Jean-Paul & Benoît DROIN
ジャン ポール エ ブノワ ドロワン

【WINERY INFO.】
所在地：シャブリ
所有地：26.5ha（うちＧＣ：4ha、ＰＣ：11ha）
オーナー：ブノワ・ドロワン

「たくさんのスタイルを造っているから、
ひとつを好きになってもらうわけにはいかない」
…現地視察時ブノワ トロワンの言葉

“ラヴノー、ドーヴィサ、ドロワン：
シャブリを代表する造り手たち”
──La Revue du Vin de France No.619

▲ 「ルヴュ デュ ヴァン ド フランス№
619」のシャブリ特集でシャブリの代表的生
産者のひとりとして、ドロワンの名が挙げら
れています。

「メイユール ヴァン ド フランス」でもラ
ヴノー、ドーヴィサと共に、最高 3 ッ星★★
★評価を得ています。

グラン クリュ６区画、
プルミエ クリュ９区画生産の剛腕

フルショーム

ヴォーロラン

コート ド ルシェ

フランスを代表するワイン誌「ルヴュ デュ ヴァン ド フランス（Ｒ
ＶＦ）」の特集記事「シャブリの偉大な生産者」において、フランソワ
ラヴノー、ヴァンサン ドーヴィサとともにジャン ポール エ ブノ
ワ ドロワンがシャブリの代表的生産者として紹介されました。名
実ともにドロワンが、シャブリ三本の指に入ったことを示していま
す。２０１４年のＲＶＦからは先述のラヴノー、ドーヴィサとともにシャ
ブリにおいて三ツ星生産者となったドロワン。父ジャン=ポールの
時代より高まりつつあった名声を、決定的なものにしたのが現当
主のブノワです。
ブノワはそれまでの樽発酵 樽熟成による力強いスタイルを完全
には否定しませんが、より樽の使用を抑え、畑ごとの個性を前面
に出すスタイルへと変化させました。現在の高い評価は、そのス
タイルに負うところが大きいのです。

モンテ ド
ド トネール
トネール
モンテ
モン ド ミリュ

ヴァイヨン
ヴォークパン
モンマン
ヴォグロ

左図はドロワンの手掛けるグラン クリュ、プルミエ クリュを赤い
星で記した地図です。７つのグラン クリュのうち実に６区画をドロ
ワンは造り出しています。個人生産者としては圧倒的な品ぞろえ
で、同業者にとっても垂涎のポートフォリオと言えます。
ドロワン家の歴史は古く、１６２０年には葡萄栽培を始めています。
１８６６年はかのナポレオン３世にワインを献上、その返礼に銀のタ
ストヴァンを授けられています。
歴代の当主たちが長い時間をかけて少しずつ、優良な葡萄を生
む畑を見極め、買い足していったからこそ、今の珠玉のライン
ナップが実現していると言えます。
そしてそのひとつひとつの畑の個性を最大限に引き出す技術を
持った現当主ブノワが醸造に携わることにより、ドロワンのワインは
シャブリを代表する品質へと上り詰めたのです。

「ルヴュ ド ヴァン ド フランス №619」

と題した特集にて、シャブリを代表する 3 つの生産者として
ドメーヌ ラヴノー、ドメーヌ ヴァンサン ドーヴィサと共に紹介されました。
「シャブリの偉大な生産者」として上記 3 つの生産者を取り上げ、ドメーヌの説明を写真入りで紹介しています。ま
た、各ドメーヌのワインを垂直試飲した記事が掲載されており、試飲ワインは、ヴァイヨン、レ クロ、それぞれ 2014、
2010、2008、2003、1995 ヴィンテージです。評価は 20 点満点で 3 生産者ともほぼ互角の評価となりました。

Expression intense et belle régularité

並外れた表現力
そして素晴しい均整
ドロワン家は、1547 年からシャブリで葡萄栽培をして
きた一族である。この家族経営のドメーヌは 26ha の畑を
所有しており、1999 年からジャン ポールの息子で、多
弁でエネルギッシュなブノワが運営している。彼は醸造学
のディプロマを取得し、このドメーヌの 4 代目に当たる。
1999 年に新しいセラーを建て、以前所有していた畑を買
い戻して規模を広げた。今日、プティ
リの他、プルミエ

シャブリ、シャブ

クリュに 11ha、グラン

クリュに

4.14ha を所有している。
（中略）
。
このドメーヌは、シャブリのトップ集団のひとつである。
そのワインは端正で、並外れた表現力を持ち今日、非常に
高いレベルにある。スタイルは常に明確で、ワインは綿密
で、常にリッチで芳醇だが、そ
れでいてフレッシュな酸を
持っている。
（中略）
。
樽使いは非常に控えめで、こ
のドメーヌで造られるどのワ
インにも言えるのだが、見事に
葡萄の持つ素晴しい品質を際
立たせている。このドメーヌは
まさに今日、シャブリのヴィ
ニュロンも一握りのエリート
に名を挙げるにふさわしい。

Chablis & Petit Chablis
～

シャブリ 2017
Chablis

果実のまろやかさとフルーティでバランスのよい落ち着き、
しっかりとしたコクがあるハイレベルなシャブリです。
品番：FB-766／JAN：4935919217668／容量：750ml／熟成：タンク

¥4,400(本体価格¥4,000)

～シャブリ、プティ・シャブリ

プティ シャブリ 2015
Petit Chablis

畑はレ クロの上部にあり、骨格は控えめで果実味が豊富なスタイル。
ミネラル感としっかりとした酸がワインにフレッシュさを与えています。
品番：FB-932／JAN：4935919219327／容量：750ml／熟成：タンク

¥3,850(本体価格¥3,500)

Premier Cru

～プルミエ クリュ～

右岸と左岸にバランスよく畑を所有するのがドロワンの特徴です。中でもレ プリューズに隣接するヴォーロランは、グラン クリュに匹敵する実力を持ちます。

シャブリ プルミエ クリュ モン ド ミリュ 2017

シャブリ プルミエ クリュ フルショーム 2017
Fourchaume

【白・辛口】葡萄品種：シャルドネ

Mont de Milieu

60 本
限り

リッチで酸が豊富、しっかりとしたボリュームがある。
わかりやすい美味しさのワイン。

【白・辛口】葡萄品種：シャルドネ

プルミエ クリュで最初にひらく。
まるで酸を持ったコンドリュー。

「ワインアドヴォケイト 244」で 92 点
品番：FC-272／JAN：4935919312721／容量：750ml／熟成：一部樽

85 本
限り

「ワインアドヴォケイト 244」で 92 点
品番：FC-273／JAN：4935919312738／容量：750ml／熟成：15％樽

¥7,920(本体価格¥7,200)

¥7,920(本体価格¥7,200)

※無くなり次第 2018 年に切り替わり

※無くなり次第 2018 年に切り替わり

シャブリ プルミエ クリュ ヴォーロラン 2017
Vaulorent 【白・辛口】葡萄品種：シャルドネ

シャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン 2017
Vaillons

50 本
限り

洗練されたシレックスの要素。ブノワは隣接する
レ プリューズと同じ個性を持つ畑と考えている。

【白・辛口】葡萄品種：シャルドネ

最もレストランに向く一本。パワフルだが力強くなりすぎない。
「ワインアドヴォケイト 244」で 90 点
品番：FC-139／JAN：4935919311397／容量：750ml／熟成：20％樽

「ワインアドヴォケイト 244」で 91-93 点
品番：FC-143／JAN：4935919311434／容量：750ml／熟成：一部樽

¥7,150(本体価格¥6,500)

¥8,580(本体価格¥7,800)

※無くなり次第 2018 年に切り替わり

シャブリ プルミエ クリュ モンマン 2016

シャブリ プルミエ クリュ モンテ ド トネール 2016
Montee de Tonnerre

【白・辛口】葡萄品種：シャルドネ

プルミエ クリュの中で最もクラシカル。
シレックスを感じ、１５年後に美味しい長熟タイプ。

Montmains

【白・辛口】葡萄品種：シャルドネ

リッチでミネラルは控えめ。多彩なパフュームがある。

70 本
限り

30 本
限り

「ワインアドヴォケイト 238」で 90 点
「ヴィノス 2017.08」で 90-92 点
品番：FC-141／JAN：4935919311410／容量：750ml／熟成：40％樽

「RVF612」で 17-18/20 点、
「ヴィノス 2017.08」で 92-94 点。

¥8,140(本体価格¥7,400)

品番：FB-696／JAN：4935919216968／容量：750ml／熟成：20％樽

¥9,020(本体価格¥8,200)

※無くなり次第 2017 年に切り替わり

※無くなり次第 2017 年に切り替わり

シャブリ プルミエ クリュ ヴォグロ 2016

2018 年：例えるなら 2000 年。私にとってこのヴィンテージは 1990
2018
年：例えるなら 2000 年。私にとってこのヴィンテージは
年のような素晴らしい年。粘性が強くリッチ。
1990
2017 年のような素晴らしい年。粘性が強くリッチ。
年：ワインジャーナリストが「シャブリ地区がブルゴーニュ
2017
年：ワインジャーナリストが「シャブリ地区がブルゴーニュ
で NO.1」と書きたてる最高の年。
絞ったジュースの時点で凄く熟
で
NO.1」と書きたてる最高の年。絞ったジュースの時点で凄く熟
した良い香りを感じ、今年の出来は間違いないと確信。
した良い香りを感じ、今年の出来は間違いないと確信。
2016 年：2015 年と同等の品質。パワフルさがありながら、酸が
2016
年：2015 年と同等の品質。パワフルさがありながら、酸が
高いため長くキープできる、クラシカルな年。
高いため長くキープできる、クラシカルな年。

Vosgros

【白・辛口】葡萄品種：シャルドネ

大きな岩のように力強くリッチ。独特の石油香がある。
「ワインアドヴォケイト 232」で 89-91 点、
「ヴィノス 2017.08」で 89-91 点、
」。
品番：FC-140／JAN：4935919311403／容量：750ml／熟成：タンク

¥7,150(本体価格¥6,500)

ブノワ・ドロワンかく語りき……。
ドロワンはプルミエ クリュについても細かく造り分けています。それぞれのクリュの関係性をぜひご覧ください。
粘土質土壌のためリッ
チであり、また酸があ
るのが特徴。

ヴォーロラン

一部

洗練されたシレックス
の要素。プリューズに
隣接し同じ個性。

Vaulorent

フルショーム

一部

Fourchaume
力強い

15％

モンテ ド トネール

モン ド ミリュ

Montee de Tonnerre

Mont de Milieu
シャブリの酸を持
つ コ ン ドリ ュ ーと
評価。フルーティ
で、最初にひらく
ワイン。

エレガント

20％

20％

ヴァイヨン
最もレストランに向
くワイン。エレガン
トで強いが力強く
はなりすぎない。

プルミエ クリュの中
で最もクラシカル。
シレックス、ミネラル
豊富。15 年後に美
味しい長熟。

Vaillons
ミネラル

リッチ

モンマン
40％ Montmains

リッチで、ミネラル
は控えめ。わかり
やすく、多彩なパ
フュームがある。
リッチ

ミネラル

0％

ヴォグロ
Vosgros

力強くリッチで男性
的。大きな岩のイ
メージで、独特の石
油香がある。

Grand Cru

～グラン クリュ～

個人生産者としては異例中の異例ともいえる６つのグラン クリュを手掛けます。ひとつひとつのクリュの特徴を知り尽くし、引き出すのがドロワンの特徴です。

Vaudesir

シャブリ グラン クリュ ヴォーデジール 2018

【白・辛口】 葡萄品種：シャルドネ 熟成：40%樽
グラン クリュの中で最も開く。親しみやすい味わいで、レストランに、まるみを帯び濃密な厚みがある。
品番：FC-147／JAN：4935919311472／容量：750ml
¥13,200(本体価格¥12,000)

Grenouilles

シャブリ グラン クリュ グルヌイユ 2018

【白・辛口】 葡萄品種：シャルドネ 熟成：50%樽
粘土の厚いリッチな土壌。ミネラルというよりも丸みがあり、包容力のあるワイン。コシの強い飲み応えのあるシャブリ。
品番：FC-145／JAN：4935919311458／容量：750ml
¥14,850(本体価格¥13,500)

Valmur

シャブリ グラン クリュ ヴァルミュール 2018

【白・辛口】 葡萄品種：シャルドネ 熟成：40%樽
お肉と合わせて楽しめるほどしっかりとしたボディの、筋肉質なワイン。リッチだが、ファットではない。
品番：FC-142／JAN：4935919311427／容量：750ml
¥13,200(本体価格¥12,000)

Blanchot

シャブリ グラン クリュ ブランショ 2018
【白・辛口】 葡萄品種：シャルドネ 熟成：ステンレスタンク
牡蠣などの海のアロマが特徴。ミネラルを楽しむために樽は使われない。

¥13,200(本体価格¥12,000)

品番：FC-146／JAN：4935919311465／容量：750ml
「デカンター 2019.12」で 95 点

シャブリ グラン クリュ レ プリューズ 2017

30 本限り

Les Preuses

【白・辛口】 葡萄品種：シャルドネ 熟成：25%樽
※無くなり次第 2018 年に切り替わり
真っ先ミネラルを感じるのが特徴。レ クロが王の風格だとすれば、レ プルーズは女王の風格。

¥14,300(本体価格¥13,000)

品番：FC-222／JAN：4935919312226／容量：750ml

Les Clos

シャブリ グラン クリュ レ クロ 2018
【白・辛口】 葡萄品種：シャルドネ 熟成：40%樽
リッチでシレックスのようなミネラルがある。このミネラル感は熟成とともに強まる。

¥15,400(本体価格¥14,000)

品番：FC-144／JAN：4935919311441／容量：750ml

ブノワ ドロワンかく語りき……。
多彩なクリュを造り分けるドロワンは、クリュごとの個性の違いを丁寧にそして的確に説明します。それぞれの畑
の関連性を図にまとめてみました。グラン クリュを楽しむ際のご参考になれば幸いです。
グラン クリュで最
も早飲み。親しみ
や すいスタイル 。
寿司や刺身など
和食によく合う。

ヴォーデジール
40％

親しみやすさ

40％

Valmur

しっかりとしたボ
ディ、筋肉質。肉
と 合 わ せ て楽 し
める。

ブランショ

Vaudesir

より強い

ヴァルミュール

気むずかしさ

0％

Blanchot

エレガント

レ クロ
Les Clos

上中下三つの区画を
持つためレ クロ全体
の特徴を表す。長期
熟成で真価を発揮。

たくましい

牡蠣などの海の香り。し
たがってミネラルを楽しむ
ために樽は使わない。

グルヌイユ
Grenouilles

40％
王

女王
25％

レ プリューズ
Les Preuses

50％

粘土の厚いリッチ
な土壌。集約感が
あり、熟成すると蜂
蜜のニュアンス。
真っ先にミネラルを感
じる。樽は最小限にと
どめる。丸みを帯びた
女性的スタイル。

