
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブルネル家の歩み 

ブルネル家はシャトーヌフ デュ パプの土地に300年以上の歴史

を持ち、何世代にもわたり葡萄栽培、ワイン造りを行ってきた一族

です。現在のオーナーであるアンドレ ブルネルの父で前当主の

リュシアンは新たに畑を広げ、家族経営の小規模なドメーヌから現

代的なワイナリーへと発展させる重要な役割を果たしました。1954

年、リュシアンは、ワインのプロモーションに役立つと考え、シャ

トーヌフ デュ パプの畑に特徴的な玉石を意味する「レ カイユ

（Les Cailloux」をドメーヌ名に採用しました。 

1971 年、リュシアンの息子アンドレがドメーヌを引き継ぎ、父の

功績を受けて、さらに発展させ、シャトーヌフ デュ パプのトッ

プ ドメーヌのひとつへと成長させました。さらに、アンドレはヴァ

ン ド ペイやコート デュ ローヌにも力を入れました。長年の

知識、経験に基づき、優れた区画を見極め、ヴァン ド ペイやコー

ト デュ ローヌの畑を買い足し、ネゴシアンとしてではなく、自

家畑の葡萄で造る良質で手頃な価格のヴァン ド ペイ、コート 

デュ ローヌを世に送り出し、成功をおさめています。 

 

伝説のワイン“キュヴェ サントネール”の誕生 

アンドレ ブルネル（ドメーヌ レ カイユ）は、アメリカのワイン評論家、

ロバート パーカーJr.が 80 年代にローヌ ワインの評価をつけ始めるとす

ぐに高い評価を得ました。 

そして 1989 年、アペラシオンの北部に位置するファルゲロル（Farguerol）

の区画の葡萄の樹齢 100 年を記念して特別なワイン、「シャトーヌフ デュ 

パプ キュヴェ サントネール」を造りました。このキュヴェは、その後、

ロバート パーカーJr.が 100 点を付けるなど、伝説のワインとな

りました。また、最新ヴィンテージの 2016 年も、98－100 点を

獲得しています。偉大なヴィンテージにのみ造られる入手困難なワインで

す。（これまでに生産されたヴィンテージは 1989、1990、1995、1998、

2000、2001、2003、2005、2006、2007、2010、2012、2015） 

このように、アンドレ ブルネルは世界中で高い評価を受け、シャトーヌフ 

デュ パプのトップ ドメーヌとしてゆるぎない地位を確立しました。 

世界で僅か 164 軒 

ロバート パーカー Jr.が選ぶ「世界の偉大なワイナリー」のひとつ 
アンドレ ブルネル（ドメーヌ レ カイユ）は、ロバート パーカーJr.が世界中の伝説的なワイナリーを中心にまと

めた著書『ロバート パーカーが選ぶ世界の極上ワイン』（原題”The World‘ｓ Greatest Wine Estates”）にも取り上げ

られています。この本の出版当時の 2005 年、すでに「アンドレ ブルネルはシャトーヌフ デュ パプの輝かしい希

望の光のひとりである」と評価されています。ロバート パーカーJr.もその著書の中で次のように述べています。 

「彼はシャトーヌフ デュ パプにおける、より真摯な生産者のひとり。1980 年代以降、力を増してきている。パワ

フルだがリッチでエレガントな凝縮感のあるワインをつくっている（中略）彼のシャトーヌフ デュ パプは通常は出

荷された時から飲めるが、10-15 年は熟成できる。」 

 

 

キュヴェ サントネールの畑 

ANDRÉ BRUNEL 
 

アンドレ ブルネル 

世界が認める南ローヌのトップ ドメーヌ 

若いうちから美味しく 

熟成させて、さらに素晴らしい 

シャトーヌフ デュ パプ 



 

“テロワールを選び、品種の個性を引き出すワイン造り 

目指すは、「若いうちから美味しく、長期熟成のポテンシャルも秘めたシャトーヌフ デュ パプ」 

葡萄を植える際には、個々の区画について、土壌の組成、水はけの度合い、日照などの条件を細かく分析し、特徴を把握します。それぞれの畑の

区画では、テロワールに最も適した葡萄品種を植えています。その土壌が 1 種類だけに適す場合もあれば、数種類の品質に適応する場合もありま

す。出来上がるワインをイメージし、それにふさわしい個性が出るようにテロワールを選んでいます。 

収穫する際は、過熟になることを避けながら、完熟した状態で摘み取ります。シャトーヌフ デュ パプの場合、全体の 80％を除梗しています。 

醸造に関しては果実味とタンニンの適正なバランスが保たれるようにしています。また、新樽の比率を控えめにして個々の品種の個性を大切にし

ています。シャトーヌフ デュ パプは、パワフルでありながらエレガント、長期熟成のポテンシャルを持ちながら、若くても楽しめるワインを

目指して造っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

シャトーヌフ デュ パプ ブラン レ カイユ 2017      【限定200本】 
Châteauneuf du Pape Blanc Les Cailloux 
 

平均樹齢は 20 年~30 年、収量は 30hl/ha です。ルーサンヌはワインにアロマ、フィネス、そしてエレガントさを与え

ます。一方、グルナッシュ ブランは骨格と力強さをワインにもたらします。丸石の多いこのエリア特有の土壌のおか

げで、長期熟成の可能性を持った白ワインが生まれます。早朝に手摘みで収穫し、酸化しないように、収穫した葡萄は

すぐにプレスし、コンクリートタンクで発酵させます。マロラクティック発酵は行いません。熟成は澱とともにタンク

で 6 ヶ月行います。花や白い果実、ハチミツを思わせるアロマにミネラルの要素が感じられます。このワインを味わう

人は、豊かなアロマ、そして複雑さに驚かされるでしょう。  
 

【白・辛口】国・地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

葡萄品種：ルーサンヌ 80％、グルナッシュ ブラン 20％    

熟成：タンクで澱と共に 6 ヶ月  

品番：FC-194／JAN：4935919311946／容量：750ml  ¥7,560(本体価格¥7,000) 

 
 
 
 
 

 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ ルージュ レ カイユ 2012 
Châteauneuf du Pape Les Cailloux  ※無くなり次第 2013 年へ切り替わり【限定 200 本】 
 

手摘みで収穫、収穫量は 30hl/ha です。グルナッシュは 70％、他は全て除梗し、コンクリートタンクで発酵させます。

シラーは樽（1～2 年）、他はコンクリートタンクで 18 ヶ月熟成させます。紫紅色、タンニンが強くて酸もあり、まさに

フルボディで凝縮しており、傑出した味わいをもっています。若くてもおいしく飲め、10～15 年の熟成能力があります。

凝縮した目の詰まった果実味があります。酸はフレッシュさがありながら、バランスはよく、少し苦さのあるタンニン

と、香りを立たせボリュームを与えるアルコールがあります。 
 
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

葡萄品種：グルナッシュ 70％、ムールヴェードル 17％、シラー10％、サンソー3％ 

熟成：シラーは樽（新樽ではない）、他はコンクリートタンクで 18 ヶ月 

品番：FB-748／JAN：4935919217484／容量：750ml            ¥7,344(本体価格¥6,800) 
 

 

シャトーヌフ デュ パプ全体でも生産量が僅か 5％と言われる白 

そんな中で、トップクラスの品質は“まさに希少品” 

2017年ヴィンテージの入荷量は、僅か 240本です 

“若いうちから美味しく、熟成させて、さらに磨きを増す” 

ブルネル家の哲学がこのワインに込められています 

「デカンター February 2019」 
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ワインアドヴォケイト #215 

ワインスペクテーター 2014.11.15 

アンドレ ブルネル代表するフラッグシップワイン  
CHATEAUNEUF DU PAPE 

LES CAILLOUX 
― レ カイユ ― 



 

 

 

 
 

 

 

コート デュ ローヌ ブラン 2016 
Côtes du Rhône Blanc 
 

8 月の末から早朝にのみ収穫します。収穫時期は品種によって異なります。ルーサンヌは特に早めに収穫が始まり、グル

ナッシュ ブランは 9 月上旬。クレレットは 9 月中旬に収穫します。果汁は 12 度まで温度を下げ、澱引きします。発酵

は、コンクリートタンクを使い約 18 度で行います。マストは、別々に発酵させ、その後ブレンドして瓶詰までタンクで

6 ヶ月澱と寝かせます。ピーチや洋梨の甘さを感じさせる香りと、しっかりとしたボディがあり、華やかで果実味あふれ

る味わいは、とても見事です。「ローヌは暑い地域だからフレッシュな葡萄を育てることは非常に難しい。アロ

マティックなワインはたくさんあるが、このワインのようにアロマティックでフレッシュなワインは多くな

いよ。」とブルネルは語ります。 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ  

葡萄品種：ルーサンヌ、グルナッシュ ブラン、クレレット  

熟成：コンクリートタンクで澱と共に 6 ヶ月 

品番：FB-757／JAN：4935919217576／容量：750ml  ¥2,160(本体価格¥2,000) 
 

 
 

＜アンドレ ブルネルのワイン一覧＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※業界関係者を対象としたセミナーです。一般消費者の方はご参加いただけませんので、ご了承くださいませ。 

商品 CD ビンテージ 商品名 色 容量 本体価格 

FC-194 2017 シャトーヌフ デュ パプ ブラン レ カイユ 白 750 \7,000 

FB-757 2016 コート デュ ローヌ ブラン  白 750 \2,000 

FB-748 2012 シャトーヌフ デュ パプ レ カイユ 赤 750 \6,800 

FC-095 2014 シャトーヌフ デュ パプ レ カイユ 赤 750 \6,500 

FB-993 2012 シャトーヌフ デュ パプ レ カイユ 【2本限り】 赤 1500 \14,000 

FB-193 2016 ヴァン ド ペイ ド ヴォークリューズ グルナッシュ 赤 750 \1,200 

FB-378 2016 コート デュ ローヌ ルージュ エスト ウエスト 赤 750 \1,600 

FB-763 2015 コート デュ ローヌ ルージュ キュヴェ ソムロング 赤 750 \2,000 

FB-334 2015 コート デュ ローヌ ヴィラージュ キュヴェ サブリーヌ 赤 750 \1,900 

東京、大阪、福岡会場  ①13：00～ ②16：00～ 

名古屋会場       ①14：00～ ②16：00～ 
※予約不要です。各回 20 分ほどのスタンディング形式のセミナーです。お気軽にご参加ください。 

 

東 京 2月18日 

大 阪 2月20日 

名古屋 2月19日 

福 岡 2月21日 

アンドレ ブルネルの息子、次世代のドメーヌを担う 

ファブリス ブルネル来日 

このワインのように、アロマティックでフレッシュなワインを造るのは非常に難しい 

シャトーヌフ デュ パプ ブランを彷彿させる品質 

 


