
Saint-Aubin-de-Luigné 

Domaine du Clos de l’ Élu 
＜ドメーヌ・デュ・クロ・ド・レリュ＞ 

 

Angers/アンジェの街から20kmほど南下した、レイヨン渓谷の中心地に所在するSaint-Aubin-de-Luigné/サン・トー

バン・ド・リュイニエ村に本拠を置くドメーヌ。現在約20haの自社畑を耕作しており、当主はThomas/トマとCharlotte/シ

ャルロットのCarsin/カルサン夫妻。 

 

＜ドメーヌについて＞ 

2008年にアルモリカ山塊の東端、Anjou Noir/アンジュ・ノワール

と呼ばれるシスト（粘板岩）に富むテロワールの地にClos de 

l’Eluを取得。これに先立ち、トマ氏はワインコンサルタント、シャル

ロット氏は広報・マネージング分野での経験を積んでおり、これがメ

ーヌ設立へと導いた。20haに及ぶ自社畑ではビオディナミ農法を

実施。夫妻を魅了したのはこの地を代表する白ワイン用品種のシ

ュナンブランだった。がしかし、深み、表情の豊かさ、そしてフィネスに

富む赤ワイン用品種であるカベルネフラン、グロロー、ピノードニスもまた同じく彼らを魅了した。畑作業から醸造に至るまで

深い信念で仕事にあたっており、それはこの地のテロワールを色濃く反映したワインを産み出したいという想いからに他ならな

い。 

 

畑においては・・・ 

・ビオロジックによる栽培 

・収量を抑制するための厳しい摘芽 

・品種や区画ごとに最適化された剪定 

・細心の注意を払っての耕耘作業 

・20kg入りケースを使った手摘み収穫 

・丁寧かつ厳しい選果作業 

 

醸造においては・・・ 

・可能な限り重力システムを使用 

・ごく自然な発酵 

・人為的な干渉を極力抑えた発酵法の採用 

・全房発酵（赤ワイン） 

・熟成にタンク、バリック、そしてアンフォラを使用 

 



＜テロワール＞ 

ロワール渓谷に含まれる、レイヨン渓谷の中心に位置するサン・トーバ

ン・ド・リュイニエ村。ドメーヌが所有する畑は東にChaume/ショー

ム、西にArdenay/アルドネを控えたこの村の周囲にあり、主にレイヨ

ン川右岸の南向き斜面に位置している。この地はアンジュ・ノワールと

呼ばれ、アルモリカ山塊東端のシスト土壌がメインのテロワールが特

徴で、他に火山岩や礫質砂岩、石英（水晶）も見られる。土は

様々な色合いを呈しており、銀灰色や石炭色（非常に濃いグレ

ー）、青、茶など、粘板岩に見られる典型的な土壌と言えるだろう。ソーミュールに特有の石灰質土壌を特徴とするアンジ

ュ・ブランのテロワールとの違いを明確に示している。またこの土壌は排水性に優れ、畝の間に生える雑草は鋤き返しで対応

しやすく、ブドウの根をより深くまで伸ばすことが可能となっている。レイヨン渓谷は海洋性気候と大陸性気候の双方が影響

する土地で、適度な降雨と風、気温に恵まれている。また畑が南向き斜面にあることで日照量に恵まれ、表土が乾燥しや

すいことから、地中海性気候を思わせる気候となっている。さらに色の濃い土が太陽熱を保持することで、気温の低い日や

夜間でも適温を保つことができる。 

尚、畑のテロワールは下記の6つに分類することができる。 

Terroir de l’Aiglerie 

Terroir des Barres 

Terroir des Bruandières 

Terroir des Gaudumaux 

Terroir de Chaume 

Terroir des Vaux 



CABOTAGE AUTOUR DES ÎLES シリーズ 

« Désirable » Blanc VdF  

【品種】ソーヴィニョンブラン100% 

【テロワール】Anjou noir / Terroir des Barres 【土壌】砂質シスト土壌 

【樹齢】10～45年 

【収量】20hl/ha 

【醸造】20kgのケースを使って手摘み収穫。全房のまま直接圧搾。400L樽で野生酵母によ 

る発酵。澱とともに12ヶ月熟成。バトナージュなし。 

【特徴】シスト土壌におけるソーヴィニョン・ブランの区画別キュヴェ。ショウガやナツメ 

グといったスパイスの香りを伴う複雑な香り。豊かで力強さがありながらも、ミントのよう 

なフレッシュさが長く続くワイン。                              

 

« Roc'h Avel » Blanc VdF 

【品種】シュナンブラン55% ソーヴィニヨンブラン30％ グロローグリ15％ 

【テロワール】Anjou noir / Terroir de l’Aiglerie 【土壌】石英と礫を含む砂質シスト土壌 

【樹齢】70年 

【収量】20hl/ha 

【醸造】20kgのケースを使って手摘み収穫。全房のまま直接圧搾。野生酵母による発酵。澱とともに8ヶ月～12

か月間熟成。バトナージュなし。 

【特徴】甘草やフェンネルの香りとともに熟した洋梨やフレッシュアーモンドの香り。塩味 

と思える強いミネラルとフレッシュさがあり、豊かでありながらもしなやかさとエレガント 

さを備える。人為的な介入を一切せず、シュナン・ブランのヴィエイユ・ヴィーニュがこの 

地のテロワールをそのままワインとして映し出した白ワイン。   

            

« Indigène » vin de pays rouge  ＊日本未入荷 

【品種】ガメイ40% カベルネフラン40% グロロー20% 

【テロワール】Anjou noir / Terroir des Vaux 

【土壌】砂質シスト（ガメイ）、砂岩・礫岩・蛇紋岩質土壌（カベルネ・フラン、グロロー） 

【樹齢】20～45年 

【収量】40hl/ha 

【醸造】20kgのケースを使って手摘み収穫。全房のまま3～5週間かけて発酵。タンクで12ヶ 

月熟成。無濾過。 

【特徴】グロローに由来する、趣深くスパイシーな香り、ガメイに由来するフレッシュな果 

実味。柔らかく、滑らかで深みを感じるロワールの赤ワイン。 

 

 



« Maupiti » vin de pays rouge  ＊日本未入荷 

【品種】ガメイ60% カベルネフラン40% 

【テロワール】Anjou noir / Terroir des Bruandières, Terroir des Barres  

【土壌】シストと石英を含む土壌 

【樹齢】20～45年 【収量】30hl/ha 

【醸造】20kgのケースを使って手摘み収穫。全房のままタンクで自然発酵。タンクで6ヶ月 

熟成。無濾過。 

【特徴】赤い果実の豊かな香りとともにスパイスのニュアンス。繊細さと柔らかさが渾然一 

体と凝縮したロワールの赤ワイン。 

 

CROISIÈRES DE PLAISANCEシリーズ 

« Bastingage » Anjou blanc 

【品種】シュナンブラン 100% 

【テロワール】Anjou noir / Terroir de l’Aiglerie, Terroir des Barres, Terroir de 

Chaume 

【土壌】砂質礫質シスト土壌 

【樹齢】25年 【収量】20hl/ha 

【醸造】20kgのケースを使って手摘み収穫。全房のまま時間を掛け直接圧搾。最初と最後のマストは使用しない。8

～9年使用の400L樽で野生酵母による発酵。澱とともに12ヶ月熟成。ブレンド後にステンレスタンク内で4か月間熟

成。MLFは行う。 

【特徴】バターを思わせる、深く複雑な香り。豊かで肥えており、シスト土壌に由来する典 

型的なミネラルとともに、レモンのコンフィを思わせる柑橘類の香りも。Anjouから生まれ 

た偉大な白ワイン。                                

 

« L’Aiglerie » Anjou rouge 

【品種】カベルネフラン100％ 

【テロワール】Anjou noir / Terroir de l’Aiglerie 

【土壌】砂質・礫質土壌 

【樹齢】35年 【収量】35hl/ha 

【醸造】20kgのケースを使って手摘み収穫。全房のまま4～5週間かけて自然酵母で発酵。 

タンクで12ヶ月熟成後、15年使用の225L樽で24ヶ月熟成。無濾過。 

【特徴】夫妻が所有するワインと同名のシャトーの周囲に広がる区画から。ミントチョコと 

タバコの香りとともに赤いフルーツの香り。滑らかでフレッシュ、きめ細やかなタンニン。 

趣深さと優雅さを兼ね備える赤ワイン。 

     

 



GRANDES DÉCOUVERTESシリーズ 

« Ephata » Anjou blanc 

【品種】シュナンブラン100% 

【テロワール】Anjou noir / Terroir des Gaudumaux 

【土壌】砂質シスト土壌 

【樹齢】80年 【収量】20hl/ha 

【醸造】ゴデュモーのパーセルセレクションのブドウを使用。20kgのケースを使って手摘み収穫。全房のまま時間を掛け直接

圧搾。砂岩製の10hlの甕で野生酵母による発酵。140Lのテラコッタのアンフォラで12ヶ月熟成。 

【特徴】フレッシュさとパイナップルのようなエキゾチックな香り、滑らかでヨードのニュ 

アンスをもつ伸びやかなワイン。80年というシュナン・ブランのヴィエイユ・ヴィーニュと、 

テラコッタの出逢いから生まれた水晶のようなピュアさを持つ偉大な白ワイン。    

 

 

« Magellan » Anjou village  ＊日本未入荷 

【品種】カベルネフラン100% 

【テロワール】Anjou noir / Terroir de l’Aiglerie 

【土壌】砂質シスト土壌 

【樹齢】70年 【収量】15hl/ha 

【醸造】20kgのケースを使って手摘み収穫。全房のまま4～5週間かけて自然酵母で発酵。 

人の手でピジェアージュ。400L樽で20ヶ月熟成。無濾過。 

【特徴】黒スグリといったフレッシュな森の果実、甘草など、表現に溢れる香りとともに 

スパイスのニュアンス。しっかりとしたタンニンが豊かながらも重過ぎないワインを支え 

る。新しい世界を見せてくれるワイン。 

 

Coteaux du Layon 1er Cru Chaume  ＊日本未入荷 

【品種】シュナンブラン100% 

【テロワール】Anjou noir / Rochefort sur Loire / Chaume 

【土壌】砂質シスト土壌、玄武岩質火山岩土壌、蛇紋岩土壌 

【樹齢】10～15年 【収量】15hl/ha 

【醸造】20kgのケースを使って、3～4回にわけ厳しく選果しながら手摘み収穫。400L樽で 

野生酵母による発酵後、12ヶ月熟成。 

【特徴】特筆すべき酸度に支えられた、アプリコットやパイナップルといったエキゾチックフ 

ルーツの力強い香りと滑らかさを持つ白ワイン。稀に見るバランス感のある1本。 

 

 

 



VOYAGES AU LONG COURSシリーズ 

« Espérance » Vin de France 

【品種】ピノードニス100% 

【テロワール】Anjou noir / Terroir du Bois des Barres 

【土壌】砂質・礫質土壌 

【樹齢】50～60年のヴィエイユ・ヴィーニュ 

【収量】11hl/ha 

【醸造】20kgのケースを使って手摘み収穫。全房のまま15日かけて自然酵母で発酵。過度な抽出を防ぐ為、ルモンタージ

ュでは無くデレスタージュを行なう。600L樽で12ヶ月熟成。無濾過。 

【特徴】ドメーヌで最も女性的なワイン。ひっそりと生き残っていたピノー・ドニスの古い 

区画から。果実味と優雅さを合わせ持ち、特徴のはっきりしたワインでありながらしなやか 

さも持つ、エレガントな赤ワイン。                           

 

 

« Le Baiser d’Alexandrie » Vin de pays "orange" 

【品種】グロローグリ100% 

【テロワール】Anjou noir / Terroir de l’Aiglerie 

【土壌】石英と礫を含む砂質シスト土壌 

【樹齢】50年 

【収量】20hl/ha 

【醸造】20kgのケースを使って手摘み収穫。全房のまま9ヶ月かけてテラコッタのアンフォラでマセラシ 

オン。無濾過。 

【特徴】スパイスやオレンジといった、地中海を思わせる香り。力強くもバランスに優れ、 

丸みを帯びたタンニン。驚きの1本。                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸入元：Vin X Co.,Ltd. / 株式会社ヴァンクロス  

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 5－23－5 第一長谷部ビル 5F 

TEL：03-6450-3687  FAX : 03-3224-3688  Email : info@vin-x.jp 


