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Domaine Jean-Marc Millot 
ドメーヌ ジャン マルク ミヨ 

ピノ・ノワールの魅力の全てを備えた「香りの魔術師」 
 

コート・ド・ニュイ南部ニュイ・サン・ジョルジュにドメーヌを構えるジャン・マルク・ミヨは、ピノ・ノワールの代名詞である「アロマと果実味」を強調し

た純粋で柔らかな味わいの魅惑的なワインを造る生産者です。ピノ・ノワールの真髄である可憐でエレ

ガントなアロマは、まさに「香りの魔術師」と呼ぶに相応しく、ピノ・ノワールのファンに強くお薦めしたい

ワインです。 

 

ジャン・マルク・ミヨは、祖父母の代から受け継がれてきた 6 ヘクタールの自社畑と、妻のクリスティーヌ

が家族から引き継いだ 1 ヘクタール程の小さなブドウ畑で 1980 年代後半からブドウ栽培とワイン作りの

技術を磨いてきました。ドメーヌ・ジャン・マルク・ミヨの名で自家元詰を開始したのは 1992 年。当初は、

コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ、ヴォーヌ・ロマネ、ヴージョを少量生産していましたが、1997 年にそれま

で他の生産者に貸し出されていた畑の管理を任される機会に恵まれたことが転機となり、ヴォーヌ・ロマ

ネ・レ・スショや、エシェゾー、クロ・ド・ヴージョ、グラン・エシェゾーなど世界的に高い知名度を誇る一級

畑や特級畑の所有面積を着々と増やし、ワインも錚々たるライナップを取り揃えるようになりました。

2014 年よりジャン・マルクの娘であるアリックスがドメーヌに参画。現在では、二代目としてドメーヌの管

理を一手に引き受け、テロワールを重んじた栽培を実践し、ブドウ本来の魅力を最大限に引き出したワ

イン造りを行っています。                                              【写真：ジャン・マルクと娘のアリックス・ミヨ】                                             

  

現在、自社畑の総面積は 8 ヘクタール程で、ヴォーヌ・ロマネ村とフラジェ・エシェゾー村を中心に複数のグラ

ン・クリュとプルミエ・クリュを所有しています。有機栽培に限りなく近いリュット・レゾネ方式で厳しい収量制限を

行うことで凝縮感を出し、濃厚な舌触りと風味を湛えたよく熟したブドウのみを手摘みで厳選して収穫します。ブ

ドウの成分を抽出し過ぎず、ワイン本来のピュアな味わいを損なわぬよう、糖度や温度を毎日計測しながら醸造

工程の全てに細心の注意を払っています。 

 

■テクニカル情報■ 自家元詰：1992 年開始 畑総面積：8ha アペラシオン：約 10 箇所 

ドメーヌの所在地：ブルゴーニュ地方コート・ド・ニュイ地区ニュイ・サン・ジョルジュ村 

土壌：石灰質 熟成期間：最大で 16 カ月間 新樽率：最大で 40％使用 

 

【栽培方法】 有機栽培（認証は未取得）を取り入れています。昔ながらの手法で畑を耕して土壌に空気を入れ、

葉をこまめに摘み取り、常にブドウに十分な日光が行き渡るようにしています。厳しい収量制限を行うことで、凝縮感の高いフルーティで美しい

ピノ・ノワールを実らせます。全て手摘みで収穫し、丹念に選別を行います。【醸造方法】 天然酵母を用いて発酵。熟成には、ブルゴーニュ

産のオーク樽を使用。ろ過、清澄処理は滅多に行わず、冷涼なセラー内で重力を利用してボトリングすることで自然な透明感を引き出してい

ます。 

 

■2020 ヴィンテージ情報■ ジャン・マルク・ミヨと娘アリックスより：「この年は、かなり早熟なヴィンテージで、2 ヶ月近く雨が降らない時期があ

り、かなり厳しい年となりました。プラス面では、湿度が高くなかったため病気の発生を心配をする必要がなかったことです。8月 23～28日にか

けて収穫を行いました。果汁は極めて少なかったのですが、健全な果実を得ることができました。収量は、18～20 hl/ha とかなり低めでした。 

潜在アルコール度数は、12.8～14.5％。ワインは、完璧な仕上がりで、見事な凝縮感と酸を湛えています。」                          

（バーグハウンド#85/2022/1/10 掲載記事） 

 
 

～Vin Nature ヴァン・ナチュール～  
天然酵母のみによる全房発酵、亜硫酸無添加で造られたヴァン・ナチュール（自然派ワイン）。 ブドウ本来の味わいを追求したワインです。 
アリゴテ、ブルゴーニュ パストゥグラン レゾートロ、コート ド ニュイ ヴィラージュ ル ヴォークランの 3 アイテムのみ。 
 

2021 Bourgone Aligote Nature                                      上代価格 ￥5,000 (税別) 
ブルゴーニュ アリゴテ  ナチュール                                              JAN: 4543190172561                                            

■テクニカル情報■ 産地：コート・ド・ニュイ地区/AOC ブルゴーニュ・アリゴテ 品種：アリゴテ 100％  
畑：コンブランシアンの 2 区画 畑面積：0.5 ha 平均樹齢：70-80 年 土壌：粘土石灰質 醸造：全房発酵。亜硫酸無
添加。果汁の 50% はアンフォラでスキンコンタクトを施す。アンフォラと木樽（50%ずつ）を使用。               
平均生産量：1500 本  
 
■コメント■ 樹齢の高いアリゴテが、金色を帯びた美しい色合いと芳醇な香りをもたらします。白い花のアロマとともに
洋梨や柑橘類のニュアンスが香ります。 程よい重みがあり、フレッシュ感を湛えた爽やかな味わいが印象的です。 
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2020 Bourgogne Passetoutgrain Les Autrots  Nature             上代価格 ￥4,500 (税別) 
ブルゴーニュ パストゥグラン レゾートロ  ナチュール                                JAN: 4543190172585                                   

■テクニカル情報■ 産地：コート・ド・ニュイ地区/AOC ブルゴーニュ・パストゥグラン 
品種：ピノ・ノワール 1/3、ガメイ 2/3。 畑面積：0.5h 畑名：レゾートロ 樹齢：70～80 年以上 土壌：粘土石灰質   
醸造：全房発酵。亜硫酸無添加。アンフォラ（20%）と木樽（80%）を使用。 平均生産量：1500 本  
 

■コメント■ ミヨのパストゥグランは、AOC クロ・ド・ヴージョの区画の下方に位置するレゾートロという区画で栽培さ

れたピノ・ノワールとガメイを混醸しています。花やプラム、赤果実のアロマがあり、柔らかでジューシーな味わいが

特徴です。ブルゴーニュ・パストゥグランというカテゴリーにおいて、これほど見事な表現が可能であるのかと飲み手

は驚嘆を覚えるに違いありません。飲み干した後に必ず次の一杯が欲しくなる素晴らしく美味で杯の進むパストゥグ

ラン。 

 

2020 Côte de Nuits Villages Le Vaucrain  Nature                 上代価格 ￥12,000 (税別) 
コート ド ニュイ ヴィラージュ ル ヴォークラン ナチュール                           JAN: 4543190172608                              
■テクニカル情報■ 産地：ブルゴーニュ地方コート・ド・ニュイ地区南部/AOC コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ            

品種：ピノ・ノワール 100％ 畑面積：0.1 ha 畑：ル ヴォークラン（コンブランシアン） 標高の高い畑（250-300m）で

栽培されるため、ワインはフレッシュさを保持している。平均樹齢：60 年 土壌：粘土石灰質 醸造：全房発酵。亜硫

酸無添加。15 日間マセラシオンを施す。１0 カ月オーク樽で熟成。平均生産量：580 本/年 

 
■コメント■ バラの花びら、牡丹等の花や植物を思わせる華やかなアロマが広がります。重層的な味わいで、きめ
細やかなタンニンがあり、口中で豊かなテクスチャーが感じられます。 
 
★バーグハウンド89点★Outstanding Top value（お値打ちワイン）： 心地よいフレッシュ感と活力を湛え、美しい輪郭を持つミディアムボディ。
塩気を帯びた爽やかな後味が長い余韻を生む。よく熟しているが、典型的なスタイルのワイン。実に素晴らしい。                       
≪飲み頃：2025+｜#85/2022/1/10 掲載≫ 

 

2020 Bourgogne Rouge                                              上代価格 ￥5,800 (税別) 
ブルゴーニュ ルージュ                                                        JAN: 4543190172578                                                 

■テクニカル情報■ 産地：ブルゴーニュ地方コート・ド・ニュイ地区/AOC ブルゴーニュ 品種：ピノ・ノワール 100％ 
畑：レ・ブラルド 畑面積：1 ha 平均樹齢：60 年 土壌：粘土石灰質 醸造：完全除梗。発酵前に低温で静置し、15 日
間マセラシオンを施す。12 カ月オーク樽で熟成。 生産量：3500 本 
 
■コメント■ ブラックチェリーの繊細で刺激的なアロマが香ります。味わいは、シルキーさとともにキリリとした酸が感
じられ、滑らかで繊細な後味には、新鮮なブラックベリーの生き生きとした風味が広がります。 
 
★バーグハウンド 86-88 点： 深みのある色合い。良く熟したアロマには、まだフレッシュさも十分に感じられ、ピノ・ノ
ワールの大地を思わせるアロマに野生的なニュアンスが溶け合う。極めてリッチなミディアムボディの味わいで、中盤
に感じられる心地よい質感が、生き生きとした酸を伴う素朴でやや温かみのある後味と程良いコントラストをなす。      
≪飲み頃：2024+｜#85/2022/1/10 掲載≫ 

 

2020 Savigny Les Beaune                                            上代価格 ￥8,800 (税別) 
サヴィニー レ ボーヌ                                                          JAN: 4543190172615                                               
■テクニカル情報■ 産地：ブルゴーニュ地方コート・ド・ボーヌ北部/AOC サヴィニー・レ・ボーヌ 畑面積：0.85ha 
畑名：ドゥシュ・レ・ヴェルモ / レ・ゴラルド / レ・フルシュ 品種：ピノ・ノワール 100％ 平均樹齢：50 年 土壌：粘土
石灰質、シルト、砂を含む土壌 醸造：完全除梗。発酵前に低温で静置し、15 日間マセラシオンを施す。１４カ月オー
ク樽で熟成（新樽率 10％） 平均生産量：2200 本/年 
 
■コメント■ サヴィニー・レ・ボーヌに点在する 3 つの畑のピノをブレンドさせて作る女性的なスタイルのワインです。 
ポプリを思わせるフローラルなアロマにと熟れたラズベリー のニュアンスが香ります。エレガントさとともにボリューム感
のある瑞々しい果実味が広がり、後味に生き生きとした黒果実の風味が残ります。 
 
★バーグハウンド 87-89 点： 控えめな樽香が、レッドベリーや掘り起こしたばかりの大地を思わせる新鮮なアロマを引き立てている。快活でし
っかりとした密度を感じさせる魅力的なミディアムボディ。洗練された美しいテクスチャーがあり、バランス良い後味が長い余韻を生む。         
≪飲み頃：2024+｜#85/2022/1/10 掲載≫ 
 

2020 Côte de Nuits Villages Aux Faulques                          上代価格 ￥8,800 (税別) 
コート ド ニュイ ヴィラージュ オー フォルク                                       JAN: 4543190172592                                   
■テクニカル情報■ 産地：ブルゴーニュ地方コート・ド・ニュイ地区南部/AOC コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ 
品種：ピノ・ノワール 100％ 畑面積：1.78 ha 畑：オー フォルク（コンブランシアンにあるモノポール）  
平均樹齢：50 年 土壌：粘土石灰質 醸造：完全除梗。発酵前に低温で静置し、15 日間マセラシオンを施す。１４カ月
オーク樽で熟成（新樽率 10％） 平均生産量：5500 本/年 
 
■コメント■ 「フォルク」とは、モクレン科のトネリコの木を指す古い言葉で、昔ここにこの樹木が多く植えられていたこ
とから「クロ・デ・フォルク」という名が付きました。黒果実のアロマに仄かなサンダルウッド、ジュニパー、レッドチェリー
のニュアンスが溶け合います。シルキーな心地よい質感に加えて、いきいきとしたエネルギーが感じられます。リコリス
とチェリーの風味を纏った後味が長く続きます。 
 
★バーグハウンド 88-91 点： ビロードのように滑らかな質感を伴うミディアムボディの味わいに魅了される。濃密なエキス分がやや強靭なタン
ニンをやわらげ、バランスのとれた余韻の長い後味を生む。数年経てば深みが増し、より素晴らしい味わいへと発展していくだろう。       
≪飲み頃：2025+｜#85/2022/1/10 掲載≫ 
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2020 Vosne Romanée                                                上代価格 ￥20,000 (税別) 
ヴォーヌ ロマネ                                                                JAN: 4543190172622                                                        

■テクニカル情報■ 産地：ブルゴーニュ地方コート・ド・ニュイ地区/ＡＯＣヴォーヌ・ロマネ                     

品種：ピノ・ノワール 100％  畑面積：0.25ha 畑名：レ・ゾート・メジエール / レ・ヴィオレット 平均樹齢：60 年    

土壌：粘土石灰質 醸造：完全除梗。発酵前に低温で静置し、15 日間マセラシオンを施す。１４カ月オーク樽で熟成

（新樽率 20％） 平均生産量：1200 本/年 
 
■コメント■ コショウ、スミレ、ブラックベリーのアロマが香り立つ。シルキーな滑らかさに加えて、張りのある緊張感を
伴う味わいが広がります。熟したタンニンにスミレとラズベリーの風味を纏った後味がどこまでも続きます。 
 
★バーグハウンド 89-91 点★Outstanding（傑出したワイン）： ビロードのような滑らかさを持つリッチでふくよかなミディアムボディ。口中を包
み込む濃密なエキス分が、強靭ながらも適度なしなやかさを持つタンニンを和らげている。程よいタンニンが長い余韻を生む。数年熟成させる
と、より美味しく味わえるだろう。手にとってみる価値あり。≪飲み頃： 2026+｜#85/2022/1/10 掲載≫ 
 

2020 Vosne Romanée 1er Cru Les Suchots                         上代価格 ￥33,000 (税別) 
ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ レ スショ                                          JAN: 4543190172639                                   
■テクニカル情報■ 産地：ブルゴーニュ地方コート・ド・ニュイ地区/AOC ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ 
品種：ピノ・ノワール 100％ 畑面積：0.3ha 畑名：レ・スショ 平均樹齢：60 年 土壌：粘土石灰質 醸造：完全除梗。発
酵前に低温で静置し、15 日間マセラシオンを施す。１6 カ月オーク樽で熟成（新樽率 30％） 平均生産量：1500 本/年 
 
■コメント■ココナッツ、ジュニパー、ブラッドオレンジのアロマが豊かに香ります。重さを感じさせない優美でシルキー
な質感があり、凝縮感のある果実味が広がります。フレッシュなリコリスやスミレの風味が後味に感じられます。 
 
★バーグハウンド 91-93 点★Outstanding（傑出したワイン）：リッチで洗練された心地よいミディアムボディの味わいで、
魅力的なテクスチャーとしっかりとした長い余韻が際立つ。深みだけでなく見事なバランスを備えた素晴らしいワイン。              
≪飲み頃： 2028+｜#85/2022/1/10 掲載≫ 
 

2020 Echézeaux                                                     上代価格 ￥46,000（税別） 
エシェゾー                                                                   JAN: 4543190172646                                                             
■テクニカル情報■ 産地：ブルゴーニュ地方コート・ド・ニュイ地区/AOC エシェゾー（特級畑)              

品種：ピノ・ノワール 100％  畑名：エシェゾー・デュ・ドゥシュ/レ・プライエール/クロ・サン・ドニ 畑面積：1ha      

平均樹齢：60 年土壌：粘土石灰質 醸造：完全除梗。発酵前に低温で静置し、15 日間マセラシオンを施す。１6 カ月

オーク樽で熟成（新樽率 30％） 平均生産量：3000 本/年 
 
■コメント■ ジビエやミネラル、ダークチョコレート、プルーンのアロマが香ります。恰幅の良い、重厚感のある果実味
を湛え、しっかりとしたストラクチャーが感じられます。後味に仄かなメントールのニュアンスが広がります。 
 
★バーグハウンド  91-94 点: スケール感、凝縮感がさらに増した味わい。濃密なエキス分が強靭なタンニンを和らげ、複雑性を伴うしっかり
した後味が広がる。≪飲み頃： 2030+｜#85/2022/1/10 掲載≫ 
 

2020 Clos de Vougeot Grand Maupertui                     上代価格 ￥48,000 (税別) 
クロ ド ヴージョ グラン モーペルテュイ                                          JAN: 4543190172653                                    
■テクニカル情報■ 産地：ブルゴーニュ地方コート・ド・ニュイ地区/ＡOC クロ・ド・ヴージョ (特級畑)  
畑面積：0.4 ha 畑：グラン・モーペルテュイ（クロ・ド・ヴージョ上方に位置） 平均樹齢：60 年 土壌：粘土石灰質 品
種：ピノ・ノワール100％ 醸造：完全除梗。発酵前に低温で静置し、15日間マセラシオンを施す。１6カ月オーク樽で熟
成（新樽率 40％） 平均生産量：1500 本/年 
 
■コメント■ ダークチョコレートやプルーン、タバコのアロマが香ります。熟したタンニンとともに緻密なストラクチャーが
感じられ、後味にミネラルを帯びたリコリスの風味が広がります。 
 
★バーグハウンド  92-94 点: 滑らかな質感を持つエネルギッシュで恰幅の良い味わい。凝縮感は強すぎず、タンニンはきめ細やかでシル
キー。複雑性、バランスの良さを感じる後味が極めて長い余韻を生む。魅力的なワインで、素晴らしい熟成が期待できる。≪飲み頃： 2032+
年 ｜#85/2022/1/10 掲載≫ 
 

2020 Grands Echézeaux                                            上代価格 ￥90,000 (税別) 
グラン エシェゾー                                                             JAN: 4543190172660                                                        
■テクニカル情報■ 産地：ブルゴーニュ地方コート ド ニュイ地区/ＡＯＣグラン エシェゾー(特級畑) 
品種：ピノ ノワール 100％ 畑：アペラシオン最上と言われるレ プライエールの真下に位置する 0.2ha の畑 
平均樹齢：60 年 土壌：粘土石灰質 醸造：完全除梗。発酵前に低温で静置し、15 日間マセラシオンを施す。１6 カ月
オーク樽で熟成（新樽率 40％）  平均生産量：900 本/年 
■コメント■ スミレやジュニパー、ブルーベリーのアロマに森の下草のニュアンスが香ります。 ビロードのような滑らか
さとともに軽やかで優美なテクスチャーが感じられ、複雑性に富んだ味わいが広がります。タバコ やカカオ 、サンダル
ウッド 、チョコレート等の表現豊かな風味がスケール感の大きい後味を生みます。 
 
★バーグハウンド  92-95 点: スケール感、重厚感、凝縮感がさらに増した恰幅の良いワインで、果実味がギュッと詰まった後味には魅力的
なテクスチャーがあり、徐々に円みのある温かなニュアンスを帯びていく。涼しいセラーで少なくとも 10 年は寝かせたほうがよいだろう。12〜15
年の熟成が効くワイン。≪飲み頃： 2032+｜#85/2022/1/10 掲載≫ 


