのすべてのミュスカの搾りかすを蒸留所から借りたラン
ビックで蒸留、ボンボンヌと呼ばれるガラス製の丸い容器で48ヶ月
熟成後、瓶詰めしました。
クリアホワイトの外観から、
スイカや落ち
着きのあるレーズンの甘いアロマを感じます。
じんわりと口中に拡
がる穏やかで心地よい風味はアフターまで続く、
しっかりとした味
わいです。

特徴

【43357】
Gin ジン（NV）
呼称

-

参考小売

￥7,500

規格/タイプ 500ml×12 ／スピリッツ・栽培／認証 - ／ テロワール

UT

SOLD O

土壌

標高・向き

面積・収量

-

-

-

（西洋スモモ）
品種（収穫/樹齢） ミラベル

品種（収穫/樹齢） シルヴァネール ピノブラン ジュニパーベリー

醸造 酵母 自生酵母

醸造 酵母 自生酵母

発酵 よく熟したミラベルを収穫
・ 果実を150Lの木製密閉容器に入れ、ゆっくり発酵
熟成 ミラベルの皮が破れ、流れ出した果汁を
2日に1回ルモンタージュ、1ヶ月半発酵後、
果醪を取り出し、1月〜2月にランビックで蒸留
ボンボンヌに入れて数年間熟成します
SO2

SO2

無添加 トータル：34mg/L

アルコール度 45%
特徴

発酵 シルヴァネールとピノブランのワインを蒸留（※A）
・
熟成 森で収穫したたくさんのジュニパーベリーと
Aの10％を24時間漬け込み、
2％になるまで蒸留し抽出した凝縮アロマを、
Aの残り90％にブレンド、瓶詰め

赤く熟したミラベルを収穫し150Lの木製密閉容器に入れ、流れ出し
た果汁を2日に1回ルモンタージュし、1ヶ月半の発酵が終わる頃、果
汁がすべてなくなるので、容器の底に残った種を取り出しランビック
で蒸留、ボンボンヌと呼ばれるガラス製の丸い容器で数年間熟成、瓶
詰めしました。ホワイトペッパーやアプリコットの華やかな香り、やさ
しい口あたりとアフターが印象的です。

無添加

トータル：4mg/L

アルコール度 40.3%
特徴

シルヴァネールとピノブランのワイン2種を蒸留した10％を取り出
し、森で収穫したたくさんのジュニパーベリーとともに24時間漬け
込み、
2％になるまで蒸留し抽出した凝縮アロマを、
ワインを蒸留し
た残り90％とブレンド、瓶詰めしました。
ミントや柚子、
グレープフ
ルーツの香り、華やかな香りが拡がりを見せ、柔らかい口あたりと
アルコール感が強すぎず飲みよい印象です。

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） ※エチケットはストラスブールの若手アーティストが彼の工房で、

特別な紙にリトグラフの工程で造りプリントしました。

