TERRA VERT WINE LIST 2020.02

ITALIA
最新情報は「メルマガ」で！
・登録は QR コードで簡単
・限定品、最新入港案内
・読者限定「特別条件」
・試飲会、セミナー優先案内

「テラヴェール」オフィシャル
FACEBOOK & INSTAGRAM
・いいね！をお願いします
・テラヴェールの「今」をお届け
・造り手の「本音」を取材

テラヴェール株式会社
東京都港区赤坂 4-1-31
アカネビル 7F
TEL:03-3568-2415
FAX:03-3584-2681

産地別造り手一覧
「産地」又は「造り手」をマークして「Ctrl」+「左クリック」でそのページにジャンプ

SPUMANTE

VENETO

E.ROMAGNA

MARCHE

▼Prosecco

Gini

La Stoppa

La Monacesca

ジーニ（ソアヴェ）

ラ・ストッパ

ラ・モナチェスカ（マテリカ）

Ca' la Bionda

Denavolo

Sartarelli

カ・ラ・ビオンダ（ヴァルポリチェッラ）

デナーヴォロ

サルタレッリ（カステリ・ディ・イエジ）

Roccolo Grassi

Ca de Noci

Valter Mattoni

ロッコロ・グラッシ（ヴァルポリチェッラ）

カ・デ・ノーチ

ヴァルテル・マットーニ

Villa Papiano

Le Caniette

ヴィラ・パピアーノ
（サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ）

レ・カニエッテ（ロッソ・ピチェーノ）

Marsuret
マルスレット

Silvano Follador
シルヴァーノ・フォラドール

▼Franciacorta

Villa

LOMBARDIA

ヴィッラ

1701
ディチャセッテウノ

Uberti

Sandro Fay
サンドロ・ファイ（ヴァルテッリーナ）

Noelia Ricci
ノエリア・リッチ
（サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ）

ABRUZZO
Cirelli

ウベルティ

Andrea Arici

チレッリ（アブルッツォ）

PIEMONTE

TOSCANA

P. Nebbiolo di Carema

Livernano

ネッビオーロ・ディ・カレーマ（カレーマ）

リヴェルナーノ(クラシコ)

Cantina del Taburno

Le Piane

Casalvento (Livernano)

カンティーナ・デル・タブルノ（ベネヴェンターノ）

レ・ピアーネ（ボーカ）

カサルヴェント(クラシコ)

Benito Ferrara

Antoniolo

Le Cinciole

ベニート・フェラーラ（グレコ・ディ・トゥーフォ）

アントニオロ（ガッティナーラ）

レ・チンチョレ(クラシコ)

Pietracupa

Cantalupo NEW

Frascole

ピエトラクーパ（グレコ・ディ・トゥーフォ）

カンタルーポ（ゲンメ）

フラスコレ(ルフィナ)

I Cacciagalli

Matteo Correggia

Giocoli NEW

イ・カッチャガッリ

マッテオ・コレッジア（ロエロ）

ジョコリ(キャンティ)

マレイ（シードル）

▼Barolo

▼Brunello

C.Vin Blanc de Morgex

Elio Altare

Il Paradiso di Manfredi

カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェ

エリオ・アルターレ

イル・パラディソ・ディ・マンフレディ

La Crotta di Vigneron

Oddero

C.Piccolomini d'Aragona

ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン

オッデーロ

チャッチ・ピッコロミニ・ダラゴナ

Mario Marengo

CALABRIA

Les Cretes

マリオ・マレンゴ

▼Toscana

Sergio Arcuri

G.D. Vajra

Bacchereto

G.D.ヴァイラ

バッケレート（カルミニャーノ）

TRENTINO

Cavallotto Bricco Boschis

Ambra

カヴァロット

アンブラ（カルミニャーノ）

Foradori

Giuseppe Mascarello

Dei

フォラドーリ（テロルデゴ・ロタリアーノ）

ジュゼッペ・マスカレッロ

デイ（ヴィーノ・ノビレ）

アンドレア・アリチ

Ca del Vento
カ・デル・ヴェント

Mario Gatta
マリオ・ガッタ

▼Asti

Spumante

La Caudrina
ラ・カウドリーナ

V.D’AOSTA
Maley

レ・クレーテ

Salvetta

▼North

Piemonte

▼Chianti

CAMPANIA

Perillo
ペリッロ（タウラジ）

etc

Santa 10

サルヴェッタ（ノジオラ）

▼Barbaresco

Pojer & Sandri

Roagna

Ampeleia

ポイエル・エ・サンドリ（ノジオラ）

ロアーニャ

アンペレイア（マレンマ）

Kofererhof

Rabaja di Bruno Rocca

Sagona NEW

コフェレルホーフ（イサルコ）

ラバヤ・ディ・ブルノ・ロッカ

サゴナ

La Ca Nova

Tunia

ラ・カ・ノヴァ

トゥニア

FRIULI.V.G
i Clivi
イ・クリヴィ（コッリオ）

Venica e Venica
ヴェニカ・エ・ヴェニカ（コッリオ）

Ronco Severo
ロンコ・セヴェロ（コッリ・オリエンターリ）

Dario Princic
ダリオ・プリンチッチ（ゴリッツィア）

Zidarich
ヅィダリッヒ（カルソ）

Klinec
クリネッツ（スロヴェニア）

▼South

サンタ・ディエチ（シエナ）

Piemonte

Vigneti Massa
ヴィニェーティ・マッサ（ティモラッソ）

Cascina Roera
カッシーナ・ロエラ（モンフェラート）

Cascina Iuli
カッシーナ・イウリ（モンフェラート）

San Francesco
サン・フランチェスコ（アマルフィ）

セルジオ・アルクリ（チロ）

SICILIA
▼Etna

Benanti
ベナンティ

Girolamo Russo
ジローラモ・ルッソ

Graci
グラーチ

▼Sisilia

etc

C.O.S
コス（ヴィットリア）

UMBRIA

Lamoresca

Palazzone

Enza La Fauci

パラッツォーネ（オルヴィエート）

ラモレスカ
エンツァ・ラ・ファウチ（ファーロ）

Antano
アンタノ（サグランティーノ）

La Raia

GRAPPA,LIQUOR
Varnelli

ラ・ライア（ガヴィ）

（Marche）

LAZIO

ヴァルネッリ（アニス）

Giovanni Terenzi

シボーナ（グラッパ）

ジョヴァンニ・テレンツィ（チェサネーゼ）

Colicchio NEW
コリッキオ

Sibona

（Piemonte）

TOP

Prosecco

Marsuret
マルスレット
Valdobbiadene

『出荷直前に瓶詰め』最もフレッシュなプロセッコ
収穫量の５０％以上は他の大手生産者に販売してしまい選別した質の良い葡萄のみでプロセッコを造る。できる限
りフレッシュな状態でお届けする為に出荷直前に瓶詰めしている。
この狭いエリア内で標高差は 200m を越す。
『ほぼ全ての畑を丘の上部に所有している。急斜面
はトラクターが入れないので、耕作から収穫まで全
ての作業は人間の手によって行われる』

急勾配の厳しい環境

可愛らしい香と味わいから誤解されることが多い「プ
ロセッコ」。実は崖のような急斜面に張り付くように作
られた厳しい自然の中にある。
DOCG に認定されたことで造り手の意識が変わって 支柱も天然木
きている。2015 年にはシャンパーニュを抜きスパー また、彼等の畑では有機的な取組みが行われてい
クリングワイン世界一の産地となった。
る。化学的な肥料や殺虫剤は使用しない。
10 年以上の有機栽培によって葡萄樹は自然環境
と共存できるように変化。病気への耐性も出てきて
良い状態になってきた。
『葡萄樹の支柱も森から切り出した木を使う。通常
の鉄やコンクリートは先端に防腐剤が塗られている。
あれは土壌に毒を注射するようなもの』
低価格ワインの産地なのでほとんどの畑では除草剤
が使用されているが、彼等の畑では除草剤さえも使
用されない。
『僕等の畑は最も古い樹では 70 年を越す。50 年
以上の樹が半分以上を占めるというプロセッコにし
1936 年「アゴスティーノ・マルスーラ」が「ヴァルドビ ては贅沢な環境』
アーデネ」の畑を購入したのが「マルスレット」の始ま 幹が太く、他の生産者の畑とは全く違う畑。彼等の
り。
畑は遠くからでもすぐ解る。
小さいマルスーラを意味する「マルスレット」は身長 色々な区画をバラバラに所有していることも利点。1
が低かった「アゴスティーノ」をからかった名称。
ヵ所の畑だと雹害や病気で全滅することがあるが、
現当主は「エルメス」。納得いく品質に到達しなかっ 色々な区画であれば良い区画の葡萄を優先的に使
た葡萄を大手生産者に販売し、高品質葡萄だけを うことでリスクを回避できる。
使うことを決断して一気に品質を高めた。
出荷直前にボトリング
『収穫した葡萄の 50％は大手生産者に販売してし
『グレラ種の白桃のような香を味わうにはシャルマ
まう。畑で選別し、カンティーナで選別、そして最後
方式が最適。瓶内 2 次発酵では酵母のニュアンス
に自分達で造るか販売してしまうかを決める。僕等
が出てしまうので香が隠れてしまう』
は 3 回選別している』
収穫した葡萄は低温で保存し、プレス。野生酵母を
「ヴァルドビアーデネ」の土壌は典型的モレーン。氷
純粋培養した酵母で低温発酵させる。
河が丘を削った時に堆積した土壌でアルプス山脈
その後、「アウトクラーヴェ」と呼ばれる大きなタンクで
を形成する石灰土壌や海に由来する泥岩や砂岩
2 次発酵を行う。
質も存在する。
発酵終了後、粗いフィルターで澱を取り除き、自然
起伏に富んだ土地で数メートル毎に土壌も変化する。
にデキャンティング。そのままアウトクラーヴェで保管
商品記号

ワイン

Treviso Extra Dry
69C58 Prosecco
プロセッコ・トレヴィゾ・エクストラ・ドライ

し、フレッシュな状態を維持する。
『澱を早目に取り除いた後、ガスが充満した状態の
アウトクラーヴェで低温保管しておく。フレッシュで
最も美味しい状態を維持する』

プロセッコの美味しさはフレッシュさ。最高の状態は
ボトリングしてから 1～6 ヶ月の間。
直後は安定しないので少し落ち着いてからが美味し
い。6 ヶ月を過ぎるとフレッシュさは消えてしまう。『最
も美味しいのはボトリング後 1～6 ヶ月まで。日本に
は輸送機関が 2 ヶ月かかる。一番美味しい状態で
飲めるよう出荷直前にボトリングする』
「マルスレット」のプロセッコは基本的に毎月入港。出
荷直前にボトリングしているのでボトリング後、約 2～
3 ヶ月の最も美味しいタイミングで届く。
その為、日本の在庫は非常に少なくなっています。
一時的な品切れはご容赦ください。

瓶詰め後 6 ヶ月までが美味しい
シャルマ方式のプロセッコはフレッシュさが大切で
す。瓶詰め後 6 ヶ月で香は落ちます。
マルスレットではできる限り詰めたてを味わっても
らう為に出荷直前に瓶詰め。また、日本の在庫も
最小限に抑え、ほぼ毎月入港。
その為、品切れになることが多々ありますが、す
ぐに入港してきますのでご了承ください。

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

3月

Glera

N.V

泡白

750

参考上代

メモ

2,400 出荷直前に瓶詰

在庫

〇

100％グレラ。白桃の香に少し香草のニュアンス。プロセッコらしい自然な甘みがファーストノーズからアフターまで長く持続する。エクストラ・ドライながらブリュットに近い味わいに感じられるのは酸度の高さから。瓶詰め後 6ヶ月
間が最も美味しいので、注文を受けてからボトリング。毎月詰めたてを出荷しているので、基本的に瓶詰め後3ヶ月以内のものになります。

Vardobbiadene Sup "San Boldo" Brut
69C59 Prosecco
プロセッコ・ヴァルドビアーデネ・スペリオーレ・サン・ボルド・ブリュット

Glera

N.V

泡白

750

2,600 極辛口

〇

100％グレラ。プロセッコ独特の白桃のような香はマルスーレならでは。しっかりとプロセッコの存在感を保っている。近年、ブリュットタイプはプロセッコらしさよりも、より硬質なものが主体になっているがマルスーレはあくまでもプロ
セッコらしさを重視。シャルマ方式ならではのフレッシュさ、柔らかい発泡が特徴。

Vardobbiadene Sup M "Agostino" Dry
694U5 Prosecco
プロセッコ・ヴァルドビアーデネ・スペリオーレ・アゴスティーノ・ドライ

85%Glera
15%Verdiso

2015

泡白

750

2,800 カルティッツェに隣接

LIMITED

85％グレラ、15％はこの地域の古代品種ヴェルディソ、ビアンケッタ、ペレラ。メインの畑はカルティッツェに隣接する畑で、条件的にはカルティッツェとほぼ同じ。急斜面の上部なので日照を多く受け、葡萄の熟度が非常に高
い。その分、凝縮した味わいに仕上がる。

≪注意≫カートンの影響でエチケットが擦れていることがあります。ご了承下さい。

Prosecco

TOP

Silvano Follador
シルヴァーノ・フォラドール
Valdobbiadene

『カルティッツェ』をアッサンブラージュした『ブリュット・ナチュール』
プロセッコの常識を変えた造り手として大注目。カルティッツェを含む異なる個性の５つの畑をアッサンブラージュ。
６ヶ月間のシュール・リー。グレラの香がありながら複雑な味わいは新感覚。
ゆっくり動くことで澱から色々な要素を吸着し、安定
していく。
1999 年設立の若いカンティーナ「シルヴァーノ・フォ 2004 年には除草剤、化学薬品の使用を全面禁止。
『1 次発酵後にフィルターに通してしまえば痩せたワ
ラドール」。プロセッコでは珍しい。
翌年からは 500P（水晶）、501 調剤の使用を開始。
インになる。シャンパーニュ方式のように長く澱とコ
父方の祖父が亡くなり、高校卒業のタイミングだった また、肥料は自家製の堆肥のみとした。
ンタクトすればグレラの個性は隠れてしまう』
「シルヴァーノ」は祖父の 2ha の葡萄畑を相続してワ 『湿気が多い地域なのでベト病が多い。ボルドー液
春は全ての植物の目覚めの季節。このタイミングで
イン造りを始めることを決意。
が多く使われているが段階的に廃止し、海藻の粉
ラッキングして 2 次発酵を行う。
『1.5ha のカルティッツェと 0.5ha のカルティッツェに とプロポリスで対応している』
■ヴァルドッビアーデネ・ブリュット・ナチュール
地続きのヴァルッビアーデネの畑を相続。樹齢も高 殺虫剤も使わない。畑で使われるのはビオディナミ
何種類も造る生産者が多いプロセッコだが、彼等は
く最高の条件だった』
調剤と自然の堆肥、海藻、プロポリス等の自然由来
1 種類のみ。それも甘さが特徴のプロセッコにおいて
更に母方の畑 2ha も引き受けカンティーナは始まっ のものだけ。
「ブリュット・ナチュール」。
た。醸造の経験の無かった彼等は醸造コンサルタン
2014 年、天候不良で熟度が上がらず、収穫量も少
トを雇ってのスタートになる。
なかった。「カルティッツェ」の生産を諦め、他の 4 つ
『発酵由来の香が支配的で糖度もブリュットで
の畑とアッサンブラージュした。
12g/l と高く、流行にのった造りだった』

ヴァルドッビアーデネ生まれの兄弟

一気に人気となり、葡萄が足りなくなった。周辺の栽
培家から買い足して量を増やしていく。
大人気の中、品質向上の為に 2004 年から取り入
れた「ビオディナミ」によって彼等は大きく変わってい
くことになる。
『土壌を改善し、自然環境が向上すると葡萄の香も
強くなった。でも、その香は自分達のプロセッコには
感じられなかった』
2007 年、祖先が与えてくれた土地と伝統であるプロ
セッコ造りに密接な仕事をすべきと考え、葡萄の購
入を止め、醸造コンサルタントを解約。
『以前は市場に動かされていた。この土地に生まれ
た義務を忘れていた。自分が育てた葡萄の香のす
るワインを造ることが重要』
この頃の彼等のプロセッコは現在の「シャルマ方式」
ではなく「シャンパーニュ方式」であった。
『シャンパーニュ方式ではグレラの香は表現できない。
発酵の香に負けてしまう。プロセッコである意味が
感じられなくなってシャルマに戻した』
商品記号

ビオディナミの副作用

秋と春に牛の角で熟成させた牛糞を撒く。秋にバク
テリアの数を増やして、春に活発化させる。
下草はそのまま残され、年に 2 回刈り込まれる。地
表を耕すことはしない。
『微生物や菌類が豊富に活動している理想的な自
然環境。これによって葡萄の果皮に野生の酵母が
30 種類以上生息する』
これによって以前はできなかった自然酵母での発酵
が可能になった。

プロセッコ・ブリュット・ナチュール
畑が変わり葡萄が変わった。自然酵母が畑に戻っ
たことで醸造も変わっていく。
『一番重要なのは自然酵母で発酵できること。だか
ら除草剤も殺虫剤も使えない』
収穫は完熟前。糖度が上がり、酸度と香が落ちてい
ない段階で収穫。
『グレラの香は繊細。よって温度管理は重要。温度
管理をしないで高温で発酵させれば品種由来の香
は消えてしまう』
更にストレスに弱いこの品種の個性をワインに表現
する為にラッキングは発酵終了後の 1 回だけに減ら
した。清澄は行わない。
そして最重要の工程が 6 ヶ月間の「シュール・リー」。
1 次発酵後、澱と共に春まで熟成。ワインが引力で

ワイン

Valdobbiadene Sup "Brut Nature"
A3855 Prosecco
プロセッコ・ヴァルドッビアーデネ・スペリオーレ・ブリュット・ナチュール

『素晴しかった。カルティッツェは厚みがあるのでブ
レンドすることでブリュット・ナチュールを可能にする。
更に深みが増していく感じだった』
収穫時期は違うので 5 つの畑毎にタンクで 1 次発酵、
シュール・リー後にアッサンブラージュして 2 次発酵
に入る。
畑の個性が無い訳ではなく、逆に畑の個性がしっか
りあるのでお互いを補足し、安定させ、更に深みを
増していく。
『ビオディナミで畑毎の個性が強まった。シンプルに
なりがちなプロセッコが 5 つの畑の個性が合わさっ
て複雑になる。カルティッツェを超えた』
「グレラ」のフレッシュで白桃のような香を隠してしま
うシャンパーニュ方式はプロセッコではない。
『グレラの香を尊重しながら、複雑味を目指した結
果が 6 ヶ月のシュール・リーとカルティッツェも含めた
5 つの畑のアッサンブラージュだった』

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

5月

Glera,Verdiso
Perera,Bianchetta

2018

泡白

750

参考上代

3,300

メモ

在庫

〇

グレラを中心にヴェルディソ、ペレラ、ビアンケッタを混植した5つの畑の葡萄を別々に1次発酵。6ヶ月間のシュール・リー後、アッサンブラージュしてシャルマ方式で2次発酵。リキュールの添加は行わない。完全なブリュット・ナ
チュールのプロセッコは非常に珍しい。清澄も行わない。年産約1600ケース。

di Uve Parzialmente Fermentato 500ml
691W8 Mosto
モスト・ディ・ウヴェ・パルツィアルメンテ・フェルメンタート

Glera,Verdiso
Perera,Bianchetta

2006

甘

500

12,000 年産300本

〇

プロセッコの収穫時に特に良い区画の葡萄を残しておき2週間後に収穫。自然風でゆっくり乾燥させていく。6～7ヶ月間。その後、ダミジャーナ（ガラス瓶）の中で3年間ゆっくり発酵を続けるという昔ながらのデザートワイン。自
然酵母のみで温度管理もせずに発酵を続ける。年産300本のみ。

TOP

Franciacorta

Villa
ヴィッラ
Montecelli Brussati

自社畑１００％ビオロジック『フランチャコルタ』
『フランチャコルタ』では珍しいビオロジック栽培。今注目の冷涼な東フランチャコルタに位置。香を大切にしている
のでピノ・ビアンコを多めにアッサンブラージュしている。
自社畑葡萄１００％
1960 年に現当主「ロベルタ・ビアンキ」の父が「モン
ティチェッリ・ブルッサーティ」の荘園を購入したのが
「ヴィッラ」の始まり。
『多くの生産者が投資目的だが僕等は美味しいフ
ランチャコルタを造ることを目的に始まった。父は土
壌分析後、相性の良い品種を植樹した』

高価な設備を必要とするフランチャコルタの生産は
「ベラヴィスタ」や「カ・デル・ボスコ」のような大手によ
って引率されてきた。
彼等と違い「ヴィッラ」は家族経営。投資の為の出資
等は一切受けていない。
『大手生産者は葡萄又はワインを購入してフランチ
ャコルタを造る。僕等は自分の畑の葡萄だけを使う
ことで理想のワインを造る。大きな違いだ』
「ヴィッラ」の生産量は「ベラヴィスタ」や「カ・デル・ボ
スコ」の 1/10 と小規模。毎年レストランへの直売だけ
で完売してしまう。
2006 年に現在の規模に到達。これ以上畑を増やさ
ないことにして質の向上だけに注力している。

ビオロジック栽培

『僕等が始めた頃フランチャコルタには 10 軒の造り
手しか存在しなかった』
その後も自社畑 100％に拘り続け、現在でも 37ha
の自社畑は全てビオロジックで栽培されている。
『肥料は自分達で飼育している牛の糞と葡萄樹な
どを発酵させたもののみ。この地域では珍しいビオ
ロジック栽培。除草剤も使わない』
薬剤を使わないので雨が多い年はウドンコ病で生産
量が激減することもある。

2014 年は 30％減。2013 年は 25％減。雹害に襲
われた 1999 年は生産できなかった。
畑はフランチャコルタ DOCG の東、アルプスの麓に
位置。「ベラヴィスタ」や「カ・デル・ボスコ」が位置す
る西側はイゼオ湖を形成した川からの堆積土が主
体で砂質が混じる粘土質。
『僕等の畑は 1 億 5,000 年前の海底が隆起した土
壌。海に由来するミネラルが多い。また、アルプス
山脈の麓なので西側よりも冷涼』
畑は 23 区画に分かれている。区画毎に醸造するこ
とで区画毎の個性を生かしたワインを得る。
『23 種類の原酒が重要。アッサンブラージュするこ
とで味わいのバランスをとっていく』

購入した荘園以外に新たな建物は建てず、自然と 密植と収量制限
の共存を目指して森を残した。60 年代から有機栽 通常、フランチャコルタはスティルワインよりも収量が
培で葡萄、野菜の栽培と放牧を開始。
極端に多い。泡で隠れてしまう為に水分量の多い葡
葡萄栽培を始めてから 18 年試作を繰り返し 1978 萄を使うことで量産している。
年からフランチャコルタの瓶詰を開始した。
商品記号

ワイン

入港予定

Brut Millesimato "Emozione"
A3128 Franciacorta
フランチャコルタ・ブリュット・ミレジマート・エモショーネ
Brut Millesimato "Emozione"
A4126 Franciacorta
フランチャコルタ・ブリュット・ミレジマート・エモショーネ

新入港

『僕等は葡萄樹 1 本から 3～5 房を収穫する。これ
は平均的生産者の 1/2 程度』
設立当時から単一年で熟成するフランチャコルタを
造ることを目的としていたので収量を低くするのは彼
等にとっては当然だった。
『植樹率は 5,000 本/ha。平均的フランチャコルタ
の 2 倍。葡萄の質の高さが熟成力を与える』
収穫は全て手摘み。醸造設備は畑に隣接している
ので、すぐに 18 度まで冷却。ほとんど除梗せずに
65％程度まで圧搾し、発酵。

『酵母は野生酵母を培養して使用。大学との研究
で発見したヴィッラ独特の酵母を数種使用』
最後に「ヴィッラ」の大きな特徴を 2 つ。1 つはその
年の個性を出す為の単一ヴィンテージのみでのワイ
ン造り。
『フランチャコルタもヴィンテージの個性を表現すべ
き。毎年、気候も葡萄の個性も違うのだから、その
個性を味わって欲しい』
もう 1 つが「ピノ・ビアンコ」の存在。酒質の強いシャル
ドネだけでは「ヴィッラ」らしい優雅な味わいは完成し
ない。
『ピノ・ビアンコがヴィッラの個性を特徴的にしてくれ
る。フレッシュで白い花のような香がドライなワイン
に華やかさを与えてくれる』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Ch,P.N, P.B

2014

泡白

750

参考上代

メモ

在庫

5,400

〇

Ch,P.N, P.B

2015

泡白

750

5,600

〇

80％シャルドネ、10％ピノ・ビアンコ、10％ピノ・ネロ。東フランチャコルタのモンティチェッリ・ブルッサーティ村。アルプス山脈の麓のローム層でミネラル分の多い土壌。26区画を区画毎に収穫、別々に発酵させてアッサンブ
ラージュすることでバランスをとる。ピノ・ビアンコが多いのがヴィッラの特徴で独特の華やかさ、果実感が味わえる。

Brut Millesimato "Extra Blu"
A1040 Franciacorta
フランチャコルタ・ブリュット・ミレジマート・エクストラ・ブル

Ch, P.N

2011

泡白

750

5,800 54ヶ月シュール・リー

〇

エモッショーネとほぼ同じ原酒を使うが、熟成による複雑味が特徴なので、フレッシュさや華やかな香を出すピノ・ビアンコはアッサンブラージュしない。ドサージュを減らしても痩せた味わいにならないように、熟成期間をエモッ
ショーネより1年長く（54ヶ月）熟成させる事で熟成からくる複雑味を得ている。

Brut Millesimato "Saten"
69CK1 Franciacorta
フランチャコルタ・ブリュット・ミレジマート・サテン

Chardonnay

2012

泡白

750

〇

5,600

100％シャルドネ。東フランチャコルタのモンティチェッリ・ブルッサーティ村。アルプス山脈の麓のローム層でミネラル分の多い土壌。26区画を区画毎に収穫、別々に発酵させてアッサンブラージュすることでバランスをとる。バ
スケットプレスは使わず、酸化しない空気圧プレスで優しくプレス。自社畑で採取した野性酵母を培養して使用。36ヶ月熟成。白桃のような柔らかい質感が個性。

Franciacorta Brut Millesimato Rose "Boke"
フランチャコルタ・ミレジマート・ロゼ・ボケ

5月

Pinot Nero
Chardonnay

2014

泡
ロゼ

750

100%ピノ・ネロ

70％ピノ・ネロ、30％シャルドネ。アッサンブラージュによるロゼ。80％がモストのみのピノ・ネロ。20％が10日間マセラシオンした赤ワインのピノ・ネロ。36ヶ月熟成。5g/Lのドサージュ。「ボケ」という変わったネーミングは数年前
に小笠原諸島沖で中国船が密漁して問題になった「赤サンゴ」を意味するイタリア語。

Franciacorta Brut Millesimato Rose "Demi Sec"
フランチャコルタ・ブリュット・ミレジマート・ロゼ・ドゥミセック

完売

泡
ロゼ

Chardonnay
Pino Nero

SOLD
OUT

750

70％シャルドネ、30％ピノ・ネロ。果実のアロマを大切にすることと、併せて酸度と糖度のバランスを得る為、通常よりも若干早めの収穫。ピノ・ネロは２０％だけ果皮と共に２０日間発酵させる。ほのかに甘くラズベリーやストロベ
リーのような風味はフルーツとの相性が素晴らしい。

Brut Millesimato "Selezione"
693H1 Franciacorta
フランチャコルタ・ブリュット・ミレジマート・セレッツィオーネ

Ch, P.N

2005

泡白

750

9,000 60ヶ月シュール・リー

LIMITED

80％シャルドネ、20％ピノ・ネロ。ヴィッラの最高級フランチャコルタ。最良年のみの生産でヘクタールあたり4000kgというフランチャコルタとしては考えられない低収量。60ヶ月間澱と共に熟成してからデゴルジュマン。デゴル
ジュマン後1年後に出荷。旨みと繊細さが同居している。ゆっくりと温度を上げながら楽しんで欲しい。

TOP

Franciacorta

1701
ディチャセッテウノ
Cazzago S.Martino

葡萄１００％「酵母」も「蔗糖」も足さない
２０１２年に始まった若い造り手「１７０１」。当主で醸造家の「フェデリコ」の理想は葡萄１００％のフランチャコルタ。
培養酵母による醸造が当たり前のフランチャコルタで唯一の存在。
フランチャコルタ南部
2012 年、「フェデリコ」と「シルヴィア」兄弟が 300 年
前に造られた歴史あるカンティーナを買い取り、始
めたのが「1701」。

『コンティ・ベットーニ家のカンティーナを買い取った。
この造り手の初ヴィンテージ 1701 年に敬意を表し
てカンティーナ名にした』
2 人の母親は幼い頃から工業製品や添加物を嫌い、
出来る限り自然のものを食べさせて 2 人を育てた。
それが彼等の当たり前だった。
『添加物を嫌い、有機野菜や職人が作った加工肉
やジビエを食べてフランチャコルタで育ったが、フラ
ンチャコルタには満足できなかった』
イゼオ湖の湿気で有機栽培やビオディナミが難しい
フランチャコルタだが、彼等は迷うことなく有機栽培
を選択する。
更には「ニコラ・ジョリー」と出会い、ビオディナミにも
積極的に取り組み、2016 年にはフランチャコルタで
初めて「デメテル」の認証を取得。
『ビオディナミは子供の頃から当たり前。自然な食
事をしながら、化学薬品を使ってワインを造るのは
異常。自分が飲めないワインは造らない』
畑は「カッサーゴ・サン・マルティーノ地区」に位置し、
8ha のシャルドネ畑と 2ha のピノ・ネロ畑を所有。その
ほとんどは 1700 年代の城壁の中に位置。
『カッサーゴはフランチャコルタの南東部で丁度氷河
が止まったあたりローム土壌と砂質が交じり合った
土壌でミネラルが豊か』
商品記号

「エルブスコ」ほどの堆積土壌ではなく、表土は砂質。 酵母を使わないなんて考えられない』
よって水捌けが良く、湿気が少ないのでカビや病気
大手生産者が何百万本ものフランチャコルタを野生
の害が少ない。
酵母だけで発酵させることは不可能。「1701」の生
産量は最大で 60,000 本。
光合成が全ての始まり
『この規模だから野生酵母だけで発酵できる。酵母
『僕等はテロワールと近い存在になりつつある。でも
が弱ければ隣から元気な酵母を移せば良い。発酵
完全に理解できる相手ではない。農業やワイン造り
期間はカンティーナに泊まって管理する』
は自然と人間の共存を意味する』
蔗糖も酸も足さない。葡萄果汁のみ 100％葡萄の
フランチャコルタ。彼等にとっては当たり前だが 99％
の造り手は糖や酵母を足している。
『2 次発酵も自分達の畑の酵母とモストの糖分で行
う。誰かが作った蔗糖や酵母で味を決定づける 2
次発酵はしたくない』

畑で使われるのは自分達で作った調剤と硫黄のみ。
銅はほとんど使用しない。他の造り手の畑よりも葉の
数が多く、ツルも長く伸びている。
『全ての始まりは葉。光合成によって糖（スクロー
ス）が生成され、果実を作る。葡萄樹は必用な葉の
数を知っている』
2012 年当初、葡萄樹は薬剤で生かされている状態
だった為、気候にも順応できず、害虫からも自分を
守れず、葉数やツルの長さも調節できなかった。
『ビオディナミで葡萄樹はテロワールの一部になって
きた。気候や水分量を認識して果実を最高の状態
にしようとするのは天性の能力』
勿論、100％自社畑の葡萄のみを使用。若い樹で
その年の気候に対応できなかった葡萄など品質に
満たないものは売ってしまう。

２次発酵はモストの糖分で
醸造も畑同様に薬剤や培養酵母など一切使用しな
い。ドサージュも行わない。自然なワイン造りは「フェ
デリコ」にとっては当たり前のこと。
『フランチャコルタの問題は酵母。95％の造り手が
培養酵母を使っている。酵母が味を作るのに野生

ワイン

入港予定

"Brut"
A0496 Franciacorta
フランチャコルタ・ブリュット

収穫直後に搾ったモストの一部を写真のようにフィ
ルターをかけ、0 度前後の菌の繁殖の無い状態で
保管している。
このモストと葡萄から採取した酵母を 1 次発酵が終
わったワインに足すことで 2 次発酵を促す。
『非常に手間がかかる作業であるのとモストと酵母
の状態が一定でないので難しい。でも葡萄 100％
のフランチャコルタが僕等の理想』
恐らく、フランチャコルタを名乗れるワインでは唯一
の醸造方法で、今後も出てこないと思われる。
葡萄 100％！「フェデリコ」が完成させたのは酵母も
蔗糖も足さない真のフランチャコルタだったのです。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Chardonnay
Pinot Nero

N.V

泡白

750

参考上代

5,500

メモ
1701の表現

在庫

〇

南フランチャコルタ、カッザーゴ・サン・マルティーノは堆積土壌と石灰岩、砂質が混じり合う東西フランチャコルタの中間的土壌。果実のフレッシュさとミネラルがバランス良く融合するのが彼等のスタイル。ティラージュ後は最
低30ヶ月間シュール・リーで熟成。通常のフランチャコルタの2倍の熟成期間を経て、繊細だが深みのある味わいを目指す。
100%
Chardonnay

"Saten"
A0497 Franciacorta
フランチャコルタ・サテン

N.V

泡白

750

5,600 シャルドネの表現

〇

砂質が強く、ミネラルの表現に向く畑のシャルドネのみを使用。ミネラリーであるだけでなく、30ヶ月熟成させることでシャルドネ特有の丸さや柔らかさが出ている。彼等にとってシャルドネはリッチで集中力のある味わいを実現で
きる唯一の葡萄品種。ガス圧の低さが更にシャルドネの個性を際立たせる。

"Rose"
A0498 Franciacorta
フランチャコルタ・ロゼ

5月

100%
Pinot Nero

泡ロゼ

750

ピノ・ネロの表現

ロゼワインを造ると言うよりもピノ・ネロの個性を表現したフランチャコルタを造るというのがコンセプト。ピノ・ネロの少し野性味のある味わい、赤いフルーツ系の香を十分に楽しめる。他の造り手のロゼとは全く違う味わいなのはロ
ゼを意識せず、ピノ・ネロの個性を出しているから。

"Millesimato" Dosaggio Zero
A0499 Franciacorta
フランチャコルタ・ミレジマート・ドッサッジョ・ゼロ

Chardonnay
Pinot Nero

2011

泡白

750

8,400 ヴィンテージの表現

LIMITED

17世紀からの城壁に囲まれた歴史ある畑と丘陵地の葡萄をブレンドする。その年の個性を表現するキュヴェなので、最良年のみ造られる。その年の葡萄に付着した野生酵母を1次発酵だけでなく、2次発酵でも使用するの
で、本当の意味で、その年を表すことができる。40ヶ月シュール・リー。

A3414 Sullerba
スッレルバ

100%
Chardonnay

N.V

微白

750

3,900 デゴルジュマンなし

〇

収穫したシャルドネを足で踏みステンレスタンクとアンフォラに分けて野性酵母のみで発酵。その後、収穫時に冷蔵保存したモストを加えて瓶内2次発酵。そのまま12ヶ月間熟成してリリース。デゴルジュマンしていないので澱
もそのまま残っている状態。ノン・ドサージュ。ノン・フィルター。酸化防止剤無添加。年間3,000本の生産。

TOP

Franciacorta

Uberti
ウベルティ
Erbusco

老舗の伝統的『フランチャコルタ』
重厚なフランチャコルタを醸す老舗。ジャック・セロスで働いた娘が加わり、シャンパーニュのリザーヴ・ワインの考え
方を導入するなど進化している。
重厚な果実を感じさせる昔ながらのフランチャコルタ
が産まれる。地中のミネラルよりも地表の太陽を感
「エスプレッソ誌」はフランチャコルタの造り手 3 社に
じさせる味わい。
2 ッ星を与えていて、これが最高の評価。
圧倒的シェアを誇る「カ・デル・ボスコ」と「ベッラヴィ 氷河に流された堆積土壌
スタ」の両巨頭と並んでの 2 ッ星を獲得しているのが 彼女達の畑は赤い粘土質土壌と白い石灰土壌、更
18 世紀からの歴史を誇る「ウベルティ」。
に川の流れで砕けた石が風化した砂質土壌と色々
『生産量はカ・デル・ボスコの 1/10 程度。自分達で な土壌が混在している。
栽培した葡萄だけでフランチャコルタを醸す』

老舗らしい重厚な味わい

現在、ジャック・セロス等シャンパーニュで学んだ長
女「シルヴィア」と栽培を担当する「フランチェスカ」
を中心に、父で現当主「ジョヴァンニ・アゴスティー
ノ・ウベルティ」と共に家族経営を続けている。
彼女達の「フランチャコルタ」はほとんどイタリア国内
の販売なので日本では認知度が低いが、イタリア国
内では圧倒的な人気を誇っている。
「ヴィッラ」はフランチャコルタ東側に位置する海底
が隆起した石灰質土壌で気候も冷涼。
一方、「ウベルティ」は「カ・デル・ボスコ」や「ベッラヴ
ィスタ」と同様に西側の代表的産地「エルブスコ」に
位置する。
『イゼオ湖からの堆積土壌で砂質が混じりあう。粘
土中心の重たい土壌。気候も温暖』
商品記号

ワイン造りを始めた。
現当主「ジョヴァンニ」の代に養蚕や酪農を辞め「フ
ランチャコルタ」の生産に注力することとなった。近
年、娘達の加入で品質を向上させている。
フランチャコルタは全部で 6 種。スタンダード・キュヴ
ェである「フランチェスコ・１」は古典的フランチャコル
タの完熟した果実を十分に感じさせる。
『シャルドネらしい強い骨格、熟度。泡は溶け込んで
いて柔らかい。重厚なスタイル』
そして、彼女達の代名詞とも言えるのが「エクストラ・
ブリュット・コマリ・デル・サレム」。

『特に赤い粘土質土壌から生まれる果実の厚みは
古典的なフランチャコルタの味わいを作る』
ここに石灰質土壌からのミネラルや砂質土壌の芳
香性などが混じり合うことで「ウベルティ」独特のスタ
イルが完成する。
『凝縮した葡萄を収穫することが最も重要。樹勢の
強い若い樹ではなく古樹を重視する』
フランチャコルタでは収穫量の法定基準は
10,000kg/ha とシャンパーニュ以下。ウベルティで
は 8,500～9,000kg/ha まで制限している。

『平均樹齢 50 年の区画。極辛口だが完熟した果
実にしっかりとした骨格、熟成からくる複雑味が加
わってエクストラ・ブリュットながらも非常にリッチ』
この区画のみ「シルヴォ仕立」というこの地域の伝統
的な仕立を採用している。
『シルヴォ仕立はこの地域の伝統的仕立で 2m の高
さまで伸ばす特殊な仕立。湿気の多いこの地域で
風を通しカビを防ぐ効果がある。また葉の量を調整
して日照量を調節できる』
高いリザーヴ・ワイン比率
シャンパーニュで学んだ娘「シルヴィア」の影響で「リ フランチャコルタらしさを充分に感じさせてくれる「ウ
ベルティ」。今後もフランチャコルタを代表する造り
ザーヴ・ワイン」の比率を徐々に高めている。
『ジャック・セロスで学んだことは多い。複雑味を持 手として活躍するはず。
たせるにはリザーヴ・ワインが重要』
1980 年代初め、野菜栽培や養蚕や酪農と一緒に

ワイン

入港予定

Brut "Francesco 1"
69H57 Franciacorta
フランチャコルタ・ブリュット・フランチェスコ・プリモ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Ch, P.B, P.N

N.V

泡白

750

参考上代

メモ

5,600

在庫

〇

75％シャルドネ、15％ピノ・ビアンコ、10％ピノ・ネロ。全ての葡萄は自社畑から手摘みで収獲。ステンレスタンクで発酵後、澱と共に最低36ヶ月熟成させた後デゴルジュマン。瓶熟成6ヶ月を経て出荷される。ベースのワインだ
が、エルブスコらしい非常にリッチな果実と溶け込んで柔らかい発泡が楽しめる。穏やかで柔らかい伝統的スタイルのフランチャコルタ。

Franciacorta Brut Saten "Magnificentia"
フランチャコルタ・ブリュット・サテン・マニフィセンティア

完売

泡白

Chardonnay

SOLD
OUT

750

100％シャルドネ。低めのガス圧で食事を通して楽しめる。手摘みで収穫後、極軽くプレスしたジュースをステンレスタンクで発酵（一部木樽を使用）。30ヶ月間のシュール・リー。穏やかな酸と溶け込んだ気泡はサテンのお手
本のような出来栄え。

Brut Extra "Comari' del Salem"
A1539 Franciacorta
フランチャコルタ・ブリュット・エクストラ・コマリ・デル・サレム

Ch, P.B

2011

泡白

750

7,800 伝統的シルヴォ仕立

LIMITED

80％シャルドネ、20％ピノ・ビアンコ。畑は単一畑コマリのみを使用。シルヴォと呼ばれる古代の仕立を採用している珍しい畑で、今やこの仕立はほとんど残っていない貴重な存在。空気圧で極軽くプレスしたジュースをステン
レスタンクと大樽で発酵。2次発酵をボトル内で行い、48～60ヶ月シュール・リー熟成。デゴルジュマン後6ヶ月熟成させてから出荷。

Brut Non dosato "Sublimis"
A1540 Franciacorta
フランチャコルタ・ブリュット・ノン・ドサージュ・サブリミス

Chardonnay

2009

泡白

750

8,900 木樽発酵・熟成

LIMITED

100％シャルドネ。特に厳しい選果を行う。空気圧で優しくプレスし、大樽のみで発酵（ステンレスタンクは使用しない）。澱と共に少なくとも60ヶ月間寝かせる事でスプマンテとしては例外的な深みを手に入れる。ドサージュは
一切しないが果実の濃さが十分にあるのでボリュームさえ感じさせる。

TOP

Franciacorta

Andrea Arici
アンドレア・アリチ
Gussago

高地・ノンドサージュ新『フランチャコルタ』
高地で育つ葡萄は他のフランチャコルタの畑よりも２週間も収穫が遅い。アルプス山脈の岩盤から産まれるシャン
パーニュのような酸味とミネラル。フランチャコルタの新世代。
石灰岩盤上の畑
フランチャコルタの東端「グッサーゴ」は 400 年のワ
イン造りの歴史がある。丘陵地なので歴史的にステ
ィルワインが造られてきた。
『赤ワインが造られてきた産地なのでピノ・ネロの古
い樹や密植された畑が残っている』
2002 年、「アリチ家」の息子「アンドレア」と醸造コン
サルタント「ジョヴァンニ」が出会ったことで「フランチ
ャコルタ」造りが始まった。

のアスパラやチポッラ、ニンニク等が自生している。
下草は生やしておき、雨量をみながら年に 3～4 回
だけ刈り込む。

フランチャコルタ新世代
ボリュームと甘みが特徴であったフランチャコルタが
変わろうとしている。
「カ・デル・ボスコ」や「ベッラヴィスタ」といった大手は
平野部に位置している。近年暑いエルブスコでは酸
度が確保できなくなっている。
『温暖化もあって冷涼な東フランチャコルタが注目
されている。大手生産者はグッサーゴ等丘陵部の
畑を買い始めている』
最も標高の高い畑を所有する「アンドレア・アリチ」は
硬質でシャンパーニュに近いバランス。昆布出汁の
ような旨みがある。

『高地で風が通るので湿気が溜まらない。病気に弱
いピノ・ネロの栽培にも向いている。冷涼なので葡
萄は酸を残しながら完熟する』

ノン・ドサージュ

「ジョヴァンニ」は「ジャンニ・マシャレッリ」で働いた後、
コンサルタントとして独立。「プリンチピアーノ」のスプ
マンテも手掛けている。
『通常、フランチャコルタは平野で造られる。僕等の
畑は標高 400m の高地。平野部はモレーン土壌だ
が丘陵部は石灰岩盤の上の畑』
「グッサーゴ」は東フランチャコルタを南北に通るア
ルプス山脈に位置している。石灰岩盤が隆起した山
なので痩せて貧しい土壌。1 年を通して冷涼。
『石灰岩盤上で育った葡萄は果実よりも塩味を感じ
させる。ミネラルが豊かで硬いので少し長い瓶熟が
必要。熟成すると旨みが出る』
畑は 8 カ所に分かれていて崖に段々畑のように作ら
れている。平野部との標高差は 200m。年間の平均
気温で 3 度程度平野部より寒い。
ビオロジックで管理されていて、全て手作業。野生
商品記号

『エルブスコは厚い果実味が特徴なのでドサージュ
することでバランスする。ミネラルが強く、酸がのっ
たグッサーゴにはドサージュは必要ない』
醸造はシンプル。毎年「エルブスコ」より 1 週間遅い
8 月後半に完熟の 1 歩手前で収穫。
自然酵母のみ。ステンレスタンクで低温発酵。発酵
段階での酸化防止剤は使用しない。
区画毎に収穫し、区画毎に醸造することで畑の個
性を残す。ティラージュする時に各畑をアッサンブラ
ージュして味わいを整える。
全てのボトルに「ティラージュ」と「デゴルジュマン」の
時期が明記されている。
通常のフランチャコルタはデゴルジュマンしてからす
ぐに出荷されるが、彼等はデゴルジュマン後 1 年瓶
熟してから出荷している。
『澱と触れ合っている間は還元的。離れてからワイ
ンは成長を開始する。硬質な僕等のワインは少し寝
かせることで旨みが出てくる』

ワイン

入港予定

Dosaggio Zero "Uno"
69W23 Franciacorta
フランチャコルタ・ドサッジョ・ゼロ・ウノ

『薄い果汁では深みはでない。凝縮した葡萄は高
い樹齢と密植率がなければならない』
新しく植樹された若い樹では石灰岩盤の下まで根が
伸びない。表土の粘土質にしか根が伸びていなけ
れば石灰岩盤の恩恵は受けることはない。
『土地と造り手の個性を表現するには買い葡萄や
買いワインではなく、栽培から始めるべき』
シャンパーニュに比べて遅れているフランチャコルタ。
造り手の意識が変わり始めている。彼等のような小
規模な造り手に注目したい。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Ch, P.N

N.V

泡白

750

参考上代

メモ

5,700 ノン・ドサージュ

在庫

〇

90％シャルドネ、10％ピノ・ネロ。ベースのワインだが平野部分ではなく、グッサーゴの丘の上の畑の葡萄から造られる。酸度とミネラルを大切にするので完熟の一歩手前で収穫するが、エルブスコより遅い収穫になっている。
ステンレスタンクで1次発酵し、6ヶ月熟成後、瓶内2次発酵。18～30ヶ月シュール・リー熟成し、デゴルジュマン。6ヶ月瓶内熟成後、出荷。
100％
Pinot Nero

Dosaggio Zero "Rose"
69W24 Franciacorta
フランチャコルタ・ドサッジョ・ゼロ・ロゼ

N.V

泡
ロゼ

750

7,600 ノン・ドサージュ

〇

元々スティルワインを造っていた畑なので密植率が高く、樹齢も50年を超しているので葡萄自体のポテンシャルは非常に高い。標高は500mを越しているので冷涼で葡萄はゆっくりと熟していく。ステンレスタンクで1次発酵し、
6ヶ月熟成後、瓶内2次発酵。24ヶ月シュール・リー熟成し、デゴルジュマン。6ヶ月瓶内熟成後、出荷。

Franciacorta Dosaggio Zero "Nero"
フランチャコルタ・ドサッジョ・ゼロ・ネロ

完売

100％
Pinot Nero

泡白

750

ノン・ドサージュ

SOLD
OUT

100％ピノ・ネロ。ピノ・ネロは病気に弱く、収量も少ないので嫌われる。フランチャコルタ全体で5％しか植えられていない。（ピノ・ネロ100%のフランチャコルタは4社のみ）。彼等の畑は斜面にあり、風通しが良いのでカビや病
気に侵されることも少ない。ステンレスタンクで1次発酵し、6ヶ月熟成後、瓶内2次発酵。40ヶ月シュール・リー熟成し、デゴルジュマン。6ヶ月瓶内熟成後、出荷。

Franciacorta D.Zero "Francesco Arici" Riserva
フランチャコルタ・ドサッジョ・ゼロ・フランチェスコ・アリチ・リゼルヴァ

完売

100％
Chardonnay

泡白

750

60ヶ月瓶熟

SOLD
OUT

100％シャルドネ。石灰岩盤の上で表土が極端に薄い区画のシャルドネは果実感が全く無く、苦味さえ感じる位に硬質。彼等の畑っで最もポテンシャルの高いシャルドネを使用し、長く熟成っさせた特別キュヴェ。ステンレス
タンクで1次発酵し、6ヶ月熟成後、瓶内2次発酵。60ヶ月シュール・リー熟成し、デゴルジュマン。10ヶ月瓶内熟成後、出荷。

TOP

Franciacorta

Ca del Vent
カ・デル・ヴェント
Campiani di Cellatica

『樽発酵・樽熟成』で強烈なミネラルを表現
自然農法で葡萄の収量を落としながら質を高めた。標高の高い「チェラティカ」の個性を表現する為に自然酵母の
みで古バリックで発酵・熟成を行う。RM シャンパーニュに負けないフランチャコルタ。
フランチャコルタの問題点
フランチャコルタの東部「チェラティカ」。赤ワインの
産地として認識されてきた地域で、ほとんどが国立
自然公園として保護されている。
アルプス山脈の一部で土壌はモザイクのように複雑
に入り組んでいる。標高は 350～450m。
この土地の個性を活かす為に「アントニオ・トルニカ
ーサ」と「ファヴィオ・ファリヴァ」が「カ・デル・ヴェント」
を設立。2000 年からボトリングを開始した。
『以前は葡萄栽培農家として大手生産者に葡萄を
販売していたが、葡萄栽培を続けるうちにフランチ
ャコルタの欠点が見えてきた』
通常のフランチャコルタの土壌は氷河由来の堆積
土壌に砂が混じり、川由来の丸い小石を含む。
『チェラティカには砂も堆積土壌も無い。粘土石灰
土壌で海由来の石灰岩を多く含む。PH も低い。塩
味をもたらす土壌』
南西を向いたコロシアム状になっている丘陵地に主
要な畑を所有。雨雲が入り込み難く、雨から守られ
ている。
『コロシアム状の上部、標高 450m が畑。下部に冷
たい空気が溜まり、暖かい空気を押し上げるので
葡萄は完熟する』
主要な畑の樹齢は 40 年。地元の生産者協同組合
から購入したもので古いクローンも多く含まれている。
この地域では珍しい畑。
個性的な土壌と色々なクローンで高樹齢の葡萄樹
がある。それを適切に醸造すれば土地の味がするフ
ランチャコルタを造ることができる。
『フランチャコルタの 90%以上は培養酵母が使われ
る。その培養酵母の販売元は 1 社。だからほとんど
のフランチャコルタは似た味わいになる』
シャンパーニュではあり得ない。フランチャコルタの
大きな欠点は培養酵母による味の均一化と大量生
産される葡萄だと彼等は気付いた。

乾燥していて日照量もあるので薬剤を使用しなくて
も葡萄栽培が可能』
下草は伸ばされ、堆肥を 2,3 年に 1 度撒くだけの痩
せた土壌。お陰で樹勢は弱く、グリーンハーヴェスト
をしなくても 1kg/樹まで収穫量は落ちる。
『フランチャコルタの収量は多過ぎる。水分比率が
高ければワインは薄い味になる。だから、表現力を
得られない』

栽培は独特。新芽は 3 つ残し、他は落としてしまう。
春に新梢が伸びても切らずに自然に伸ばし続け、
2m の高さで巻き込んでいく。
葉の量は多いが上部に集中し、葡萄は太陽を浴び
る。空気が通るのでカビの心配も無い。
『新梢を切って葡萄へ養分を与えるという従来の考
え方は大量生産だから。新芽が少なければ葉を多
くして光合成をさせるのが自然』
新梢の長さは 6m にもなる。葉を落とす事もせず、上
部に巻き込むだけ。グリーンハーヴェストも勿論行わ
ない。葡萄樹は伸び放題。
収量を落とせばシャンパーニュよりも葡萄にとって優
れた土地と言える。問題は酸度と糖度のバランスを
とれるかどうか。

樽発酵・樽熟成

収穫は 13 の区画の中で更に 35 プロットに分けて収
穫し選別していく。小さなステンレスタンクで浮遊物
を落としながら冷却。
シャンパーニュより良い環境
栽培はビオロジック（一部ビオディナミ）で硫黄、海藻、 発酵は自然酵母のみ。発酵が始まったら古バリック
プロポリス、水晶等。ビオディナミで 5g/ha まで許さ に移して樽発酵。
『収穫も発酵も 35 に分けて行う。小樽での発酵は
れている銅もほとんど使わない。
『シャンパーニュは湿気が多いがフランチャコルタは 樽のニュアンスが欲しいのではなく、小さい容器だ
商品記号

ワイン

Brut Pas Opere "L'escluso"
ブリュット・パ・オペレ・レスクルーゾ

入港予定

葡萄品種

完売

Chardonnay
Pinot Noir

VIN

と何が起こっているかを把握できるから』
収穫も自分達 4 人だけで行う。季節労働者による収
穫ではなく、毎日畑を管理している自分達でしか感
じられないことが重要と考えている。
収穫は「エルブスコ」より 2 週間遅い。葡萄をしっかり
完熟させることでしかワインの深みへ得られない。
『収穫を早めて酸を得る必要はない。標高の高さと
夜の冷え込みが酸度を確保する』
平野部では熟度が上がると酸度が一気に落ちるピ
ノ・ネロはシャルドネよりも早く収穫される。しかし、こ
こではシャルドネが先に収穫され、1 週間後にピノ・
ネロの収穫が始まる。

標高の高さと痩せた土壌でピノ・ネロはストレスを受
けながら成熟する酸で自分を守るので、熟しても酸
度を残しているから。
『造りたいのは「Vino da Terra」。土地のワイン。泡
は香を引き出す為のもの。隠したいものは何もない。
土地のミネラルを葡萄が表現する』
■ブリュット
75% Chardonnay, 25% Pinot noir
古バリック発酵・熟成で特に石灰比率の高い畑の葡
萄を使っている。ミネラルの味を楽しむワイン。
シュール・リー44 ヶ月。ノン・ドサージュ。
■ブラン・ド・ブラン
100% Chardonnay
古バリック発酵・熟成でシャルドネらしい大きな骨格
に育った樽をこのワインにしている。
シュール・リー44 ヶ月。ノン・ドサージュ。

色

ｻｲｽﾞ

泡白

750

参考上代

メモ
ミネラル重視

在庫
SOLD
OUT

89％シャルドネ、11％ピノ・ネロ。1本の樹から470gのみの収穫という少なさ。1次発酵は古バリックで野性酵母のみで行い、8ヶ月間樽熟成することで樽毎に違った個性に育てる。その後、アッサンブラージュすることで複雑味
を得ている。瓶内2次発酵後、32ヶ月澱と共に熟成。ノン・ドサージュ。ミネラル感の強い畑の葡萄をセレクトしている。

Brut Pas Opere "Blanc de Blanc"
ブリュット・パ・オペレ・ブラン・ド・ブラン

完売

泡白

Chardonnay

750

骨格重視

SOLD
OUT

100％シャルドネ。1本の樹から470gのみの収穫という少なさ。1次発酵は古バリックで野性酵母のみで行い、8ヶ月間樽熟成することで樽毎に違った個性に育てる。その後、アッサンブラージュすることで複雑味を得ている。
瓶内2次発酵後、32ヶ月澱と共に熟成。ノン・ドサージュ。ミネラルよりも骨格のしっかりした大きなワインになる区画の葡萄を使用。

Brut Pas Opere "Revolution"
ブリュット・パ・オペレ・レヴォリューション

完売

Chardonnay
Pinot Noir

泡白

750

酸化的醸造

SOLD
OUT

夏場の異常な乾燥によって大きな被害を受けた2012年。通常のキュヴェは造れないと判断し、特別キュヴェを醸造。収量は半分程度だが、葡萄は非常に凝縮している。古バリックで開放発酵し、そのまま古バリックで8ヶ月
熟成後に瓶内2次発酵。30ヶ月シュール・リー熟成。重厚だが、強烈なミネラルを持っているので長い熟成にも耐えられる。

Brut Pas Opere Blanc de Blancs "Change Man"
ブリュット・パ・オペレ・ブランド・ブラン・チェンジマン

完売

泡白

Chardonnay

750

酸化的醸造

SOLD
OUT

夏場の異常な乾燥によって大きな被害を受けた2012年。通常のキュヴェは造れないと判断し、特別キュヴェを醸造。収量は半分程度だが、葡萄は非常に凝縮している。古バリックで開放発酵し、そのまま古バリックで8ヶ月
熟成後に瓶内2次発酵。30ヶ月シュール・リー熟成。ミネラルよりも骨格のしっかりした大きなワインになる区画の葡萄を使用。

Pas Opere "Rose"
A0146 Brut
ブリュット・パ・オペレ・ロゼ

Cabernet S
Merlot

2014

泡白

750

5,600 カベルネ+メルロー

〇

カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローのアッサンブラージュによるスプマンテ。2014年は雨が多く、黒葡萄は完璧に熟さなかった。その酸度を活かしてスプマンテを造る事を決めた。完璧に熟していない葡萄はその品種個性より
も土壌やテロワールの個性を表現している。古バリックで発酵し、熟成8ヵ月後にアッサンブラージュして、瓶内2次発酵。

TOP

Franciacorta

Mario Gatta
マリオ・ガッタ
Gussago

人生の最後に造りたい『理想のフランンチャコルタ』
フランチャコルタの優良生産者「ガッタ」を 1 代で築き上げた「マリオ・ガッタ」が引退。自分の理想のフランチャコルタ
を造る為に 1 人でワイン造りを開始した。
『ここには氷河はきていない。海底が隆起した土壌
で他のフランチャコルタとは全く違う土壌。だから同
高品質フランチャコルタの造り手「ガッタ」。1958 年
じワインはできない』
に創業者の「アンジェロ・ガッタ」が葡萄栽培農家を
一般的なフランチャコルタは氷河が押し運んだ堆積
始めたのが始まり。
土壌で粘土は少なく、石灰含有量は低い。砂質が
多く、川由来の小石が混じる。

自然農業コンサルタント

除草剤を撒かなければ葡萄根は地中深くに伸び、
葡萄樹は、少しの雨でも動じない。
『葡萄に自然の脅威と自然の優しさを両方経験さ
せることが大切。子育てと同じで経験値が高いと葡
萄は勝手に強くなる』

フランチャコルタは名乗らない
畑は全てフランチャコルタ内だが、フランチャコルタ
を名乗らない。協会が言うフランチャコルタの個性と
は異なる味わいだから。
『フランチャコルタの規定の中では自由なワイン造り
ができない。自分の理想を追求したい。誰かに合わ
せたくない』

「アンジェロ」の死後、息子達によって農園は続けら
れたが、兄弟の末っ子「マリオ」は奥様と一緒に自然
食のトラットリアを始める。
『同時に自然農業のコンサルタントとしても働き始
めた。パオロ・ベアの畑造りも担当していて、パオ
ロ・ベアとは今でも仲が良い』
兄弟は畑を買い足し、「マリオ」は栽培だけでなく醸
造も手掛けるようになっていく。1996 年にはフランチ
ャコルタの生産を開始。
現在では 20 万本/年を生産する中規模高品質カン
ティーナにまで成長した。
『ガッタを成功させる為に働き過ぎた。人生の最後
は好きな事をしたい。その時に思いついたのが手造
りのフランチャコルタだった』
「マリオ」は一部の畑を残し、「ガッタ」を 2 人の息子
に譲り、自らは自宅のガレージでフランチャコルタ造
りを続けることに。
こうして誕生したのが「マリオ・ガッタ」。1 人で畑を管
理し、収穫も 1 人。勿論、醸造も 1 人で行う。年間生
産量は 20,000 本。
『40 年の畑仕事で、この土地で何をすべきか、何を
すべきでないかが解ってきた。残りの人生で理想を
追求してみたい』

マリオの理想を追求
畑はフランチャコルタの最東部「グッサーゴ」と「チェ
ラティカ」。標高は 300～550m。
商品記号

ワイン

これは熱を蓄える土壌で葡萄は早く成熟し、十分な
糖度を早目に得ることができる。
『グッサーゴは粘土石灰質土壌。川ではなく海に由
来する土壌で貝殻などが沈澱し、固まった石灰岩
が多く含まれる』
粘土は水分を含むので夜間に葡萄樹を冷やす。標
高も高く、石灰の影響で痩せた土壌。
葡萄は果実よりもミネラルや塩っ気を感じさせるよう
になる。テンションが高く、柔らかさが無い。果実より
もミネラルの表現に向く。
この土壌を活かしたワイン造りこそが彼の理想。
『土壌を活性化させることが大切。だから、畑では
銅も使わない。代わりにゼオリーテ・クバーナを使用
する。全ての畑はビオロジック』
硫黄は使うが、ベト病対策の銅は土壌に蓄積してし
まうので使用しない。その代わりに使われるのがゼオ
リーテ（沸石）。
沸石は湿気を吸着する作用があり、葉に付着させお
くことで湿気を抑え、病気を予防する。天然の素材
なので土壌に影響はない。
『肥料も与えない。元々葡萄樹は生命力が強いの
で自分で自分の実を守ることができる。親が子供を
守るように樹が葡萄を守る』
除草剤を撒けば根が地中深くに伸びない。少しの降
雨で地表が崩れ、根も大きなダメージを受けるよう
になる。
入港予定

Dosaggio Zero "Traccia"
A2577 Brut
ブリュット・ドッサッジョ・ゼロ・トラッチャ

自然酵母での長期発酵。葡萄自体のポテンシャル
に合わせてシュール・リーの期間を決めていく。
『澱は酸素を吸着する機能と澱自体の旨み、タンパ
ク質をワインに与える 2 つの機能を持っている。2
つの機能のバランスが重要』
■トラッチャ・ドサージュ・ゼロ
100%シャルドネ
40 ヶ月のシュール・リー。重厚なシャルドネと繊細さ
を持つシャルドネをアッサンブラージュ。
軽さがありながらも余韻は膨らみがあって満足度が
高い。後ろに強靭なミネラルがある。
『完全に発酵しきっているので残糖分はほとんどな
い。でも痩せて感じないのはシュール・リーで旨みが
出ているから』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Chardonnay

[2012]

泡白

750

参考上代

メモ

5,600 40ヶ月シュール・リー

在庫

〇

100％シャルドネ。野生酵母のみ、温度管理もなしで発酵。小さいコンクリート槽と古バリックを使い、できるだけ区画毎に分けて発酵させる。そのまま翌春まで熟成させてからアッサンブラージュして瓶内 2次発酵。その後、
40ヶ月間澱と共に熟成させることで複雑味を得ているのでドサージュは必要ない。
Chardonnay
Pinot Nero

Dosaggio Zero "Esperidi"
697Z1 Brut
ブリュット・ドッサッジョ・ゼロ・エスペルディ

[2009]

泡白

750

7,600 60ヶ月シュール・リー

〇

65％シャルドネ、35％ピノ・ネロ。野生酵母のみ、温度管理もなしで発酵。小さいコンクリート槽と古バリックを使い、できるだけ区画毎に分けて発酵させる。そのまま翌春まで熟成させてからアッサンブラージュして瓶内 2次発
酵。その後、60ヶ月間澱と共に熟成。「エスペルディ」はギリシャ神話の大地の女神（ヘスペリデス）を意味する。

Brut Dosaggio Zero Rose "Estia"
ブリュット・ドッサッジョ・ゼロ・ロゼ・エスティア

4月

Pinot Nero

[2007]

泡
ロゼ

750

70ヶ月シュール・リー

100％ピノ・ネロ。2時間だけマセラシオンして、野生酵母のみ、温度管理もなしで発酵。小さいコンクリート槽と古バリックを使い、できるだけ区画毎に分けて発酵させる。そのまま翌春まで熟成させてからアッサンブラージュして
瓶内2次発酵。その後、70ヶ月間澱と共に熟成。「エスティア」はギリシャ神話の炉の女神（ヘスティア）を意味する。マルコのお気に入り。

Brut Dosaggio Zero Rose "Era"
ブリュット・ドッサッジョ・ゼロ・ロゼ・エラ

4月

Chardonnay
Pinot Nero

[2003]

泡
ロゼ

750

120ヶ月シュール・リー

野生酵母のみ、温度管理もなしで発酵。小さいコンクリート槽と古バリックを使い、できるだけ区画毎に分けて発酵させる。そのまま翌春まで熟成させてからアッサンブラージュして瓶内2次発酵。その後、120ヶ月間澱と共に熟
成させている。10年間二酸化炭素に守られながら熟成された「白ワイン」と言った方が正しいかもしれない。

TOP

Moscato d’Asti/Piemonte

La Caudrina
ラ・カウドリーナ
Castiglione Tinella

本物のモスカート・ダスティは「ピュア」
世界的にも稀な微発泡甘口ワイン「モスカート・ダスティ」の最も模範的な造り手と言われる「ラ・カウドリーナ」。桃の
ような特徴的な香と葡萄果実由来の爽やかな甘み、酸味が飲み飽きさせない。
モスカートの第一人者
当主「ロマーノ・ドリオッティ」は高品質モスカート・ダス
ティを造り始めた最初の造り手と言われる。
それ以前のモスカート・ダスティは大手企業やコーペ
ラティブによるもので量産ワインであった。品質重視
のモスカート・ダスティは存在しなかった。
『本物のモスカート・ダスティはピュア。果実由来の甘
みと酸味がバランスし飲み飽きない。甘いだけのモ
スカート・ダスティは単純でつまらない』

醸造所はバルバレスコの北東 2 つの丘を越えたカス
ティリオーネ・ティネッラに位置。所有畑は 25ha で醸
造所周辺に 20ha。残りはニッツァ・モンフェラートで、
バルベーラが植えられている。
『土壌は石灰を多く含む泥灰粘土質でタナロ川に向
かう北西斜面が主体。よって葡萄の糖度が上がって
も酸が落ちない。香もフレッシュさを失わない』
北、西、南斜面の色々な条件のモスカートをアッサン
ブラージュすることで糖と酸のバランスをとることが大
切。他のワインのように発酵による味わいの変化は少
ないのでモストで品質が全て決まってしまう。
『樹齢は 30 年～50 年とモスカートとしては異例の
高さ。通常は収量を得るために 10 年で植え替えら
れてしまうことがほとんど』
モスカート・ダスティのアルコールは 5％。葡萄果汁
の糖分と酸がそのままワインに残っている珍しいワイ
ン。砂糖の甘みではない天然の葡萄の甘みと発酵
由来ではない天然の酸味が味わえる。

葡萄由来の甘みを残す
商品記号

ワイン

ワイン造りはシンプル。モストの時点でワインの品質は
ほぼ決まってしまうので正しいタミングで収穫し、糖度
と酸度を確保する。
収穫は手作業で酸化を防ぎ、1 日低い温度で落ち
着かせてから圧搾。その後、珪藻土のフィルターで
固形物を取り除き、モストをアッサンブラージュして味
わいのバランスをとって発酵開始。
『低温で 1 日置くことで酸化させずに汚れや虫を除
去する。珪藻土のフィルターは重要。モストにバクテ
リアがいると発酵中でもワインは劣化してしまう』

18℃の低温発酵。モスカート・ダスティはアルコール
5％、アスティ・スプマンテは 7.5％まで上がった段階
で冷却して発酵を止める。亜硫酸等は使わずに一気
に 5 度まで冷却して止める。
『アルコール発酵を冷却して強制的に止めてフィルタ
ーにかけて酵母を除去して瓶詰め。砂糖も何も加え
ない。発酵期間 2 週間だからフレッシュ』
モスカート・ダスティ造りには「正確性」が求められる。
天然の糖度と酸度のバランス。発酵のコントロール。
そして天然の糖分があっても再発酵したりしないよう
にする完璧な技術が必要。
『アルコールが低く、天然の糖分があるのでフィルタ
ーは必須だが、工業的薄膜フィルターは香や味わい
の要素も除去してしまう。最低限が重要』
過度なフィルターは避け、酵母とバクテリア、澱のみ
を除去する最低限のフィルターでフレッシュの白桃の
ような香や活き活きした果実を残している。
入港予定

太陽の恵みがモスカート
■モスカート・ダスティ・カウドリーナ
モスカート・ダスティは 2 種類。合計 11ha の色々な
畑のモスカート・ビアンコをアッサンブラージュするの
が「モスカート・ダスティ・カウドリーナ」。平均樹齢は
38 年でフレッシュな典型的スタイル。

■モスカート・ダスティ・ラ・ガレイサ
1970 年に植樹された最も古い単一畑「ラ・ガレイザ」
は 3.5ha の急斜面の南西向き斜面。
『圧倒的凝縮度とモスカートとしては異例の骨格。果
実のリッチさに芯の通った勢いのある酸が味わいを
多層的に感じさせる』
■アスティ・スプマンテ
1975 年植樹の畑。モスカート・ダスティと同じように
収穫、発酵。アルコールは 7.5％まで上げるので糖
度は低く、食前にも楽しめる。
『アルコールは 7％でガス圧は 5.7 バールとモスカー
ト・ダスティ（2.5 バール）より強め。ラベルデザインは
友人だった故ロマーノ・レヴィ』
■バルベーラ・フリッツァンテ・グエリエッラ
祖父の時代のバルベーラを復活させた微発泡バル
ベーラ。アウトクラーヴェで 6 日間の短期マセラシオン
で発酵。ガスを残した状態でボトリング。
どのキュヴェも醸造はシンプルで樽熟成などの 2 次
的要因で得る味わいはなく、太陽が育てた葡萄その
ものの味が楽しめる。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Spumante "La Selvatica"
A0874 Asti
アスティ・スプマンテ・ラ・セルヴァティカ

Moscato
Bianco

N.V

泡甘

750

参考上代

2,900

メモ

在庫

○

Spumante "La Selvatica" HALF
A3349 Asti
アスティ・スプマンテ・ラ・セルヴァティカ・ハーフ

Moscato
Bianco

N.V

泡甘

375

1,800

○

1975年植樹の畑。収穫後、低温で1日休ませてから珪藻土のフィルターにかけて固形物やバクテリアを取り除いてアウトクラーヴェで発酵開始。アルコールが7.5％まで上がったら5度まで冷やして発酵を止めてフィルターにか
けて酵母を取り除きボトリング。ガス圧は5.7バール。
Moscato
Bianco

d'Asti "La Caudrina"
A0872 Moscato
モスカート・ダスティ・ラ・カウドリーナ

2016

微白

750

○

2,600

色々な畑のモスカート・ビアンコをアッサンブラージュするのが「モスカート・ダスティ・カウドリーナ」。平均樹齢は38年でフレッシュな典型的スタイル。収穫後、低温で1日休ませてから珪藻土のフィルターにかけて固形物やバク
テリアを取り除いてアウトクラーヴェで発酵開始。アルコールが5％まで上がったら5度まで冷やして発酵を止めてフィルターにかけて酵母を取り除きボトリング。ガス圧は2.5バール。

d'Asti "La Galeisa"
A0873 Moscato
モスカート・ダスティ・ラ・ガレイサ

完売

Moscato
Bianco

微白

単一畑

750

SOLD
OUT

1970年に植樹された最も古い単一畑「ラ・ガレイザ」は3.5haの急斜面の南西向き斜面。『圧倒的凝縮度とモスカートとしては異例の骨格。果実のリッチさに芯の通った勢いのある酸が味わいを多層的に感じさせる』醸造は
ラ・カウドリーナと全く同じ。

Passito "Redento" 500ml
A0875 Moscato
モスカート・パッシート・レデント

Moscato
Bianco

2013

甘

500

3,400

○

デブルバージュ後、12度の低温で発酵させることでモスカートの白桃のようなフレッシュな香を残す。アルコールが12度に達したら、古バリックに移す。この時点で1度発酵は止まるが、再度発酵が始まり、ゆっくり続いていく。発
酵が終わったら18ヶ月間そのまま熟成させてからボトリング。

Frizzante "La Guerriera"
A0876 Barbera
バルベーラ・フリッツァンテ・ラ・グエッリエラ

Barbera

2016

微赤

750

2,400 地元用

LIMITED

祖父の時代のバルベーラを復活させた微発泡バルベーラ。畑はバルベーラにとって最高の環境、ニッツァ・モンフェラート。アウトクラーヴェで6日間の短期マセラシオンをしながら発酵。短いマセラシオンで毎日飲める気軽な
バルベーラを目指している。ガスを残した状態でボトリング。

TOP

Cidre/Valle d’Aosta

Maley
マレイ
Novalaise

ヴァッレ・ダオスタ産シードルが復活
アオスタで非常に珍しい自家醸造シードルが復活。マッターホルンの高地にある樹齢３００年という高樹齢のリンゴ
から個性的なシードルを造り出している。
らリンゴを購入している。全てのリンゴはある一定の
有機栽培規定を満たしたものを使用。
イタリアでの「シードル」の認知度は非常に低いが「ヴ
『リンゴの樹は 300 年以上も生きるので樹を切ると
ァッレ・ダオスタ」では第 2 次大戦前までは日常的に
罰せられる法律があった。だからシードルが造られ
飲まれていた。
なくなっても樹は残っていた』
「モンテ・ビアンコ」の麓で伝統的な酒「シードル」の
1 世紀以上前からそれぞれの地区の果樹園は協力
復活を実現させたのが「マレイ」。
し合ってシードルを造り上げてきた。
グラッパ蒸留所「ラ・ヴァルドタイネ」の敷地内に間借
りしていて醸造責任者は「カーヴ・ド・ヴァン・ブラン・ 標高１０００m で育つリンゴ
ド・モルジェ」で長く醸造責任者を務めていた「ジャン 「 モン テ・ビア ン コ」 の リン ゴは 最も高 い畑 で標高
ルカ・テッローリ」。
1,000m を超えており、生産は困難を極めるが、果
『スプマンテの為に畑を探していた時、荒廃したリン 実自体の芳香は他の地域を圧倒する。
ゴ樹を見つけた。地元の老人からシードルの話を聞
き驚いた。昔、ここはシードルの産地だった』

アルプスの伝統シードル

マレイでは最も伝統的な手法である「メトド・アンセス
トラル」で「シードル」を造っている。
『メトド・アンセストラルを採用している造り手は年々
減少。伝統は守らなくてはいけない』

リンゴは酸度と糖度のバランスを見ながら全て手作
業で収穫される。300kg のカゴに入れて優しく醸造
所に搬入、手早く切り刻み種子を取り除きローラー・
プレス機に投入する。
搾り出されたモストは冷蔵室の中に置かれ浮遊物を
落ち着かせる。発酵は大きな樽の中で自然酵母の
『葡萄もハーブも同じだけど高地で育つ植物、果実 みでゆっくりと進んでいく。
は香味成分が豊かで繊細さを味わえる。それは発 『培養酵母や砂糖などは足さない。アルコールが
2.5％まで上がったら冷却、フィルターに通す』
酵工程を経ても同じ』
その後、ボトルに移し、更に発酵が進んでいくことで
標高
1,000m
のリンゴは樹齢
80
年を超えている。
アオスタ渓谷の中心部「ブリソーニュ」に位置。標高
天然の発泡を手に入れる。
標高の高さでカビや害虫、病気の心配もほとんど無
は 900m。白樺の森に囲まれたリンゴ樹が残されて
『この手法で醸したシードルは還元状態にある。空
い。害虫さえも生きられない環境。
いる。葡萄は寒過ぎて育たない。
気と触れさせると開き始める』
「シードル」に使われるリンゴはブラン・ド・モルジェが 「ラヴェンツェ種」と「クロッソン・ド・ブシ種」は高い酸 フルートグラスでのサービスは避け、白ワイングラス、
度と豊富なタンニン。そして適度な糖分を備えてい
造られるラ・サレ地区の「ラヴェンツェ種」とフランス
もしくは「シードル・ボウル」などで空気と触れる面を
領シャモニーで栽培される「クロッソン・ド・ブシ種」の る。
多くすることが重要。ゆっくりと香が開きだす。
『酸度、糖度、タンニン、1
つでも欠けていればシー
2 つの品種。
ドルは完成しない。リンゴは完全に熟して自然と落
『2 種のリンゴにアルプスの伝統製法に従い 4％程
ちたものを拾って収穫する』
の洋ナシを加える。華やかな香と軽さが出る』
自社畑に加えて樹齢の高い樹を所有する栽培家か メトド・アンセストラル
商品記号

ワイン

du St. Bernard Methode Ancestrale
A3287 Cidre
シードル・サン・ベルナール・メトド・アンセストラーレ

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

林檎,洋ナシ

[2018]

泡

750

参考上代

メモ

2,600 メトド・アンセストラル

在庫

〇

発酵は大きな樽の中で自然酵母のみでゆっくりと進んでいく。培養酵母や砂糖、酸などは何も足すことはない。アルコールが2.5％まで上がった段階で冷却し、フィルターに通す。その後、ボトルに移し、更に発酵が進んでいくこ
とで天然の発泡を手に入れる。この手法で醸したシードルは長く還元状態にあるので、少し空気と触れさせて開かせてあげなくてはいけない。

Metode Charmat "Matterhorn"
A1547 Cidre
シードル・メトド・シャルマ・マッターホルン

林檎,洋ナシ

[2017]

泡

750

3,000 シャルマ方式

○

発酵はステンレス製アウトクラーヴェを使い自然酵母のみでゆっくりと進んでいく。培養酵母や砂糖、酸などは何も足すことはない。この手法で醸したシードルは、酸化しやすいリンゴを酸化から守り、本来リンゴ果汁が持ってい
る揮発的で繊細な香をワインに保ち続けることができる。

TOP

Valle d’Aosta

Cave du Vin Blanc de Morgex
カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェ
Morgex

世界最高標高１２００m の畑『モルジェ』
高地でも栽培が可能なプリエ・ブラン種の爽やかな白ワイン。ヴェロネッリが『最も無くなって欲しくないワイン』と評
したことでも有名。栽培エリアは２０ha しかない。
厳しい自然環境に耐える品種は限られる。プリエ・ブ
ランは古くからこの地域に適応してきた。この品種以
外は植樹することすらできない。

ヴェロネッリが愛したワイン

緑がかった光沢のある色調。細身のワインながら、
鉱物的で上質な酸は高地ならでは。香は直線的で
全く曇りがない。
『アロマティックでなく硬質。アルプスの岩清水のよ
うに爽やか。プリエ・ブランならではの味わいで他の
産地にはない』
フランス国境に近い「モルジェ」の町の周辺と「サッ
レ」地区合わせて 20ha という小さな産地が「ブラン・
ド・モルジェ・エ・デラ・サッレ」。
この産地を引率してきたのが 1983 年設立の協同組
合「カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェ」。栽培
農家参加型の地元密着協同組合。
『栽培農家は醸造所である一定期間働かなければ 『プリエ・ブランは少ない日照でも生きる。そして発
ならない仕組みになっていて、葡萄栽培だけでなく、 芽から完熟までの期間が短いので寒波が来る前に
収穫できる』
実際の醸造や瓶詰めも組合員が行う』
1 年を通じて極端に気温が上昇することがない。し
かし、直接の日光だけでなく残雪で白いモンブラン
に反射した日射も葡萄育成を促進する。
『モンブランの雪が日光を反射して葡萄樹を温める。
春には雪が解けて土壌に水分を与える。モンブラン
が葡萄を育ててくれる』
ワイン造りを苦しめる最大の問題は春先の遅霜。発
芽準備に入った葡萄の芽は霜によって全滅してしま
う年もある。
非常に厳しい環境。果実を付けたとしても丁寧な摘
葉、摘房をして熟度を保つ努力が必須。
イタリアワインの品質向上と地域性を提唱した故「ル
最終的に熟度が足りない葡萄を選別すると 1ha か
イジ・ヴェロネッリ」は彼等のワインの支持者。
ら 3,000 本以下しか造ることができない。
『20ha しか残っていないプリエ・ブラン種。イタリア
仕立ては極端に低い「ペルゴラ」。冬の間の強風や
のワインで最も無くなって欲しくないワイン』（ルイ
霜にも対応できる仕立。また、表土が日中の熱を夜
ジ・ヴェロネッリ）
間放射する際、低い仕立ての方が熱を葡萄樹に取
モンブランが育てたワイン
り込みやすいという利点もある。
「モンブラン」を望む断崖絶壁に位置する畑は最も 畑は急斜面に岩壁で張り付くように作られた段々畑。
高い標高で 1,200m。ヨーロッパで最も標高の高い トラクターなどの大型の機材は入れない。
葡萄畑ということになる。
よって毎日の畑仕事、雑草対策、収穫まで全てが
『栽培学では通常標高 600m を超えると葡萄栽培 手作業で行われる。
は難しいとされる。プリエ・ブラン種は高地に適応す 『一番の問題は高齢化。老人にとって急勾配の
る珍しい品種』
段々畑での作業は大変だし、危険。栽培放棄され
商品記号

ワイン

入港予定

de Morgex et de La Salle
A3242 Blanc
ブラン・ド・モルジェー・エ・デ・ラ・サッレ
Blanc de Morgex et de La Salle
ブラン・ド・モルジェー・エ・デ・ラ・サッレ

5月

荒地になってしまった畑も多い』
また、標高の高さによってカビや病原菌が少ないの
もこの地域の大きな特徴。除草剤は勿論、防カビ剤
も使用しない。ボルドー液のみ使用。
『霧が多く湿気の多いピエモンテに比べて雨が少な
く乾燥している。昔から農薬の量はピエモンテの
1/4 程度と少ない』

フィロキセラも辿りつけなかった
厳しい環境の為に徐々に葡萄栽培家や生産者の
数は減少している。栽培家にとっても厳しい環境だ
が「フィロキセラ」にとっても厳しい環境。

『標高が高いのでフィロキセラも辿りつけなかった。
自根の樹をプロヴィナージュで残している』
彼等は貴重な原種の「プリエ・ブラン」を残す為にプ
ロヴィナージュで種を残している。
『死んだ樹の隣の樹の枝を地中に一度通し、先端
を地表に出しておく。地中の枝から根が生えて 1 つ
の樹に成長していく』
枝が成長し 3 年後位には親木から切り離し、1 つの
樹として成長していく。
枝が 1 つの樹になっていく期間は病気にも弱い状態。
樹がつながっている間に子供の樹が病気になると親
樹にも伝染してしまうので危険な手法だが、これによ
ってしか原種は残せない。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Prié Blanc

2018

白

750

Prié Blanc

2019

白

750

参考上代

2,400

メモ

在庫

〇

100％プリエ・ブランでこの地域に伝わる古いクローン。厳しい選果後、ソフトプレス。発酵・熟成はステンレスタンクを使用。より冷涼で酸度の高いモルジェ地区の葡萄と標高は高いが平地で暖かい地域であるサッレ地区の熟
度の高い葡萄をアッサンブラージュすることでバランスを取るのが、この地方の伝統。

de Morgex et de la Salle "Rayon"
A3243 Blanc
ブラン・ド・モルジェー・エ・デ・ラ・サッレ・レイヨン

新入港

Prié Blanc

2018

白

750

2,800

〇

100％プリエ・ブランでこの地域に伝わる古いクローン。厳しい選果後、ソフトプレス。発酵・熟成はステンレスタンクを使用。より冷涼で酸度の高いモルジェ地区の葡萄と標高は高いが平地で暖かい地域であるサッレ地区の熟
度の高い葡萄をアッサンブラージュすることでバランスを取るのが伝統。レイヨンは、その年で最も出来の良かった畑をセレクトして造る。

Blanc de Morgex "Extreme" Brut
A3244 Brut
ブリュット・ブラン・ド・モルジェー・エクストリーム・ブリュット

Prié Blanc

2016

泡白

750

3,200

〇

100％プリエ・ブランでこの地域に伝わる古いクローン。高い酸度のプリエ・ブランの個性を活かす為に造られたスプマンテ。1次発酵はステンレスタンクで低温をキープしながら行い、瓶内2次発酵。その後17ヶ月以上のシュー
ル・リー熟成を経てデゴルジュマン。アルコールは11.5％程度と低め。

TOP

Valle d’Aosta

La Crotta di Vigneron
ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン
Chambave

イタリアで最も長い歴史を持つ『ミュスカ』
１４世紀からの伝統ワイン『シャンバーヴ・ミュスカ』。甘い香としっかりとした厚みは前菜から肉料理まで幅広く合わ
せられる。このワインの伝統を守り続けている協同組合。
１９８０年設立の協同組合
イタリア最西端に位置する「ヴァッレ・ダオスタ」。ア
ルプス山脈の麓。
フランス、スイスと国境で接している。主要産業はス
キーや登山などの観光。ワインの生産量はイタリア
全州で最も少ない。
『中世からフランス貿易の通り道だったのでワイン
が造られていた。当時の貴族の好みは甘口。ミュス
カ種からデザートワインが造られていた』
葡萄畑はアルプス山脈の南向き斜面の岩肌に段々
畑のように造られ、標高は 500～850m。
「ラ・クロッタ・ヴィニュロン」はアオスタの中心部シャ
ンバーヴの街の中心に位置。
『1980 年に 25 名で結成された生産者協同組合。
中世からの歴史あるシャンバーヴ・ミュスカの伝統を
守り続けている』

格を決めることを中止した。
『質の高い葡萄を造ることを目指している。アルベ
レッロ仕立の葡萄や樹齢の高い樹は重宝する』

最も少ない降雨量
東西に連なる山々の南向き斜面のみに葡萄畑が作
られている。山が湾のように扇形になっている場所
が温かい空気がたまる。
そこが彼等にとって最も優れた畑。パッチワークのよ
うに栽培条件に適した場所だけが畑に開墾されてい
る。
『シャンバーヴはイタリアで最も降雨量が少ない。年
間 500mm 程度しか降らないので、細菌、カビの繁
殖がない。防腐剤等も必要ない』

日本の 1/4 以下の降水量。極度の乾燥のお陰でベ
ト病やウドンコ病の心配もない。よってボルドー液さえ
もそれ程必要としない。
今では 70 名まで組合員は増え、自社畑も増えてい 『シャンバーヴは毎日晴れるので日照量は多く、夏
る。醸造所の他にワインショップ、町の皆が集うバー 場の気温はトスカーナとほぼ同じ位暑い。しかし、ア
ルプスの麓なので夜間は冷え込む』
ル、トラットリアも運営する町の中心的存在。
醸造責任者は地元出身の「アンドレア」。葡萄栽培 夏の昼夜の寒暖差は 30 度にもなる。激しい寒暖差
農家の出身で醸造学を学んだ後、このカンティーナ が葡萄にストレスを与え、厳しい環境に耐える為に
果皮中にアントシアニンやタンニン、そして果汁に糖
で働いている。
彼が力を入れているのが栽培農家の意識改革。高 分を蓄える。
品質葡萄を高く買い取る仕組みを整え、重量で価 葡萄の生育サイクルも独特で芽吹きから結実まで
はゆっくりと進み、夏場の高温で一気に熟度を高め、
商品記号

ワイン

入港予定

d’Aosta Pinot Noir (vinificato in Bianco)
A3215 Valle
ヴァッレ・ダオスタ・ピノ・ノワール・ヴィニフィカート・イン・ビアンコ
d’Aosta Pinot Noir (vinificato in Bianco)
A4291 Valle
ヴァッレ・ダオスタ・ピノ・ノワール・ヴィニフィカート・イン・ビアンコ

3月

その後はゆっくりと複雑味を高めていく。

シャンバーヴ・ミュスカ
「シャンバーヴ」では独特のワイン文化が育っている。
例えば「ピノ・ノワール」から造られる白ワイン。
『ここではピノ・ノワールの糖度が上らないことが多
かったので酸を活かして白ワインを造った』
ステンレスタンクで 12 度程度の低温下で発酵。その
まま 5 ヶ月間熟成させてからボトリングされる。

『アオスタは早くにブルゴーニュからピノ・ノワールが
伝わった。ブルゴーニュのクローンが今も大切に残
されている』
最も注目すべきは「ミュスカ」。甘口だけでなく辛口
のミュスカも造られていて、地元では前菜からメイン
の肉料理、そしてデザートまで「ミュスカ」で通すこと
もある。
『ミュスカは乾燥を好む。アフリカでも育つ品種。乾
燥するシャンバーヴに適している。乾燥が葡萄を凝
縮させ、強い芳香を得る』
メロンやパッションフルーツのようなフレッシュな香だ
けで終わらない。胡椒、ナツメグ、東洋スパイスのよ
うなエキゾチックな香がシャンバーヴの特徴。
『14 世紀にまで遡ると言われるシャンバーヴのミュ
スカ。この地域の伝統を守ることが協同組合の大き
な役割』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

メモ

Pinot Noir

2018

白

750

2,500 ピノ・ノワールの白

Pinot Noir

2019

白

750

2,500 ピノ・ノワールの白

在庫

〇

100％ピノ・ノワール。南東から南西に位置する標高450～650mの畑（Nus, Quart, Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Châtillon, Saint-Vincent）沖積土壌に砂が混じる土壌。仕立てはグイヨ。9月中旬に収穫し、ステンレ
スタンクのみで12度程度から発酵開始。熟成もステンレスタンクのみで5ヶ月。年によるが果皮の色が出て玉ねぎ色になる。

d’Aosta Pinot Noir (vinificato in Rosso)
A2182 Valle
ヴァッレ・ダオスタ・ピノ・ノワール・ヴィニフィカート・イン・ロッソ

Pinot Noir

2017

赤

750

2,600 ピノ・ノワールの赤

〇

100％ピノ・ノワール。9月中旬に収穫し、発酵前に24時間低温浸漬して香をモストに移してから発酵開始。ブルゴーニュから伝わった醸造法。23度程度で10日間マセラシオン。1日1回ポンピングオーバー。発酵終了後、ラッ
キングをしてからステンレスタンクで8ヶ月間熟成してからボトリング。

Muscat "Secco"
A3216 Chambave
シャンバーヴ・ミュスカ・セッコ

Muscat Blanc

2018

白

750

2,700 辛口ミュスカ

〇

100％ミュスカ。標高450～680mの色々な畑のミュスカを使用。標高によって収穫時期も違い、最も高い畑は10月に入ってからの収穫。16度以下で36～48時間低温マセラシオンすることでミュスカ本来の香をモストに移し
てから発酵開始。発酵終了後はステンレスタンクで5ヶ月間シュール・リー。毎日バトナージュ。

Muscat "Attente"
A4060 Chambave
シャンバーヴ・ミュスカ・アテンテ

Muscat Blanc
Muscat Grains

2017

白

750

3,500 長期熟成ミュスカ

〇

ミュスカ・ブランだけでなくミュスカ・グレインをアッサンブラージュしている。標高450～680mの色々な畑のミュスカを使用。標高によって収穫時期も違い、最も高い畑は10月に入ってからの収穫。16度以下で36～48時間低
温マセラシオンすることでミュスカ本来の香をモストに移してから発酵開始。発酵終了後はステンレスタンクで40ヶ月間シュール・リー。毎日バトナージュ。

Muscat Passito "Prieure" 500ml
695U4 Chambave
シャンバーヴ・ミュスカ・パッシート・プリューレ

Muscat Blanc

2014

甘

500

5,600 シャンバーヴの伝統酒

〇

100％ミュスカ。標高450～680mの色々な畑のミュスカを使用。酸度を高めに残した状態で収穫し、自然風の入る部屋でゆっくりと乾燥させる。12月の冷たく乾燥した風が乾燥を仕上げる。翌年に圧搾し、古樽で発酵。12ヶ
月間熟成させてからボトリング。

TOP

Valle d’Aosta

Les Cretes
レ・クレーテ
Aymavilles

イタリアを代表するシャルドネ『キュヴェ・ボワ』
毎年最高の評価を受け続ける『シャルドネ・キュヴェ・ボワ』。ブルゴーニュの伝統的醸造とヴァッレ・ダオスタの理想
的環境によってどっしりとした酒質と直線的な味わいを表現している。
ボトリングしたのもレ・クレーテが初めてだった。その
アオスタを代表するシャルドネ
後、プティ・アルヴィン、シャルドネと植樹』
イタリアで最もワイン生産量の少ない州ヴァッレ・ダオ
1989 年には現在のカンティーナを完成させ、製粉
スタ。この州が優れたワイン産地だということを証明
所はアグリツーリズモへと変更された。
したのが「レ・クレーテ」。
『当時は全く売れなかった。車にワインを積みトリノ
のレストランで売りに歩いた。当時はジュゼッペ・ク
インタレッリも売れてなくて一緒に売り歩いた』
現在、6 つの村に 20ha の自社畑を所有。この地の
土着品種に加えシャルドネ、ピノ・ノワールなどのフラ
ンス品種まで多様なワインを造っている。
『きっかけはルイジ・ヴェロネッリだった。彼が僕等の
ワインを評価し、ヴァッレ・ダオスタでも偉大なワイン
が造れると広めてくれた』

を消してくれる。防カビ剤はほとんど使用しない。
『自然農学に基づき農薬散布や化学肥料を廃止し
た。酸化防止剤も以前の 1/5 まで減らした』

日照量の多さがアオスタ

「アイマヴィーユ」は氷河期に形成された帯状の氷
堆積に囲まれていて石灰質片岩が砕けた白い土壌
と砂質の混合土壌。
表土は石灰質のもろい岩に覆われている。標高は
600～900m。
『アオスタは寒いと思われているが、実は日照量は
他の産地と比べても多い。だから僕等のシャルドネ
は南国フルーツのように熟した香がでる』
夏中盤以降、葡萄は成熟期に入る。この時期の気
ブルゴーニュに学んだ
候がアオスタの大きな特徴。
『1980 年代にブルゴーニュに渡り、ガニャール・ド・ 『日中はモンブランに反射する日射で 30 度まで気
高評価の常連となった「シャルドネ・キュヴェ・ボワ」。 ラグランジュで栽培、醸造を学んだ』
温が上がり、夜はアルプスから吹き下ろす風で氷点
『キュヴェ・ボワは 14 年連続で 3 ビッキエーリを獲得 仕立はブルゴーニュ式グイヨが採用され、仏産バリ 下になる。この昼夜の寒暖差が葡萄にストレスを与
するなど彼等を代表するワインで現地リストランテの ック発酵、熟成も早い段階で導入。バトナージュの え、葡萄は自身を守る為に糖を蓄える』
ワインリストには必ず載っている』
考え方も古典的なブルゴーニュのよう。
日本ではシャルドネが有名だが、現地では「プティ・
カンティーナはヴァッレ・ダオスタの州都アオスタ郊 現当主は偉大な醸造家 100 人にも選出された「コン アルヴィン」と「フミン」で有名な造り手。
外の「アイマヴィーユ」に位置する。
スタンティーノ」。現在は娘の「エレナ」と「エレオノー 『プティ・アルヴィンはアオスタらしいピュアな果実味
1700 年代中頃にフランスより移住してきた「シャレ ラ」が栽培、醸造を取り仕切っている。
とフレッシュな酸。地元の定番的ワイン。フミンはこ
ール」一族はこの地で小麦を中心とする製粉農家と 当初から密植率は 7,000～9,000 本/ha。その当時 の地域の最上級の赤ワイン』
して生計をたてていた。
の平均密植率が 2,000 本/ha なので、その高い密 地元のレストラン向けに余った葡萄を全てアッサンブ
1810 年に土着品種の多様な個性に興味を持ち 植率に驚かされる。
ラージュしている「ビアンコ・モンブラン」を造っている
2ha の畑を購入し、ワイン造りを始める。
降雨量が少ないのでカビや病気に侵されることが少 が、日本には特別に出荷している。
『当時は土着品種に特化していた。フミンを単一で ない。雨が降っても丘の間にある畑なので風が湿気
商品記号

ワイン

入港予定

Mon Blanc
A3558 Bianco
ビアンコ・モンブラン

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Ch, Muller
PG, PA

[2018]

白

750

参考上代

メモ

2,400 多品種ブレンド

在庫

〇

プティ・アルヴィン、シャルドネ、ミュラー・トゥルガウ、ピノ・グリージョのアッサンブラージュア。18度の低温に保たれたタンク内で12日間の発酵。シュール・リーの状態で6ヶ月間ステンレスで熟成後、ボトリング。アロマティックな
品種がブレンドされているので早いうちから楽しめるのが最大の魅力。

Arvine
A3560 Petite
プティ・アルヴィン

Petit Arvine

2018

白

750

3,400

〇

100％プティ・アルヴィン。スイスとアオスタで最も重要な白品種。空気圧で優しくプレスし、18度の低温に保たれたタンク内で12日間の発酵。シュール・リーの状態で2ヶ月間ステンレスで熟成後、ボトリング。グレープフルーツ
からパッションフルーツのような甘い香に岩塩の塩味が加わる。決して強いワインではないが余韻は細いながらも長く続く。ステンレスタンクのみ。

A3559 Chardonnay
シャルドネ

Chardonnay

2018

白

750

3,800

〇

100％シャルドネ。アルマイヴィーユとフリッソニエーレの2つの村の葡萄をアッサンブラージュ。標高は600～850m。空気圧で優しくプレスし、18度の低温に保たれたタンク内で12日間の発酵。シュール・リーの状態で2ヶ月間
ステンレスで熟成後、ボトリング。南斜面のシャルドネなので日照量が多く完熟し、南国フルーツのようなニュアンスが特徴。

"Cuvee Bois"
A2670 Chardonnay
シャルドネ･キュヴェ・ボワ

Chardonnay

2016

白

750

7,200 樽発酵・樽熟成

〇

100％シャルドネ。アルマヴィーユとフリッソニエーレの2つの村の最良の区画をアッサンブラージュする。空気圧で軽くプレスしたフリーランジュースのみを300lのバリックに入れて発酵。一部新樽も使用。発酵終了後、シュー
ル・リーの状態で１１ヶ月熟成。その間、毎日バトナージュをすることで旨みを得ている。
Fumin, Cornalin
Mayolet

Sabla
A3738 La
ラ・サブラ

[2018]

赤

750

3,000

〇

アルマヴィーユの3つの葡萄畑、ラ・サブラ、ブッフェリア、サッゼの葡萄をアッサンブラージュ。砂質とモレーンの混合土壌で西向き斜面。標高は650m。収穫は10月末。破砕・除梗後、22度に温度管理されたステンレスタンク
にて8-10日間マセラシオン、発酵。瓶内熟成6ヶ月間。フミン、コルナリン、マヨレの土着品種3種をブレンドした、レ・クレテスの中でも由緒あるワイン。

Noir
A0072 Pinot
ピノノワール

完売

赤

Pinot Noir

SOLD
OUT

750

100％ピノ・ネロ。ブルゴーニュの古いクローンを移植した畑でモレーン土壌。標高は650mで寒さに強いが日照量は必要なピノ・ネロに最適。発酵はステンレスタンクで30度以下に維持しながら10日間と短い。重厚なピノ・ネロ
ではなく、軽やかでフレッシュなワインに仕上げている。

A2671 Fumin
フミン

Fumin

2016

赤

750

5,200 100％フミンの元祖

LIMITED

A3740 Fumin
フミン

Fumin

2017

赤

750

5,200 100％フミンの元祖

〇

100％フミン。フミンは元々ブレンド用補助品種だったが、レ・クレーテが初めて単一品種でワインに仕上げた。アイマヴィーユのラ・トゥール畑とレ・クレーテ畑のアッサンブラージュ。15日間28度以下でステンレスタンク発酵。マ
セラシオンは発酵前を含め20日間。その後、古バリックに移して12ヶ月熟成。更に瓶内で12ヶ月熟成。

le Merle
A3739 Merlot
メルロー・レ・メルレ

Merlot

2016

赤

750

6,200

〇

娘のエレオノーラとエレナの「アオスタのテロワールで、非常に芳醇でエレガントな山のメルローを育てる」という挑戦と革新へ熱い想いから生まれたワイン。砂質とモレーンの混合土壌で北西向き斜面。標高は650m。収穫は
10月中旬。破砕・除梗後、ステンレスタンクで15日間マセラシオン、発酵。300Lのオーク樽で18ヶ月間熟成後、瓶内熟成12ヶ月間。

TOP

Trentino

Foradori
フォラドーリ
Mezzolombardo

樹齢８０年のテロルデゴ『グラナート』
９０年代にテロルデゴの伝道師として注目されたエリザベッタ・フォラドーリ。実は１０年以上もかけて自家製プレパ
ラシオンを使って土壌改善に取り組んできた。
変化するフォラドーリ
トレンティーノを代表する造り手「フォラドーリ」の現当
主「エリザベッタ・フォラドーリ」は父親の死によって
20 代で当主になってしまう。
『父親が熱中したテロルデゴを信じ、当時無名だっ
た田舎の品種に人生を賭けることにした』
経営者になった彼女は質を高め、評価を上げること
に注力。バリックを導入し、収量を制限し、一気に評
価を高めていく。
『当時は経営難だった。転機は 1997 年。グラナー
トが各誌で最高評価を獲得。世界的人気となり、一
気に有名生産者となってしまう』
翌年以降も新しい技術を積極的に取り入れながら
品質を高めていった。そんな彼女が最終的に行き
着いたのが土壌の健全化と種の多様性。

当時は高い評価を期待されプレッシャーに疲れ切っ
ていた。経営が安定すると評価を気にせず、より良
いワインを造りたいという欲求に変化していく。
『より良いワインの為に最終的にたどり着いたのが
土壌の活性化と生物の多様性だった』
最高評価を得たグラナート 1997 年。今の彼女はこ
のワインが好きではないよう。近年の彼等のワインは
自由に広がるワイン。1997 年のグラナートは型には
められたように感じている。
2013 年より息子エミリア（栽培・醸造担当）とテオ
（営業・広報担当）に代替わりして、更にフォラドーリ
は変化している。
『テロルデゴも時代に合わせて変化すべき。軽やか
で繊細な味わいをテロルデゴに入れるべく全房発
酵や短期マセラシオンを試している』

レゼールは 24 時間の短期マセラシオンのロゼのよう
なテロルデゴ。グラナートは 50％全房発酵が開始さ
れている。

樹齢８０年グラナート

今もカンティーナを代表するキュヴェは「グラナート」。
樹齢 80 年を超す古樹で「カンポ・ロタリアーノ」に位
１０年以上続くビオディナミ
置する 3 つの区画のアッサンブラージュ。
品種個性を最大限発揮させる為にバイオディバー 一番大きい開放発酵桶で自然酵母のみで発酵。温
シティ（生物の多様性）を取り戻すことに着手。
度管理も行わない。
『皆、収量の多い単一のクローンでワインを造って 『グラナートの葡萄は全ての要素が強い。アンフォラ
いた。反対に私は 30 種以上のクローンを混植して より呼吸の少ない大樽で長い時間をかけて成熟さ
いき昔の畑を再現していった』
せる。テロルデゴの可能性を追求している』
畑の中でも種の多様性を再現していく。この作業は そして、ビオディナミによって畑の個性がより際立っ
20 年間続けられた。人間がコントロールするのでは たことで始まった単一畑のテロルデゴ 2 種。
なく、自然と種が共存していくのが理想。
『色々なクローンが共存して色々な個性がバランス
する。人間が操作しても自然には敵わない』
更に、土地の個性をより強く表現するには葡萄が育
つ環境をこの土地独自の環境にすることが重要と考
えビオディナミに転向。

■モレイ・アンフォラ
川に近く、日照条件も良い。岩が多い粘土質。昔か
ら偉大な畑と言われてきた畑で人間に例えるなら神
経質なインテリ気質。
一切の化学肥料の使用を中止。10 年以上前から ■スガルツォン・アンフォラ
自家製のプレパラシオンを使用して土壌の個性を伸 テロルデゴにとっての「グラン・クリュ」と言われる区
ばす手助けをしていった。
画。標高の高い冷涼な畑で砂の比率が高まる。人
『今はビオディナミの成果が認識できる。その土地な 間に例えるとじゃじゃ馬。人懐っこい性格。
らではの個性が強くワインに現れてきた』
■ノジオラ・アンフォラ
そして、遂にはアンフォラでの発酵、熟成にも着手し ノジオラは 8 ヶ月間アンフォラでマセラシオン。その
始める。土地の個性を強くワインに映し出す発酵容 まま 1 年間熟成させてからボトリング。昔は皆ノジオ
器が木ではなく、ステンレスでもない土だった。
ラをマセラシオンしていた。
『仲の良い造り手 C.O.S のオキピンティから届いた 『土壌を映す鏡として最適の容器はと考えアンフォ
誕生日プレゼントがアンフォラだった。当時、悩んで ラを採用。その年の個性も実直に映す』
いた私の背中を押してくれた』

Foradori
商品記号

Teroldego
ワイン

A3222 Lezer
レゼール

入港予定

葡萄品種

完売

Teroldego
Lagrein

VIN

色
赤

ｻｲｽﾞ

参考上代

メモ
24時間マセラシオン

375

在庫
SOLD
OUT

2017年、雹害で40％の葡萄が被害を受けた。残った葡萄を24時間の短いマセラシオンで軽いワインを醸造してみたところ、非常に個性的でテロルデゴの個性も反映させたワインが造れたので毎年、少量造ることにした。セメ
ント、アンフォラ、ステンレスの各容器で一部、全房を使って発酵。春先にアッサンブラージュして2ヶ月間落ち着かせてから出荷。

"Foradori"
A2821 Teroldego
テロルデゴ・フォラドリ

○

Teroldego

2016

赤

750

3,300

Teroldego

2018

赤

750

3,300

"Foradori" HALF
691U8 Teroldego
テロルデゴ・フォラドリ・ハーフ

Teroldego

2013

赤

375

1,500

LIMITED

"Foradori" HALF
69BH7 Teroldego
テロルデゴ・フォラドリ・ハーフ

Teroldego

2014

赤

375

1,600

○

"Foradori"
A4285 Teroldego
テロルデゴ・フォラドリ

3月

メッツォロンバルドに所有する自社畑。花崗岩や斑岩が豊富な堆積土壌が中心で砂利、砂地の畑も。ビオディナミの導入で収量が落ち、凝縮度は高まった。13の別々の畑の葡萄をアッサンブラージュすることで畑の個性では
なく、テロルデゴという品種の個性を表現する。発酵はセメントタンクで野性酵母のみ。熟成はセメントと大樽を併用して 12ヶ月。

"Sgarzon" Anfora
698P8 Teroldego
テロルデゴ・スガルツォン・アンフォラ

Teroldego

2013

赤

750

4,900 単一畑/アンフォラ

"Sgarzon" Anfora
696Z4 Teroldego
テロルデゴ・スガルツォン・アンフォラ

Teroldego

2014

赤

750

4,600 Antonio Galloni:94p

Teroldego

2018

赤

750

4,900 Antonio Galloni:94p

"Sgarzon" Anfora
A4287 Teroldego
テロルデゴ・スガルツォン・アンフォラ

3月

LIMITED

○

砂岩質。河川による深さ30ｃｍの堆積土に覆われ、小石を多く含む単一畑スガルツォン。スガルツォ（Sgarzo）とはカンポ・ロタリアーノにあるスガルツォン畑の中の葡萄樹の枝の呼び名。ここで育つ葡萄はとても丈夫で、涼し
い気候でも完熟する。平坦になりがちなテロルデゴにアクセントを与えてくれる。アンフォラで発酵、熟成。マセラシオン8ヶ月。

"Morei" Anfora
698P9 Teroldego
テロルデゴ・モレイ・アンフォラ

Teroldego

2013

赤

750

4,900 Antonio Galloni:92p

"Morei" Anfora
696Z5 Teroldego
テロルデゴ・モレイ・アンフォラ

Teroldego

2014

赤

750

4,600 単一畑/アンフォラ

Teroldego

2018

赤

750

4,900 単一畑/アンフォラ

"Morei" Anfora
A4288 Teroldego
テロルデゴ・モレイ・アンフォラ

3月

LIMITED

○

メッゾロンバルド村にある砂利、砂を豊富に含むノーチェ川に隣接する堆積土壌。2.5ha のうち1ha に葡萄を植えていて10年以上ビオディナミを実践。モレイという言葉は方言で暗い茶色や濃い色を意味する。根はノーチェ川
が運んだ砂岩の隙間にくるくると深く入り込み、ミネラル感の強い、凝縮したワインを生み出す。アンフォラで発酵、熟成。マセラシオン8ヶ月。

"Granato"
690M2 Teroldego
テロルデゴ・グラナート

Teroldego

2011

赤

750

6,900 Antonio Galloni:94p

○

"Granato"
69BH4 Teroldego
テロルデゴ・グラナート

Teroldego

2013

赤

750

6,900 Antonio Galloni:93p

LIMITED

"Granato"
A2826 Teroldego
テロルデゴ・グラナート

Teroldego

2016

赤

750

7,800

LIMITED

Teroldego

2017

赤

750

8,000

"Granato"
A4286 Teroldego
テロルデゴ・グラナート

3月

平均樹齢80年の古樹が育つ4ヶ所の畑でカンポロタリアーノとメッツォロンバルドに分かれている。石の多い堆積土壌で昔ながらのペルゴラ仕立が残っている。発酵は一部全房で大樽開放桶を使用。熟成もオーストリア産大
樽で15ヶ月。最もポテンシャルが高い葡萄なのでアンフォラ等は使わず、大樽で長く熟成させる。

Bianco "Fontanasanta"
A3389 Manzoni
マンツォーニ・ビアンコ・フォンタナサンタ

Manzoni Bianco

2018

白

750

3,800 アカシアの大樽

○

石灰分を多く含む粘土質の土壌がトレントの背後に広がる丘陵地、フォンタナサンタの特徴。マンツォーニ・ビアンコは9月の終わり頃に完熟を迎える。マンツォーニ・ビアンコはリースリング・レナーノと、ピノ・ビアンコの交配種。セ
メントタンクで発酵。2週間のマセラシオンで果皮からの成分を抽出する。熟成はアカシアの樽で12ヶ月。

"Fontanasanta" Anfora
A4289 Nosiola
ノジオラ・フォンタナサンタ・アンフォラ

3月

Nosiola

2018

白

750

4,900 アンフォラ

ノジオラは昔、皮ごと発酵させるのが一般的だった。活力のある葡萄、ビオディナミ農法によって得られたエネルギー。これらが合わさった時、アンフォラを使って長期間のマセラシオンが必要になったことに気が付いた。アン
フォラで8ヶ月マセラシオン。果皮に含まれるタンニンに守られながら、ゆっくりと葡萄のエキスを抽出し、ノジオラの表現力を最大限に引き出す。

Grigio "Fuoripista" Anfora
'A4290 Pinot
ピノ・グリージョ・フォーリピスタ・アンフォラ
Pinot Grigio "Fuoripista" Anfora MG
ピノ・グリージョ・フォーリピスタ・アンフォラ・マグナム

3月

Pinot Grigio

白

750

アンフォラ

完売

Pinot Grigio

白

1500

アンフォラ

SOLD
OUT

フルーティーで平凡なピノ・グリージョがトレンティーノのピノ・グリージョと思われるのが嫌で造り始めたワイン。ビオディナミの友人の畑の葡萄を遅摘みして、アンフォラで発酵。マセラシオンは 8ヶ月。グリ品種の色素とタンニンを
利用して酸化防止剤なしで醸造。

TOP

Trentino

Salvetta
サルヴェッタ
Madruzzo

フォラドーリと共に伝統的『ノジオラ』醸造を復活
伝統的な「ノジオラ」の最後の継承者である父親と叔父から「ノジオラ」のマセラシオンを学び復活させた。同時に父
は伝統的「ヴィンサント・ノジオラ」も復活させてしまう。
み込まれた関係でドイツ文化が濃い。1970 年代に
はドイツの低温発酵などの技術が伝わった。
『トレントの山奥サルカ渓谷。マセラシオンしたノジオ
『ドイツの醸造法が伝わり、伝統的手法であるノジ
ラがこの地方の伝統。そして、ノジオラからヴィンサ
オラのマセラシオンは廃れてしまった。フォラドーリと
ントを造ることが許される唯一の地域』
僕等だけ』
この地域では 1500 年代から「カンティーナ・ラウテ
実は「エリザベッタ・フォラドーリ」の友人で彼女の税
ン」によってワイン造りが行われてきた。
理士を務めるのが「フランチェスコ」。2 人はノジオラ
の伝統的醸造を「ジャンカルロ」から学んだ。
『エリザベッタはアンフォラによる 30 日間のマセラシ
オンで僕らよりも赤ワインに近い造り』
ノジオラは白葡萄だが、遺伝子的には黒葡萄に近
い。果皮とその周辺に要素が多いので果皮を漬け
込むことでワインは骨格を得る。
『収穫後、軽く破砕し 1 週間程度マセラシオンしな
がら発酵。果皮を取りだしたらアカシア樽に澱と共
に移して熟成』
澱は 5 月頃まで接触させておく。アカシア樽は蜂蜜
のような独特の風味をワインに与える。この風味は
1883 年にアムステルダムで「カンティーナ・ラウテ 昔からノジオラと相性が良いとされてきた。
ン」のワインが賞を受賞している。当時はパリにも輸
出されていたほど人気だった。
1930 年代この地のワインは苦難の時代を迎えるが
「ダリオ・サルヴェッタ」が畑を相続。息子の「ジャンカ
ルロ」まで「ラウテン」は存続した。
『その後、4 人の子供が畑を分割。3 人はワインを
造らず、シャルドネに植え替えてフェラーリに葡萄を
売る決断をしてラウテンは終わった』
2000 年に入り、税理士の四男「フランチェスコ」は父
「ジャンカルロ」と叔父「フランコ」と共に伝統的「ノジ
オラ」の復活を目指し「カンティーナ・ラウテン」を修
『マセラシオンをすると 5 年以上熟成できる骨格を
復。「サルヴェッタ」として生まれ変わる。
得る。しなければ 2 年しか熟成できない』
『伝統的なマセラシオンしたノジオラは完全に無くな
もう 1 つの伝統「ヴィンサント・ノジオラ」も廃れ、今で
ってしまった。自分達の土地の伝統が消えていくの
は協同組合を含め 5 社しか残っていない。
は悲しい経験だった』
『屋根裏での自然乾燥を施し、自然酵母のみで 3
当初は「ノジオラ」だけのつもりだったが、父「ジャンカ
年以上自然発酵。5 年間の長期熟成という伝統的
ルロ」と叔父「フランコ」はヴィンサントにも着手してし
な造りは僕等だけ』
まう。
川に近い区画は痩せている。ここの葡萄は水分量
ドイツがノジオラを変えてしまった
が少なく粒と粒の間が空いている。乾燥しやすく「ヴ
「トレンティーノ」は第 2 次世界大戦後、イタリアに組 ィンサント」に最適。貴腐も一部着いている。

唯一のヴィンサント・ノジオラ

商品記号

ワイン

入港予定

５m の砂質土壌が個性
ガルダ湖まで続くサルカ川とトレンティーノで一番高
いダイン山に挟まれた標高 250m の畑は 5ha で独
特の環境。
土壌はサルカ川が運んだ堆積土壌で砂が主体でア
ルプスの岩が削られた小石も多い。
『表土から 5m も砂が堆積している。寒い地域だが
水はけの良い砂が葡萄樹を温める』
地中海性気候でオリーヴなども育つ。冬は南西のガ
ルダ湖からは暖かい風が吹き、夏はダイン山から冷
たい風が吹き下ろす。
年間を通して空気が動いているので川が近くても湿
気が少なく日照量があっても涼しい。
日照量が少ないと完熟できず、暑過ぎると酸度が一
気に落ちてしまうノジオラに最適な環境。
『ノジオラはゆっくり成熟する。シャルドネの収穫が 9
月 1 週目だが、ノジオラは 9 月末で黒葡萄と同じタ
イミングになる』

2009 年からビオディナミを導入し、仕立はペルゴラ
からグイヨに変更。ゆっくり成熟させる為には、より日
光を浴びながら風通しの良いグイヨが最適。
樹を支える支柱も森から切り出した栗の樹を使用。
この地域では当たり前に許されている灌漑も一切行
わない。
『コンクリートの支柱は防腐剤が土壌に溶け出す。
灌漑をすれば葡萄は休む。灌漑無しで適度なストレ
スを与えることで要素が凝縮する』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Vigenti delle Dolomiti
A2311 Nosiola
ノジオラ・ヴィニェーティ・デッレ・ドロミティ

Nosiola

2015

白

750

参考上代

3,200

メモ

LIMITED

在庫

Vigenti delle Dolomiti
A3870 Nosiola
ノジオラ・ヴィニェーティ・デッレ・ドロミティ

Nosiola

2016

白

750

3,300

○

収穫後、手で軽く破砕して、果皮ごとアカシアの木樽で発酵開始。野生酵母のみ。マセラシオンは7日～14日。葡萄の状態によって決める。発酵が終わっても澱引きせずに澱と一緒にしておき、アカシア樽で6～7ヶ月熟成さ
せ、翌年の夏前にボトリング。アカシア特有のハチミツのような香が伝統的ノジオラ醸造。年産700ケース。

Santo Trentino HALF
696Z3 Vino
ヴィノ・サント・トレンティーノ・ハーフ

Nosiola

2009

甘

375

6,200

LIMITED

伝統的ヴィン・サント。ノジオラの果皮がピンク色になる11月まで待って収穫。自然風のみで、ゆっくり乾燥させて、マードレを加えて4月頃から発酵を始める。発酵は野性酵母のみ、温度管理もしないので3年続くこともある。最
低でも5年間樽熟成してからボトリング。この地域でしかノジオラのヴィン・サント造りは許されていない。

TOP

Trentino

Pojer & Sandri
ポイエル・エ・サンドリ
Faedo

『ノジオラ』の第一人者
イタリア白地品種の代表『ノジオラ』。この品種の第一人者。近年では古代品種を掛け合せフィロキセラに耐性のあ
る品種『ソラリス』から酸化防止剤無添加微発泡ワインをリリース。
種を栽培している。
「パラディゾット」と呼ばれる標高 300m の沈泥土主
『創業当時はお金が無くて畑しか買えなかったので
体の粘土からなる堆積土壌は赤品種に最適。「ロッ
イエルマンで醸造していた』
ソ・ファイエ」が生まれる。
1975 年に「フィオレンティーノ・サンドリ」がトレンティ
「ドロミテ渓谷」の白い石灰岩が主体で標高が 750ｍ
ーノに葡萄畑を購入。醸造家の「マリオ・ポイエル」と
を超える「パライ」からは細身で香を活かした「ミュラ
共に立ち上げたのが「ポイエル・エ・サンドリ」。1 代で
ー・トゥルガウ」が生まれる。
この地域を代表する造り手に成長した。
『ファエドは特別な地域。谷の合間で日陰が多いト 葡萄を洗って野生酵母活性化
レンティーノにおいて谷が大きく開けてトスカーナと 収穫した葡萄はジャグジーのような機械で洗ってし
同じくらいの日照量がある』
まう。葡萄を洗う造り手は珍しい。
「ファエド」の下部に位置する「サンミケーレ・ディ・ア
ディジェ」はトレンティーノ・アルト・アディジェで最も気
温が高いことで知られている。
『夏にはガルダ湖から冷たい風がファエドの谷に吹
きこむ。これによって葡萄は焼けることがない。暑さ
に弱い「ノジオラ」も香味成分を失わない』
この地域の土壌は 2 億 5,000 万年前、アフリカで起
こった噴火で断層が縦に隆起した珍しい土壌。
『氷山に押し出された石灰が主体の堆積土壌と「モ
ルフィド」と呼ばれる火山岩と粘土の混合土壌が混
じり合う。ここにしかない土壌』
『葡萄はクエン酸 1％を加えた水でシャワーを浴び
る 。クエン 酸 は 硫 黄 と銅 を 落 と す 。野 生 酵 母 も
50％落ちるが、雑菌も落とすので野生酵母は数時
間後に収穫時の 1.5 倍まで増える』
ボルドー液に含まれる硫黄や銅は菌類に働くので酵
母の動きも弱めてしまう。
この洗う作業で実際には野生酵母を増やし、更に硫
黄や銅がない酵母が働きやすい環境を作り、野生
酵母のみでの発酵を可能にしている。
『主要な培養酵母はカナダ産。カナダの酵母でこの
地域のテロワールは表現できない』
シャワーを浴びた葡萄は発酵前に冷蔵庫で 6 度ま
で冷やされる。この作業で葡萄に住みついた虫を除
土壌と標高の組み合わせによって適切な品種を選 去することができる。
びポテンシャルを最大化している。現在 6 つの村に 『薬剤を使わないので虫が着く。ハサミムシは果皮
細かく畑を所有していて各畑の個性に合わせた品 の薄いピノ・ノワールなどの果実内に住みつくが冷

モルフィドから生まれるワイン

気に弱いので一晩冷やせば出てくる』

酸化防止剤無添加
自然派ワインには懐疑的な立場をとっている。
『葡萄を健全にワインに変える為の努力は必要。欠
点や汚染に目をつぶってはいけない。バクテリアや
酸化からワインを守ることは重要』
欠点の多い自然派ワインが多い。化学的なものを足
すべきではないが、何もしないことが良いわけではな
い。欠点が出ないように努力すべきという考え。彼
等なりに自然なワインを造っている。
彼等の考える究極の自然なワイン「ゼロ・インフィニ
ート」がリリースされた。品種は「ソラリス」。

「フィロキセラ」にも耐性を持つ品種でドイツの「フライ
ベルグ大学」と共同研究し、古代種を掛け合わせて
完成させた。
『森を開墾した周囲から隔離された畑にソラリス種
を植樹。ボルドー液も使わずに栽培。醸造も SO2 さ
え使わない。澱と共に瓶詰め』
発酵時のガスをそのまま残し、澱も一緒にボトリング
することで二酸化炭素と澱によって酸化から守られ
る。葡萄以外何も使われていない彼等なりの自然
派ワイン。

Pojer & Sandri
商品記号

ワイン

A3807 Nosiola
ノジオラ

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

5月

Nosiola

2018

白

750

参考上代

メモ

在庫

〇

2,700

ノジオラの典型的スタイル。ファエドのコヴェリ・エルティ（標高300m）とプラ・グランド(標高550m)の畑の葡萄を使用。仕立は伝統的ペルゴラ。ステンレスタンクで低温発酵。窒素で酸化から守りながら、ステンレスタンクで6ヶ
月熟成。リンゴ、洋ナシのような香に少しヘーゼルナッツのニュアンスが出るのがノジオラの特徴。

Thurgau "Palai"
A3283 Muller
ミュラー・トゥルガウ・パライ

Muller Thurgau

2018

白

750

2,700 石灰岩

〇

標高550～750mの南西向き斜面に位置する単一畑パライは石灰土壌なので収量が少なく凝縮する。上部と下部で熟度や酸度が違うので、これをアッサンブラージュしてバランスをとる。ガルダ湖からの風が 1年を通して吹
いているので湿気がなく、乾燥しているので病気が少ない。土壌は泥灰土の下に石灰層がある。ステンレスタンクで低温発酵。窒素で酸化から守りながら、ステンレスタンクで6ヶ月熟成。

A2654 Chardonnay
シャルドネ

Chardonnay

2017

白

750

2,800

〇

A3754 Chardonnay
シャルドネ

Chardonnay

2018

白

750

2,800

〇

ファエドのピアネッツィ、コヴェリ、モリーニ、パライの4つの畑のアッサンブラージュ。標高は300～750m。砂岩、シルト岩を含み、ドロミテの玄武岩も存在する。地中は粘土質、石灰岩、マールの混合土壌。ステンレスタンクで低
温発酵後、マロラクティックから古バリックに入れてそのまま熟成。6ヶ月熟成してからアッサンブラージュ。
Gew urz
traminer

Aromatico
A3755 Traminer
トラミネール・アロマティコ

2018

白

750

〇

2,900

ファエドのコヴェリ畑に植えられたゲヴュルツトラミネール。標高は300mで、アルザスから移植したクローンに好相性。ステンレスタンクで低温発酵。窒素で酸化から守りながら、ステンレスタンクで6ヶ月熟成。この品種の香を活
かす為に、酸素との接触を制限しながら還元しないように調整している。

Blanc
A2655 Sauvignon
ソーヴィニヨン・ブラン
Sauvignon Blanc
ソーヴィニヨン・ブラン

5月

Sauvignon B

2017

白

750

3,000 火山岩

Sauvignon B

2018

白

750

火山岩

〇

チェンブラにある畑で火山岩が混じる粘土質土壌なのでミネラル感に優れるが、派手な芳香はない。仕立てはソーヴィニヨン・ブランでは珍しい伝統的ペルゴラを採用。ステンレスタンクで低温発酵。窒素で酸化から守りなが
ら、ステンレスタンクで6ヶ月熟成。

A3137 Riesling
リースリング

5月

Riesling
Renano

2017

赤

750

3,000 アカシア樽

〇

リースリング・レナーノ100％。ファエドの標高400mの畑で石灰岩土壌に赤土が混じっている土壌で鉄分を多く含む。ステンレスタンクで発酵後、この地方の伝統であるアカシアの大樽に入れて 6ヶ月～8ヶ月熟成。リースリング
は骨格が大きいのでアカシアのハチミツのような香と非常に相性が良い。

rizzante "Zero Infinito"
A3133 F
フリッツァンテ・ゼロ・インフィニート

新入港

Solaris

[2018]

微白

750

3,600 澱ごとボトリング

〇

100％ソラリス。冷涼地でも育ち、フィロキセラにも耐性を持つ品種なので標高800mの森を開墾し植樹。畑では一切の薬品を使わず（ボルドー液も使用しない）、醸造に関しても酸化防止剤も含め、何も足さないで醸造。発酵
途中で瓶詰めするメトド・アンセストラル。上澄みを爽やかに食前酒として。澱と混ぜてネクターのように飲んでも楽しめます。
Chardonnay
Pinot Bianco

Faye
A3135 Bianco
ビアンコ・ファイエ

2015

白

750

4,800

〇

ピアネッツィ、コヴェリ、パライの各畑で、その年の出来の良い葡萄をアッサンブラージュする。ステンレスタンクで発酵。野性酵母のみ。発酵途中から古バリックに移し、マロラクティック発酵。その後、シュール・リー状態で6ヶ
月、毎日バトナージュをし、酵母の死骸から旨みを抽出する。ステンレスタンクでアッサンブラージュして上澄みだけをボトリング。瓶内で24ヶ月熟成してから出荷。

Faye
697R1 Rosso
ロッソ・ファイエ

C.S, C.F,
Me, La

2010

赤

750

5,400

LIMITED

Faye
a3136 Rosso
ロッソ・ファイエ

C.S, C.F,
Me, La

2013

赤

750

5,600

〇

50％カベルネ・ソーヴィニヨン、残り50％がカベルネ・フラン、メルロー、ラグレイン。南西を向く標高300mの「小さな楽園」と呼ばれる畑。暖かく、日照量も多いのでファエドで黒葡萄を栽培できる唯一の畑。カベルネやラグレイ
ンを昔から植えている。発酵は大樽で行い、熟成はフランス産バリックで12ヶ月。その後、ボトリングしてから12ヶ月以上熟成させてから出荷する。

Pinot Nero
ピノ・ネロ

5月

Pinot Nero

2018

赤

750

トレンティーノのクローンとブルゴーニュから植樹したブルゴーニュ・クローン。畑はロコル（標高300m）、ロデル・ピアネッツィ（標高500m）、パライ（標高700m）。発酵前に1日冷蔵庫で冷やし、低温で発酵。ステンレスタンクで熟
成後、6ヶ月間樽熟成してからボトリング。

Nero “Rodel Pianezzi”
A4175 Pinot
ピノ・ネロ・ロデル・ピアネッツィ

Pinot Nero

2016

赤

750

5,400

〇

フェアドのロデル・ピアネッツィは、標高500m、南西向き斜面に位置する。土壌の深さは30～100mで、粘土質石灰岩と泥質土からなる。木樽発酵後、約12ヶ月間バリックで熟成。ボトリング後、12カ月間瓶熟してから出荷。

HALF
A2656 Essenzia
エッセンツィア・ハーフ

Ch, S.B
Ri, Gw , Ke

2015

甘

375

3,900

〇

シャルドネ主体。ソーヴィニヨン、リースリング・レナーノ、ゲヴュルツ、ケルナー等のアッサンブラージュ。収穫は11月後半から12月なので葡萄は夜間凍ってしまう。葡萄は貴腐化している状態で収穫するのでアイスワインであ
り、貴腐ワインでもある。ステンレスタンクで低温発酵。アルコール9.5％程度でフィルターにかけて発酵を止めることで高い糖度と酸度を得ている。

Rosso Fortificato
690W9 Merlino
メルリーノ・ロｓッソ・フォーティフィケート

Lagrein

N.V

甘

750

4,200 酒精強化

LIMITED

遅摘みし、完全に熟したラグレインを使用。潜在アルコール度数は13.5％とかなりの糖度となっている。発酵前に低温で6日間果皮浸漬して香をモストに移す。低温でマセラシオンしながら発酵。少しずつ冷やしたブランデー
を加えて酵母の活動を止めることで天然の糖分を残している。

TOP

Alto-Adige

Kofererhof
コフェレルホーフ
Valle Isarco

イタリア最北『ヴァッレ・イサルコ』のケルナー
イタリア最北の産地ヴァッレ・イサルコ。この地域独得の溌剌とした酸とミネラルを活かす為に全てのワインはノン・
マロラクティックで仕上げられる。
樹 1 本 1 本の個性を伸ばすことがワイン造りだと思
っている』

アバッツィア・ディ・ノヴァチェッラ

標高１０００m の畑

イタリア最北の産地がアルト・アディジェの「ヴァッレ・
イサルコ」地区。
「ボルツァーノ」から北へ 20km 以上北に位置する。
更に 20km 北上すればオーストリアの国境。この地
域の中心が「アバッツィア・ディ・ノヴァチェッラ」修道
院。観光地としても人気の壮大な修道院で栽培農
家から葡萄を購入し、高品質ワインを生産する組合
でもある。
『ヴァッレ・イサルコでは昔からノヴァチェッラ修道院
でワインが造られてきた。僕等は彼等に葡萄を売っ
て生活してきた』
当主は「ギュンター・ケルシュバウマー」。2009 年の
ガンベロ・ロッソで当時は無名だった彼等の「ケルナ
ー」が最優秀白ワインに選出され、一気に注目が集
まった。

彼等の畑はイサルコ渓谷の北端なので葡萄は個性
的で他の栽培農家の葡萄とは明らかに違う個性を マロラクティックはしない
持っていた。
彼等のワインの最も大きな特徴が「ノン・マロラクティ
ック」で仕上げること。イタリアでは珍しい。
『葡萄自体に複雑さがある。ミネラルの含有量が多
い。そして酸の質が高い。これを活かす為にマロラ
クティック発酵をしない』
マロラクティックを行わないとリンゴ酸が多くなり、ワイ
ンはフレッシュで垂直的な味わいを得る。
『アルコール発酵を低めの温度で行い。糖分を全て
アルコールに変化させる。その段階で 1 度まで冷や
し、酵母の活動を止める。その後、粗いフィルターで
酵母を取り除く』

『僕等の畑は標高 700～800m。最も高い畑は
1,000m を超える。酸度が高いまま葡萄が成熟して
くれる珍しい環境。この個性を活かす為には自分で
造るしかないと考えた』イサルコ渓谷は険しく、畑は
段々畑になっている。年間を通して冷涼で葡萄にと
って厳しい環境。
葡萄品種は「シルヴァーナー」「ミュラー・トゥルガウ」
「ケルナー」そして「リースリング」など気温の低さに
対応できるドイツ系品種。
『標高が高いので夏でも夜間は 0 度近くまで冷える。
葡萄は寒暖差でストレスを体験し、自らを守る為に
今では世界中で人気。世界を代表する白ワインの 糖度だけでなく色々な成分を凝縮させる』
醸造家として各誌で特集されている。
畑は彼等が住む集落や修道院に隣接している。そ
『1940 年から葡萄栽培を開始。全量アバッツィア・ の為、畑では科学薬品の使用を避けていて、基本
ディ・ノヴァチェッラに販売していた。しかし、1995 的には硫黄と銅しか使わない。
年に自ら瓶詰めまで行うことを決意した』
有機栽培への転換を自治体が支援していて資金、
所有畑は 5ha。主な仕事はレストランの経営で、ワイ 作業共に自治体が手伝う仕組みになっている。
ンはレストランで提供する為に造り始めたもの。
植樹率は 6,000～7,000 本/ha の高密植。収穫は
現在でも年間生産量 3,500 ケースの半分は自分達 全て手作業。
のレストランで消費されている。
『自分達だけで畑を管理できる限界が 5ha。葡萄の

亜硫酸等で強制的に発酵を止めるのではなく、温
度管理と粗いフィルターでマロラクティックを起こさな
いように調整している。
マロラクティック発酵でワインは柔らかくなる。硬く、
垂直的なリンゴ酸は 1/6 に減り、丸い味わいの乳酸
に変化する。
『マロラクティックをしないのでワインは硬く閉じてし
まう。その為、熟成はアカシアの大樽で行う。アカシ
ア独特の香がワインに柔らかさを与えてくれる』

Kofererhof
商品記号

Valle Isarco
ワイン

Isarco Sylvaner
A4248 Valle
ヴァッレ・イサルコ・シルヴァナー

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

新入港

Sylvaner

2018

白

750

参考上代

メモ

3,900 20％大樽

在庫

〇

100％シルヴァーナー。1.5haの1枚畑の葡萄のみ。標高は650m。収穫後、8～10時間マセラシオンしてステンレスタンクで発酵。温度は18度以上にはしないのでマロラアクティック発酵は起きない。熟成は澱と共に6ヶ月間で
80％ステンレスタンク、20％が大樽での熟成。

Isarco Sylvaner "R"
A4247 Valle
ヴァッレ・イサルコ・シルヴァナー・エッレ

完売

Sylvaner

2018

白

750

5,600 50％アカシア樽

SOLD
OUT

1985年に植樹された彼等の所有する畑の中で最も古い樹齢の畑。通常のシルヴァーナーより2週間遅く収穫している。ポテンシャルが高い葡萄なので、50％をアカシア樽、50％をステンレスタンクを使って発酵。温度は18
度以上にはしないのでマロラアクティック発酵は起きない。熟成は澱と共に6ヶ月間。

Isarco Kerner
A4243 Valle
ヴァッレ・イサルコ・ケルナー

新入港

Kerner

2018

白

750

4,200 100％ステンレスタンク

〇

100％ケルナー。標高は650mで真南を向く畑。収穫後、6時間マセラシオンしてステンレスタンクで発酵。温度は20度以上にはしないのでマロラアクティック発酵は起きない。熟成は澱と共に6ヶ月間で100％ステンレスタンク
のみで熟成。一切樽熟成はしない。ノン・マロラクティック。

Isarco Pinot Grigio
A4245 Valle
ヴァッレ・イサルコ・ピノ・グリージョ

新入港

Pinot Grigio

2018

白

750

3,900 25％大樽

〇

1998年に植樹した1.2haの畑のピノ・グリージョ。標高は650m。収穫後、8～10時間マセラシオンしてステンレスタンクで発酵。温度は20度以上にはしないのでマロラアクティック発酵は起きない。熟成は澱と共に6ヶ月間で
75％ステンレスタンク、25％が大樽での熟成。甘くないミネラル重視のピノ・グリージョ。

Isarco Muller Thurgau
A1034 Valle
ヴァッレ・イサルコ・ミュラートゥルガウ
Isarco Muller Thurgau
A4244 Valle
ヴァッレ・イサルコ・ミュラートゥルガウ

新入港

Muller Thurgau

2016

白

750

3,800 100％ステンレスタンク

LIMITED

Muller Thurgau

2018

白

750

3,900 100％ステンレスタンク

〇

100％ミュラー・トゥルガウ。0.8haの南東向き斜面の畑。収穫後、8～10時間マセラシオンしてステンレスタンクで発酵。温度は18度以上にはしないのでマロラアクティック発酵は起きない。熟成は澱と共に6ヶ月間で100％ス
テンレスタンクで行われる。

Isarco Gewurztraminer
A4242 Valle
ヴァッレ・イサルコ・ゲヴュルツトラミネール

新入港

Gew urz
traminer

2018

白

750

4,400 100％ステンレスタンク

〇

100％ゲビュルツトラミネール。1986年に植樹した0.9haの南東向き斜面の畑。収穫後、12時間マセラシオンしてステンレスタンクで発酵。温度は18度以上にはしないのでマロラアクティック発酵は起きない。熟成は澱と共に
6ヶ月間で100％ステンレスタンクで行われる。

Isarco Gruner Veltliner
A4249 Valle
ヴァッレ・イサルコ・グリューナフェルトリナー

新入港

Gruner Veltliner

2018

白

750

4,800 100％ステンレスタンク

〇

100％グリューナーフェルトリナー。最も標高が高い700mの畑で僅か0.5ha。収穫後、8～10時間マセラシオンしてステンレスタンクで発酵。温度は18度以上にはしないのでマロラアクティック発酵は起きない。熟成は澱と共に
6ヶ月間で100％ステンレスタンクのみで熟成。

Isarco Riesling
A4246 Valle
ヴァッレ・イサルコ・リースリング

新入港

Riesling

2018

白

750

4,900 100％ステンレスタンク

〇

僅か0.45haの畑で標高は700mを超える。50％は通常の収穫で、50％は収穫を3週間遅らせて凝縮度、糖度を高めてから収穫。別々に発酵、熟成。どちらもマセラシオンは一切せずにステンレスタンクで発酵。6ヶ月間
シュール・リー後にアッサンブラージュしてバランスをとる。

TOP

Friuri Venezia Giulia

i Clivi
イ・クリヴィ
Corno di Rosazzo

マロラクティック発酵なしで樹齢８０年の古樹を表現
『マセラシオンしない』、『マロラクティック発酵しない』、『野生酵母のみでの発酵』、『清澄しない』。高樹齢の樹のエ
ッセンスをできる限り素直に表現する。
畑は「コッリ・オリエンターリ・デル・フリウリ」の「グラモ
リャーノ」丘陵に 4ha。隣接する「コッリオ」の「クアリ
『20 年前、この地のワイン文化は失われていた。土
ン」丘陵に 8ha 所有。
地の味のするワインの復活を夢見て葡萄畑を探し
畑の中に家があり、住んでいるので化学的な薬品や
た。そして荒廃した葡萄畑を見つけた』
化学肥料は使わない。葡萄樹の病気には全て手作
「イ・クリヴィ」当主「フェルディナンド・ザヌッソ」はアフ
業で対処する。銅と硫黄のみ使用。
リカ放浪から戻った 90 年代初め、フリウリの伝統的
『ワイン造りは正直であり続けることが重要。ワイン
ワインの復活を夢見て葡萄畑を取得。
は歴史と真実を語ってくれるもの』彼等は有機栽培
だけでなく「バイオディヴァシティ」（生物多様性）の
考え方で、周囲の自然環境との共存を目指している。

荒廃した畑を復活させる

樹齢８０年のフリウラーノ
醸造以上に重視しているのが樹齢。
『若樹は自分を理解できてない。未熟。樹齢の高ま
りと共に葡萄樹は土地を理解する。収量は落ちる
が、葡萄のエッセンスは強くなっていく』シンプルな
醸造を採用しているので若い樹の水分量の多い葡
萄ではワインとして成り立たない。
古い樹は房数も少なく、水分量も少ない。その凝縮
したエッセンスをワインにする。

モスト・ディ・フィオーレだけ
理想のワイン造りは葡萄に語らせること。葡萄果汁
をできるだけシンプルにワインに変えていく。他の要
素を全て排除することが重要。
『野生酵母のみで発酵。マセラシオンはしない。マロ
ラクティック発酵もしない。清澄もしない。ワインに
搾りたての葡萄の香があることが理想』
当時、「コッリ・オリエンタリ・フリウリ」地区は工業生産 マセラシオンは全くしない。葡萄は葡萄の重みでつ
ぶれていく。機械を使わず軽く手でプレス。
型ワインが主流で伝統的なワインは皆無。
「フェルディナンド」は偶然見つけた樹齢 60～80 年 『葡萄から出てくる最初の果汁は濁りがなく、圧倒
的に香が強い。このモスト・ディ・フィオーレだけで繊
という古い畑を購入した。
『葡萄畑は荒廃していたが、幸運なことに農薬で痛 細な葡萄そのものの香を得る』
めつけられていた訳ではなかったので葡萄樹に生 果皮や種子の要素が出ていない果汁のピュアさが
「モスト・ディ・フィオーレ」にはある。
命は宿っていた』
古い樹を活かし、マルゴッタで種を保存。少しずつ この繊細な香や味わいを隠さない為にマロラクティッ
葡萄樹を増やしていった。この古い畑には色々な種 クもマセラシオンも行わない。香を閉ざしてしまう亜
のクローンが混在していた。工業的モノ・クローンで 硫酸も醸造時は無添加。ピュアさを追求する。
『マロラクティック発酵によって色々な味の要素が
はなかった。
『土壌、気候、伝統が邪魔されずにワインに現れる 産まれるが、果実そのものの表現は弱くなる。マセ
ように補助をするだけで良い。本来備わっている資 ラシオンも同じで果皮や種の要素を抽出すれば果
汁の繊細さは隠れてしまう』
質以上に引き上げようとしてはいけない』
商品記号

ワイン

入港予定

Gialla
A3341 Ribolla
リボッラ・ジャッラ

一番若い「リボッラ・ジャッラ」でも樹齢 30 年以上。
ベースの「フリウラーノ」「ヴェルドゥッツォ」「マルヴァ
ジア」でも樹齢 60～80 年という樹齢の高さ。
更に、クリュの「ガレア」の樹齢も 60 年以上。コッリオ
のクリュ「ブラッツァン」に植えられている「フリウラー
ノ」と「マルヴァジア・イストリアーナ」の樹齢は 80 年を
超えている。
『フリウリはマセラシオン白ワインの産地ではない。
一番搾りの果汁だけで十分に葡萄そのものの味を
楽しめることを証明していく』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Ribolla Gialla

2018

白

750

参考上代

メモ

3,200 樹齢30年

在庫

〇

始新世の土壌でマールが主体で砂岩が混じる。樹齢30年。10月初めに収穫。種子付近や果皮付近の硬い果肉部分ではなく、香の強い軟らかい部分のモストだけを採取。一晩落ち着かせて、上澄みだけをステンレスタンク
に移し、発酵。低温に保ち、マロラクティックをせずに6ヶ月間シュール・リーの後、ボトリング。

"San Pietro"
A3342 Friulano
フリウラーノ・サン・ピエトロ

Friulano

2018

白

750

3,200 樹齢60年

〇

始新世の土壌でマールが主体で砂岩が混じる。樹齢60年。10月初めに収穫。種子付近や果皮付近の硬い果肉部分ではなく、香の強い軟らかい部分のモストだけを採取。一晩落ち着かせて、上澄みだけをステンレスタンク
に移し、発酵。低温に保ち、マロラクティックをせずに6ヶ月間シュール・リーの後、ボトリング。

Secco
A2011 Verduzzo
ヴェルドゥッツオ・セッコ

Verduzzo

2016

白

750

3,700 辛口ヴェルドゥッツォ

〇

始新世の土壌でマールが主体で砂岩が混じる。樹齢70年。10月中旬に収穫。種子付近や果皮付近の硬い果肉部分ではなく、香の強い軟らかい部分のモストだけを採取。一晩落ち着かせて、上澄みだけをステンレスタンク
に移し、発酵。低温に保ち、マロラクティックをせずに6ヶ月間シュール・リーの後、ボトリング。総酸度は2g/Lと極辛口のヴェルドゥツォ。

"Vigna 80anni"
A2012 Malvasia
マルヴァジア・ヴィーニャ81アンニ

Malvasia

2016

白

750

3,700 樹齢80年

〇

始新世の土壌でマールが主体で砂岩が混じる。樹齢60年。10月初めに収穫。種子付近や果皮付近の硬い果肉部分ではなく、香の強い軟らかい部分のモストだけを採取。一晩落ち着かせて、上澄みだけをステンレスタンク
に移し、発酵。低温に保ち、マロラクティックをせずに12ヶ月間シュール・リーの後、ボトリング。

A0419 Galea
ガレア

Friulano

2015

白

750

4,000 樹齢70年

LIMITED

始新世の土壌でマールが主体で砂質が混じる。樹齢70年。種子付近や果皮付近の硬い果肉部分ではなく、香の強い軟らかい部分のモストだけを採取。一晩落ち着かせて、上澄みだけをステンレスタンクに移し、発酵。低
温に保ち、マロラクティックをせずに24ヶ月間シュール・リーの後、ボトリング。ガレア畑は日照量が多く乾燥していて鉱物含有量が多い。

A0420 Brazan
ブラッツァン

Friulano

2015

白

750

4,000 樹齢80年

〇

始新世の土壌でマールが主体で砂質が混じる。樹齢70年。種子付近や果皮付近の硬い果肉部分ではなく、香の強い軟らかい部分のモストだけを採取。一晩落ち着かせて、上澄みだけをステンレスタンクに移し、発酵。低
温に保ち、マロラクティックをせずに18ヶ月間シュール・リーの後、ボトリング。ブラッツァン畑は日照量が少なく、夜間の冷え込みも強い。

da Merlot
692Q4 Rosso
ロッソ・ダ・メルロー

完売

赤

Merlot

樹齢80年

750

SOLD
OUT

始新世の土壌でマールが主体で砂質が混じるガレアに植えられたメルロー100％で樹齢は70年。ガレアは日照量が多く、乾燥しているので熟度が必要なメルローには非常に相性が良い。10月中旬まで収穫を待ち、100％除
梗をして野性酵母のみで発酵。ステンレスタンクのみで発酵、熟成。

Brut Nature "RBL"
A2013 Spumante
スプマンテ・ブリュット・ナチュール・エッレ・ビ・エッレ

Ribolla Gialla

2017

泡

750

3,600

〇

シャンパーニュ方式でもシャルマ方式でもない独特の手法。種子付近や果皮付近の硬い果肉部分ではなく、香の強い軟らかい部分のモストだけを採取。一晩落ち着かせて、上澄みだけをステンレスタンクに移し、発酵。残存
糖度が25g/Lになったところでステンレスタンクを密閉し、ガスをワイン内に閉じ込める。そのまま6ヶ月間澱と共に熟成させてから、上澄みだけをボトリング。アルコール度数は11％程度と低め。

TOP

Friuri Venezia Giulia

Venica & Venica
ヴェニカ・エ・ヴェニカ
Collio

コッリオの伝統ノン・マセラシオン白ワインの頂点
９０年続くコッリオの伝統的造り手。４代目ジャンパオロがビオロジックを導入し、葡萄自体のポテンシャルが上がっ
ている。マセラシオンをしなくても充分に存在感のあるワインを産み出している。
長期マセラシオンが自然で、ノン・マセラシオンが自
然なワインではないのでしょうか？マセラシオンの有
1929 年に「ダニエレ・ヴェニカ」が古いカンティーナと
無と自然なワイン造りは関係ありません。
周辺の畑を購入して始まった 90 年の歴史を誇るイ
『持続可能な農業と生物多様性を実現することで
タリアを代表する白ワインの造り手。
畑の表現力を増す。更に自然エネルギーの活用で
『1 度も資本が入る事なく家族経営が続けられ、
自然環境に配慮した醸造を目指している』
代々の当主が醸造を担当。現在はジャンニの息子
ジャンカルロに引き継がれている』
4 代目当主はジャンパオロ。イタリアだけでなく、コン
ト・ラフォン等ブルゴーニュでも学び、ビオディナミに
も精通している。

ノン・マセラシオン９０年の歴史

2006 年から太陽光パネル、2007 年からは葡萄樹
等を原料にした暖房設備を導入。カンティーナのほ
ぼ全ての電力と暖房をまかなっている。
現在はジャンニの妻「オルネッラ」がカンティーナの 『2011 年には V.I.V.A サステイナブル・ワインに加入
隣でアグリツーリズモを経営していて所有畑は 28ha し、排出 CO2 量等、環境への影響を最小限に抑え
るワイン造りを実現している』
に広げられた。
『創業当初、周辺にカンティーナは殆ど無く、ダニエ 資源である水と CO2 の排出量を削減する為に電動
レは条件の良いコッリオの優れた畑を贅沢に所有 自動車の導入。更に旅行者向けの電気ステーショ
ンの提供にも力を入れている。
する事ができた』
今でも「ロンコ・デッレ・チメ」や「ロンコ・デッレ・メーレ」 『畑ではビオロジックが導入され、一切の除草剤、
といったコッリオ最良の畑を所有。イタリアを代表す 防虫剤、ホルモン剤の不使用は勿論、重金属であ
る銅の使用も極小量に抑えられている』
る白ワインの造り手まで成長した。
『自社葡萄のみで畑はドレーニャ・デル・コッリオの中 下草は伸ばされ、畑の周辺には森が残されていて、
に全て位置していて、厳密に 55 種のミクロクリマに リンゴ、杏等色々な植物が植樹されている。
分類する事ができる』
何も加えない、隠さない
区画毎のミクロクリマと土壌を把握し、栽培品種、仕 醸造は父「ジャンニ」の時代と全く変わらないが、ワイ
立を変える。また、収穫も 5～10 回に分けて行われ ンは力強さを増している。ジャンパオロが導入したビ
るので発酵用タンクは小さく沢山必要。
オロジックの成果が既に現れている。
『丘の最上部、ロンコ・デル・メーレ畑は標高の低い 『11 度で 20 時間の低温マセラシオンで葡萄の個
暖かい区画から収穫し、西斜面、北西斜面、斜面 性をモストに移していく。エキスだけを取り出すこと
上部と 4～5 回に分けて収穫する』
で本当の土地の個性を引き出す』
醸造がシンプルで味付け要素が極めて少ないので 収穫した葡萄の性格をそのままワインに移していく為、
収穫するタイミングと選果が最も重要と考えている。 透明でシンプルな醸造が必須。酸素や澱との過度
これは初代から変わらない考え方。
な接触は葡萄の個性を隠してしまう。
『再利用できる二酸化炭素を先にタンクやパイプに
生物多様性と持続可能な農業

通し、酸素を追い出してからモストを入れて、徐々
に二酸化炭素レベルを下げて発酵へ』
基本的にステンレスタンクで仕上げ、澱との接触期
間は 5～6 ヶ月と短い。果皮や澱はモストそのものの
個性を覆い隠してしまうから。
モノ・セパージュ（単一品種）は黄色のカアプセル。
アロマティック（区画アッサンブラージュ）はオレンジ
で単一畑は緑のカプセルになっている。
『白ワインの醸造は基本的に一緒で 11 度の低温で
20 時間低温マセラシオン。大樽とステンレスの併
用で 5～6 ヶ月熟成』
葡萄の状態を見ながら、収穫時期やマセラシオン、
熟成容器を変えているが、新樽は一切使用しない。
酸素供給の必要性で樽を一部使用する。

■Sauvignon "Ronco delle Mele"
4～5 回に分けて収穫し、それぞれ小さなステンレス
タンクで発酵。冷涼な畑なのでソーヴィニョンは、ゆ
っくり熟すので青さは全くない。
『2018 年は 8 月 29 日に収穫を開始し、最後の収
穫は 9 月 5 日の最上部だった。色々な状態の葡萄
が複雑味を与えてくれる』
20 時間 11 度の低温で果皮浸漬してからアルコー
ル発酵。その後、20％だけ 20hl と 27hl の大樽、残
りをステンレスタンクで 6 ヶ月熟成。
『大樽は少しだけ酸素をワインに与えるのでふくよ
かさや複雑味をワインに与えてくれる。ステンレスタ
ンクは繊細さや硬質感を与える』
葡萄そのものの個性を隠す事なく、磨き上げるよう
な醸造。フレッシュだが奥行きのあるコッリオでしか
造れないワイン。

Venica & Venica
商品記号

ワイン

入港予定

Note
A3566 Prime
プリメ・ノーテ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Ribolla Gialla
Chardonnay

2018

白

750

参考上代

メモ

2,900

在庫

〇

若い樹が使われるヴェニカ・エ・ヴェニカ唯一のアッサンブラージュワイン。収穫後、リボッラ・ジャッラとシャルドネを別々にステンレスタンクで発酵。そのままステンレスタンクで熟成。1回目の澱引き時にアッサンブラージュして
6ヶ月熟成してからボトリング。シャルドネの骨格と上品さにリボッラ・ジャッラの爽やかで綺麗な酸味がバランスする。

Friulano
A3567 Collio
コッリオ・フリウラーノ

3月

Friulano

2018

白

750

3,600 モノセパージュ・レンジ

LIMITED

8月最終週に手作業で収穫。除梗し、酸素が入らない特殊なステンレスタンクで12～14時間11度の低温で果皮浸漬。発酵終了後、100％ステンレスタンクで5ヶ月熟成。最初の2ヶ月は定期的にバトナージュする。3月と5月
の満月の日にボトリング。できるだけ短い熟成期間でワインが閉じる前にボトリングすることでフレッシュな状態を楽しめる。

Pinot Grigio "Jesera"
A3568 Collio
コッリオ・ピノ・グリージョ・ジェセラ

Pinot Grigio

2018

白

750

3,900 モノセパージュ・レンジ

〇

9月第1週に手作業で収穫。除梗し、酸素が入らない特殊なステンレスタンクで12～14時間11度の低温で果皮浸漬。発酵終了後、10％は20～27hlの大樽、残りはステンレスタンクで5ヶ月熟成。最初の2ヶ月は定期的にバト
ナージュする。3月と5月の満月の日にボトリング。できるだけ短い熟成期間でワインが閉じる前にボトリングすることでフレッシュな状態を楽しめる。

Pinot Bianco "Talis"
A3569 Collio
コッリオ・ピノ・ビアンコ・タリス

3月

Pinot Bianco

2018

白

750

3,900 モノセパージュ・レンジ

〇

9月第1週に手作業で収穫。除梗し、酸素が入らない特殊なステンレスタンクで12～14時間11度の低温で果皮浸漬。発酵終了後、40％は20～27hlの大樽、残りはステンレスタンクで5ヶ月熟成。最初の2ヶ月は定期的にバト
ナージュする。3月と5月の満月の日にボトリング。できるだけ短い熟成期間でワインが閉じる前にボトリングすることでフレッシュな状態を楽しめる。

Ribolla Gialla "l'Adelchi"
A3574 Collio
コッリオ・リボッラ・ジャッラ・ラデルキ

3月

Ribolla Gialla

2018

白

750

3,900 モノセパージュ・レンジ

〇

9月第2週に手作業で収穫。除梗し、酸素が入らない特殊なステンレスタンクで12～14時間11度の低温で果皮浸漬。発酵終了後、60％は20～27hlの大樽、残りはステンレスタンクで5ヶ月熟成。最初の2ヶ月は定期的にバト
ナージュする。3月と5月の満月の日にボトリング。できるだけ短い熟成期間でワインが閉じる前にボトリングすることでフレッシュな状態を楽しめる。

Chardonnay "Ronco Bernizza"
A3570 Collio
コッリオ・シャルドネ・ロンコ・ベルニッツァ

Chardonnay

2018

白

750

3,900 アロマティック・レンジ

〇

8月最終週に手作業で収穫。除梗し、酸素が入らない特殊なステンレスタンクで12～14時間11度の低温で果皮浸漬。発酵終了後、30％は20～27hlの大樽、残りはステンレスタンクで5ヶ月熟成。最初の2ヶ月は定期的にバ
トナージュする。3月と5月の満月の日にボトリング。

Traminer Aromatico
A3571 Collio
コッリオ・トラミネール・アロマティコ

3月

Traminer
Aromatico

2018

白

750

3,900 アロマティック・レンジ

〇

8月最終週に手作業で収穫。除梗し、酸素が入らない特殊なステンレスタンクで18～20時間11度の低温で果皮浸漬。発酵終了後、20％は20～27hlの大樽、残りはステンレスタンクで6ヶ月熟成。最初の2ヶ月は定期的にバ
トナージュする。3月の満月の日にボトリング。

Malvasia "Petris"
A3572 Collio
コッリオ・マルヴァジア・ペトリス

Malvasia

2018

白

750

3,900 アロマティック・レンジ

〇

9月第1週に手作業で収穫。除梗し、酸素が入らない特殊なステンレスタンクで18～20時間11度の低温で果皮浸漬。発酵終了後、60％は20～27hlの大樽、残りはステンレスタンクで5ヶ月熟成。最初の2ヶ月は定期的にバト
ナージュする。3月の満月の日にボトリング。

Sauvignon "Cero"
A3573 Collio
コッリオ・ソーヴィニョン・チェロ

3月

Sauvignon
Blanc

2018

白

750

4,200 アロマティック・レンジ

〇

8月最終週に手作業で収穫。除梗し、酸素が入らない特殊なステンレスタンクで18～20時間11度の低温で果皮浸漬。発酵終了後、10％は20～27hlの大樽、残りはステンレスタンクで6ヶ月熟成。最初の2ヶ月は定期的にバ
トナージュする。3月と5月の満月の日にボトリング。

Friulano "Ronce delle Cime"
A3575 Collio
コッリオ・フリウラーノ・ロンコ・デッレ・チメ

Friulano

2018

白

750

5,200 単一畑

〇

北西向き斜面で標高200mのロンコ・デッレ・チメ畑のフリウラーノ。9月上旬に収穫。酸素が入らない特殊なステンレスタンクで18～24時間11度の低温で果皮浸漬。発酵終了後、40％は20～27hlの大樽、残りはステンレスタ
ンクで6ヶ月熟成。最初の2ヶ月は定期的にバトナージュする。その後、アッサンブラージュしてボトリング。

Sauvignon "Ronco delle Mele"
A3576 Collio
コッリオ・ソーヴィニヨン・ロンコ・デッレ・メーレ

Sauvignon
Blanc

2018

白

750

6,900 単一畑

〇

丘の最上部の冷涼な畑ロンコ・デッレ・メーレ畑。ソーヴィニヨンがゆっくり熟すので要素の多い葡萄が得られる。酸素が入らない特殊なステンレスタンクで20時間11度の低温で果皮浸漬。発酵終了後、20％は20～27hlの大
樽、残りはステンレスタンクで6ヶ月熟成。最初の2ヶ月は定期的にバトナージュする。3月と5月の満月の日にボトリング。

Merlot
A3577 Collio
コッリオ・メルロー

Merlot

2017

赤

750

3,600

〇

9月最終週に種子まで完璧に熟した状態で収穫。発酵はステンレスタンクで行い、マセラシオンは8～10日間。アルコール発酵は最高24度まで。終了後、マロラクティック前に80％がステンレスタンク、20％は7.5hlの中規模の
樽でマロラクティック発酵、及び熟成。翌年の11月に澱引きしてアッサンブラージュしてボトリング。

Cabernet Franc
A3578 Collio
コッリオ・カベルネ・フラン

Cabernet Franc

2017

赤

750

3,600

〇

9月最終週に種子まで完璧に熟した状態で収穫。発酵はステンレスタンクで行い、マセラシオンは8～10日間。アルコール発酵は最高24度まで。終了後、マロラクティック前に2/3を50hlの大樽に、残りはステンレスタンクのまま
でマロラクティック発酵、及び熟成。翌年の10月に澱引きしてアッサンブラージュしてボトリング。

Peduncolo Rosso "Bottaz"
A3579 Refosco
レフォスコ・ペドゥンコロ・ロッソ・ボッタ

Refosco

2013

赤

750

6,000

LIMITED

ボッタ畑にはペドゥンコロ・ロッソとファエディスの2種類のレフォスコが混植されていて、これが複雑味を実現する。房が大きいので下半分を切り落とし糖度を上げる。冷涼な畑なので粗いタンニンは出ない。マセラシオンは20
日間。アルコール発酵後、古バリックに移して落ち着くまで熟成させてアッサンブラージュ。

COF
A3580 Schippettino
スキオペッティーノ・コッリ・オリエンターリ・フリウリ

Schippettino

2012

赤

750

7,400

LIMITED

設立90年の祝賀のためボトリングされた特別なワイン。ラベルには、設立者であるダニエレ・ヴィニカがエステート購入の際に署名した契約書の一部が印字されている。10月4日に収穫。除梗後、10日間のマセラシオン。その
後フレンチオーク樽で12ヶ月間熟成。ボトリング後、5年間の瓶内熟成を経て出荷。

TOP

Friuri Venezia Giulia

Ronco Severo
ロンコ・セヴェロ
Prepotto

グラヴネル、ラディコンに学び進化する注目株
長期マセラシオンの白ワインながら平坦でなく、輪郭がはっきりある完成度の高さ。赤ワイン「スキオペッティーノ」も
透明感があり品種個性がはっきりと味わえる。
椅子の背に立つ少年
ちょっと変わったエチケット。フリウリは木製家具が名産
品。その名産品、フリウリの特徴的な椅子の背に立ち
バランスをとる少年。これは「ロンコ・セヴェロ」当主「ス
テファノ・ノヴェロ」のワイン造りの思想を表している。
『ワイン造りはバランスが大切。椅子の上でバランス
をとるのは難しい。危険を冒してでも難しい事に挑戦
すべき。そうすれば高い位置に目線がいき、将来を見
渡す事ができる』
ワイン醸造を学んだが、海外での仕事を選び、ワイン

まう。今は砂に硫黄と極少量の銅を混ぜてベト病対
策をしている』
3 ヶ所に分かれる畑は自然の森を隣接させている。生
物多様性を維持する事が目的。畑の支柱も隣接する
森の栗の樹を使用。
『畑を森に隣接させると 30%位の葡萄が猪や野生動
物に食べられてしまう。しかし、それ以上に葡萄の質
を向上させてくれる』
1999 年から白ワインの長期マセラシオンを開始。ワイ
ン造りの先生は「ヨスコ・グラヴネル」「スタンコ・ラディコ
ン」「ダリオ・プリンチッチ」。
『99 年のリボッラは完璧な葡萄だったので 99 日
間のマセラシオンを試した。良いワインだったが昔
からの顧客には理解されず 1 本も売れなかった』
まったく売れなかった 2000 年代前半を乗り越え、
徐々に新しい顧客ができ、今では「カランドレ」他、
星付リストランテにもオンリストされている。

ポンカ土壌を活かす
造りとは無縁だった。一方、両親は 1973 年にワイン造
りを本格化させる。1990 年代に実家に戻り、ワイン造り
を手伝い始め、徐々に引き継いでいく。
『当時、両親は化学肥料を使い、培養酵母で完璧な
ワインを造っていたが、造られたワインに興味が無く
なっていった』
徐々に自然な農法に移行。今では除草剤も防虫剤も
一切使用しない完全な自然農法になっている。
『ボルドー液も銅が多過ぎて重い。土壌に蓄積してし
商品記号

ワイン

「ロンコ・セヴェロ」はフリウリ・ヴェネツィア・ジュリア
州、スロヴェニアとの国境の町「プレポット」に位置。
『典型的なポンカ土壌。泥灰岩、砂質が押し固められ
たスレート状の石で石灰分を含み、水はけに優れる。
保温もできる』
ポンカの層が色々な角度で表土、地中に存在する。
その割れ目に沿って葡萄根が伸びていくことで下層部
に伸びていく。
『ポンカは雨や風で風化して砂状になり、熱を蓄える
ので葡萄樹を暖めてくれる。スキオペッティーノに最適
な土壌』
入港予定

「スキオペッティーノ」はこの地の土着品種で重要な品
種。病気に弱いが樹勢が強く、多産。薄い平坦なワイ
ンになりがちで栽培が難しいと言われる。
『斜面に植えると樹勢が弱まり葡萄が凝縮する。そし
てポンカ土壌で育てるとスパイスのような独特の香や
滑らかさが出てくる』

マセラシオンとシュール・リー
彼等は 8ha の畑で土着品種を中心にシャルドネ、ピノ・
グリージョ、ピコリットなどを栽培している。
■セヴェロ・ビアンコ
60％フリウラーノ、30％シャルドネ、10％ピコリットを同
時に収穫。一緒に発酵。マセラシオンは葡萄の状態を
見ながら 20～30 日間。2013 年は 23 ヶ月間のシュー
ル・リー。質の良い澱だけでシュール・リーをすることで
フレッシュさを失わずに旨みを得ている。
『平均樹齢 40 年。一番古い樹で 80 年。セヴェロ・ビ
アンコの畑はフリウラーノ、トカイ、ピコリットが混植さ
れている』
ピコリットは 2 年に 1 回しか実を着けない品種で、ポコリ
ット単体では受粉できない珍しい品種。よって他の品
種と必ず混植される。
ピコリットが混植混醸されることが重要。フリウリの他の
造り手のブレンドワインとは全く違った雰囲気になって
いる。
『年の個性を感じられるワインでありたい。13 年は暑
く完熟した果実。14 年は冷涼で雨の多い年。それぞ
れの個性を味わえるはず』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Bianco
A3409 Severo
セヴェロ・ビアンコ

Friulano
Ch, Picolit

参考上代

メモ

在庫

2003

白

750

6,300 蔵出しバックヴィンテージ

LIMITED

Bianco
A1648 Severo
セヴェロ・ビアンコ

Friulano
Ch, Picolit

2009

白

750

4,900 蔵出しバックヴィンテージ

LIMITED

Bianco
A3408 Severo
セヴェロ・ビアンコ

Friulano
Ch, Picolit

2016

白

750

4,600

〇

60％フリウラーノ、30％シャルドネ、10％ピコリット。混植された畑で全て同時に収穫し、トロンコニック木樽で発酵。マセラシオンは20日程度。発酵後、プレスし50％のワインをスラヴォニア大樽に移し24ヶ月シュール・リー。その
内の11ヶ月間は3日に一度櫂入れを行う。8月～9月の月がかけていく頃にボトリング。

Riserva
A1650 Friulano
フリウラーノ・リゼルヴァ

Friulano

2010

白

750

4,900 蔵出しバックヴィンテージ

〇

A3406 Friulano
フリウラーノ

Friulano

2016

白

750

4,400

〇

完璧に熟すまで収穫を遅らせ9月末から開始。発酵はトロンコニック木樽で、60日間マセラシオン。発酵後、プレスし50％のワインをスラヴォニア大樽に移し、24ヶ月シュール・リー。その内の11ヶ月間は3日に一度櫂入れを行
う。長いマセラシオンでもフリウラーノ本来の個性を表現できるよう良質の澱だけを使用する。

Grigio
A3407 Pinot
ピノ・グリージョ

Pinot Grigio

2016

白

750

4,600

〇

果皮がピンク色になるまで収穫を遅らせ、トロンコニック木樽で発酵。マセラシオンは30日程度。発酵後、プレスし50％のワインをスラヴォニア大樽に移し24ヶ月シュール・リー。その内の11ヶ月間は3日に一度櫂入れを行う。8
月～9月の月がかけていく頃にボトリング。

Gialla
A1651 Ribolla
リボッラ・ジャッラ

Ribolla Gialla

2015

白

750

4,300

LIMITED

Gialla
A3410 Ribolla
リボッラ・ジャッラ

Ribolla Gialla

2016

白

750

4,600

〇

0.8haのリボッラの畑。トロンコニック木樽で発酵。マセラシオンは60日程度。発酵後、プレスし50％のワインをスラヴォニア大樽に移し24ヶ月シュール・リー。その内の11ヶ月間は3日に一度櫂入れを行う。8月～9月の月がか
けていく頃にボトリング。2004年からリボッラ・ジャッラ100％でワインを造り始めた。

dal Peduncolo Rosso
693W3 Refosco
レフォスコ・ダル・ペドゥンコロ・ロッソ

Refosco

2014

赤

750

4,000

〇

0.7haの畑で収穫は遅く、10月中旬に収穫開始。発酵はトロンコニック大樽で初期は4時間ごとにルモンタージュをしながら、レフォスコでは考えられない120日間の長期マセラシオン。その後、スラヴォニア大樽に移し変えて
24ヶ月熟成。スパイシーなレフォスコらしさと長い樽熟成でコーヒーやチョコレートのような風味を得ている。

Schioppettino di Prepotto
スキオペッティーノ・ディ・プレポット

完売

赤

Schioppettino

SOLD
OUT

750

昔、プレポットはスキオペッティーノの最良の区画として有名だったが今では造り手が少なく、サブゾーンになってしまった。発酵はトロンコニック大樽で初期は4時間ごとにルモンタージュをしながら、レフォスコでは考えられない
20日間のマセラシオン。その後、スラヴォニア大樽に移し変えて30ヶ月熟成。

Riserva
A3411 Merlot
メルロー・リゼルヴァ

Merlot

2015

赤

750

5,200

〇

完熟に熟すまで収穫を遅らせ10/5～10の間で収穫。プレスはせずに、発酵はトロンコニック木樽で120日間かけてゆっくりとマセラシオン。発酵後、バリックで36ヶ月間熟成。清澄及びろ過はせず、8月の有明月（月齢25）の間
にボトリング。

TOP

Friuri Venezia Giulia

Dario Princic
ダリオ・プリンチッチ
Oslavia

長期マセラシオンでも華やかなトレベツ
故スタンコ・ラディコンの親友「ダリオ」。独自のバランス感覚で造るワインは長期マセラシオンの重厚感がありながら
も香豊かで果実の甘みも感じさせる軽やかな仕上がり。
９３年ワイン造り開始
ヨスコ・グラヴネル、カステッラーダのニーコ、故スタ
ンコ・ラディコン等と仲が良いダリオ。次男がラディコ
ンの娘と結婚しているのでラディコンとは親戚。

翌年には全てのワインでマセラシオンを開始したこ
とで一気に人気となった』

セラシオンは 20～30 日。ピノ・グリージョは別に発酵。
8 日マセラシオン。
その後、20 ヶ月古樽で澱と共に熟成させ、ピノ・グリ
８８年から無農薬
ージョをアッサンブラージュしてバランスをとるのが
『畑は 1988 年から無農薬で銅と硫黄、自家製コン
「トレベツ」。伝統的なアッサンブラージュ。
ポストしか使っていない。樹齢は 30～80 年で最良
熟成は古い木樽。フィルタリング、清澄も行わない。
の状態』
ワインが良い状態になったらアッサンブラージュして
現在、所有畑は 10ha。オスラヴィアの東端、スロヴ
ボトリング。この時に極少量（20mg/L 程度）SO2 を
ェニア国境周辺に位置しており、自宅兼醸造所も畑
添加する。
の隣にある。
『以前よりマセラシオンを少し短くして品種個性を感
『土壌はこの地域特有のポンカ土壌に砂質が混じ
じられるようにした。昔の自分のワインは重すぎた。
っている。全ての畑は斜面に段々畑状に作ってあ
華やかで楽に飲めるワインが理想』
るので日当たり、水はけに優れている』
ポンカはシスト状の崩れやすいスレートで水分を蓄え
る。ここに砂岩・泥岩が混じるバランスの良い典型的
なコッリオの土壌（白亜紀～第三紀漸新世）。

伝統的アッサンブラージュ
他の造り手は代々ワイン造りの家系だが、ダリオは葡 周囲の造り手より 1 ヶ月遅く収穫し、完全に熟した葡
萄を組合に売っていた。同時に食材や「グラヴネル」 萄を 100％除梗。軽く圧搾しながら直径 3m 程度の
「ラディコン」のワインを販売していた。
木製開放発酵桶で発酵。
『地元の高品質サラミ、ワインをレストランに販売し
ていたのでレストランが欲している食材やワインを
理解できているのがダリオの強み』
ラディコン、カステッラーダ等、友人のワインが人気
になっていく中、ワイン造りへの情熱を抑えられず、
遂に 1993 年、ワイン造りを開始する。
ラディコンやラ・カステッラーダ、グラヴネルが世界
的に注目を集める中、無名のダリオのワインは売れ
ず、自分が経営するバールで販売していた。

『野性酵母のみ、温度管理もしないで発酵。開放
発酵でモストの段階から酸素と触れ合うと、出来上
がったワインは酸化に強くなる』
果皮がピンク色で果皮が薄いピノ・グリージョは 8 日と
短いマセラシオン。果皮が厚く果皮に要素が多いリ
ボッラで 20 日程度のマセラシオン。
『トレベツはオスラヴィアの伝統的アッサンブラージ
ュで典型的な華やかさ、女性的な柔らかさで他の
造り手にはない個性』
『1999 年から一部のワインでマセラシオンを開始。 シャルドネとソーヴィニヨン・ブランは一緒に発酵。マ

注目すべきはピノ・グリージョ。ダリオのピノ・グリージョ
のクローンは古い原酒に近いクローンで粒が小さく果
皮が厚い。
『特殊なクローンのピノ・グリージョはマセラシオンと
相性が良い。より果実が強く、甘味、ボリュームも出
て大きなワインになる』
ピノ・グリージョをマセラシオンしたのはダリオが初め
て。当時はスタンコにもヨスコにも呆れられたが、8
日程度の短めのマセラシオンで成功。
『今では産膜酵母を着けて亜硫酸なしで熟成するピ
ノ・グリージョ・セレッツィオーネも造っている。厚い果
皮があるからこそ』
年々、上品に変化している。ラディコンは大柄で強く
男性的。ダリオは柔らかく、果実を感じさせるし、香も
華やか。ラディコンと対照的で女性的。

Dario Princic
商品記号

Collio
ワイン

A4123 Bianco
ビアンコ

入港予定
完売

葡萄品種
Ch, S.B, P.G

VIN

[2017]

色
白

ｻｲｽﾞ
750

参考上代

メモ

3,500

在庫
SOLD
OUT

開放発酵桶で全ての葡萄を一緒に発酵させる（ピノ・グリージョは収穫は別に行い、発行中のモストに後から追加する）。マセレーションはヴィンテージによるが7日間程度。発酵終了後、一部の澱を抜き取り、ステンレスタンク
と大樽で9ヶ月程度熟成。粗いフィルターにかけてアッサンブラージュ。その後、3ヶ月程度落ち着かせてからボトリング。

A4124 Rosso
ロッソ

完売

Me, C.S

[2017]

赤

750

3,400

SOLD
OUT

開放発酵桶で全ての葡萄を一緒に発酵させる。マセレーションはヴィンテージによるが15日間程度。発酵終了後、一部の澱を抜き取り、ステンレスタンクと大樽で9ヶ月程度熟成。粗いフィルターにかけてアッサンブラージュ。
その後、3ヶ月程度落ち着かせてからボトリング。

A2658 Trebez
トレベツ

完売

Ch, S.B, P.G

2014

白

750

5,500

SOLD
OUT

オスラヴィアの伝統的アッサンブラージュワイン。できる限り遅く、種子まで熟してから収穫。発酵は木製の開放桶。先にピノ・グリージョを収穫し、７日程度マセラシオン。遅れてシャルドネとソーヴィニョン・ブランを一緒に収穫し
て、発酵中のピノ・グリージョに追加。18日間マセラシオン。30ｈｌ、20ｈｌ、15ｈｌ、5ｈｌの様々な大きさの樽で2年間熟成。

Trebez "Selezione"
トレベツ・セレッツィオーネ

Trebez "Selezione" MG
トレベツ・セレッツィオーネ・マグナム

Trebez "Selezione" MG
トレベツ・セレッツィオーネ・マグナム

完売

Ch, S.B, P.G

白

750

SOLD
OUT

完売

Ch, S.B, P.G

白

1500

LIMITED

完売

Ch, S.B, P.G

白

1500

LIMITED

トレベツの畑の中で、毎年、質の高い葡萄を着ける区画がある事に気付き、その区画の葡萄を通常の収穫よりも2週間遅く収穫。非常に高い熟度の葡萄だけなので通常より長く35～40日マセラシオンした。熟成は古いバリッ
クのみで5年間（通常のトレベツの倍以上）。葡萄の状態が良い年のみ造る。2011年に初めて造ったキュヴェ。

"Selezione" Nuova
A2659 Trebez
トレベツ・セレッツィオーネ・ヌォーヴァ

Ch, S.B, P.G

2012

白

750

12,000 産膜酵母熟成

〇

トレベツの畑の中で、毎年、質の高い葡萄を着ける区画がある事に気付き、その区画の葡萄を通常の収穫よりも2週間遅く収穫。非常に高い熟度の葡萄だけなので通常より長く35～40日マセラシオンした。熟成は古いバリッ
クのみで6年間。その間、ワインが蒸発していくが、5樽中、3樽はウイヤージュ（補酒）をせず、産膜酵母を付けた状態で熟成。ウイヤージュをした2樽とアッサンブラージュ。SO2無添加。

A3284 Jakot
ヤーコット

Friulano

2016

白

750

5,800

〇

樹齢60年以上の畑。発酵は開放発酵桶で行い、野性酵母のみ。マセラシオンは20～30日間。発酵終了後は健全な澱を残したまま、色々な大きさの古樽に入れて30ヶ月間熟成。その後、アッサンブラージュしてステンレス
タンクで3ヶ月熟成。ノンフィルターでボトリング。フリウラーノのアロマティックな個性を前面に出している。

Grigio
A2662 Pinot
ピノ・グリージョ

完売

Pinot Grigio

Grigio "Sivi"
A4122 Pinot
ピノ・グリージョ・シヴィ

完売

Pinot Grigio

Grigio "Sivi"
A4417 Pinot
ピノ・グリージョ・シヴィ

4月

Grigio MG
A3220 Pinot
ピノ・グリージョ・マグナム

SOLD
OUT

白

750

2016

白

750

5,800

Pinot Grigio

2017

白

750

5,800

Pinot Grigio

2015

白

1500

12,000

SOLD
OUT

LIMITED

樹齢50年以上。粒が小さく果皮が厚い特殊なクローン。果皮がピンク色になるまで収穫を遅らせて収穫。発酵は開放発酵桶で行い、野性酵母のみ。マセラシオンは7日間のみ。発酵終了後は健全な澱を残したまま、色々な
大きさの古樽に入れて30ヶ月間熟成。その後、アッサンブラージュしてステンレスタンクで3ヶ月熟成。ノンフィルターでボトリング。

Grigio "Selezione"
A2660 Pinot
ピノ・グリージョ・セレッツィオーネ

Pinot Grigio

2013

白

750

14,000 産膜酵母熟成

〇

Grigio "Selezione" MG
A3221 Pinot
ピノ・グリージョ・セレッツィオーネ・マグナム

Pinot Grigio

2013

白

1500

26,000 産膜酵母熟成

LIMITED

樹齢50年以上。果皮がピンク色になるまで収穫を遅らせて収穫。発酵は開放発酵桶で行い、野性酵母のみ。マセラシオンは7日間のみ。熟成は古いバリックのみで6年間。その間、ワインが蒸発していくが、5樽中、3樽はウイ
ヤージュ（補酒）をせず、産膜酵母を付けた状態で熟成。ウイヤージュをした2樽とアッサンブラージュ。SO2無添加。

Gialla
A2661 Ribolla
リボッラ・ジャッラ

Ribolla Gialla

2016

白

750

5,800 栗、アカシア、オーク樽

〇

樹齢60年以上の畑。発酵は開放発酵桶で行い、野性酵母のみ。マセラシオンは20～30日間。発酵終了後は健全な澱を残したまま、色々な大きさの古樽に入れて30ヶ月間熟成。その後、アッサンブラージュしてステンレス
タンクで3ヶ月熟成。ノンフィルターでボトリング。2016年から地元の樹（栗、アカシア、オーク）の樽で熟成している。

Sauvignon
A1328 Cabernet
カベルネ・ソーヴィニヨン

3月

Cabernet S

2007

赤

750

9,600

完璧な熟度に達してから収穫。例年10月に入ってから。発酵は野性酵母のみ。開放発酵桶で行い、マセラシオンは75日。タンニンも色素も完全に抽出される。その後、健全な澱と共に大樽に入れて108ヶ月以上熟成させ
る。9年間もの間大樽で熟成させているが酸化のニュアンスは全くない。

A1329 Merlot
メルロー

3月

Merlot

2007

赤

750

11,500

〇

完璧な熟度に達してから収穫。例年10月に入ってから。発酵は野性酵母のみ。開放発酵桶で行い、マセラシオンは20日以上。タンニンも色素も完全に抽出される。その後、健全な澱と共に大樽に入れて108ヶ月以上熟成
させる。9年間もの間大樽で熟成させているが酸化のニュアンスは全くない。

TOP

Friuri Venezia Giulia

Zidarich
ヅィダリッヒ
Prepotto

岩盤の上で育つ『ヴィトフスカ』
薄い赤土の表土の下は厚い岩盤。この岩盤と非常に相性の良いヴィトフスカに拘り、今では岩盤をくりぬいた発酵
槽で発酵を行うなど独自の進化を遂げている。
岩盤の上の畑

１２０km/h のボーラが葡萄を守る

「カンテ」と並び「ヴィトフスカ」最高の造り手と称され
るのが「ヅィダリッヒ」。当主は「ベンジャミン」。硬い
岩盤を砕き最高の場所に畑を開墾した。
「カルソ」地区は同じフリウリでも「コッリオ」とは異なる
土壌。粘土石灰土壌のコッリオに対してカルソの表
土は赤土。
『赤土はマグネシウムや鉄分を多く含む。粒が細か
く粘土をほとんど含まない。そして、赤土を 30cm 掘
ると岩盤がある。岩盤の上の畑』
この岩盤は地下 30m にまで及ぶところもあり、水分
を通さない頑丈なもの。「カルソ」の家はこの岩盤を
切り出して造られている。
『石灰が主成分で硬い岩盤。雨水が長い時間をか
けて浸食し、一部に空洞ができる。そこに赤土が入
り込み幾層にも岩盤と赤土が重なる』
葡萄樹は岩盤の割れ目から根を伸ばし、土を探す。
そこに溜まる水分を求めて伸びていく。この土壌がカ
ルソ地区にヴィトフスカを根付かせた。
『こんなにも厚い岩盤が存在するのはプーリアの一
部とカルソだけ。岩盤がカルソのワインを造る』
トリエステ湾付近の第 1 テラスは岩盤が無いので「ヴ
ィトフスカ」には向かない。
岩盤のある第 2 テラスで「ヴィトフスカ」は本領を発
揮する。岩盤の石灰と赤土の鉄分が「ヴィトフスカ」
のミネラルを形成する。

もう１つのカルソの大きな特徴が 120km/h を超える
こともある「ボーラ」と呼ばれる強風。
風に耐える強い品種で糖度が高かったので「ヴィトフ
スカ」は食用としてこの地で重宝されてきた。
『ボーラは山風なので湿気を含まない。海が近いが
ボーラによって葡萄畑は乾燥する。カビや病気から
守られる』
ボーラのお陰で昔から薬剤の使用量が少なかった。
ボーラがビオディナミを可能にしている。
畑では一切の化学薬品が排除され、有機肥料さえ
も使われない。痩せる傾向にある畑のみ数年に 1 度
だけ牛糞を撒いて対応する。
『美味しいワインを造りたいが、それ以上にカルソの
自然を代弁するワインを造りたい』
灌漑もしない。段々畑は切り出した岩盤で造る。支
柱は森から切り出したアカーチェの樹を利用。地下
セラーは岩盤の空洞を利用している。

商品記号

A3561 Vitovska
ヴィトフスカ

ワイン

ヴィトフスカは岩の味
コッリオのリボッラに対してカルソの代表品種はヴィト
フスカ。ミネラルの表現に向き、フルーツよりも硬質
な味わいを造り出す。
『ヴィトフスカは元々食用としだった。当時のワイン
の主要品種はマルヴァジア。80 年代までは糖度を
得る為にヴィトフスカを足していた』
入港予定

今でもその伝統を守り「プルルケ」は「ヴィトフスカ」と
「マルヴァジア」「ソーヴィニヨン・ブラン」のブレンドで
造っている。

「ヴィトフスカ」はカルソにしかない品種。この品種を
より昇華させる為にカルソの岩盤で造った発酵槽で
の発酵を 2013 年より開始。
岩盤で育ち、岩盤で発酵させた彼等の理想形ヴィト
フスカが誕生する。
『他国産の樽で発酵するより、カルソの葡萄が、カ
ルソの岩盤の中で、カルソの野生酵母によってワイ
ンに変化する方がいい』
岩の発酵槽は温度変化が緩やかなので発酵期間
が長く、色々な種類の酵母が活躍してくれることも大
きな魅力になっている。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Vitovska

2016

白

750

参考上代

メモ

4,800

在庫

○

平均樹齢は約30年。仕立はアルベレッロ主体（一部グイヨ）で8,000本以上/haの密植。大樽とセメントタンクの併用で開放発酵。マセラシオンは約14日間。温度管理なし。その後、スラヴォニア大樽に移してマロラクティック
発酵。そのまま24ヶ月間熟成してからボトリング。瓶熟成12ヶ月。

"Kamen"
A3565 Vitovska
ヴィトフスカ・カメン

Vitovska

2016

白

750

6,800 岩の発酵槽で発酵

○

カルソの最大の特徴である岩盤を掘り出し、発酵槽に整形。収穫後のヴィトフスカを除梗し、果実を潰しながら岩盤発酵槽に投入し、野性酵母のみ、温度管理なしで発酵。マセラシオンは18日間。その後、スラヴォニア大樽
に移してマロラクティック発酵。そのまま24ヶ月間熟成してからボトリング。瓶熟成12ヶ月。

"Collezione"
695C6 Vitovska
ヴィトフスカ・コレッツィオーネ

Vitovska

2006

白

750

15,800

LIMITED

最良年のみ造られるヴィトフスカ。その年で最も状態の良い区画の葡萄を使用する。完璧に熟した状態まで待って収穫。プラスティック製の開放桶を使い自然酵母のみで発酵。マセラシオンは 20日間。温度管理なし。その
まま大樽に移して4年間、澱と共に熟成してからボトリング。ノン・フィルター。瓶熟成24ヶ月。

A3563 Malvasia
マルヴァジア

Malvasia
Istriana

2016

白

750

4,800

○

ギリシャからイストリアに伝わったマルヴァジアは石灰土壌との相性が良く、カルソでは毎年良い結果を出している。年産4000本のみ。大樽とセメントタンクの併用で開放発酵。マセラシオンは約14日間。温度管理なし。その
後、スラヴォニア大樽に移してマロラクティック発酵。そのまま24ヶ月間熟成してからボトリング。瓶熟成12ヶ月。

"Lehte"
A3654 Malvasia
マルヴァジア・レーテ

Malvasia
Istriana

2015

白

750

9,200 樹齢45年

○

A3562 Prulke
プルルケ

Vitovska
Mal, S.B

2016

白

750

4,800

○

60％ソーヴィニヨン・ブラン、20％ヴィトフスカ、20％マルヴァジア。年産4000本のみ。品種毎に分けて、大樽とセメントタンクの併用で開放発酵。マセラシオンは約14日間。温度管理なし。その後、スラヴォニア大樽に移して
マロラクティック発酵。そのまま24ヶ月間熟成してからボトリング。瓶熟成12ヶ月。

A3564 Terrano
テラーノ

Terrano

2016

赤

750

4,800

○

樹齢は10～40年で9,000本/haの密植された畑。10月初旬という遅い収穫。温度管理は行わず、自然酵母のみで大型開放桶で発酵。約30日の長期マセラシオン。発酵終了後、スラヴォニアン大樽に移し変えて20ヶ月間
大樽で熟成。瓶熟成12ヶ月。年産4000本のみ。

695C5 Ruje
ルイエ

Merlot
Terrano

2007

赤

750

691U2 Ruje
ルイエ

Merlot
Terrano

2010

赤

750

11,000 蔵出しバックヴィンテージ
9,000

LIMITED

○

85％メルロー、15％テラーノ。年産2000本のみ。10月初旬という遅い収穫。温度管理は行わず、自然酵母のみで大型開放桶で発酵。約30日の長期マセラシオン。発酵終了後、スラヴォニアン大樽、古バリック等の色々な
木樽に移し変えて20ヶ月間大樽で熟成。瓶熟成12ヶ月。

TOP

Slovenia

Klinec
クリネッツ
Medana

アカシア、チェリー、桑の樽で熟成『ヴェルドゥッツォ』
ラディコン、ダリオ、ムレチニック等と考えを同じくするが、独自の進化を遂げているアレクス。強烈なタンニンと品種
由来のミネラルやフレッシュさを活かした長期マセラシオンは他のどのワインとも似ていない。
『ワイン造りは生活の一部。トラットリアで提供する為 『ヴェルドゥッツォはこの地域だけの土着品種。気難
に始めたもの。豚の飼育も野菜も完全無農薬。自 しい品種だが、作付面積を増やし、よりヴェルドゥッ
フリウリのゴリッツィアから 10km。国境からは 900m の
分達が食べたい、飲みたいものを造る』
ツォの個性を活かしたワインを造りたい』
位置にある「クリネッツ」。この地域は世界大戦中にイ
病気に弱く、生産量が安定しないので、嫌がられ、
タリア、ドイツ、クロアチア、ハンガリーに順次占領され、
年々植え替えられていて今では絶滅危惧品種にな
その度に農地や生活は難しい局面を迎えた。
ったヴェルドゥッツォ。
ダリオとスタンコがアレクスのヴェルドゥッツォを絶賛し、
醸造のアドバイスをくれたことで、悩んでいたアレクス
はヴェルドゥッツォの長期マセラシオン、長期熟成辛
口ワインを造る事を決めた。
『尊敬するベッペ・リナルディがスタンコの 1 周忌の
宴会でヴェルドゥッツォを飲み、偉大なワインの要素
を全て持っている。白いバローロだと評した』
発酵は野性酵母のみ。大樽で行い、マセラシオンは
5～30 日間。果皮の状態や発酵温度によって変え
畑はメダーナ周辺に 6ha を所有。家族だけで管理で ている。
第 2 次世界大戦前、「クリネッツ」はこの地域で最も きる範囲に抑えている。ワイナリーというよりも農家で 『果皮が柔らかければ短く、硬ければ長く。発酵温
度が低ければ長く、高ければ短くマセラシオン。味を
有名なワイナリーでウディネやコルモンスのレストラン 野菜の畑と混在している。
『次世代に健康な畑と周辺の環境を残していくこと
みながら決める』
で高く売られていた。
『第 2 次世界大戦後、ユーゴスラビアの統治下に置 が最重要。自分達の野菜や葡萄樹でコンポストを作 熟成前に清澄させ、一部の健康な澱のみを残して
色々な大きさの樽で熟成させる。
かれ、一変。ワインの販売は禁じられ、1991 年まで り、それを土に戻していく』
化学薬品は一切使用しない。ビオディナミでもベト病 『この地域ではオーク樽が高価だったので伝統的に
自由なワイン販売は許されなかった』
チェリー樽、桑の樽、アカシアの樽が使われてきたの
ワイン造りが許可される 1991 年まで、彼等はいちじく、対策として使われる銅すら使用しない。
『天然硫黄、香草、野菜から抽出したもの。海草、
で今も同じように使っている』
モモ、さくらんぼ、オリーヴ等の栽培で生計を立てて
石英、乳清、青石、ヴィネガーのみ。ホルモン剤さえ ■ヴェルドゥッツォ
きたのだそう。
100％ヴェルドゥッツォ。遅摘みした葡萄を 30 日間マ
葡萄栽培自体は古くから盛んだった。しかし、イタリア も使用しない』
より遅れて農薬が推奨されたこともあり、今でも 90％ ベト病にはのこぎり草、除草にはグレープフルーツの セラシオン。発行中は 1 日 2 回バトナージュ。36 ヶ
種から抽出したオイル。ウドンコ病には海草と自然由 月間 500 L のアカシア樽で熟成させた。
を超える畑は農薬で汚染されている。
『アルコールは 14.5％。凝固なタンニンと綺麗な酸
『有機栽培で葡萄を育てている造り手は知る限りで 来のもの以外使用しない。
が口中に長く残る。他のどの品種にも似ていない』
3 軒しか存在しない。国営のワイナリーも残念ながら 辛口ヴェルドゥッツォ
農薬で汚染されている』
ワイン造りの思想は「ヴァルテル・ムレチニック」や「ス ■ガルデリン
タンコ・ラディコン」、そして「ダリオ・プリンチッチ」等と 地品種「リボッラ」「ヴェルドゥッツォ」「マルヴァジア」
ワイナリーではなく農家
「フリウラーノ」のアッサンブラージュ。リボッラは 30 日、
「クリネッツ」は 1918 年設立。現在の当主アレクスが 近く、彼等の影響を大きく受けている。
その他の品種は 14 日マセラシオン。アカシア樽をメ
5 代目。弟のウルス、奥さんシモーナと共に野菜栽 だが、その中でもアレクスのワインは独自の進化を遂 インに色々な樽で熟成。
げていて、誰の模倣でもない独自の個性が際立って
培、豚の飼育、それらを使った料理を提供するトラッ
きている。その代表がヴェルドゥッツォ。
トリアの経営。そしてワイン造りを行っている。

不遇な時代を超えて

Klinec
商品記号

A3835 Rebula
レブーラ

Slovenia
ワイン

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Ribolla

2015

白

750

参考上代

メモ

5,700

在庫

○

マール土壌に砂質が多い畑のアッサンブラージュ。徐梗して足で踏んでプレス。自然酵母のみでコンクリートタンクで発酵。14日間マセラシオン。1度移し変えを行い、良質の澱を少量残してアカシア、チェリー、桑の樽、そして
オーク樽を使って熟成。熟成期間は36ヶ月以上。アッサンブラージュしてボトリング。瓶詰め時に極小量の亜硫酸を添加する。

A3836 Malvazija
マルヴァジジャ

Malvasia

2015

白

750

5,700

○

マール土壌に砂質が多い畑のアッサンブラージュ。徐梗して足で踏んでプレス。自然酵母のみでコンクリートタンクで発酵。4日間マセラシオン。1度移し変えを行い、良質の澱を少量残してアカシア、チェリー、オーク樽を使って
熟成。熟成期間は36ヶ月以上。アッサンブラージュしてボトリング。瓶詰め時に極小量の亜硫酸を添加する。

A1322 Gardelin
ガルデリン

Pinot Grigio

2013

白

750

5,500 ピノ・グリージョ

○

A3837 Gardelin
ガルデリン

Pinot Grigio

2015

白

750

5,700 ピノ・グリージョ

○

マール土壌に砂質が多い畑のアッサンブラージュ。徐梗して足で踏んでプレス。自然酵母のみでコンクリートタンクで発酵。5日間マセラシオン。1度移し変えを行い、良質の澱を少量残してアカシア、チェリー、オーク樽を使って
熟成。熟成期間は36ヶ月以上。アッサンブラージュしてボトリング。瓶詰め時に極小量の亜硫酸を添加する。

A3838 Jakot
ヤーコット

Friulano

2015

白

750

5,700 フリウラーノ

○

マール土壌に砂質が多い畑のアッサンブラージュ。徐梗して足で踏んでプレス。自然酵母のみでコンクリートタンクで発酵。4日間マセラシオン。1度移し変えを行い、良質の澱を少量残してアカシア、チェリー、オーク樽を使って
熟成。熟成期間は36ヶ月以上。アッサンブラージュしてボトリング。瓶詰め時に極小量の亜硫酸を添加する。

A1324 Ortodox
オルトドック

Ribolla, Ver
Mal, Fri

2006

白

750

13,000

LIMITED

4種の葡萄を別々にセメントタンクで発酵。野性酵母のみ。リボッラは20日間、その他の品種は2週間程度マセラシオン。24ヶ月以上、アカシア、チェリー、桑の樽、そしてオーク樽を使って熟成（その時空いている樽を使用）。
アッサンブラージュ時に極小量の亜硫酸を添加してボトリング。12ヶ月落ち着かせてから出荷。

A1327 Verduc
ヴェルドゥッツ

Verduzzo

2003

白

750

19,800

○

極限まで収穫を遅らせてタンニンの成熟を待つ。果皮、種子のタンニンが熟した状態で収穫。自然酵母のみでセメントタンク内で発酵。30日間マセラシオン。その後、アカシア、チェリー、桑の樽、そしてオーク樽を使って熟
成。熟成期間は48ヶ月以上。その後、タンニンがこなれるまで5年間瓶内熟成してから出荷。

A1325 Quela
クエラ

Me, CS
CF

2011

赤

750

6,200

○

60％メルロー、30％カベルネ、10％カベルネ・フランのアッサンブラージュ。ダリオ・プリンチッチと同じく、収穫を遅らせて完全な熟度を手に入れる。野性酵母のみでコンクリートタンク発酵。30日間のマセラシオン。1度移し替
えをしてアッサンブラージュ。60ヶ月樽熟成。最初の36ヶ月はチェリー樽、その後、オーク樽に移し変えて24ヶ月熟成。

A1326 Mora
モーラ

Me, CS
CF

2009

赤

750

12,000

○

1972年に植えられた古い区画の葡萄が主体。条件の良い年のみ造られるリゼルヴァ。収穫を遅らせて完全な熟度を手に入れる。野性酵母のみでコンクリートタンク発酵。30日間のマセラシオン。1度移し替えをしてアッサン
ブラージュ。60ヶ月樽熟成。最初の36ヶ月はチェリー樽、その後、オーク樽に移し変えて24ヶ月熟成。

TOP

Veneto

Gini
ジーニ
Monteforte

樹齢１１０年自根の『ソアヴェ・クラシコ』
ソアヴェの老舗で３大ソアヴェにも数えられる。畑はオリジナルのクラシコ地域に位置し、その全ては黒色火山岩土
壌。力強いミネラルに支えられた今や珍しい古典的ソアヴェ・クラシコ。
ガルガネガを植えたことがない
1700 年代から「モンテフォルテ」で葡萄栽培農家と
してガルガネガを栽培してきた「ジーニ」。ソアヴェ・ク
ラシコの中で伝統派に分類される。
『ソアヴェはエトナと同じ火山岩土壌から生まれるワ
イン。軽くてフルーティーというのは本来のソアヴェで
はない』
ソアヴェ・クラシコの中心部にのみ畑を所有しているこ
とでも有名。35ha の畑を所有しているが、最も新しい
畑でも 60 年前に取得した畑。
『生産量は減っている。樹齢の高まりと共に葡萄樹
の収量が自然と落ちるので年々減ってしまう』

現当主「クラウディオ」の代になって 20 年以上。1 度
も新しい苗木を植樹したことがない。
『最も若い畑でも平均樹齢は 60 年を越えている。
最も古い畑は樹齢 110 年。勿論、自根』
畑では化学薬品は勿論、有機肥料さえ使用されな
い。牛糞などの動物性の肥料も使用しない。
商品記号

豆類や雑草を掻き込むこと。数年に 1 度耕すことで 多いソアヴェでは非常に珍しい』
土壌を維持している。
「サルヴァレンツァ」は歴史的にも重要な畑。畑名は
昔、少女が襲われた時にこの畑の前で助けられたこ
本来のソアヴェは黒色火山岩
とに由来する。
ソアヴェを理解する上で最も重要なことは 1960 年代
『6 ヶ月間シュール・リー。ノン・フィルターでボトリング。
に行われた生産地域の拡大。
ベースのソアヴェ・クラシコの半分以下の収量。10
元々900ha 以下だったソアヴェ生産地域は約 8 倍の
年以上熟成する』
7,000ha まで拡大されてしまった。
ワインは重厚で肉厚。ソアヴェ・クラシコのイメージを
『僕等の畑はソアヴェ・クラシコの中心部で拡大前の
覆す男性的なワイン。他のソアヴェでは味わえない
900ha の中に位置する。この地域は圧倒的に黒色
深みは樹齢 100 年に起因する。もう 1 つのクリュが
火山岩が強く出ている』
「ラ・フロスカ」。樹齢は 65～70 年。5 つの区画に分
丘の頂上部分に近づくほど黒色火山岩比率が高まり、
かれている。黒色火山岩土壌だが、掘り進むと石灰
下部は石灰比率が増えていく。
質層が現れるのが特徴。
一方拡大された平野部のソアヴェの土壌は堆積土
区画ごとに収穫、醸造し、状態を見ながら良い物だ
壌で赤く重たい粘土であり、火山岩は全く無い。
けをアッサンブラージュする。
『本来のソアヴェは火山岩土壌からくる鉱物感が個
ワインは高い次元でバランスする。全ての要素が強
性。アロマティックでもフルーティーでもない。果実感
いが調和することで突出したものがなく丸い印象。
よりもミネラルが主体で長熟』
『ラ・フロスカはリリースから半年程度で火山岩特有
平野部の肥沃な堆積土壌から生まれるソアヴェはア
のミネラルが口中でも香でも強く出てくる。最もミネ
ロマティックで果実が主張する。
ラルを楽しめるキュヴェ』
一般的に認識されているフルーティーなソアヴェは
実は「ジーニ」では 1985 年以降、醸造時の SO2 は
1960 年代に拡大された平野で造られる。
使用されていない。瓶詰め時には添加されるが、通
「ジーニ」は黒色火山岩土壌からソアヴェ・クラシコ本
常の造り手の 1/20 程度。
来の鉱物的なソアヴェ。全く違う個性。
『アルコール度数低めの白ワインでも十分に熟成す
樹齢１１０年自根サルヴァレンツァ
る。大切なのは健全な果実と上質な酸、そして火山
「ピエロパン」のクリュ「ラ・ロッカ」の隣の丘、黒色火山 岩土壌のミネラル』
岩土壌の代表的な畑が「サルヴァレンツァ」。
『平均樹齢は 100 年を超える。勿論、フィロキセラに
やられていない自根のガルガネガのみの畑。収量が

ワイン

Classico
A3550 Soave
ソアヴェ・クラシコ

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

100%
Garganega

2018

白

750

参考上代

メモ

2,600

在庫

〇

オリジナルのクラシコ・エリアの5つの畑を使用。樹齢は60年以上で仕立はペルゴラ・ヴェリネーゼ。黒色火山岩土壌が主体で2ヶ所の畑は石灰質土壌。100％ガルガネーガ。一切、酵母添加をせずに野性酵母のみで低温発
酵（ステンレス）。6ヵ月間のシュール・リー後、アッサンブラージュしてボトリング。醸造期間中は酸化防止剤無添加でボトリング時に極小量添加する。

Classico "La Frosca"
A2190 Soave
ソアヴェ・クラシコ・ラ・フロスカ

100%
Garganega

2015

白

750

4,100 樹齢70年

〇

樹齢は６５-７０年。５つの区画に分かれていて基本的には黒色火山岩土壌。区画ごとに収穫・醸造し状態を見ながら良い物だけをブレンドする。全ての要素が強いが調和することで突出したものがなく丸い印象。グリップのあ
るワインで凝縮度も高い。リリースから半年程度で火山岩特有のミネラルが口中でも香でも強く出てくる。ガルガネガ１００％でノンフィルター。

Classico "Salvarenza"
A3140 Soave
ソアヴェ・クラシコ・サルヴァレンツァ

Garganega
Trebbiano

2015

白

750

4,800 自根、100年樹

〇

Classico "Salvarenza"
A3869 Soave
ソアヴェ・クラシコ・サルヴァレンツァ

Garganega
Trebbiano

2016

白

750

4,800 自根、100年樹

〇

黒色火山岩土壌の代表的な畑がサルヴァレンツァ。平均樹齢は１００年を超える。勿論、フィロキセラにやられていない自根のガルガネガ９０％、トレビアーノ１０％。発酵後、澱と共に６ヶ月間シュール・リー。ノン・フィルターで
ボトリング。ベースのソアヴェ・クラシコの半分以下の収量となっている。ジーニにしか表現できない、まさに火山岩の個性。

Nero "Campo alle More"
A0422 Pinot
ピノ・ネロ・カンポ・アレ・モレ

100%
Pinot Nero

2013

赤

750

6,000

〇

ブルゴーニュで勉強をしたジーニファミリーの拘りは樹齢の高さと高密植。ピノ・ネロで10,000本/haの密植された畑というのはイタリア中探しても見つからない。畑は100年間休んでいた土地で健康的で最高の条件と言える。
86年に購入し植樹。発酵終了後古いバリックで澱と共に２年間熟成。

della Vaopolicella Riserva "Scajari"
A3138 Amarone
アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・リゼルヴァ・スカイアリ

Co,Ro
Cor,Oseleta

2010

赤

750

15,800

LIMITED

60%,コルヴィーナ,25％コルヴィオーネ,10％ロンディネッラ,5％オゼレタ 粘土石灰に火山岩土壌が混じる畑。平均樹齢15年。10月の初めに収穫しその後3～4ヶ月アパッシメントさせる。マセレーション3～4日、アルコール
発酵は20～25日間続く。鉱物を多く含む地層に根を張っている。その為長い余韻が続く。

di Soave "Col Foscarin" HALF
A3139 Recioto
レチョート・ディ・ソアヴェ・コル・フォスカリン・ハーフ

100%
Garganega

2011

甘

375

4,800 最良年のみ（貴腐なし）

LIMITED

樹齢30年の真南を向く畑なので葡萄の熟度が非常に高い。完璧な葡萄のみを厳選してカゴに並べ、6ヶ月間自然風で乾燥。その後、プレスして酸化防止剤なしで古バリック内で発酵。マロラクティックはなし。糖度が高いの
で発酵は1年間続く。18ヶ月熟成後、ボトリング。

di Soave "Re Nobilis" HALF
69N83 Recioto
レチョート・ディ・ソアヴェ・レ・ノビリス・ハーフ

100%
Garganega

2004

甘

375

7,600 最良年のみ（貴腐）

LIMITED

di Soave "Re Nobilis" HALF
A1293 Recioto
レチョート・ディ・ソアヴェ・レ・ノビリス・ハーフ

100%
Garganega

2008

甘

375

7,600 最良年のみ（貴腐）

〇

非常に贅沢なデザートワイン。玄武岩質（火山岩由来）の畑で完璧な熟度まで収穫を待ち（９月末）、貴腐が着いた葡萄のみを伝統的手法によって乾燥させる。水分は２/３程度まで減り、凝縮したら古いバリックに入れて発酵
開始。自然酵母のみでゆっくりと発酵させる。そのまま３年以上熟成させる。

TOP

Veneto

Ca’ la Bionda
カ・ラ・ビオンダ
Marano di Valpolicella

最も繊細なヴァルポリチェッラ『マラーノ』
クインタレッリ等が位置するネグラールは粘土が主体であるのに対してヴァルポリチェッラの北に位置するマラーノの
土壌は石灰岩含有率が非常に高い。この土壌を活かした綺麗なアマローネ。
クインタレッリが認めた畑
「ヴァルポリチェッラ」で最も重要な造り手と言えば
「ジュゼッペ・クインタレッリ」。ジュゼッペが生前「ヴァ
ルポリチェッラ」で最も優れた畑と言っていたのが
「カ・ラ・ビオンダ」の畑だった。

ている痩せた土壌。標高は 150～300m。
『この土壌がワインに高い酸度と抗酸化力を与えて
くれる。アマローネでさえも PH3.3 で酸度が高い。だ
から食事と合わせられる』

１００年続く循環型農業
『父も僕等も毎日畑で働く。ワイン生産者である前
に農民であるべきだと思う。どれだけ畑で仕事をし
たかでワインは変わる』

「カ・ラ・ビオンダ」は「ピエトロ・カステッラーニ」によっ
て 1902 年に設立された。現在は 4 代目で「ニコラ」
「アレッサンドロ」兄弟が中心となっている。
『マラーノの土壌は他のヴァルポリチェッラとは違っ
て石灰層に影響される。濃厚なワインではなく、繊
細でミネラル感を味わえる』
非常に広大なヴァルポリチェッラだが、西 1/3 が「ク
ラシコ」を名乗れる地域。標高も高く石灰分を含む
比率も高くなる。
『ヴァルポリチェッラは東西に広い。北西のはずれに
あるマラーノは最も寒く、唯一石灰岩盤が剥き出し
になっている特殊な土壌』
「クラシコ」エリアには 3 つの谷が連なっている。その
中央、マラーノ渓谷の東面に彼等の畑はある。
海底が隆起した丘で海の沈殿物が何層にも重なっ
商品記号

祖父の代から「ヴァルポリチェッラ」の自然を守る為
に、一切薬剤の使用をしていない。除草剤さえも 1
度も使用したことがない。
昨年の剪定された枝や選別された果実を少量の牛
糞を混ぜて発酵させ 3 年間熟成させた自家製コン
ポストのみを畑に撒いている。
『化学薬品に頼った低価格ワイン産地なので有機
栽培は珍しい。僕等は 3 代続けて有機栽培。循環
型農業を行っている』
霧の多い地域なのでリスクは高い。しかし 100 年も
続けてきたので葡萄樹自体が強くなる病気に対する
抗体が出来上がっている。

ワイン

入港予定

Classico
A2446 Valpolicella
ヴァルポリチェッラ・クラシコ
Classico
A4231 Valpolicella
ヴァルポリチェッラ・クラシコ

新入港

アマローネは繊細なワイン
収穫は手摘み。小さな籠を使い葡萄が重なり、その
重さで傷つくことのないよう細心の注意を払って収
穫。正確なワインを造る為完熟に拘る。
『収穫時期はパーセルによって半日単位で変える。
例年、アマローネの収穫から 2 週間遅れでヴァルポ
リチェッラの収穫に入る』

アマローネはアッパシメントするので酸度が高い状態
で収穫。腐敗果が出る前であることも重要。
『アマローネは糖度と酸度のバランスが重要。甘い
だけのアマローネは現代の食事と相性が悪い。食
事と合わせられるアマローネを造りたい』
ヴァルポリチェッラは充分な酸度を持った状態で葡
萄の水分が落ち始めた時に収穫する。
『重厚なヴァルポリチェッラが流行っているが興味が
ない。僕等はマラーノを表現したい』
カンティーナには「ソルデーラ」や「ジャコモ・コンテル
ノ」「ポッジオ・ディ・ソット」の空ボトルが並んでいる。
彼等の目指すワインがよく解る。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Corvina他

2017

赤

750

参考上代

メモ

在庫

2,400

〇

Corvina他

2018

赤

750

2,400

〇

70%コルヴィーナ、20％コルヴィノーネ、10％ロンディネッラとモリナーラ。クラシコ・エリアのみのアッサンブラージュで全ての畑は東向きｎ冷涼区画。石灰岩が非常に多いのが特徴。標高は150-300m。ステンレスタンクで発
酵。マセラシオンは10日。ピシャージュは行わず、ルモンタージュを最小限。発酵温度は25度以下と低く保っているので抽出は少なく繊細な仕上がり。

Classico Sup "Campo Casal Vegri"
A3343 Valpolicella
ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレ・カンポ・カサル・ヴェッリ

Corvina他

2016

赤

750

3,600 アマローネを造らない畑

LIMITED

この畑はアマローネを造らない。最も良い葡萄をカンポ・カザル・ヴェッリに使い、選別した葡萄はヴァルポリチェッラに入れる。発酵はステンレスタンク。石灰岩が非常に多いのが特徴。標高は 150-300m。ステンレスタンクで発
酵。マセラシオンは10日。ルモンタージュを最小限。発酵温度は25度以下と低く保つ。18ヶ月大樽、6ヶ月瓶内熟成。

Classico
A3344 Amarone
アマローネ・クラシコ

Corvina他

2013

赤

750

〇

6,600

標高が200m以上の畑の葡萄を使用することによりフレッシュで過熟でない状態の葡萄を収穫し、2月まで自然風で乾燥させる。これによりアマローネでも重くないワインになる。発酵はステンラスタンクで温度は10～15度と、か
なり低いので果実由来の香を失わないでフレッシュさをキープする。発酵はゆっくり3年間続く。36ヶ月大樽熟成。8ヶ月以上瓶内熟成。

Classico "Ravazzol"
A2447 Amarone
アマローネ・クラシコ･ラヴァッツォル

Corvina他

2012

赤

750

7,900

LIMITED

標高300mのラヴァッツォル丘の上部、南向きの畑。樹齢は50～70年とベストの状態。フレッシュで過熟でない状態の葡萄を収穫し、2月まで自然風で乾燥させる。これによりアマローネでも重くないワインになる。発酵はステン
ラスタンクで温度は10～15度と、かなり低いので果実由来の香を失わないでフレッシュさをキープする。発酵はゆっくり3年間続く。36ヶ月大樽熟成。8ヶ月以上瓶内熟成。

Amarone Classico "Ravazzol" Riserva
アマローネ・クラシコ･ラヴァッツォル・リゼルヴァ

完売

Corvina他

赤

750

最良年のみ

SOLD
OUT

最良年のみ造られるリゼルヴァ。彼等にとっての最良年とは、ラヴァッツォルの畑の葡萄が十分な日照量を受けて熟しながらも、気温自体は低く、リンゴ酸を多く残した状態で収穫できた年を言う。こういう状態の葡萄でアマ
ローネを醸すと、圧倒的なフレッシュさと高い熟成ポテンシャルを手に入れる。醸造は同じだが、8年間大樽で熟成させている。

Recioto della Valpolicella Classico
レチョート・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシコ

完売

Corvina他

甘赤

500

SOLD
OUT

70%コルヴィーナ、20％コルヴィノーネ、10％ロンディネッラとモリナーラ。クラシコ・エリアのみのアッサンブラージュで全ての畑は標高300m付近の高い標高のものを使うことでフレッシュさを得ている。9月末に少し早めに収穫
して4月まで乾燥させ120～180g/Lの糖度を得る。発酵はステンレスタンクで18度以下。24ヶ月間古バリックで熟成。4ヶ月瓶内熟成。

TOP

Veneto

Roccolo Grassi
ロッコロ・グラッシ
Mezzane di Sotto

ヴァルポリチェッラの南、玄武岩の力強さ
畑毎の個性を活かす為に完璧な畑作り、葡萄作り、そして完璧な収穫のタイミングを追求。南ヴァルポリチェッラら
しい重厚なワインに仕上げている。
てきた土壌が堆積した沖積土壌。
『肥沃なのでガルガネガをしっかりと成熟させる。詰
まった果実としっかりとした骨格でソアヴェの枠を超
えている』

ヴァルポリチェッラ新世代
1996 年に「グラッシ家」より葡萄畑を購入。長男で
あり、醸造責任者の「マルコ」を中心に家族のみでワ
イン造りを開始したのが「ロッコロ・グラッシ」。
10 以上の丘が東西に連なるヴァルポリチェッラにお
いて東から 3 つ目の丘「メッツァーネ・ディ・ソット」に
畑を所有している。
『カ・ラ・ビオンダのマラーノはヴァルポリチェッラの北
西で石灰岩盤の上に畑がある。僕等のメッツァー
ネ・ディ・ソットは南東部分に位置。粘土質が強い。
全く違う土壌』

彼等はこの土壌を活かして重厚かつ構成力のある
ヴァルポリチェッラを造り一気に人気となった。
「カ・ラ・ビオンダ」とは友人でお互いのワインを毎年、
交換している仲。

ヴァルポリチェッラの秘密

『砂質と石灰が強く出る土壌はコルヴィーナの栽培
に最適。フレッシュさを残しながら葡萄は完熟する。
コルヴィーナにとって完璧な畑』
雹害が多いのがこの畑の難点。雹害対策として葡
萄樹にネットを掛けている。
黒いネットは少しの斜陽効果もある。焼けやすいコル
ヴィーナの果皮を守り、フレッシュさを残す。
■アマローネ
「アマローネ」が造られる畑が「サンブリッチョ」。畑の
裏には小さな休火山があり、土壌には火山由来の
玄武岩を多く含んでいる。
『この玄武岩は比較的新しく、マンガンを多く含む。
よって葡萄はミネラルを吸収する。土壌は痩せて水
分量が少ないので凝縮した葡萄が収穫できる。ま
さにアマローネの為の畑』

畑毎の個性を活かす
彼等の大きな特徴がヴァルポリチェッラをアマローネ
の 2nd ワインのような位置づけにせず、畑毎の個性
に合わせて「アマローネ」と「ヴァルポリチェッラ」を造
り分けている点。
『アマローネになる葡萄は酸度を持ちながら凝縮す
ることが重要。ヴァルポリチェッラは完熟することが
重要。畑の個性に合わせて造り分ける』
■ヴァルポリチェッラ
「ヴァルポリチェッラ」が造られるのは「ヴァル・フレッ
ダ畑」。その名の通り丘の上部に位置し、年間を通し
て冷たい北風が吹き下ろす畑。
粘土を主体に砂質が比較的多く、石灰の含有率も
高め。
商品記号

ワイン

Superiore
A3547 Valpolicella
ヴァルポリチェッラ・スペリオーレ

平均樹齢は 20 年弱と高くない。しかし、痩せた土壌
の影響で凝縮した葡萄が収穫できている。
■ソアヴェ
「ソアヴェ」の畑はカンティーナ周辺に広がる「ラ・ブ
ロイア」。2 つの丘の間に位置する畑で丘から流され
入港予定

畑では有機栽培が実践され、下草は生やしっぱなし。
また、雨が少なく水はけの良いこの地域ではほとん
どの造り手が灌漑をしているが、彼等は樹齢 3 年を
超えたら灌漑は行わない。
『雨が降り、土壌が水分を持つか持たないかは、そ
の年の天候の大きな要素。灌漑はヴィンテージの個
性を無くしてしまう』

畑の全ての支柱はナンバリングがされ、その列に植
樹されている品種、クローンまで管理されている。他
のどの造り手でもここまで細かい管理はない。
『どのクローンがどの土壌、日照条件と相性が良い
かを毎年検証していき将来反映させる』
20 年の歴史しかない若い造り手だからこそ慣習に
捕らわれずに臨機応変に変化している。
『ヴァルポリチェッラは酸度を残して収穫する。半分
は直ぐに発酵。半分は 20 日間室内で自然風にあ
てながら追熟してから発酵させる』
この行程によってフレッシュな果実感とコーヒー、ス
パイス、チョコレートのような複雑な風味を同時に味
わえる「ロッコロ・グラッシ」ならではのワインができあ
がる。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Corvina他

2014

赤

750

参考上代

メモ

4,900

在庫

○

ヴァレ・フレッダの葡萄は全てヴァルポリチェッラになり、アマローネには使われないので最良の葡萄が使われる。粘土質に玄武岩と石灰が混じる。収穫は遅く、10月初旬。50％はそのまま、50％は自然風で20日間乾燥させ
て発酵させる。果皮比率をある程度高めて長く発酵させることで複雑味が出てくる。熟成はバリックと大樽を併用して20ヶ月。

della Valpolicella
A1442 Amarone
アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ

Corvina他

2012

赤

750

12,000 Antonio Galloni95p

○

サンブリッチョ畑の葡萄は全てアマローネとレチョートになる。ヴァルポリチェッラより早い9月末日の収穫。12月まで自然風で乾燥。カンティーナの扉を開けて冷気を取り入れながらゆっくりと1カ月近い発酵を行う。熟成は50％
新樽、50％古樽で26ヶ月。早めの収穫でフレッシュさを。長い発酵で複雑味を得ていて、このバランス力が魅力。

della Valpolicella
693J8 Recioto
レチョート・デッラ・ヴァルポリチェッラ

Corvina他

2009

赤

375

6,800

LIMITED

コルヴィーナ、15％コルヴィノーネ、15％ロンディネッラ、10％クロアティーナ。標高250mの畑が中心で平均樹齢は40年。9月中旬にフレッシュな状態で収穫して2月中旬まで半乾燥。カンティーナの扉を開けて寒気を入れ自
然のコールドマセレーション6日間。その後、30日間25度以下でマセラシオンしながら発酵。バリック（50％新樽）で24ヶ月熟成。その後、24ヶ月瓶内熟成。

TOP

Lombardia

Sandro Fay
サンドロ・ファイ
San Giacomo di Teglio

ランゲとは全く違う。もう１つのネッビオーロ
東西に続くアルプス山脈の南側斜面に張り付く段々畑。標高で分割し、武装の個性に合わせたワイン造りが特徴。
マルコにとって葡萄の個性をそのまま表現するのが理想。
ランゲと全く違う土壌
1973 年に「サンドロ」が実家のワイン造りを事業とし
て本格化、設立したのが「サンドロ・ファイ」。ヴァルテ
ッリーナの歴史「アール・エ・ペペ」の親戚にあたる一
家で重要な畑を所有している。1998 年には息子「マ
ルコ」娘「エレナ」に引き継がれた。
『マルコはエリオ・アルターレやマコンのオリヴィエ・メ
ルランで学び、保守的なヴァルテッリーナで独自の
立ち位置を確立していく』
ヴァルテッリーナは珍しい産地。協会が完璧に機能
していて 45 生産者全てが所属している。栽培方法
や病害対策も共同で行っている。
『協会で決めた事は皆が守る。ビオロジック、ホルモ
ン剤の採用、蒸気での除草。全て協会で決められ、
全生産者が採用している』

そこに溜まった泥灰土がこの地域の土壌の基盤に
なっている』

差による引き締まった味わいの白ワイン造りにも挑
戦している。

重要なのは標高

温暖化で注目の産地に

マルコが強く意識しているのは標高の違いによる葡
萄の特徴を活かしたワイン造り。
■350m 以下の畑
ランゲと同じ位の標高だが、ヴァルテッリーナでは一
番低い畑。問題は湿気と冷気の影響。
『夏の湿気は下部に溜まる。秋は冷気が下部にた
まるので葡萄の成熟に悪影響を与える』
彼等は低い畑の仕立をペルゴラにして日照量を確
保。湿気と冷気で果皮が薄いので収穫前に雨が降
ると壊れてしまう。
『早目に収穫し、アルコールが低く、タンニンも強く
ない早飲みタイプに仕上げている。造り手のセンス
や実力が試される』
■450～600m の畑
最高の日照量。芽ぶきも早く、成熟は時間をかけて
ゆっくりと進んでいく。
『果皮は十分に成熟するので厚くなる。タンニン、フ
ェノール類の質が高く、葡萄の水分量も少ない。理
想的なキアヴェンナスカ』
5 つのサブゾーンに分かれるヴァルテッリーナ。彼等
は「ヴァルゲラ」と「サッセッラ」に畑を所有。
『色々な大きさの段々畑を持つことも重要。小さい
東西に 20km 続くヴァルテッリーナはアルプス山脈
畑は乾燥に弱く、大きい畑は水分が溜まりやすいの
の南側斜面に張り付くような段々畑が特徴。土壌は で葡萄が水膨れしやすい』
ランゲとは違って石灰、粘土の比率が低い。
■600m 以上の畑
『泥灰土壌に砂が混じる土壌で PH は 4.5～5.5 と 日照量は多いが、標高が高過ぎるので下部と同じく
かなり低く、酸度が高い葡萄が収穫される』
冷涼。葡萄の成熟スピードは遅い。
ランゲの PH は 7 程度なので、比べるとかなり低い。 『上部は湿気が無いので葡萄がカビに侵されること
「エトナ」や「ガッティナーラ」「カルソ」と似た土壌。ラ がなく、秋の雨に降られてもすぐ乾燥する。よって
ンゲとは正反対の個性になる。
陰干しタイプに向く』
『アルプス山脈を氷河が削り、湖がいくつもできた。 最近では標高 850m の畑にシャルドネも植樹。寒暖
商品記号

ワイン

入港予定

Sup Valgella "Costa Bassa"
A2856 Valtellina
ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・コスタ・バッサ

彼等の畑は全てビオロジックが採用され、硫黄は使
うが、銅さえもほとんど使われていない。

殺虫剤も使用しないので毎年 4 月は段々畑の石段
に卵を生み、葡萄芽を食べてしまう虫ノエットを夜間、
手作業で取り除いている。
『除草剤も使用しない。下草は蒸気でボイルして成
長を止めている。ヴァルテッリーナ全体が環境保全
に取り組んでいる』
彼等の大きな特徴が 10 種類以上の「キアヴェンナ
スカ」のクローン。
一般的には病気に強い 2 種のクローンが栽培される
が、彼等は 10 種のクローンを列毎に植えている。
『苗木屋には古いクローンは無かったので試験場に
行き、譲ってもらった。発芽や収穫のタイミングが異
なるので手間はかかるが複雑味を得られる』
ランゲでは温暖化が問題になっているがヴァルテッ
リーナは寒い。真夏でも 40 度になることはない。
4,000m のベルニーナ山からコモ湖に向かって吹き
おろす冷気がヴァルテッリーナの個性を作っている。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Nebbiolo

2015

赤

750

参考上代

メモ

3,000 標高450m以下の畑

在庫

〇

標高450m以下の畑で南向きの2つの畑のアッサンブラージュ。砂質にシストが混じる。石灰や粘土はない。発酵はステンレスタンクで2～3週間続く。マセラシオンは例年7日間で最低限のピシャージュで抽出を抑え、若い内か
ら開いているネッビオーロの繊細な味わいを目指している。マロラクティックから大樽に移して、熟成は12ヶ月。ノン・フィルター。

Sup Sassella "Il Glicine"
A0537 Valtellina
ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・サセッラ・イル・グリチネ
Sup Sassella "Il Glicine"
A4281 Valtellina
ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・サセッラ・イル・グリチネ

3月

Nebbiolo

2014

赤

750

4,900 グリチネ＝フジの樹

Nebbiolo

2016

赤

750

5,300 グリチネ＝フジの樹

LIMITED

サッセッラに位置する畑で最も西に位置する。標高は470m。砂質にシストが混じる。石灰や粘土はない。「グリチネ」はフジの花の意味で畑に大きなフジの木がある。発酵はステンレスタンクで2～3週間続く。マセラシオンは例
年7日間で最低限のピシャージュで抽出を抑える。マロラクティックからトノー（20％新樽）に移し、12ヶ月間熟成。フジの木のように華やかで一番最初に開く単一畑。

Sup Valgella "Ca' Morei"
A4282 Valtellina
ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カ・モレイ

3月

Nebbiolo

2016

赤

750

5,300 先代の家があった畑

ヴァルジェラに位置する畑で最も東に位置する。標高550m。カ・モレイは先代の家があった場所なので名付られた。発酵はステンレスタンクで2～3週間続く。マセラシオンは例年7日間で最低限のピシャージュで抽出を抑え
る。マロラクティックからトノー（20％新樽）に移し、12ヶ月間熟成。最もバランスに優れているキュヴェ。

Sup Valgella "Carteria"
692W3 Valtellina
ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カルテリア
Sup Valgella "Carteria"
A4283 Valtellina
ヴァルテッリーナ・スペリオーレ・ヴァルジェラ・カルテリア

3月

Nebbiolo

2012

赤

750

4,900 歴史的な畑

Nebbiolo

2015

赤

750

5,900 歴史的な畑

LIMITED

ヴァルジェラに位置する畑で標高550m。歴代ファイ家が所有している優良区画。2012年までは他のクリュワインと同じタイミングでリリースしていたが、ワインが開くのが遅かったため2013年からは1年瓶熟を長くし、リゼルヴァ
としてリリースしている。発酵はステンレスタンクで2～3週間続く。マセラシオンは例年7日間で最低限のピシャージュで抽出を抑える。マロラクティックから大樽と一部トノーに移し、15ヶ月間熟成。

di Valtellina "Ronco del Picchio"
A0538 Sforzato
スフォルツァート・ディ・ヴァルテッリーナ・ロンコ・デル・ピッキオ
di Valtellina "Ronco del Picchio"
A4284 Sforzato
スフォルツァート・ディ・ヴァルテッリーナ・ロンコ・デル・ピッキオ
di Valtellina "Ronco del Picchio" MG
692W5 Sforzato
スフォルツァート・ディ・ヴァルテッリーナ・ロンコ・デル・ピッキオ

3月

Nebbiolo

2013

赤

750

7,200 標高750m/陰干し

Nebbiolo

2016

赤

750

7,600 標高750m/陰干し

Nebbiolo

2011

赤

1500

14,200 標高750m/陰干し

〇
LIMITED

テリオのサン・ジェルヴァジオ畑の葡萄のみ。標高750～900mと標高が高いので自然と収量が35hl/haまで減る。10月初めに収穫して3ヶ月自然風で12月中旬まで自然風で乾燥させる。発酵はステンレスタンクで20日間。マ
セラシオンは10日程度。マロラクティックからトノー（20％新樽）に移し、12ヶ月間熟成。

TOP

Carema/Piemonte

Produttori Nebbiolo di Carema
プロデュットリ・ネッビオーロ・ディ・カレーマ
Carema

僅かに残る伝統的『段々畑のネッビオーロ』
今やカレーマにしか残っていない石垣造りの段々畑に棚仕立に仕上げられたネッビオーロ。収量は多く、凝縮したワ
インはできないが、昔ながらの滋味あふれる野性的なワインが出来上がる。
『当時はまさに地酒でした。1983 年、現在のカンテ
ィーナのセメントタンクでの発酵に変更。一気に品
人口 700 人の「カレーマ」。トリノからアオスタに向か
質は向上した』
う途中にある小さな村にピエモンテで初めて DOC を
伝統的石垣造りドゥピン
獲得した銘酒「カレーマ」がある。
「カレーマ」はネッビオーロが育つ限界地点と言われ
る。この冷涼な土地で葡萄栽培を可能にしているの
が「ドゥピン」と呼ばれる畑の作り方。
『ネッビオーロの畑ではここにしか無い石垣で組まれ
た段々畑。古い区画は支柱も地中の岩盤を切り出
して作っている』

人口７００人カレーマの地酒

アオスタに隣接する「カレーマ」は独特のワイン文化
が残されている。
その中心的役割を果たすのが 700 人の村民のうち
80 人が所属する協同組合「プロデュットリ・ネッビオ
ーロ・ディ・カレーマ」。
『1960 年にカレーマのワイン文化を後世に残すこ
とを目的に設立された組合。組合員は全員、他の
仕事と兼業している』
現在の社長は郵便局員との兼業。醸造責任者もカ
レーマ出身。ボトリングやエチケット貼りは地元のお
年寄りが担当している。
「カレーマ」の畑は全て合わせても 12ha のみ。ほと
んどがこの組合によって醸造されている。
1960 年設立、1965 年には現在の場所に移動し、
熟成からボトリング、販売までを行うようになる。
『1960 年から 1983 年までは各栽培農家の自宅
で収穫、発酵までを行っていた。発酵終了後、カン
ティーナに持ち込みアッサンブラージュし、樽熟成を
行っていた』
繊細な作業である発酵を各家庭で行っていたとは
今では考えられない。当然、品質は高くなかった。
商品記号

ワイン

お年寄りでも作業できるよう、一部では伝統的ペル
ゴラ仕立からグイヨへの変更も行われた。
『一方で収量が多いペルゴラ仕立で段々畑だから
この石柱を「ドゥピン」と呼ぶ。石垣と「ドゥピン」が日中
こそカレーマの良さがあるとも言える。国際的ワイン
に太陽光で温められ、一気に冷え込む夜間に熱を
になるべきではない』
放射することで葡萄が温められる。
産地としての「カレーマ」は存続できそうだが、個性と
仕立は雪が積っても腐らないよう身長よりも高い。急
しての「カレーマ」も存続できるだろうか。
勾配の斜面に葡萄樹が 2～4 列植わった段々畑が
『一部のお客の要請でバリック熟成のカレーマも造
張り付いている。
ったが好きになれない。やはりカレーマの伝統にの
機械は入れない。牛を使った耕作も不可能なので
っとったワインであるべきだ』
全ての作業は手作業。収穫は 30kg のカゴを背負っ
寒いカレーマの大型セメントタンクで発酵し、栗やオ
て石段を登り降りすることになる。
ークの大樽、フードル樽など色々な樽で長期熟成さ
『厳しい自然の中、石垣と石柱で段々畑を作ること
せることでカレーマは完成する。
で葡萄栽培を可能にした。今では効率が良いとは
少し野性味を感じさせるくらい樽熟成期間が長いこ
言えないが、先人の知恵が詰まっている』
とが昔ながらの田舎味を引き出している。
「カレーマ」の繊細な酒質は他の偉大なネッビオーロ
の産地でも表現できない。代わりの無いワイン。
入港予定

Classico
A1712 Carema
カレーマ・クラシコ
Classico
A4153 Carema
カレーマ・クラシコ

存続の危機
人口減、高齢化に伴って捨てられ荒廃する段々畑
が後を絶たず、後継者問題に直面していた。
「カレーマ」は存続の危機だったが、近年ガンベロ・ロ
ッソ等で注目され、注目が集まっている。
地元で消費されていたワインは世界中に売れるよう
になり、品切れ状態が続くようになった。

新入港

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Nebbiolo

2015

赤

750

参考上代

メモ

3,400

LIMITED

在庫

Nebbiolo

2016

赤

750

3,400

〇

100% Nebbiolo 高地で育ったネッビオーロは近年のランゲの凝縮度や高いアルコール度数とは無縁。各生産農家は専業ではなく、収量の制限もほとんどしていないと言う。昔ながらの透明感溢れる地酒的なネッビオーロが
ここには僅かに残っていた。セメントタンクで発酵（一部ステンレス）大樽で熟成。

Riserva
A1711 Carema
カレーマ・リゼルヴァ
Riserva
A4127 Carema
カレーマ・リゼルヴァ

新入港

Nebbiolo

2014

赤

750

4,200 36ヶ月大樽熟成に変更

LIMITED

Nebbiolo

2015

赤

750

4,200 36ヶ月大樽熟成に変更

〇

100% Nebbiolo 2009年までは木樽熟成30ヶ月後瓶内熟成12ヶ月以上が義務付けられているが2010年からは36ヶ月の木樽熟成のみとなった。収獲前に葡萄をチェックしよい区画の葡萄をリゼルヴァに使用する。非常に
大きなセメントタンクでゆっくりと発酵させることで要素の多いワインに仕上がる。

TOP

Boca/Piemonte

Le Piane
レ・ピアーネ
Boca

ネッビオーロの北限『ボーカ』復活
５０年代に全滅した産地ボーカを最後の造り手アントニオ・チェッリから引き継ぎ、復活させたクリストフ。今では各
評価誌で最高評価を獲得している。
薄れていくピエモンテの個性

ビオーロの産地として注目され、造り手も 15 人まで
増えた。町自体も活気づき、中断されていた朝市も
復活。町の中央にはバールも復活した。

「バローロ」や「バルバレスコ」を中心にランゲ地区は
間違いなくイタリアを代表する産地で「ネッビオーロ」
５０年、５１年の雹害で全滅
はイタリアを代表する高貴品種。
近年、昔ながらのネッビオーロの個性を味わう機会 『アントニオ・チェッリの醸造、畑仕事を忠実に再現
は激減している。特にランゲの伝統的ネッビオーロに していった。特殊なマジョリーナ仕立もそのまま残し
出会えることは稀になってしまった。
た。栗樽だけは壊れてしまった』
『ボーカには昔のピエモンテがまだ残っている。仕立
も栽培も醸造も。そして人も。ピエモンテらしさを残
していきたい』

「マジョリーナ仕立」は 2～3 本の樹を棚作りにし、人
が輪になって手をつないでいるように枝を仕立てる
「レ・ピアーネ」の現オーナー「クリストフ・キュンズリ」 もので雹が多いこの地域独得の仕立。
『1950、51 年にワインを全く造れないほどの雹害
は元々ワインのインポーター。
「イゾレ・エ・オレーナ」や「G.D.ヴァイラ」等、自分の が続いた。すでに衰退し始めていたボーカは完全に
終わったと言われている』
好きなイタリアワインをスイスに輸入していた。
『イゾレ・エ・オレーナのルーカがレ・ピアーネを飲ませ 「マジョリーナ仕立」は葡萄が下部に付き、その上に
てくれた。衝撃だった。他のどのネッビオーロより偉 枝と葉が覆いかぶさるように仕立てるので雹が直接
葡萄にあたらない。
大なネッビオーロだった』
「クリストフ」はピエモンテの北端「ボーカ」の小さな造 「ボーカ」はピエモンテの最北部に位置 。標高は
り手「レ・ピアーネ」に毎月通うほど夢中になっていく。 500m を越える。北限に位置するが山に囲まれ盆
地になっているので暖かい空気がたまる。オリーヴ
当時のオーナーは「アントニオ・チェッリ」。
『当時、ボーカの造り手は 7 人まで減少していた。ア や椰子の木が育つくらいに温暖。
ントニオ・チェッリのワインは奇跡だった。大樽で 10 アルプスに近いので山風が湿気を除去し病害は少
ない。夜間の山風は冷たく昼夜の温度差が激しくな
年も寝かすなんて常識ではできない』
高齢だった「アントニオ・チェッリ」が病気でワイン造り る。これがワインにストラクチャーを与える。
を断念した時、家族はカンティーナも畑も手放し外 『この激しい寒暖差が雹害を引き起こす。山に守ら
れることもあれば山にやられることもある。自然に
国人である「クリストフ」に託すことにした。
『他にやる人がいなかった。自分の愛したボーカが は逆らえない』
彼等の畑は国立自然公園に指定され、薬剤の使用
無くなるのは嫌だったので引き受けた』
「クリストフ」が引き継いで 20 年。今では最北のネッ は禁止されている。
商品記号

ワイン

入港予定

Novaresi "La Maggiorina"
A2668 Colline
コッリーネ・ノヴァレージ・ラ・マジョリーナ

火山岩のネッビオーロ
土壌は火山岩主体。そこに石灰岩と砂質が混ざる
極度に痩せた土壌。
『ランゲは粘土石灰質でアルカリ性。ボーカは火山
岩主体で酸性の土壌。PH も低く酸度の高い、硬質
なネッビオーロが産まれる』
火山岩土壌は通常「ソアヴェ」や「グレコ・ディ・トゥー
フォ」など白ワインが造られる。赤ワインは「エトナ」が
有名だが非常に珍しい。

ランゲは進化している。進化の過程で欠点は薄まっ
ていく。同時に「ピエモンテらしさ」も少し薄まっている
のかもしれない。「ボーカ」はピエモンテの素朴さを感
じさせてくれる。
『僕は醸造家ではないのでアントニオ・チェッリの真
似をしているだけ。彼のワイン造りにテクノロジーは
無かった。感覚だけだった』
「ボーカ」は大樽で 4 年間熟成してからボトリング。瓶
熟 2 年。バローロよりも遅れて出荷される。
もう 1 つ伝統のワインが「コッリーネ・ノヴァレージ」。
『白葡萄も含めた 13 種類の葡萄が混植された昔
の畑。葡萄は一斉に収穫され、一緒に発酵される。
発酵終了後、澱引きしてそのまま 1 年間熟成して
出荷される』
主要品種はネッビオーロとクロアティーナだが白品
種のアロマティックな香も感じる。ミネラル表現に向く
素直なワインだが、懐かしい味わいがある。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Nebbiolo
Muscat他

2016

赤

750

参考上代

メモ

2,900 13品種混植混醸

在庫

○

ネッビオーロを主体にヴェスポリーナ、クロアティーナなど13種類の品種が混植された畑の葡萄から造られる。中にはモスカートやエルヴァルーチェなどの白葡萄も植えられている。収穫は品種に関わらず一斉に行われ、自然
酵母のみで発酵させる。白葡萄がある分、非常にアロマティックで優しく、飲み心地の良いワイン。ステンレスタンクで12ヶ月間熟成。

Colline Novaresi "Piane" Vecchia Vigne
コッリーネ・ノヴァレージ・ピアーネ・ヴェッキア・ヴィーニュ

完売

Nebbiolo
Vespolina

赤

蔵出しバックヴィンテージ

750

SOLD
OUT

モンタルバーノとサントゥアリオにある畑のアッサンブラージュで樹齢は50～100年という彼等が所有する畑で最も古い区画。仕立は昔ながらのマジョリーナ仕立。収穫は10月の初旬。発酵はステンレスタンクで野性酵母のみ。
マセラシオンは6～12日間程度。古いトノーで2年間熟成。その後、瓶内熟成12ヶ月。

"Antinio Celli"
69K30 Boca
ボーカ・アントニオ・チェッリ

85%Nebbiolo
15%Vespolina

1987

赤

750

696Y5 Boca
ボーカ

85%Nebbiolo
15%Vespolina

2009

赤

750

12,000 蔵出しバックヴィンテージ
6,900

○
○

アントニオ・チェッリから譲り受けたレ・ピアーネ区画を中心にトラヴェルサーナ、モットセルゴ等5つの区画のアッサンブラージュ。樹齢は30～50年。土壌は火山由来の斑岩土壌。発酵は木製桶で野性酵母のみで行い、30日
間のマセラシオン。１日に１、2回ピシャージュ。マロラクティック前に大樽に移し変えて、そのまま36ヶ月以上熟成。瓶詰め後１８ヶ月以上熟成。

TOP

Gattinara/Piemonte

Antoniolo
アントニオロ
Gattinara

ワインの王と呼ばれた『ガッティナーラ』
バローロが栄える以前はガッティナーラこそがワインの王様だった。１/１００まで減少したガッティナーラはバローロの
粘土石灰質（酸性）とは反対の火山岩土壌（アルカリ性）の独特の硬質感。
川を挟んだ向かい側の「ゲンメ」まで降りると海に由
来する土壌に変化する。火山岩土壌のネッビオーロ
ピエモンテ北部、アルプス山脈の麓「ガッティナー 1950 年代「ガッティナーラ」はワインの王と称され、
は「ガッティナーラ」と「ボーカ」だけ。
ラ」。緯度はアオスタと同じ。ランゲと比べて年間を 山肌は全て葡萄畑だった。今では畑は荒廃し、葡
通して冷涼。非常に厳しい自然環境。
萄畑は森に戻ってしまった。
『この地域ではネッビオーロをスパンナと呼ぶ。スパ 『葡萄畑は 1/100 まで激減した。反対にランゲは
ンナの最高峰とされるのが DOCG ガッティナーラ。ス 森が開墾され葡萄畑が 100 倍に増えた』
パンナの王様と呼ばれる』
そして、ガッティナーラを質で引率してきたのが「アン
トニオロ」。1948 年に「マリオ・アントニオロ」によって
設立された老舗。
『一時期は硬質な酒質を和らげる為にバリック熟成
をしていた。バリックは酸素供給量が多いのでワイ
ンは多少開くが、結果としては個性である硬質感を
隠していることに気がついた』
1980 年代からバリック熟成のガッティナーラも造っ
醸造に関しては伝統的に 14～16 日の長めのマセラ
ていた。ヴィンテージ、畑の個性を表現するにはベ
シオンを行いセメントタンクで醗酵（コステ・デラ・セシ
ストではないと判断。現在ではクリュ 3 種も全て伝統
アのみステンレスタンク）。
50 年前までは「ガッティナーラ」は「バローロ」や「バ
的大樽熟成となっている。
「レ・カステッレ」はバリックで熟成させていたが 2008
ルバレスコ」より格上で人気があった。現在では森が
年を最後に大樽熟成に変更された。
増え、彼等の畑は森の中に点在している。森と一体
『ガッティナーラ最良の畑を所有している。オッソ・サ
化している畑。
ン・グラートとは斑岩の含有量が高く、痩せている。
『ランゲと違って葡萄以外の植物と共存している畑。
真南を向き陽光を遮るものがない』
他の植物や動物、昆虫の影響を受けることが大切。
ワインはしっかりとした骨格を備えている。若い内は
畑には 20 種類以上の植物が自生する』
硬さが目立つが 2～3 年で開き始める。
畑は最小限のボルドー液だけで対処。施肥も行わ
『レ・カステッレは粘土の比率が高いが、地中深くに
ないので他の造り手のものより彼等の畑の葡萄葉は
岩盤が通っているのでミネラル豊富なワインになる。
色が薄い。
硬いワインなので以前はバリックに入れていたが、
火山岩土壌（アルカリ性）
今では硬さを表に出している』
畑は「ガッティナーラ」の丘の南面に 12ha を所有。
「ランゲ」との大きな差は土壌。「ランゲ」の粘土石灰
生産量は年間 4,000 ケース程度。品質を落としたく
この地域を代表する単一畑を 3 つ所有している。
ないので増やさない。現在、彼等のガッティナーラ
「レ・カステッレ」：1.5ha「オッソ・サン・グラート」： 土壌と違いアルプスに由来する火山岩が主体。
『マグマが冷え固まった斑岩が豊富。この土壌はア は割当制。販売開始と共に完売してしまう。
5.5ha「サン・フランチェスコ」：3.5ha。
現在でも「ロザンナ」と彼女の娘「ロレッラ」、息子の ルカリ性に傾きやすく、ミネラルの吸収を促進させる。
ランゲの粘土石灰は酸性でより果実の表現に向く
「アルベルト」の家族経営が続いている。
し、重厚なワインになる』

ガッティナーラの老舗

商品記号

１/１００まで激減した畑

ワイン

della Sesia "Nebbiolo"
A2663 Coste
コステ・デッラ・セシア・ネッビオーロ

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Nebbiolo

2016

赤

750

参考上代

3,200

メモ

在庫

○

50年を超える樹齢のネッビオーロ。土壌は火山岩土壌に砂質が混じっているので軽やかなワインに仕上がる。ステンレスタンクで野性酵母のみで発酵。マセラシオンは12～15日間。温度管理なし。プレス後、１度澱引きをし
て、そのままステンレスタンク内で12ヶ月熟成。軽いフィルターをかけてボトリング。瓶内熟成は指定6ヶ月。

A2664 Gattinara
ガッティナーラ

Nebbiolo

2013

赤

750

5,400

○

樹齢45～55年の区画で南西から南向き斜面のアッサンブラージュ。モレーンと火山岩土壌が混ざっている。ステンレスタンクで野性酵母のみで発酵。マセラシオンは12～15日間。温度管理なし。プレス後、１度澱引きをし
て、スラヴォニア大樽に移し変えてマロラクティック発酵。30ヶ月熟成。瓶詰め後、12ヶ月熟成。

"Le Castelle"
A2665 Gattinara
ガッティナーラ・レ・カステッレ

Nebbiolo

2013

赤

750

7,200

○

単一畑「レ・カステッレ」モレーンと火山岩土壌が混ざっている。セメントタンクで野性酵母のみで発酵。マセラシオンは14～16日間。温度管理なし。1日1回ルモンタージュ。プレス後、１度澱引きをして、古いバリックに移し変
えてマロラクティック発酵。30ヶ月熟成。瓶詰め後、12ヶ月熟成。

"San Francesco"
A2666 Gattinara
ガッティナーラ・サンフランチェスコ

Nebbiolo

2013

赤

750

7,900

○

南西向きの畑で日照量は最も多い畑。平均樹齢55年。モレーンと火山岩土壌が混ざっている。セメントタンクで野性酵母のみで発酵。マセラシオンは14～16日間。温度管理なし。1日1回ルモンタージュ。プレス後、１度澱引
きをして、古いトノーで12ヶ月、その後大樽に移し変えて18ヶ月熟成させる。瓶詰め後、12ヶ月熟成。

"Osso San Grato"
A2667 Gattinara
ガッティナーラ・オッソ・サン・グラート

Nebbiolo

2013

赤

750

9,800

○

1960年に植えられた真南を向く畑で標高250～400mまで長く続く畑。よって色々な状態の葡萄を収穫することが可能。最も条件の良い畑。セメントタンクで野性酵母のみで発酵。マセラシオンは14～16日間。温度管理な
し。1日1回ルモンタージュ。プレス後、１度澱引きをして、スラヴォニア大樽に移し変えてマロラクティック発酵。30ヶ月熟成。瓶詰め後、12ヶ月熟成。

TOP

NEW
ARRIVAL

Ghemme/Piemonte

Antichi Vigneti di Cantalupo
ｱﾝティキ・ヴィニェーティ・ディ・カンタルーポ
Ghemme

粘土石灰土壌ではないモレーン土壌のネッビオーロ
海底が隆起したランゲの土壌は海底に由来する。ガッティナーラは火山岩なので山に由来する。ゲンメのモレーンは
氷河が削り取った谷、川に由来する酸性土壌。ゲンメならではの個性を最も忠実に表現する。
る地域にネッビオーロを植樹した』
モレーン土壌の個性を最も強く表現できる土地こそ
1997 年に DOCG に昇格したゲンメ。北ピエモンテ
が「ゲンメ」であり、その「ゲンメ」の最も優れた区画を
において圧倒的個性を持つ「ガッティナーラ」とセー
所有するのが「カンタルーポ」なのだ。
ジア川を挟んで向かい合っている。
『ゲンメの土壌はモレーン。氷河が谷を削り取って １９６９年からの歴史
堆積した土壌でガッティナーラの火山岩ともランゲ ゲンメを代表する老舗カンタルーポ。その起源は 16
の粘土石灰質とも違う』
世紀に遡る。その頃から葡萄栽培を続けていてゲン
ネッビオーロは気候、土壌の個性をワインの味わい メ最古の造り手の 1 人。
に反映させることができる数少ない高貴品種。ラン 『1969 年にゲンメが DOC に認定されたのを受けて
ゲ、ガッティナーラ、ゲンメは全く違う個性。
畑の植え替えを進め、本格的にワイン醸造を開始。
1977 年に現在の場所で造り手として創業』
ゲンメで最も古い葡萄栽培家なので「コッリ・ブレクレ
メ」等のゲンメで最も重要で歴史的な畑を数多く所
有しているのが彼等の強み。

海に由来しない土壌

温暖でアルカリ性の粘土石灰で元々海底だった「ラ
ンゲ」のネッビオーロは力強く重厚で大きなワインに
仕上がる。
冷涼でマグマに由来する火山岩土壌の「ガッティナ
ーラ」は少ない果実感。ミネラルが豊富で酸度も高く、
熟成ポテンシャルが非常に高い。
『モレーンは花崗岩が主で削り取られた岩石、岩屑
や土砂などが堆積した土壌。酸性寄りで、酸は柔ら
かく果実味もありタンニンの質が細かい』
海に由来する土壌の「ランゲ」。火山に由来する土
壌の「ガッティナーラ」。そして氷河の堆積物に由来
する土壌の「ゲンメ」。
『ランゲは海底が隆起した土地だがゲンメはアフリ
カプレートとアルプス山脈がぶつかった場所なので
山に由来する。全く違う土地』
土壌の個性を素直に表現できる造り手は残念なが
ら少ない。12 生産者しか存在しないゲンメで最も土
地の表現に拘るのが「カンタルーポ」。
『ネッビオーロは気難しい品種なので、昔の人はそ
れぞれの土壌と気候の組み合わせで最も優れてい
商品記号

ワイン

Novaresi "Agamium"
A3749 Coline
コッリーネ・ノヴァレージ・アガミウム

『ネッビオーロは酸素と触れ合う事でしか本当の旨
味を表現できない。大樽と瓶熟でゆっくり酸化して
いくことがゲンメの伝統』

長い熟成でしか味わえない個性
畑はゲンメの町を見下ろす丘の上部が主。典型的
なモレーン土壌で南西向き。セシア川の向こう岸に
はガッティナーラが見える。
『全ての畑は有機栽培。下草は伸びすぎれば足で
踏んで土に戻す。花崗岩が主体で栄養分が少ない
ので 3 年に 1 回肥料を与える』

仕立はグイヨだが 2m 程度の高い仕立になっている。
新梢は切らずに伸ばしっ放しで一番上のワイヤーに
巻きつけておくだけ。
『新梢を切る事は人間に例えれば指を切って出血す
るようなもの。強制すべきではない。葡萄樹が伸び
現在の当主は「アルベルト・アルルンノ」。醸造学が たいように伸びるべき』
専門博士でカンタルーポの品質を一気に向上させ 春先に新梢を切ることで植物的成長を止め、果実
に栄養を集中させる現代的栽培ではなく、葡萄樹
た功労者。
『ノヴァーラはイタリアで最も古いワイン造りの歴史 自体の健康を優先することが大切だとしている。
を持っている。その中心がゲンメでありガッティナー 『過度に凝縮させる必要はない。人間がコントロー
ルした果実ではなく、葡萄樹が環境に適応してベス
ラ。僕達はゲンメの伝道者でいたい』
ゲンメの造り手の中で最も挑戦的で最も古典的な造 トの果実を成熟させる』
り手。500 年前からあるセラーにはスラヴォニア産の ネッビオーロのフレッシュな美味しさのコッリーネ・ノヴ
ァレージと大樽でのゆるやかな酸化で 2 次的旨味が
大樽が 20 個並んでいる。
『若いネッビオーロのフレッシュな個性も大事だが、 味わえるゲンメ。
大樽での長い熟成によって醸成される熟成したネ ゲンメの土地を知り尽くした彼等がスパンナを通して
ゲンメの個性を最大化したような彼等のゲンメ。無く
ッビオーロの旨味を大切にしたい』
法規制は最低 34 ヶ月の熟成。内 18 ヶ月の樽熟成 なって欲しくないイタリアらしさが味わえる。
となっているが「コッリ・ブレクレメ」では 36 ヶ月の樽
熟成後、12 ヶ月以上瓶熟成となっている。
入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Nebbiolo

2017

赤

750

参考上代

メモ

在庫

3,000 ゲンメの若い樹

○

カレッラ、バラジョッラ・ヴァレナ、カヴェナゴ区画の若い葡萄のアッサンブラージュ。10月初旬に収穫してステンレスタンクで発酵。マセラシオンは短めで6日間のみで骨格よりも柔らかさを得ている。ステンレスタンクで12ヶ月熟
成後、900Lと3000Lのスラヴォニア大樽に移して12ヶ月熟成。ゲンメの葡萄のみだが樽熟成期間が短いのでコッリーネ・ノヴァレージになっている。アガミウムは昔のゲンメの名称。

Novaresi "Abate di Cluny"
A3750 Colline
コッリーネ・ノヴァレージ・アバテ・ディ・クルニー

Nebbiolo

2011

赤

750

5,900 遅積み

○

ゲンメの外側、コッリーネ・ノヴァレージの畑。完璧な熟度のネッビオーロだけを使った特別キュヴェ。収穫は10月最終週に収穫。（15％は11月中旬の収穫）。ステンレスタンクで発酵後、大樽に入れて24ヶ月熟成させている。
フレッシュっさではなく成熟したネッビオーロの熟成した味わいを目指している。

"Cantalupo"
A3751 Ghemme
ゲンメ・カンタルーポ

Nebbiolo

2011

赤

750

5,200

○

カレッラ、バラジョッラ・ヴァレナ、カヴェナゴ区画のアッサンブラージュ。10月中旬に収穫。ステンレスタンクで発酵。10日間マセラシオン。前半は1日に2回ピシャージュ。後半は果帽をモストに沈めて刺激しないようにしている
ので過度な抽出はない。その後、色々な大きさの大樽に入れて24ヶ月熟成。

"Collis Breclemae"
A3752 Ghemme
ゲンメ・コッリ・ブレクレメ

Nebbiolo

2005

赤

750

7,500 長期マセラシオン

LIMITED

"Collis Breclemae"
A3753 Ghemme
ゲンメ・コッリ・ブレクレメ

Nebbiolo

2011

赤

750

8,200 長期マセラシオン

○

標高250～310mの単一畑コッリ・ブレクレメの葡萄のみを使用。10月後半に収穫。2週間の長めのマセラシオン。発酵初期のみピシャージュする。熟成は色々な大きさのスラヴォニア大樽で36ヶ月間。花崗岩主体だが小石
が多い畑で水はけが良いのでミネラル感が強く、大きな骨格のワインに仕上がる。熟成ポテンシャルが高い。

TOP

Roero/Piemonte

Matteo Correggia
マッテオ・コレッジァ
Roero

『ロエロ』を赤ワインの産地に変えた先駆者
白ワインの産地として有名だったロエロだったが、故マッテオによって高品質赤ワインが産み出された。これによって
ロエロは芳香豊かな赤ワインの産地としても人気を博していく。
■ラ・ヴァル・ディ・プレティ
「マッテオ」が最初にワインを造り始めた畑でカンティ
ーナの裏山に位置する。樹齢は 80 年。
『当初はネッビオーロ・ダルバとして販売していたが
樹齢が高まり個性が強くなったのでロエロとしてリリ
ースした。ロエロで最も古いネッビオーロ』

ロベルト・ヴォエルッィオに学ぶ
タナロ川を挟んでランゲと向かい合う「ロエロ」。今で
こそ人気の産地だが 30 年前はランゲの造り手に葡
萄を供給するのが「ロエロ」の役目だった。
『当時は皆、アルネイスを栽培していた。黒葡萄は
皆無だった。マッテオはネッビオーロやバルベーラで
成功し、ロエロを赤ワインの産地に変えた』
若い「マッテオ」は「ロベルト・ヴォエルッツィオ」や「エ
リオ・アルターレ」に可愛がられていた。1976 年、彼
等と共にブルゴーニュ視察に向かう。これが大きっ
っかけとなった。

『グリーンハーヴェストでの収量制限に加え、収穫時
に葡萄の下部 1/3 を切り捨てる』
葡萄は房の先端部分は糖度が低く酸度が高い。水
分量も多いので先端 1/3 を捨てる。糖度が高く凝縮
した上部 2/3 のみを使っている。

ロエロ最高峰ロッケ・ダンピセ
■マルン
「マルン」は特別な畑。小さな丘の最上部に位置し、
東から西まで広がっている。
『最も日照量の多い南西から南東に向かって熟度
を計りながら 3 回に分けて収穫することで糖度と酸
度を調節していく』
『マッテオはブルゴーニュが軽さと複雑さを併せ持っ ■ロッケ・ダンピセ
ていることに驚き、ロエロとの共通点を感じ、自信を ロエロの他の造り手達も認める最高の区画。国立自
然公園内になので周りは自然に囲まれている。
深めた』
『表土はロエロ特有の砂質が 60％だが、地中には
「マッテオ・コレッジア」が最初に注目されたのは「バ
ランゲと同じ黄土層が存在している。よってワイン
ルベーラ・ダルバ・マルン」。当時は安いワインの代
はロエロとしては異質の骨格を得る』
名詞だったバルベーラのイメージを変えた。
現在、タナロ川はランゲとロエロを分ける境界線にな
『当時は誰も密植や収量制限を知らなかった。
5,000 本/ha の密植と収量制限の導入で凝縮した っているが、元々はロエロの中心を流れていた。
ロッケ・ダンピセは黄土土壌だったが、タナロ川の流
バルベーラとなった』
「マッテオ」は 2001 年、開墾作業中の事故で亡くな 路が変わり、丁度川が運んできた砂が積もる位置に
ってしまう。現在「オルネッラ夫人」を中心に息子「ジ あった為、砂と黄土が混じり、ロエロの中でも非常に
独特な土壌となった。
ョンニ」がワイン造りを継承している。

地酒であるべきアルネイス
大人気の「ロエロ・アルネイス」。彼等にとっては唯一
の白の土着品種。
『アルネイスは日常酒。チャーミングだけど偉大では
ない。けれども最大限に土地のキャラクターを反映
させるべき。砂質ならではの華やかさをより表現し
たい。』繊細な酸と果実のバランスをとることに非常
に気を使っていて収穫は 2 回に分かれる。
8 月最終週の収穫で酸を確保。完全に熟した 9 月
中旬の収穫で完熟した果実感を得ている。
そして収穫した葡萄のうち 20％はマセレーションす
る。フレッシュフルーティーだけでない旨みをプラス
する。

Matteo Correggia
商品記号

ワイン

Roero
入港予定

Rosso
A2807 Roero
ロエロ・ロッソ
Rosso
A4219 Roero
ロエロ・ロッソ

新入港

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

メモ

在庫

Nebbiolo

2016

赤

750ml

2,800

〇

Nebbiolo

2017

赤

750ml

2,800

〇

Nebbiolo

2015

赤

750

4,000

○

Nebbiolo

2016

赤

750

4,000

7日間のマセラシオン。ステンレスタンクで発酵。12ヶ月間古バリックで熟成後、ステンレスタンクで8ヶ月間熟成。

Rosso "La Val dei Preti"
A2809 Roero
ロエロ・ロッソ・ラ・ヴァル・ディ・プレティ
Rosso "La Val dei Preti"
A4274 Roero
ロエロ・ロッソ・ラ・ヴァル・ディ・プレティ

3月

1987年にネッビオーロ・ダルバとしてリリースされた彼等が所有する最も古い畑、ラ・ヴァル・ディ・プレティ。ステンレスタンクで発酵。18ヶ月間バリックで熟成（50％新樽）。

Rosso "Roche d'Ampsej" Riserva
A3370 Roero
ロエロ・ロッケ・ダンピセ・リゼルヴァ
Rosso "Roche d'Ampsej" Riserva
A4218 Roero
ロエロ・ロッケ・ダンピセ・リゼルヴァ

新入港

Nebbiolo

2014

赤

750

6,900 3Bicchiere/Gambero R

○

Nebbiolo

2015

赤

750

6,900

〇

表土は60％以上が砂質だが5m下は黄土層。その下に岩盤という特殊な土壌構成。国立公園内に位置していてロエロで最も力強いワインを産むと言われる。80％はステンレスで9日間マセレーションしてバリックで18ヶ月熟
成。20％は6HLのトノーで30日間マセレーションして18ヶ月熟成。ロエロで最も熟成するワインと言われている。

d'alba
A1506 Barbera
バルベーラ・ダルバ
d'alba
A4220 Barbera
バルベーラ・ダルバ

新入港

Barbera

2015

赤

750

2,600

〇

Barbera

2017

赤

750

2,800

〇

Barbera

2016

赤

750

4,500

〇

7日間のマセラシオン。ステンレスタンクで発酵。12ヶ月間古バリックで熟成後、ステンレスタンクで8ヶ月間熟成。

d'alba "Marun"
A4217 Barbera
バルベーラ・ダルバ・マルン

新入港

3回に分けて収穫。収穫時には未熟な葡萄房の下1/3を切り落としてしまう。ステンレスタンクで発酵を開始するが発酵中にバリックに移し変える。60％が新樽、40％が古樽で18ヶ月間熟成。

Arneis
A2803 Roero
ロエロ・アルネイス
Arneis
A4221 Roero
ロエロ・アルネイス

新入港

Arneis

2017

白

750

2,800

〇

Arneis

2018

白

750

2,800

〇

近年の温暖化対策として収穫を2回に分けている。最初の収穫で酸度を。2度目の収穫で熟度を得る。ステンレスタンクのみ。20％はマセラシオンし、発酵。４ヶ月シュール・リー。

Bianco "Matteo Correggia"
A2804 Langhe
ランゲ・ビアンコ・マッテオ・コレッジァ
Bianco "Matteo Correggia"
A4273 Langhe
ランゲ・ビアンコ・マッテオ・コレッジァ

3月

Sauvignon B

2015

白

750ml

4,200 遅摘み

Sauvignon B

2016

白

750ml

4,200 遅摘み

〇

マッテオがディディエ・ダグノーが好きで造り始めたワイン。ステンレスタンクで発酵。12ヶ月間シュール・リー。50％は古バリック、50％はステンレスで7ヶ月熟成。

Brachetto "Secco" SC
A2805 Anthos
アントス・ブラケット・セッコ
Brachetto "Secco" SC
A4275 Anthos
アントス・ブラケット・セッコ

3月

Brachetto

2017

赤

750

2,800 ブラケットの辛口

Brachetto

2018

赤

750

2,800 ブラケットの辛口

〇

珍しいブラケットの辛口。2～4日間マセラシオン。ステンレスタンクのみ。香はライチやバラのようだが口中はドライ。少し冷やして前菜に合わせて。

Brachetto "Passito" HALF
A4276 Anthos
アントス・ブラケット・パッシート・ハーフ

Brachetto

[2014]

甘赤

375

3,800 ブラケットの甘口

LIMITED

Brachetto "Passito" HALF
A2810 Anthos
アントス・ブラケット・パッシート・ハーフ

Brachetto

[2016]

甘赤

375

3,600 ブラケットの甘口

LIMITED

Demi Sec HALF
692R5 Passito
パッシート・ドゥミ・セック・ハーフ

Brachetto

[2014]

微
甘赤

375

2,600 まった2014年のパッシート

3月

2014年は糖度が上がらずに自然と発酵が終わってしまい甘口にならなかった。パッシートの失敗作だが美味しかったのでボトリングした。

何故か発酵が止まってし

〇

TOP

Barolo/Piemonte

Elio Altare
エリオ・アルターレ
La Morra

４日間の超短期マセラシオン『バローロ』
バローロの革命児とも評されるエリオ・アルターレ。現在は娘のシルヴィアと日本人 CHO TESU さんも加わり、エリ
オを中心に更に純度をめている。近年、カンヌビを取得。
で最小であるべき。昔、農民は皆知っていた』
当時としては短期間マセラシオンやバリックの導入
「エリオ」が成し遂げたのは「バローロ」のモダン化で
は衝撃的だった。しかし、同時にエリオは農民のワイ
はない。廃れていたランゲの復興だった。
ンである事（自然な醸造）を重要視している。
転換点は 1976 年のブルゴーニュ視察。葡萄の質を
『例えば酵母。自然派生産者も培養酵母を使用し
高め、ボトリングまで行うことで仲買人による葡萄買
ていることが多いが、エリオは自然酵母のみ』
取りシステムから脱却できることを学んだ。
発酵をスムーズに始める為に早めに収穫した葡萄
『当時は誰も導入していなかったグリーンハーヴェス
の果皮に付着した自然酵母を培養し、各キュヴェの
トや摘芯を導入したのもエリオだった』
発酵のスターターに使用している。酸化防止剤もビ
オロジックの規定より圧倒的に少ない。

ランゲの改革

４日間の超短期間マセラシオン
大きな特徴が超短期間のマセラシオン。「カヴァロッ
ト」の 30 日に対して彼等は 4 日間。
『ロータリーファーメンターの目的は強い抽出ではな
い。15 分に 1 回程度ゆっくり回転させることで果帽
が常時ワインに浸かっている状態にすること』

収量を一般的な造り手の半分以下まで落とすことで
葡萄の質を高めていった。当時の他の造り手には葡
萄を切り落とす行為は受入れ難いものだった。
更に反対する父親の前で大樽をチェンソーで切り刻
み、バリックを導入した。
『エリオは清潔でなかった大樽を捨てた。酸素コンタ
クトによってリリース当初から美味しいバローロを造
りたいという強い信念があった。これが原因で父親
とは死ぬまで仲直りできなかった』
早く回転させれば強い抽出が可能だが、ゆっくり回
農民としてのワイン造り
転させている。
エリオの名刺には VITICOLTORE（農民）と記され 強い抽出ではなく、果帽を常に浸けておくことが目的。
ている。モダンというイメージだが、1979 年より除草 質の高いタンニンだけを取り出す。
『4 日のマセラシオンでもアルコール発酵がスムーズ
剤や殺虫剤、化学肥料は使っていない。
『摘芯もカッターではなくハサミで切る。手で切るこ に進めばアルコールが媒介となってアントシアニン
とで切り口が広がらない。切り口から病気になるの 等も早く安定する』

早い回転で抽出しなくてもアルコールがスムーズに
生成されればアルコールが媒介となって色素は安
定する。マセラシオンが短くても色合いは十分。
■アルボリーナ
標高 300m のすり鉢状。砂比率が高い「ラ・モッラ」
らしい畑。「アルボリーナ」の一番良い区画にはバル
ベーラが植えられている。これが「ラリージ」。
■チェレッタ・ヴィーニャ・ブリッコ
「セッラルンガ」のプルミエ・クリュとでも言うべき畑。
標高 390m。鉄やマンガンが多く骨格のしっかりした
ワインだが、エリオらしいしなやかさがある。
■カンヌビ
『2010 年にカンヌビを取得。カンヌビ・カンヌビと言
われる中央部で最も良い区画』

実験的に機械除梗ではなく、人間の手作業で１粒１
粒除梗した「ウノペルウノ」が造られている。
機械では葡萄を痛めることや腐敗果が混入すること
もあるが１粒も見逃さず、完璧な葡萄を使用すると
いう日本人的発想から造られた。
『ウノペルウノはテスの考案。腐敗果は 1 粒も混入
しないが、機械と違い手作業は時間がかかるので
酸化との戦いになる』

Elio Altare
商品記号

Barolo
ワイン

A4134 Barolo
バローロ

入港予定
完売

葡萄品種
Nebbiolo

VIN

2015

色
赤

ｻｲｽﾞ
750

参考上代

メモ

12,000

在庫
SOLD
OUT

単一畑の考え方が浸透する以前のバローロの伝統であった色々な畑の葡萄をアッサンブラージュすることでバランスさせるクラシック・バローロ。ラ・モッラ、カスティリオーネ、セッラルンガの葡萄を使用する。醸造は他のバ
ローロと同じく、水平式ステンレスタンクで4～5日のマセラシオン。熟成はバリックで24ヶ月（30％新樽）。

"Arborina"
A4135 Barolo
バローロ・アルボリーナ

完売

Nebbiolo

2015

赤

750

15,800

SOLD
OUT

"Arborina" MG
A4136 Barolo
バローロ・アルボリーナ・マグナム

完売

Nebbiolo

2015

赤

1500

30,000

SOLD
OUT

ラ・モッラを代表する畑の1つでカンティーナの真下に広がる畑。砂質が非常に強いので最もラ・モッラらしい畑とも言われる。悲運なのは雹の通り道になっているので雹害が多い事。アルターレでは雹対策でネットを張り、雹害
まら葡萄を守っている。4～5日のマセラシオン。熟成はバリックで24ヶ月（30％新樽）。

"Uno per Uno"
A4138 Barolo
バローロ・ウノペルウノ

完売

Nebbiolo

2015

赤

750

45,000 アルボリーナを手で除梗

SOLD
OUT

1948年にエリオのお父さんが植えた樹齢70年の区画の葡萄を使用。収穫後、従業員全員で葡萄を1粒1粒手で除梗して腐敗果を完全に取り除いて発酵させた。1粒も腐敗果が入っていない完璧を追求したワイン。一方で
除梗に3日間かかるので酸化のニュアンスも出ている。4～5日のマセラシオン。熟成はバリックで24ヶ月（30％新樽）。

"Cannubi"
A4137 Barolo
バローロ・カンヌビ

完売

Nebbiolo

2015

赤

750

31,000

SOLD
OUT

2012年から造り始めたカンヌビの中でも最も優れた区画と言われる中央部、カンヌビ・カンヌビと呼ばれる区画。樹齢は30年。ビオロジックで畑を再生し、完璧な状態になっている。水平式ステンレスタンクで4～5日のマセラシ
オン。熟成はバリックで24ヶ月（30％新樽）。年産1500本。栽培はTESUさんが担当。

"Cerretta Vigna Bricco"
A1311 Barolo
バローロ・チェレッタ・ヴィーニャ・ブリッコ

完売

Nebbiolo

2011

赤

750

19,800 3Bicchiere/Gambero R

SOLD
OUT

Riserva "Cerretta Vigna Bricco"
A4139 Barolo
バローロ・リゼルヴァ・チェレッタ・ヴィーニャ・ブリッコ

完売

Nebbiolo

2013

赤

750

18,000

SOLD
OUT

Riserva "Cerretta Vigna Bricco" MG
A2802 Barolo
バローロ・リゼルヴァ・チェレッタ・ヴィーニャ・ブリッコ・マグナム

完売

Nebbiolo

2012

赤

750

SOLD
OUT

「セッラルンガ・ダルバ」チェレッタはジャコモ・コンテルノ等16生産者が所有しているが、ヴィーニャ・ブリッコは3生産者のみ。鉄分が多い畑。水平式ステンレスタンクで4～5日のマセラシオン。熟成はバリックで36ヶ月（30％新
樽）。チェレッタは硬質なので最低3年瓶内熟成を経てから出荷される。チェレッタらしさとエリオ・アルターレらしさが両方感じられるのが素晴らしい。

Rosso "Giarborina"
A4133 Langhe
ランゲ・ロッソ・ジャルボリーナ

完売

Nebbiolo

2016

赤

750

12,000 3Bicchiere/Gambero R

SOLD
OUT

アルボリーナのネッビオーロのみを使用するが、2012年からランゲ・ロッソは畑名を名乗れなくなったので「ジャ・アルボリーナ（既にアルボリーナだった）」と皮肉を込めた名称に変更。収穫時期等全てバローロ・アルボリーナと
同じで、違いはバリック比率と熟成期間のみ。バローロ・アルボリーナは新バリッック30％で24ヶ月熟成。ランゲ・ロッソ・ジャルボリーナは100％新樽のバリックで18ヵ月間熟成。

Rosso "Larigi"
A4131 Langhe
ランゲ・ロッソ・ラリジ

完売

Barbera

2016

赤

750

12,000

SOLD
OUT

100%バルベーラ。100%新樽のバリックで18ヵ月間熟成。樹齢70年（1948年に植樹）という貴重なバルベーラから造られる。ラリジという区画はアルボリーナの頂上部、最も良い区画にある。お爺さんが自家消費用のワインを
造る為に自分の一番好きなバルベーラを植えていた名残。ジャコモ・ブライダと共に1982年からバルベーラの新しい可能性を求めて造り始めたワイン。

Rosso "La Villa"
A4132 Langhe
ランゲ・ロッソ・ラ・ヴィッラ

完売

Nebbiolo
Barbera

2016

赤

750

12,000 アルボリーナ＋ラリジ

SOLD
OUT

ネッビオーロとバルベーラというこの地域で伝統的に造られていたアッサンブラージュ・ワイン。1989年がファーストヴィンテージで当時はモンフォルテのラ・ヴィッラ畑の葡萄を使用していた名残で「ラ・ヴィッラ」という名前を残
している。現在はアルボリーナとラリジの葡萄を使用して100％新樽のバリックで18ヵ月間熟成。

d'Alba
A4130 Barbera
バルベーラ・ダルバ

完売

Barbera

2018

赤

750

4,000

SOLD
OUT

アルボリーナの脇に隣接する畑で北東向き、土壌はアルボリーナと全く同じで粘土石灰質で砂質を多く含んでいる。樹齢は10～20年程度。収穫後、水平式ステンレスタンクで3～4日マセラシオン。発酵終了後、しばらくステ
ンレスタンクで熟成。その後、古いバリックに5ヶ月間だけ入れて熟成。ボトリング後、瓶内熟成1年間。

d'Alba
A4129 Dolcetto
ドルチェット・ダルバ

新入港

Dolcetto

2018

赤

750

3,400

〇

ラ・モッラのアルボリーナと反対側の北側斜面に植えられたドルチェットとドリアーニの樹齢20～40年の樹をアッサンブラージュ。早熟な品種なので糖度と酸度を見ながら完璧な時期に収穫することが大切。2～3日のマセラシ
オンで水平型ステンレスタンクで発酵。熟成もステンレスタンクのみで10ヶ月間。青さがなく、チェリーのような風味がエリオのドルチェットの特徴。
SOLD
OUT

A4140 L'Insieme
リンシエメ

完売

C.S, P.V, Sy他

2016

赤

750

MG
69U58 L'Insieme
リンシエメ・マグナム

完売

C.S, P.V, Sy他

2009

赤

1500

SOLD
OUT

MG
69BK4 L'Insieme
リンシエメ・マグナム

完売

C.S, P.V, Sy他

2013

赤

1500

SOLD
OUT

9,500

カベルネ40％、プティ・ヴェルド5％、シラー5％、ドルチェット、バルベーラ、ネッビオーロをあわせて50％。カベルネ、プティ・ヴェルド、シラーは日照量が少なくても熟す事からアルボリーナの下部に植えられている。3～4日間
ステンレスタンクでマセラシオン。熟成はフランス産のバリック（新樽100%）を使い約15～18ヶ月間。1年間瓶内熟成してから出荷。

TOP

Barolo/Piemonte

Oddero
オッデーロ
La Morra

現存する『バローロ最古』の造り手
「ヴィーニャ・リオンダ」「ブルナーテ」「ブッシア」「ヴィレッロ」「ロッケ・ディ・カスティリオーネ」とバローロの重要なクリュ
の良い区画を所有する伝統的バローロの老舗が復活。
１８７８年初めてのボトリング

１９９７年より有機栽培に転換

凝縮感ではなくバランス

現存するバローロ、バルバレスコの造り手の中で最も
古い歴史を持つと言われる「オッデーロ」。
今も 1700 年代に建てられた当時のカンティーナで
醸造している。初めてボトリングしたのは 1878 年。そ
れ以前はダミジャーナで販売していた。
『60 年代にジャコモ・オッデーロがアンジェロ・ガヤの
父ジョヴァンニやリナルディ等と共に DOCG の元に
なるバローロの法規制を作った』
第 2 次世界大戦後、荒廃したランゲの畑は農民に
手放されていったが、ジャコモは畑を買い足していく
ことを決意。

所有畑は 35ha。90 歳を越えた先代から 1997 年に
栽培・醸造を受継いだ娘の「マリアクリスティーナ」が
全ての畑を有機栽培に切り替えた。
『先代の時代は農薬が推奨された時代だったが、
少しずつ減らし、97 年から徐々に有機栽培に移行。
現在、全ての畑は有機栽培となった』
畑ではコンポストと硫黄、極少量の銅のみが使われ
る。除草剤、防虫剤は一切使用しない。
『ティニョーラ（害虫）にはホルモン剤を使用。ホルモ
ンを麻痺させることで交尾できなくなり、その結果、
害虫の数が減っていく』

一時期はバリックを試したり、ステンレスタンクでの発
酵も試みたが、現在はセメントタンクでの発酵に戻し、
バリックは廃棄された。
『セメントで自然酵母のみでゆっくり発酵。温度管
理はしない。マセラシオンは葡萄の状態に合わせて
20-30 日』

そのお陰で現在でもラ・モッラ、カスティリオーネ・フ
ァレット、セッラルンガ、モンフォルテ、バルバレスコと
幅広い地域の最良の畑を所有している。
『各地域の最良の畑を所有しているのは僕達だけ。
長い歴史のお陰。同じ醸造方法で各地域の最良の
畑の葡萄を醸造するからテロワールが解る』
彼等の所有する畑は「ブルナーテ」「ヴィーニャ・リオ
ンダ」「ブッシア」「ヴィレッロ」と各地域の最良の畑ば
かり。他の造り手ではあり得ない豪華さ。
そして、特殊なのがバルバレスコ。法律ではバルバ
レスコの葡萄をバローロ内で醸造するとランゲ・ネッ
ビオーロになってしまう。
『バローロで唯一醸造を許されているバルバレスコ
がオッデーロのバルバレスコ・ガッリーナ。法規制前
から造っているから例外で認められている』

「マリアクリスティーナ」とその子供達によって伝統的
オッデーロの味わいは復元された。
古いスラヴォニアの大樽を主に、「フォラドーリ」や「ロ
アーニャ」も愛用するオーストリア産ストッキンガー社
の大樽を使用。
彼等の畑は各地に点在し、1 つ 1 つは非常に小さい
『ストッキンガーは樽材が厚く、目が詰まっているの
ので隣の畑の影響も受けやすい。隣の造り手とも協
で酸素供給率が低い。タンニンも少なく、香、口中
力し合い有機栽培を推進している。
の甘みがほとんど出ない』
『僕等の大きな特徴はネッビオーロのクローンの多
そして「DRC」「パカレ」も愛用するフランス産グルニ
様性。古くから所有しているので 16 種類以上のク
エの大樽も良い結果を出している。
ローンが混在している』
『1 年目の樽はバルベーラと相性が良い。2-3 年は
有機栽培の次に畑で取り組んでいるのが葡萄樹の
ランゲ・ネッビオーロ。その後、4 年目からバローロに
循環型自主生育。ツルをできるだけ切らずに自由に
使用する』
伸ばすことで葉を増やし、光合成を助成。
透き通った色調の彼等のワイン。過度な凝縮や抽
『ツルを切る事で葡萄を凝縮させる造り手が多いが、
出を嫌い、パンチングダウンを行わない。最低限の
僕等のスタイルではない。グリーンハーヴェストもほ
ルモンタージュのみで発酵を続ける。
ぼしない。過度な凝縮は必要ない』
『全てのバローロの醸造は同じで良い。テロワールの
有機栽培によって厳しい環境で育つ葡萄は自然と
違いだけが味わいを造り出す。何故ならオッデーロ
収量を落としてくれる。グリーンハーヴェストは収量
はバローロ最良の畑を所有しているから』
制限ではなく、風を通す為に行う程度。

Oddero
商品記号

Barolo
ワイン

入港予定

"Classico"
A2829 Barolo
バローロ・クラシコ
"Classico"
A4222 Barolo
バローロ・クラシコ

新入港

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

メモ

在庫

Nebbiolo

2014

赤

750

6,200 アッサンブラージュ

〇

Nebbiolo

2015

赤

750

6,500 アッサンブラージュ

〇

クリュの概念がない頃から造られていた色々な畑のアッサンブラージュ・バローロなのでクラシコと名付けている。セカンドワインではない。畑はカパロット、サンタ・マリア・ブリッコ・キエーザ（ラ・モッラ）とブリッコ・フィアスコ（カス
ティリオーネ）。発酵は畑毎に分けて20日間マセラシオンして発酵。29度以上にならないように温度管理。スラヴォニア大樽とオーストリア大樽で30ヶ月熟成。

"Villero"
A1314 Barolo
バローロ・ヴィレッロ
"Villero"
A4225 Barolo
バローロ・ヴィレッロ

新入港

Nebbiolo

2013

赤

750

11,000 カスティリオーネ・ファレット

LIMITED

Nebbiolo

2015

赤

750

12,000 カスティリオーネ・ファレット

〇

樹齢50年以上の0.8haの畑。標高240mの南東向き斜面。発酵はステンレスタンクで行い、マセラシオンは25日間。発酵温度は29度以上にならないように管理している。熟成は40hlのスラヴォニア大樽で30ヶ月。同じカス
ティリオーネのロッケ・ディ・カスティリオーネよりも粘土石灰質が強いのでココア、チェリー、リコリスの風味が現れ、甘い余韻が特徴的。

"Rocche di Castiglione"
A1315 Barolo
バローロ･ロッケ・ディ・カスティリオーネ
"Rocche di Castiglione"
A4224 Barolo
バローロ･ロッケ・ディ・カスティリオーネ

新入港

Nebbiolo

2013

赤

750

12,800 カスティリオーネ・ファレット

LIMITED

Nebbiolo

2015

赤

750

14,000 カスティリオーネ・ファレット

〇

樹齢70年以上、標高240mの南東向き斜面。0.66ha。2010年から完全なビオロジックが導入された畑。ステンレスタンクで発酵、マセラシオンは25日。マロラクティック発酵は12月までゆっくりと続く。熟成は20hlの中型フレン
チ樽を100%使用して30ヶ月。石灰質が強く出ているのでミネラル感が強く、厳格で質の高いタンニンと余韻の上品さが特徴的。

"Bussia Vigna Mondoca" Riserva
A2828 Barolo
バローロ・ブッシア・ヴィーニャ・モンドゥーカ・リゼルヴァ
"Bussia Vigna Mondoca" Riserva
A4223 Barolo
バローロ・ブッシア・ヴィーニャ・モンドゥーカ・リゼルヴァ

新入港

Nebbiolo

2012

赤

750

15,500 3Bicchiere/Gambero R

Nebbiolo

2013

赤

750

16,000 モンフォルテ・ダルバ

LIMITED

〇

樹齢35年程度の若い畑で標高は350ｍ、1.13ha。ステンレスタンクで発酵、マセラシオンは30日と長め。マロラクティック発酵は12月までゆっくりと続く。熟成は30hlのスラヴォニア大樽で36ヶ月。その後、ボトル内で24ヶ月以
上。トータル5年以上の熟成。たっぷりと熟してドライフラワー、バルサミックな雰囲気があり、余韻は非常に複雑。

"Brunate"
A2839 Barolo
バローロ・ブルナーテ
"Brunate"
A4278 Barolo
バローロ・ブルナーテ

3月

Nebbiolo

2011

赤

750

16,800 バローロ

Nebbiolo

2015

赤

750

18,000 バローロ

LIMITED

樹齢60年で標高は300mとブルナーテ上部の素晴らしい区画だが僅か0.4haなので年産2,000本以下。2010年から完全なビオロジックが導入された畑。ステンレスタンクで発酵、マセラシオンは25日。マロラクティック発酵は
12月までゆっくりと続く。温度は28度以下に設定。熟成は20hlの中樽で30ヶ月。バラやバイオレットの華やかさと緻密さが特徴的で時間が必要なワイン。

"Vigna Rionda" Riserva 10anni
A2838 Barolo
バローロ・ヴィーニャ･リオンダ・リゼルヴァ・10アンニ

Nebbiolo

2007

赤

750

25,000 セッラルンガ・ダルバ

LIMITED

"Vigna Rionda" Riserva 10anni
A2827 Barolo
バローロ・ヴィーニャ･リオンダ・リゼルヴァ・10アンニ

Nebbiolo

2008

赤

750

26,000 セッラルンガ・ダルバ

LIMITED

"Vigna Rionda" Riserva 10anni
A4228 Barolo
バローロ・ヴィーニャ･リオンダ・リゼルヴァ・10アンニ

新入港

Nebbiolo

2009

赤

750

27,000 セッラルンガ・ダルバ

〇

"Vigna Rionda" Riserva
A4229 Barolo
バローロ・ヴィーニャ･リオンダ・リゼルヴァ

新入港

Nebbiolo

2011

赤

750

26,000 セッラルンガ・ダルバ

〇

Nebbiolo

2005

赤

1500

48,000 セッラルンガ・ダルバ

LIMITED

Nebbiolo

2011

赤

1500

53,000 セッラルンガ・ダルバ

Nebbiolo

2007

赤

1500

50,000 セッラルンガ・ダルバ

Nebbiolo

2009

赤

1500

54,000 セッラルンガ・ダルバ

"Vigna Rionda" MG
A2837 Barolo
バローロ・ヴィーニャ・リオンダ・マグナム
"Vigna Rionda" MG
A4280 Barolo
バローロ・ヴィーニャ・リオンダ・マグナム

3月

"Vigna Rionda" Riserva 10anni MG
A2836 Barolo
バローロ・ヴィーニャ･リオンダ・リゼルヴァ・10アンニ・マグナム
"Vigna Rionda" Riserva 10anni MG
A4279 Barolo
バローロ・ヴィーニャ･リオンダ・リゼルヴァ・10アンニ・マグナム

3月

LIMITED

真南を向く標高300mの最良区画で0.77ha。1972年に購入した畑で、上部は1983年に植樹、下部は2007年に植樹した。本当に優れた年にしか造らないキュヴェで、発酵は50hlの開放桶で行い、マセラシオンは25日程度。
熟成はオーストリア大樽で48ヶ月以上。その後、ボトル内で60ヶ月以上熟成。トータル10年以上の熟成という特別なワイン。

"Gallina"
A2831 Barbaresco
バルバレスコ・ガッリーナ
"Gallina"
A3345 Barbaresco
バルバレスコ・ガッリーナ

3月

Nebbiolo

2015

赤

750

6,900 ネイヴェ

〇

Nebbiolo

2016

赤

750

7,200 ネイヴェ

〇

樹齢50年の区画と13年の若い区画があり、標高は200m。2haを所有。ステンレスタンクで発酵、マセラシオンは25日。マロラクティック発酵は12月までゆっくりと続く。温度は28度以下に設定。熟成は大樽（フレンチオーク、
オーストリア）で24ヶ月。マール土壌に砂質が混じる畑なので典型的な繊細な味わいのバルバレスコ。

Nebbiolo
A3346 Langhe
ランゲ・ネッビオーロ

3月

Nebbiolo

2017

赤

750

3,700 ラ・モッラ

〇

ラ・モッラのサンタ・マリア・ブリッコ・サン・ビアッジョの葡萄を使用。樹齢15年、標高は200mで2haの畑。発酵はステンレスタンク。バローロよりマセラシオンを短く15日程度に抑えている。熟成は色々な樽に入れて12ヶ月以
上、ボトリングして6ヶ月休ませてから出荷。年産15,000本のみ。赤いフルーツと優しいタンニンがバランスするランゲらしいスタイル。

d'Alba Superiore
A2833 Barbera
バルベーラ・ダルバ・スペリオーレ
d'Alba Superiore
A4227 Barbera
バルベーラ・ダルバ・スペリオーレ

新入港

Barbera

2015

赤

750

3,900

〇

Barbera

2016

赤

750

4,000

〇

カスティリオーネ・ファレットの標高250mの畑で樹齢は20年の畑とラ・モッラの樹齢15年の若い畑のアッサンブラージュ。ステンレスタンクで発酵。10日間マセラシオン。マロラクティック発酵は12月まで続く。熟成はスラヴォニ
ア大樽で12ヶ月。アッサンブラージュしてボトリング。6ヶ月間休ませてから出荷。

d'Alba
A2832 Dolcetto
ドルチェット・ダルバ
d'Alba
A4226 Dolcetto
ドルチェット・ダルバ

新入港

Dolcetto

2017

赤

750

2,900

LIMITED

Dolcetto

2018

赤

750

2,900

〇

カスティリオーネ・ファレットの標高250mの畑で樹齢は30年の畑とラ・モッラの樹齢45年という古い樹のアッサンブラージュ。ステンレスタンクで発酵。12日間マセラシオン。マロラクティック発酵は12月まで続く。熟成はステンレ
スタンク翌春にボトリング。

Bianco "Collaretto"
A2834 Langhe
ランゲ・ビアンコ・コラレット

Riesling
Chardonnay

2015

白

750

3,600

〇

Bianco "Collaretto"
A2834 Langhe
ランゲ・ビアンコ・コラレット

Riesling
Chardonnay

2015

白

750

3,600

〇

3月

ラ・モッラのサンタ・マリア・ブリッコ・サン・ビアッジョの葡萄を使用。樹齢15年、標高は200mで2haの畑。発酵前に18時間低温浸漬を行い、揮発的な香を果汁に移す。プレス後48時間は8度に保ち、低温発酵を始める。発酵
後、移し替えをしてステンレスタンクで澱と共に6ヶ月間熟成してからボトリング。

TOP

Barolo/Piemonte

Mario Marengo
マリオ・マレンゴ
La Morra

『ブルナーテ』最高の区画を所有
バローロのクリュでも最高のクリュと言われるブルナーテ。その中でも最高の区画を所有するのがマリオ・マレンゴ。バ
ローロの頂点とも言われるこの区画からは緻密で繊細、大きなワインが産み出される。
ブルナーテ最高の区画
「エリオ・アルターレ」の「バローロ・ブルナーテ」は「マ
リオ・マレンゴ」の葡萄を使って造られてきた。（現在
は契約が終了した）
『バローロ最高のクリュの 1 つがブルナーテ。その最
高の区画を所有するのがマリオ・マレンゴ。斜面、方
角、土壌、樹齢、全てが最高』
「ラ・モッラ」の特徴である「優雅さ」を高いレベルで
表現することができるのは限られた畑。「ブルナー
テ」こそが「ラ・モッラ」。

『ブルナーテより石灰含有量が多く、標高はバロー
ロ村で最も高い。ワインはより繊細で名前の通りス
ミレの花の香が出る』

75 年以上の樹齢の樹が 0.16ha だけ残っている。こ
の葡萄だけを使って造っているのが「バローロ・ブル
ナーテ・リゼルヴァ」を造っている。良い年のみの生
産で 1,000 本のみ。

有機栽培と持続的農業
「マリオ・マレンゴ」は 1899 年からボトリングを開始。
創設者は現在の当主「マルコ」の父「マリオ」。所有
畑は全て合わせて 3.5ha。
2001 年父「マリオ」が亡くなり、「マルコ」が後を継ぐと
一気に評価を上げていった。彼は毎日畑にいること
で造り手達の間で有名。
『毎日樹を観察すると葡萄樹の病気等の変化に気
がつける。早く気付けば薬剤を使わずに対処できる。
だから硫黄だけしか使わずに済む』
畑では硫黄と銅以外は使用しない。殺虫剤、除草
剤も一切使用しない。病気は予防と観察、介入の 3
段階で対応できるが、「マルコ」は予防と観察で全て
対処できると考えている。
『バローロで葡萄樹を健康に保つ為に重要なのは
区画の場所に合わせて仕立を変えて湿気と陽光の
当たり方を調整すること』
必要な時期だけ殺虫剤の代わりに特定の害虫の産
卵や繁殖に合わせてフェロモン・トラップや蜂蜜、ヴ
ィネガーが使われている。
畑では下草が伸ばされている。春先と雨が多い時
期のみ湿気を除去する為に刈り込みを行うが基本
的に 1 年間伸ばしっ放し。
『下草は急斜面のブルナーテでは重要。表土が流
れ落ちるのを防ぐ。同時に葡萄樹の根が横に伸び
るのを防いでくれる』

1ha の「ブルナーテ」は丘の中心部、南東向き。日
光が一番初めに当たる区画。標高は 350m で丘の
中部に位置する。
「ブルナーテ」最高の区画と言われる彼等の「ブル
ナーテ」は僅かに年 400 ケースの生産。
『樹齢は 80 年。ブルナーテで最も古い葡萄樹。土
壌は粘土石灰質だがシルトが混じっているのが特
徴。鉄分が少ないのも特徴』
もう 1 つ彼等の重要な畑がバローロ村の「ブリッコ・デ
ブルナーテ・リゼルヴァ
ッレ・ヴィオーレ」。0.9ha の小さな区画で丘の最上
部を所有。1950 年に植樹された古い区画で標高は ■バローロ・ブルナーテ・リゼルヴァ
450m を超す。
「ブルナーテ」の畑の一部に 1940 年に植樹された
商品記号

ワイン

入港予定

A3122 Barolo
バローロ

葡萄品種
Nebbiolo

『以前はヴェッキア・ヴィーニュとしてリリースしてい
たがポテンシャルが高いので 2 年熟成期間を延ば
すことにした』■バローロ
近年、単一畑のバローロに加えて 1999 年に植樹さ
れたバローロも 3,000 本だけ造り始めた。畑は「ラ・モ
ッラ」の 2 ヶ所の畑のアッサンブラージュ。
『将来的には単一のクリュとして瓶詰めしたい。今
は樹が若いのでアッサンブラージュで補い合ってい
る。栽培、醸造はクリュと同じくする』
■ネッビオーロ・ダルバ・ヴァル・マッジョーレ
ネッビオーロ・ダルバは「ロエロ」の平地の葡萄が使
われることが多いが、グラン・クリュと言われる「ヴァ
ル・マッジョーレ」の葡萄が使われている。
『奥さんがヴァル・マッジョーレの出身なので良い区
画を手に入れることができた』

VIN

色

ｻｲｽﾞ

2014

赤

750

参考上代

メモ

在庫

〇

6,900

ラ・モッラの新しい畑（1999年植樹）のアッサンブラージュ・バローロ（ボイロ、セッラデナーリ、ロンカリエ、フォッサーティ）。別々に収穫して別々に醸造。発酵は野性酵母のみっでマセラシオンは10日間。バリック（15％新樽）に
移し変え、セラーの温度を上げてマロラクティック発酵を促し、24ヶ月熟成。

"Bricco delle Viole"
A3123 Barolo
バローロ・ブリッコ・デッレ・ヴィオーレ

完売

赤

Nebbiolo

SOLD
OUT

750

標高410ｍの上部に位置する僅か0.38haのブリッコ・ヴィオーレ。1955年に植樹された区画で樹齢は約65年。素晴らしい状態。発酵は野性酵母のみでマセラシオンは10日間。バリック（15％新樽）に移し変え、セラーの温度
を上げてマロラクティック発酵を促し、24ヶ月熟成。砂が多い畑なので花や果実の香が強く、芳香に優れ女性的。

"Brunate"
A3124 Barolo
バローロ・ブルナーテ

完売

Nebbiolo

2014

赤

750

SOLD
OUT

9,800

1947、1957年に植樹された平均樹齢70年の区画でマルゴッタでクローンを保持している。土壌は典型的な石灰岩を多く含む泥灰土。熟成はフレンチ・バリックで24ヶ月。新樽は全体の15％以下に抑える。ブルナーテの中で
も最も優れた区画を持つのがマレンゴと言われる。日当たりが非常によく毎年一番最初に収穫が始まるのがこの畑。

"Brunate" Riserva
A3125 Barolo
バローロ・ブルナーテ・リゼルヴァ

Nebbiolo

2012

赤

750

13,800 樹齢80年以上

LIMITED

所有するブルナーテの中心部にある樹齢90年の区画から造られる。クローンは不明でマルゴッタのよって保持されている。0.16haから年間1,000本程度造られる特別なワイン。発酵は野性酵母のみっでマセラシオンは10日
間。バリック（15％新樽）に移し変え、セラーの温度を上げてマロラクティック発酵を促し、24ヶ月熟成。その後、12ヶ月以上瓶内熟成。

Nebbiolo d'Alba "Valmaggiore"
ネッビオーロ・ダルバ・ヴァルマッジョーレ

完売

赤

Nebbiolo

ロエロ/ヴァルマッジョーレ

750

SOLD
OUT

ロエロ地区ヴェッツァ・ダルバに位置する南向きの畑で奥様の実家が所有。標高300mとロエロとしては高く、土壌はローム質で粘土が多い。ステンレスタンクで野性酵母のみで発酵、マロラクティックからバリックに移し、最低で
も18ヶ月熟成（新樽比率15％）。

Barbera d'Alba "Pugnane"
バルベーラ・ダルバ・プニャーネ

完売

赤

Barbera

SOLD
OUT

750

カスティリオーネファレットの0.38haの畑プニャーネ。1998年に植樹した粘土石灰土壌の畑。ステンレスタンクで野性酵母のみで発酵。発酵は野性酵母のみでマセラシオンは5～6日間。バリック（15％新樽）に移し変え、セ
ラーの温度を上げてマロラクティック発酵を促し、10ヶ月熟成。ボトリング後、最低4ヶ月寝かせてから出荷。

d'Alba
A3126 Dolcetto
ドルチェット・ダルバ

Dolcetto

2017

赤

750

2,700

LIMITED

カスティリオーネファレットの0.48haの畑で1997,2000年にドルチェットに植え替えた。重いシルト土壌なのでドルチェットに相性が良い。ステンレスタンクで野性酵母のみで発酵。そのままステンレスタンクで10ヶ月以上熟成。
フレッシュでカジュアルなワインなので唯一樽熟成しない。

TOP

Barolo/Piemonte

G.D. Vajra
Ｇ.Ｄ.ヴァイラ
Barolo

すみれの香がする畑『ブリッコ・デレ・ヴィオーレ』
バローロ村の代表的造り手で、多くの醸造家がここで学んで独立していった。アルド氏は多くの造り手から先生と慕
われる醸造家であり人格者。現在では息子のジュゼッペも醸造に参加。
８６年の雹害が転機
現当主「アルド・ヴァイラ」と「ミレーナ」は穏やかでピ
エモンテは勿論、他の産地の造り手からも慕われる
人格者。醸造や栽培の経験を若い世代に伝えるこ
とにも力を入れていている。
現在は息子の「ジュゼッペ」が醸造を担当。「イシド
ロ」が栽培担当としてカンティーナに参加し、家族経
営を続けている。

「アルド」の父はワイン造りを仕事とせず、アルバで働
いていた。「アルド」は醸造学校を卒業後、お爺さん
が所有していた僅か 0.3ha の畑と樽の鉄枠だけを相
続してワイン造りを開始する。
『転機は不況下の 1986 年。雹害で全ての畑が壊
滅的な被害を受けた。多くの造り手が廃業したが、
僕は借金をして畑を買い増した』
この判断で「アルド」はバローロ村の重要な畑「ブリッ
ク・ヴィオーレ」「フォッサーティ」「レ・コステ」等最良
の畑ばかりを所有している。

伝統派でなく現代派でもない

重要。ジュースの部分は酸化とバクテリアに侵され、
葡萄以外の香で出てしまう。
彼等のバローロは均整の取れた酒質。素直にフル
ーツを感じさせる。熟成と共に妖艶さを増していくが、
ネ ッ ビ オ ー ロ ら し さ は 薄 れ な い 。

『僕等は伝統派だが、革新的でありたい。だから毎
年 100 種以上の発酵を行い、最適の発酵を試して
いる。醸造は毎年変わる』
ネッビオーロはカベルネやメルローと違い果汁自体
に「アントシアニン」を含まない。
『香味成分は果皮に多い。だからフォラトゥーラ（櫂
入れ）が大切。櫂入れで果皮にアルコールが染み
香味成分を抽出する』
高樹齢の葡萄は小粒なので果皮比率が高い。高樹
齢であれば過度な抽出は粗さをだしてしまう。櫂入
れも半分程度で果帽をぬらす程度。強く動かしては
いけない。
「ブリッコ・デッレ・ヴィオーレ」は樹齢 50 年を超える。
マセラシオンは 25 日間と長いが、櫂入れは他のバロ
ーロの半分程度となっている。
『ブリッコ・デッレ・ヴィオーレはミケとランピアだけの
50 年樹。寒い畑なので名前の通りスミレの香が出
る。強く櫂入れすると繊細な香は消えてしまう』

彼等はワインが美味しいのは当然と考える。その上
で安全で清潔でなくてはいけない。そして、美しいも
のでなければならない。
『リンゴジュースを飲めばリンゴの味。他の味は必要
ない。バローロを飲めばネッビオーロの味だ。樽由来 マルセル・ダイスから移植
彼等は様々な挑戦を続けている。「アルド」の醸造
の甘味、タンニン、香は必要ない』
タンク内で全ての葡萄が一斉に発酵を始めることが 学校の卒業論文は「白ワインのマロラクティック発

酵」だった。そして、当時憧れていた品種リースリン
グを植樹した。
『友人マルセル・ダイスの 100 年以上の畑から無作
為に取った色々なアルザス・クローンとドイツ・クロー
ンを混植してみた』
単一のクローンでは複雑味がでないことをマルセル・
ダイスは知っていた。だから彼の畑は色々なクローン
が混植されている。

『畑はセッラルンガの近く。岩盤の上にある畑で石
灰が強くネッビオーロには痩せすぎている』
当初、全く売れなかったというリースリングは今では
ランゲ地方だけで 14 もの造り手がリリースする人気
品種となった。
ヴァイラは全ての品種が素晴しい。中でも「ドルチェ
ット」は秀逸。通常、ドルチェットは低価格なので収量
を多くしがち。だからヴェジタルな風味がでる。
『通常、収量が落ちるので 30 年程度で抜かれるが
コステは 50 年、フォッサーティも 30 年と高樹齢。チ
ェリーやスミレの香』
「ドルチェット・コステ・エ・フォッサーティ」はバローロ
のクリュ「コステ」と「フォッサーティ」に植えられた贅
沢なドルチェット。ヴェジタルなニュアンスは全く無く、
「アルド」曰く、卵料理にも合わせられる。

G.D.Vajra
商品記号

Barolo
ワイン

入港予定

"Albe"
A3764 Barolo
バローロ・アルベ
"Albe"
A4379 Barolo
バローロ・アルベ

3月

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Nebbiolo

2015

赤

750

6,000

Nebbiolo

2016

赤

750

6,000

参考上代

メモ

在庫

〇

La Volta, Fossati, Coste di Vergneのブレンド。ステンレスタンクで発酵（葡萄の状態によってだが例年25日程度のマセラシオン）。熟成は大樽で34ヶ月程度。

"Ravera"
A4233 Barolo
バローロ・ラヴェラ

新入港

Nebbiolo

2015

赤

750

〇

10,000

バローロ村の南、ノヴェッロ村近くの畑。発酵はステンレスタンク（25日程度のマセラシオン）。熟成は大樽で42～48ヶ月程度。ネッビオーロはミケとランピアのみを使用（ロゼは使用しない）。

"Bricco delle Viole"
A2094 Barolo
バローロ・ブリッコ・デッレ・ヴィオーレ
"Bricco delle Viole"
A4232 Barolo
バローロ・ブリッコ・デッレ・ヴィオーレ

新入港

Nebbiolo

2014

赤

750

9,800

Nebbiolo

2015

赤

750

11,000

750

3,800

LIMITED

〇

発酵はステンレスタンク（25日程度のマセラシオン）。熟成は大樽で42～48ヶ月程度。ネッビオーロはミケとランピアのみを使用（ロゼは使用しない）。

Nebbiolo
A4234 Langhe
ランゲ・ネッビオーロ
Langhe Freisa "Kye"
ランゲ・フレイザ・キエ

新入港
完売

Nebbiolo

2018

赤
赤

Freisa

〇
SOLD
OUT

750

フレイザの最高峰の１つ。この品種はネッビオーロ以上に良い条件と樹齢の高さ、そして収量の制限が重要で効率が悪い。ヴァイラでは30年以上の樹しか使わない。

d'Alba Superiore
A0614 Barbera
バルベーラ・ダルバ・スペリオーレ
Dolcetto d'Alba
ドルチェット・ダルバ

Barbera

完売

2014

赤

750

Dolcetto

赤

750

Dolcetto

赤

750

〇

5,200

SOLD
OUT

ドルチェットが嫌いな人でも楽しめるドルチェット。樹齢の高さと香と酸を大切にした造りで飲み飽きしない。

Dolcetto d'Alba "Coste & Fossati"
ドルチェット・ダルバ・コステ・エ・フォッサーティ

完売

Antonio Galloni90p

SOLD
OUT

コステは樹齢50年。フォッサーティは樹齢26年。ドルチェットはチェリーやスミレの香がするべき。近年の濃厚なドルチェットではなくフィネスのある昔ながらのドルチェット。

Rosso
A3288 Langhe
ランゲ・ロッソ

Nb, Do, Ba, Al
Fr, PN

2017

赤

750

2,400 6品種混醸

Rosso
A4380 Langhe
ランゲ・ロッソ

Nb, Do, Ba, Al
Fr, PN

2018

赤

750

2,400 6品種混醸

3月

〇

各畑の若い樹を使って造られるカジュアルワイン。余韻は短いがどんな料理にも合わせやすいピエモンテでは貴重なワイン。

Bianco Riesling
A0617 Langhe
ランゲ・ビアンコ・リースリング

完売

Riesling

2016

白

750

4,800

SOLD
OUT

Bianco Riesling
A4235 Langhe
ランゲ・ビアンコ・リースリング

新入港

Riesling

2018

白

750

4,900

〇

友人であるマルセル・ダイスの畑から無作為に選んだリースリングを植樹。ダイスはオリジナルの色々なクローンのリースリングを混植することによってワインが複雑になると認識していて、これと同じ考えを持つアルドはドイツのク
ローンも混植している。若いうちは果実が中心だが熟成してこそ本領を発揮する。

A4381 Rosabella
ロザベッラ

3月

Ne,Do,Ba

2019

ロゼ

750

2,800

60％ネッビオーロ、20％バルベーラ、20％ドルチェット。各畑の若い樹を使用。通常より早い収穫でフレッシュさ、アロマティックさ、リンゴ酸を残して収穫し、2～3時間のマセラシオンを経てステンレスタンクで発酵。発酵温度は
24度以下でフレッシュさを失わないように調整。ノン・マロラクティック。フレッシュさが重要なので春を迎える前にボトリング。

TOP

Barolo/Piemonte

Cavallotto Bricco Boschis
カヴァロット・ブリッコ・ボスキス
Castiglione Falletto

バローロの中心『ブリッコ・ボスキス』単独所有
バローロで初めて有機栽培を導入したのがこのカヴァロット。葡萄栽培農家で他の野菜も栽培していた彼等は必然
的に有機栽培の導入に至った。農民ゆえにグリーンハーヴェストも行わない。
アン期（1,300 万年前）の土壌でマンガンや鉄が多く 手作業で刈りとり、畑を耕すことなく放置しておく福岡
含まれていて重たい土壌。
正信が提唱した不耕起栽培を実践している。
「カヴァロット」は 1928 年から 5 世代続く老舗。古典
『トルニアン期の新しい土壌とランギアン期の古い 『畑を耕す必要も無い。土壌が活性化すればミミズ
バローロと言えば必ず名前が挙がる名家。当主は地
土壌がぶつかる場所がブリッコ・ボスキス』
やバクテリアの活動で土壌は自然と酸素と窒素を得
元で偏屈者として有名な「ジュゼッペ」。
てバランスをとる』
６０年代から有機栽培
『バローロの畑は相続で細分化されているが僕等の
ブリッコ・ボスキスは１ヶ所。だからバローロで初めて 32～38hl/ha と収量は少ないが、収量制限はしてい 偉大な畑ブリッコ・ボスキス
有機栽培の導入を実現できた』
ない。樹齢の高さと痩せた土壌の影響で収量が自然 セラーにはスロヴェニア産の大樽が 30 以上並んでい
に落ちているだけ。
て古い樽の注ぎ口は鹿の角でできている。
『果実を切り捨てるのは農民として間違っている。グ 『注ぎ口が鹿の角なのでワインは鉄やステンレスに
リーンハーヴェストは行わない』
触れずに熟成する。ワインは柔らかく成長する』
現代のワイン造りではグリーンハーヴェスト（摘果）で ■バローロ・ブリッコ・ボスキス
収量を制限して凝縮した葡萄を得ることは常識だが、ブリッコ・ボスキス畑のみ。大樽で 36 ヶ月熟成。東、
彼等は一切行わない。
南、西部。丘の上、中、下部で分けて収穫、醸造し
『人為的に凝縮させて現代の嗜好に合わせても意 アッサンブラージュすることでバランスを得ている。
味がない。カヴァロットのバローロの良さは色調が淡 ■バローロ・ヴィニョーロ・リゼルヴァ
くても味わいに骨格があること』
1945、1966 年に植樹された 1.56ha の畑でカスティ
「カヴァロット」はバローロで最も早く有機栽培を導入し リオーネを代表する畑。
たことでも知られている。1960 年代、農業の効率化 「ブリッコ・ボスキス」の 1 つ南の丘の南西部。「モンプ
1948 年には現在のカンティーナが完成し「カヴァロッ が始まり農薬が全盛期の時代だった。
リヴァート」と同じ斜面。土壌はセッラルンガに近い。
ト」の名前でバローロの販売を開始。1967 年には「ブ 『当時は有機栽培の畑は１ヶ所も無かった。トリノ大 ■バローロ・サンジュゼッペ・リゼルヴァ
リッコ・ボスキス」の畑名が認められた。
学とサン・ミケーレ研究所との共同研究で循環型農 ブリッコ・ボスキスの区画の一部。最も古い樹で 73 年
『バローロの中心にあるブリッコ・ボスキス。地質的に 業を目指し完全有機栽培を導入した』
を越す。絶対的な威厳を持ちカスティリオーネ・ファ
は 2 億 3,000 年前の漸新世に起源を持つ青色マー 農民として自分達の土地を健全に残していくことを考 レットらしさを最大限に発揮したカスティリオーネ・ファ
ルと粘土石灰の混合土壌』
えてのことだった。今では更に進化していて除草剤は レットを代表する偉大なワイン。
栽培を担当する「アルフィオ」は地質学者でもあり、 勿論、殺虫剤や防カビ剤、ボルドー液も使わない。
『樽熟成 48～60 ヶ月のバローロ・リゼルヴァを造っ
バローロの地質を研究している。
『銅も硫黄も使わない。使うのは海藻を乾燥させて ているのは 5 社しかない。ボトルではなく樽で熟成す
「バローロ」と「ラ・モッラ」はトルニアン期（700 万年 水に溶かしたものやヴィネガー、蜂蜜等。ベト病も全 ることで酸素がワインを育ててくれる』
前）に起源を持ち砂質と粘土石灰の混合土壌で比 て天然の素材で対応する』
較的軽い土壌。セッラルンガとモンフォルテはランギ 下草はある程度まで生やし、一定の高さまで育つと

１９２８年創業の老舗

商品記号

ワイン

入港予定

Bricco Boschis
A2930 Barolo
バローロ・ブリッコ・ボスキス

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

Nebbiolo

2015

赤

750

10,000

メモ

在庫

〇

バローロで歴史上初めて有機栽培が導入された畑。区画毎に分けて野性酵母のみを使って水平ステンレスタンクで、ヴィンテージによって 25～35日間マセラシオンしながら発酵。1度移し替えを行い、伝統的スラヴォニアン
オークの大樽で36ヶ月以上熟成。アッサンブラージュして6ヶ月休ませてボトリング。ボトリング後、更に6ヶ月休ませてからリリース。

Barolo Riserva "San Giuseppe"
バローロ・リゼルヴァ・サン・ジュゼッペ

完売

赤

Nebbiolo

SOLD
OUT

750

★★★（エノジェア）評価を得ているブリッコ・ボスキスの中でも特に優れた中腹部に位置する樹齢の高い区画がサン・ジュゼッペ。最も力強く、しっかりとした骨格のバローロらしいバローロが生まれる畑。発酵・熟成はスラヴォ
ニア産の大樽。熟成期間は５年以上。カヴァロットを代表するキュヴェ。

Riserva "Vignolo"
A2597 Barolo
バローロ・リゼルヴァ・ヴィニョーロ

赤

Nebbiolo

LIMITED

750

ブリッコ・ボスキスの１つ南の丘、モンプリヴァート、コダーナに隣接する優良畑。石灰比率が高く、それでいて地中の粘土層が保水することで難しい年でも良い結果を残すことができる畑。大樽で６０カ月の熟成。今では数少な
いバローロ・リゼルヴァは圧倒的な余韻の広がりを味わうことができる。

Nebbiolo Bricco Boschis
A2594 Langhe
ランゲ・ネッビオーロ・ブリッコ・ボスキス

Nebbiolo

2016

赤

750

4,700

d'Alba Bricco Boschis "Cuculo"
A2593 Barbera
バルベーラ・ダルバ・ブリッコ・ボスキス・ククロ

Barbera

2016

赤

750

4,700

Langhe Freisa
ランゲ・フレイザ

Langhe Rosso "Grign"
ランゲ・ロッソ・グリン

Dolcetto d'Alba Bricco Boschis "Scot"
ドルチェット・ダルバ・ブリッコ・ボスキス・スコット

Langhe Chardonnay Bricco Boschis
ランゲ・シャルドネ・ブリッコ・ボスキス

〇
〇

完売

Freisa

赤

750

SOLD
OUT

完売

Grignolino

赤

750

SOLD
OUT

完売

Dolcetto

赤

750

SOLD
OUT

完売

Chardonnay

白

750

ブリッコ・ボスキスの下部

SOLD
OUT

ブリッコ・ボスキスの北斜面の下部にあり、以前の所有者がフォンタナフレッダのスプマンテ用にシャルドネを植えていた区画。クローンはシャンパーニュ・クローンなのでピエモンテでは非常に珍しい。収穫後、徐梗せずに空気
圧のダイレクト・プレス。発酵はステンレスタンクで野性酵母のみで行う。温度は16～18度と低め。9ヶ月間シュール・リー熟成後、ボトリング。

Bianco Pinner
A2592 Langhe
ランゲ・ビアンコ・ピネール

完売

Pinot Nero

白

750

ピノ・ネロの白

SOLD
OUT

ブリッコ・ボスキスの北斜面の下部にあり、以前の所有者がフォンタナフレッダのスプマンテ用にピノ・ネロを植えていた区画。クローンはシャンパーニュ・クローンなのでピエモンテでは非常に珍しい。収穫後、徐梗せずに空気圧
のダイレクト・プレス。発酵はステンレスタンクで野性酵母のみで行う。温度は16～18度と低め。9ヶ月間シュール・リー熟成後、ボトリング。

TOP

Barolo/Piemonte

Giuseppe Mascarello
ジュゼッペ・マスカレッロ
Castiglione Falletto

古典的バローロの代表格
バローロの歴史上、絶対無視できない重要な造り手の１人。醸造所がバローロ・エリア外のモンキエロに位置するこ
とが例外的に許されている唯一の造り手。
でゆっくり発酵する。これで過度な果皮からの抽出
が起こらない。
伝統的なバローロと言えば必ず名前の挙がる造り手
発酵後半、温度上昇と共に色素は抽出され一瞬色
「ジュゼッペ・マスカレッロ」。彼等のワインは他のどの
調は濃くなるが、すぐに色素は落ちていく。
伝統に回帰した９０年代
造り手のワインとも違う。
『果皮を動かさないのでタンニン量は少なく良質の
「マウロ・マスカレッロ」は伝統的「ジュゼッペ・マスカレ
タンニンだけが残る。樽からのタンニンも無い。よっ
ッロ」の歴史を次々に改革していった。
て色素は安定せず落ちていく』
1970 年から畑毎の個性を重視し、アッサンブラージ
彼等にとって重要なのは色調ではなく、質の高いタ
ュを止め、単一畑の醸造を始める。
ンニンのみを残すこと。
1980 年代はマセラシオンを 30 日まで短くし、ポンピ
ング・オーバーを強めに行っていた。若いワインは良 １６６６年から残る畑
か った が 熟 成 に よ る 深 み に 満 足 で き な か った 。 彼等の周遊畑は歴史的に見ても重要な畑ばかりだ
が、やはり最も重要な畑は 1904 年に取得した「モン
プリヴァート」。標高 280m の南西向き斜面に広がる
モノポール。
凝灰質、泥灰質土壌に強い石灰質が含まれる。極
1881 年、初代「ジュゼッペ・マスカレッロ」がモンフォ
端に痩せた土壌は表土が白い。
ルテ・ダルバで葡萄栽培農家を始めたのが始まり。
1 つ北のカヴァロットが周遊する「ブリッコ・ボスキス」
『1904 年に初代の息子ムリッツィオがモンプリヴァ
はグレーがかった表土なので全く違う。
ートを購入した。この畑のポテンシャルを知っていた
『1666 年、既にモンプリヴァートは偉大な畑として
が、彼の重要な葡萄はバルベーラだった』
認定されていた。バローロの歴史上最も古い畑の 1
1919 年には「モンキエロ」の製氷所だった建物を購
つであり、バローロの典型』
入、カンティーナに改装した。氷を貯蔵する倉庫だ
「モンプリヴァート」は色々なクローンのネッビオーロが
ったので温度が低く保たれている。この温度の低さも 『1990 年代に入ると先代と同じ 60 日の長期マセ 栽培されているが、毎年良い葡萄を付ける樹にリボ
彼等のワインに影響を与えている。
ラシオンに変更。ポンピング・オーバーを止めピシャ ンを結んでいき最良の樹を選んでいる。
『バローロの造り手はバローロのエリア内で醸造をし ージュに戻した』
『リボンの付いた良い樹だけで造ったワインがカ・デ
なくてはいけないという法律だが僕等は例外として 彼等のワインの最大の特徴である淡い色調は低い ィ・モリッシオ。骨格の大きさ、味わいの凝縮度。何
モンキエロでの醸造を許されている』
温度のカンティーナで、あまり果実を動かさずに発 をとっても 1 つ上のレベル』
1921 年、「モンプリヴァート」にネッビオーロ「ミケ」が 酵することで実現している。果皮を必要最低限動か
植樹され、この畑はバローロを代表する畑として神 すことでバクテリアの繁殖を防ぎながら、低めの温度
格化されていった。

バローロの生きる歴史

1967 年、現当主「マウロ・マスカレッロ」が引き継い
だ。現在、妻の「マリア・テレザ」、息子の「ジュゼッ
ペ」と共にワイン造りを行っている。

Giuseppe Mascarello
商品記号

ワイン

Barolo
バローロ

Barolo
入港予定
完売

葡萄品種

VIN

Nebbiolo

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

メモ

在庫

赤

750

SOLD
OUT

赤

750

SOLD
OUT

特別なヴィンテージのみに造られる３つの畑の葡萄をブレンドしたバローロ。モンプリヴァート、ヴィレッロ、サント・ステファノ・ディ・ペルノのブレンド。

Barolo "Villero"
バローロ・ヴィレッロ

完売

Nebbiolo

カスティリオーネ・ファレットに位置する南西の畑。標高は280m。1985年からマスカレッロ家が所有する0.65haの畑。粘土質、石灰質が主体だが他の畑より砂質の比率が高いのが特徴。

Barolo "Santo Stefano di Perno"
バローロ・サント・ステファノ・ディ・ペルノ

完売

赤

Nebbiolo

SOLD
OUT

750

モンフォルテ・ダルバに位置する1.69haの畑。10～30年の樹が主体だが中には60－70年の樹も混じっている。海に由来する重い砂が固まったものと粘土が主体。

A2006 Barolo "Monprivato"

Nebbiolo

2013

赤

750

24,800 3Bicchiere/Gambero R

Nebbiolo

2015

赤

750

28,000

バローロ・モンプリヴァート

A4414 Barolo "Monprivato"
バローロ・モンプリヴァート

5月

LIMITED

1904年からマスカレッロ家が所有するモノポール。レナート・ラッティが作成した最古のバローロのクリュを示した地図でも最良の畑として紹介されている。凝灰質、泥灰質に強い石灰質が特徴的で表土が白くなっている。

A4416 Barolo "Monprivato" Ris Ca' di Morissio
バローロ・モンプリヴァート・リゼルヴァ・カ・ドゥモリッシオ

5月

Nebbiolo

2010

赤

750

98,000 12本のみ

モンプリヴァートの中で毎年質の高い葡萄を着ける樹にリボンを付けていき選出された樹のみで造られる特別キュヴェ。モンプリヴァートと比べてもそのポテンシャルの高さに驚かされる。30年以上の熟成に耐える長期熟成型
ワイン。最良年のみの生産。

A4415 Langhe Nebbiolo
ランゲ・ネッビオーロ

5月

Nebbiolo

2017

赤

750

赤

750

8,200

モンプリヴァート、ヴィレッロ、サント・ステファノ・ディ・ペルノの各畑でバローロにするには品質が劣ると判断された葡萄を使って造られる。

Barbera d'Alba "Santo Stefano di Perno"
バルベーラ・ダルバ・サント・ステファノ・ディ・ペルノ

完売

Barbera

SOLD
OUT

モンフォルテ・ダルバに位置する1.69haの畑。10～30年の樹が主体だが中には60－70年の樹も混じっている。海に由来する重い砂が固まったものと粘土が主体。

Barbera d'Alba "Codana"
バルベーラ・ダルバ・コダーナ

完売

Barbera

赤

750

モンプリヴァートに隣接

SOLD
OUT

0.38ha。土壌はモンプリヴァートとほとんど変わらない。特筆すべきは樹齢。100年を超える樹がほとんどで収量は極端に少ないが驚くほどの深みを持っている。長期熟成にも耐えるが若いうちの楽しめる。

Langhe Freisa "Toetto"
ランゲ・フレイザ・トエット

Freisa

赤

750

SOLD
OUT

完売

Barbera

赤

750

SOLD
OUT

完売

Dolcetto

赤

750

SOLD
OUT

完売

カスティリオーネ・ファレットに位置する0.68haの畑。北西を向く畑。フレイザにしては非常に高い25年以上の樹齢。

Barbera d'Alba
バルベーラ・ダルバ

Dolcetto d'Alba "Santo Stefano di Perno"
ドルチェット・ダルバ・サント・ステファノ・ディ・ペルノ

モンフォルテ・ダルバに位置する1.69haの畑。10～30年の樹が主体だが中には60－70年の樹も混じっている。海に由来する重い砂が固まったものと粘土が主体。

Dolcetto Vigna Bricco Mirasole
ドルチェット･ダルバ・ヴィーニャ・ブリッコ・ミラソーレ

完売

モンプリヴァートの畑。凝灰質、泥灰質に強い石灰質が特徴的で表土が白くなっている。1994年植樹。

Dolcetto

赤

750

SOLD
OUT

TOP

Barbaresco/Piemonte

Roagna
ロアーニャ
Barbaresco

１００年以上変わらない『バルバレスコ』
樹齢５０年以上の葡萄しか使わない。ヴェッキエ・ヴィーニュは樹齢８０年以上。ロアーニャでしか味わえない芯のある
ワイン。アタックではなく中間からアフターを楽しんで欲しい。
畑では 100 年以上前から化学肥料は勿論、有機肥
料も一度も使ったことがない。春先に刈り込まれる下
「ロアーニャ」の歴史は古く 1880 年まで遡る。1890
草がその役割を果たしてくれる。
年にバルバレスコが初めて造られたので、それ以前
『生物多様性を維持することで植物や昆虫、動物、
から「ロアーニャ」はワインを造っていた。
バクテリアが自然と均衡を保つようになる。人間が
1929 年に「モンテフィーコ」、1953 年には「パイエ」、
環境を整えることはできない』
1961 年には「アジリ」を取得していった。
彼等の畑のネッビオーロは苗木屋から購入したもの
『100 年前から何も変えてない。今後も変わらない。
ではない。その畑で育ち順応してきた樹を「マッサル
ワイン造りの哲学というより、人生の選択だ』
セレクション」で残している。
現当主は「アルフレッド・ロアーニャ」。1971 年が彼の
色々なクローンが混在していることが重要。それぞれ
最初のヴィンテージで「エリオ・アルターレ」と同世代。
の畑に残っているクローンには意味があると考えてい
あまり知られていないが、「アルフレッド」は「エリオ」と
て、その畑の樹以外の樹を植えない。
共に栽培や醸造を研究していた。
『マルゴッタ（プロヴィナージュ）でその畑の樹を増やし
『エリオ・アルターレとは反対に何も変えないことを選
ている。危険が伴う増やし方だが、後世に畑の個性
択した。ロアーニャは変わらない』
を残す為に必要』

１００年変わらない

2001 年からは息子「ルカ」が参加。父親と共にワイン
造りを行っている。2007 年には各畑の樹齢毎に分け
て醸造を開始したことで畑毎に「ヴィティ・ヴェッキエ」
と通常の畑名ワインに分類された。
『80 年以上の古樹は強い表現力を持っている。古
い樹の葡萄だけで醸造することで、より畑の個性を
表したワインができあがる』

５０年以上の樹齢が必要

樹が死んだ場合、隣の樹の枝を地中に潜らせて先
端を地表に出しておく。地中の枝から根が伸び、枝
が樹に成長していくことで苗木を植樹せずに親樹の
個性を残していく。
「ロアーニャ」の樹齢に対する考え方は他の造り手と
は全く違う。樹齢 20 年以下は彼等にとって「赤ちゃ
ん」。ランゲ・ロッソに使われる。
樹齢 40 年以上の樹のみでバローロ、バルバレスコが
造られる。そして 80 年以上の樹のみが「ヴィティ・ヴ

ェッキエ」と呼ばれるキュヴェに使われる。
『一般的には樹齢 30 年を超えると収量が減るので
植え替えられてしまう。僕等は 30 年以上でないと畑
の個性を表現できないと思っている』

１００日間長期マセラシオン
1989 年にはカスティリオーネ・ファレットの「ラ・ピラ」
を取得。3 方が崖と森に囲まれた畑で砂質土壌。
黒く重い砂層は海底が隆起した層で香を嗅ぐと磯の
香がする。白く軽い砂層は石灰を多く含んでいる層で
アルプスに由来する層。

『この畑はフィロキセラの被害を受けていないので自
根のネッビオーロが残っている。第 2 次世界大戦以
前の樹も残っている』
凝固した砂由来の土壌は葡萄の成長に必要な窒素
が極端に少ない。葡萄の成長は粘土質より遅く、収
穫も遅れ、複雑味を得る。
最後に「ロアーニャ」では 100 日間という他の造り手
では考えられない長いマセラシオンを施している。
『長期のマセラシオンで得たいのは濃さではない。旨
味。30 日を超えると旨味が果皮に戻っていき、その
後戻ってくる』

Roagna
商品記号

Barolo,Barbaresco
ワイン

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

"Paje"
A4386 Barbaresco
バルバレスコ・パイエ

メモ

4月

Nebbiolo

2014

赤

750

13,000

"Paje" Vecchie Viti
A4388 Barbaresco
バルバレスコ・パイエ・ヴェッキエ・ヴィーティ

4月

Nebbiolo

2014

赤

750

23,000 樹齢80年以上

在庫

バルバレスコ村の中心部に位置するすり鉢状の斜面の中央。南南西。60年以上ロアーニャ家が所有するロアーニャの代名詞的な畑で女性的なワインに仕上がる。

"Crichet Paje"
A1728 Barbaresco
バルバレスコ・クリケット・パイエ

Nebbiolo

2008

赤

750

79,000 30本のみ

赤

750

30本のみ

"Crichet Paje"
A3111 Barbaresco
バルバレスコ・クリケット・パイエ

完売

Nebbiolo

"Crichet Paje"
A4392 Barbaresco
バルバレスコ・クリケット・パイエ

4月

Nebbiolo

2011

赤

750

94,000 36本のみ

Nebbiolo

2011

赤

750

19,000 樹齢80年以上

Nebbiolo

2012

赤

750

樹齢80年以上

Nebbiolo

2013

赤

750

22,000 樹齢80年以上

Nebbiolo

2014

赤

750

23,000 樹齢80年以上

LIMITED

SOLD
OUT

最良年のみ造られるクリケット・パイエ。パイエの最上部、最も樹齢が古い2列の葡萄から造られる。

"Montefico" Vecchie Viti
A0404 Barbaresco
バルバレスコ・モンテフィーコ・ヴェッキエ・ヴィーティ
Barbaresco "Montefico" Vecchie Viti
バルバレスコ・モンテフィーコ・ヴェッキエ・ヴィーティ

完売

"Montefico" Vecchie Viti
A3109 Barbaresco
バルバレスコ・モンテフィーコ・ヴェッキエ・ヴィーティ
"Montefico" Vecchie Viti
A4390 Barbaresco
バルバレスコ・モンテフィーコ・ヴェッキエ・ヴィーティ

4月

LIMITED

SOLD
OUT
LIMITED

バルバレスコ村。アジリと並ぶ優良クリュだがロアーニャの所有面積は0.25haという極小区画。年産1000本程度の生産量。アジリよりも線が細く伸びのあるワインに仕上がる。

"Asili" Vecchie Viti
A1725 Barbaresco
バルバレスコ・アジリ・ヴェッキエ・ヴィーティ
Barbaresco "Asili" Vecchie Viti
バルバレスコ・アジリ・ヴェッキエ・ヴィーティ

"Asili" Vecchie Viti
A4389 Barbaresco
バルバレスコ・アジリ・ヴェッキエ・ヴィーティ

19,800 樹齢80年以上

Nebbiolo

2012

赤

750

完売

Nebbiolo

2013

赤

750

樹齢80年以上
3Bicchiere/Gambero R

4月

Nebbiolo

2014

赤

750

23,000 3Bicchiere/Gambero R

LIMITED

SOLD
OUT

樹齢80年以上

バルバレスコ村を代表する優良クリュ。ロアーニャの所有は僅か0.22haという小ささだが、チェレットやブルノ・ジャコーザの畑の上部に位置していて最高の条件が揃っている。ワインは力強く男性的。

"Pira"
A3106 Barolo
バローロ・ラ・ピラ

○

Nebbiolo

2013

赤

750

12,800

Nebbiolo

2014

赤

750

13,000

"Pira" Vecchie Viti
A1727 Barolo
バローロ・ピラ・ヴェッキエ・ヴィーティ

Nebbiolo

2012

赤

750

19,800 樹齢80年以上

LIMITED

"Pira" Vecchie Viti
A3110 Barolo
バローロ・ピラ・ヴェッキエ・ヴィーティ

Nebbiolo

2013

赤

750

22,000 樹齢80年以上

LIMITED

Nebbiolo

2014

赤

750

23,000 樹齢80年以上

"Pira"
A4387 Barolo
バローロ・ラ・ピラ

"Pira" Vecchie Viti
A4391 Barolo
バローロ・ピラ・ヴェッキエ・ヴィーティ

4月

4月

カスティリオーネ・ファレットに位置釣る。3方向を森と崖に囲まれた孤立した畑で砂質が主体というバローロでは珍しい土壌。ロアーニャのモノポール。この畑のネッビオーロは全てが自根。

Opera Prima XVIII
オペラ・プリマ・18

完売

Nebbiolo

赤

750

パイエの古樹のみ

SOLD
OUT

バルバレスコ・パイエの樹齢60年以上の樹を使用。2004年と2005年のブレンド。

Rosso
A3104 Langhe
ランゲ・ロッソ
Rosso
A4385 Langhe
ランゲ・ロッソ

4月

Nebbiolo

2013

赤

750

5,200

Nebbiolo

2014

赤

750

5,400

○

100％Nebbiolo このワインとバローロ、バルバレスコの違いは樹齢だけ。樹齢20年以下のブドウ樹は根がまだ短く、複雑味を帯びることは不可能だから。2/3ピラ、1/3パイエの葡萄を使用。

Barbera d'Alba
バルベーラ・ダルバ

完売

Barbera

赤

750

SOLD
OUT

家族用に少しだけ造られていたバルベーラが限定入港。120本のみ。

d'Alba
A4384 Dolcetto
ドルチェット・ダルバ
d'Alba
A4384 Dolcetto
ドルチェット・ダルバ

4月

Dolcetto

2018

赤

750

3,000

Dolcetto

2018

赤

750

3,000

○

2008年ヴィンテージは葡萄の葉が落ち始めてから収穫するという特徴的な年となった。これは樹がその植物サイクルを完遂したという点からも重要。このような年は1958年に一度きりということ。樹齢は平均45年。パイエ畑と
アジッリの一部の畑のドルチェットが使用されている。野生酵母のみ。35日間のマセレーション。

Bianco "Solea"
A3101 Langhe
ランゲ・ビアンコ・ソレア

Chardonnay
Nebbiolo

2016

白

750

9,200

Bianco "Solea"
A4382 Langhe
ランゲ・ビアンコ・ソレア

Chardonnay
Nebbiolo

2017

白

750

9,500

Timorasso

2016

白

750

9,200

Timorasso

2017

白

750

9,500

4月

○

ピラ畑のネッビオーロ（マセラシオン無し）をブレンドすることで厳格さ、深みを出している。2014年から大樽で2年間の熟成。

Bianco "Montemarzino" Timorasso
A3102 Derthona
デルトーナ・ビアンコ・モンテマルツィーノ・ティモラッソ
Bianco "Montemarzino" Timorasso
A4383 Derthona
デルトーナ・ビアンコ・モンテマルツィーノ・ティモラッソ

4月

○

デルトーナの代表品種ティモラッソを大樽で自然発酵。2年間シュール・リーで熟成するが重さを出すのではないのでバトナージュは無し。繊細さ、フレッシュさ、香を重視している。

Barolo Chinato
バローロ・キナート

完売

ｷﾅｰﾄ

750

バローロ・リゼルヴァ
がベース

SOLD
OUT

キナの皮と33種類のアルプスの野生ハーブ（ピエモンテとアオスタの自生している野生のハーブ）をネッビオーロのグラッパ漬けにしたものを、バローロ・リゼルヴァ・ロッカ・エ・ピラの熟成したワインにブレンドし、さらに熟成させア
ルコールが16度近くまで下がるのを待って出荷。勿論、カラメルなどの科学的なものは一切添加されていない。

TOP

Barbaresco/Piemonte

Rabaja di Bruno Rocca
ラバヤ・ディ・ブルノ・ロッカ
Barbaresco

最も力強いバルバレスコ『ラバヤ』
バルバレスコを代表する畑ラバヤの最上部を所有。バルバレスコ最高評価を受け続ける彼等の仕事は畑が全て。銅
さえ使わず、天然素材のみで病気にも対応。完璧な葡萄作りに専念している。
方、栽培、醸造まで学んでいく。
げてしまう効力もある』
『バリックの導入もブルゴーニュの影響だが、バリック 我々が畑で使うのは海藻由来の粉末、天然硫黄と
1834 年、「フランチェスコ・ロッカ」と妻「マリア・アデラ
の香は嫌い。酸素を供給する為に使う』
自家製コンポストのみ。全て自然のもの。硫黄は 2 週
イド」がバルバレスコで野菜、果実の栽培を始めたの
間で土に戻る。
が始まり。
トゥーフォ（青い石灰）のラバヤ
1958 年にはバルバレスコの中心街の家を売り、郊外
の「ラバヤ」に移住。葡萄栽培中心の農家へと変わ
「ラバヤ」を中心にネイヴェ側の「クラ」。トレイゾにも所
っていった。
有。全ての畑はクリュを名乗れる区画。
『畑名の入らないバルバレスコも全てクリュ「クラ」の
葡萄 100%で造られている』

ブルゴーニュの影響

彼等の葡萄は土壌改善と収量制限によって力があ
る。ワインが成長する為にはバリックを通して酸素と
触れ合うことが必要になる。
『当時からラバヤは高品質の葡萄が育つことで有名 フランス、アリエ産を中心に彼等が木から選んで 36
で他のバルバレスコと区別されて高い価格で買い取 ヶ月以上乾燥させたバリックを使用。香も抽出される
タンニンも控えめ。
られていた』
当初は収穫した葡萄全量を協同組合や近隣の造り 海藻で病気から守る
手に葡萄を販売していた。父が亡くなり「ブルーノ」が 一時期は「ロータリーファーメンター」を使用し、速や
当主になった 1981 年にボトリングを開始。
かな抽出と色素の安定に取り組んだ。
『父は醸造設備だけでなく 3 年以上も時間を必要と 現在は縦型ステンレスタンクでの発酵に回帰した。
するワイン造りに反対だった。葡萄を売れば 1 年で 横型の発酵容器では果帽がワインに接している面積
お金を得ることができるのだから』
が多く調整が効かないというのがその理由。
30 年の歴史しかない造り手ながら、他の造り手達も 『縦型タンクは果帽が上部で完全にワインに漬から
認めるバルバレスコを代表する造り手となった。
ない。ワインに触れる面積比も横型より低くなる。ル
『当時のバルバレスコはブルゴーニュと比べて遅れて モンタージュの回数によって調整ができる』
いた。セラーは不衛生で収量制限も行われていなか 年毎の果皮の成熟度、硬さによってルモンタージュ
った。ワインは酸味が強く不均衡だった』
かピシャージュを使い分け、回数も調節することでバ
30 年前のバルバレスコには「テロワール」という概念 ランスの良いワインに仕上げている。
自体が存在しなかった。畑毎の土壌や「ミクロクリマ」 一方、畑では化学肥料は一切使用しない。ボルドー
の違いをワインに表現するという考えを持った造り手 液さえも使用しない。
は皆無だった。
『ボルドー液中の銅の毒性は強く 6 ヶ月以上土壌に
「ブルーノ」は何度もブルゴーニュに渡り土壌の扱い 残留する。更に銅はネッビオーロの命である酸を下

最も重要な畑「ラバヤ」は「トゥーフォ」と呼ばれる石
灰質の堆積土壌。南西向きで日照量が最も多い畑。
盆地上になっている下部にはタナロ川。
北のアルプスから冷たい風が吹きつける場所でカビ
や病気から葡萄を守ってくれる。
『ラバヤの土壌は珪素が強く出る。他の畑より青が
かった色調が特徴。近年、ラバヤは拡張されたが拡
張前のオリジナルの場所を所有している』
彼等のラバヤは最高の位置。下部はタナロ川の湿気
がたまり良い葡萄はできない。ラバヤは所有している
場所によって全く違う。
『コパロッサは砂質と小石が多い土壌。粘土比率が
極端に低い。骨格では劣るが香の広がりや可憐さ
ではラバヤ以上。若いうちから開く』

Rabaja di Bruno Rocca
商品記号

ワイン

Barbaresco
入港予定

A2451 Barbaresco
バルバレスコ
A4207 Barbaresco
バルバレスコ

新入港

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

メモ

在庫

Nebbiolo

2015

赤

750

7,200 アッサンブラージュ

○

Nebbiolo

2016

赤

750

6,900 アッサンブラージュ

○

ネイヴェのサン・クリストフォロ、ファウソニ、マルコリーノ、クラの葡萄をアッサンブラージュしている。収穫のタイミングが違うので別々に発酵してアッサンブラージュ。

"Rabaja"
A4209 Barbaresco
バルバレスコ・ラバヤ

新入港

"Rabaja" Riserva
A2583 Barbaresco
バルバレスコ・ラバヤ・リゼルヴァ
"Rabaja" Riserva
A4211 Barbaresco
バルバレスコ・ラバヤ・リゼルヴァ

新入港

Nebbiolo

2016

赤

750

13,000

○

Nebbiolo

2013

赤

750

24,000

○

Nebbiolo

2014

赤

750

24,000

○

最も重要な畑“ラバヤ”はトゥーフォと呼ばれる石灰質の堆積土壌であり、特に珪素が強く、他の土壌より青がかった色調が特徴的。南西向きで日照量が最も多い畑で、盆地上になっている。下部にはタナロ川が流れていてタ
ナロ川から年間を通じてこの盆地を冷たい風が吹き抜けていく。この風がカビや病気から葡萄を守ってくれる理想的環境。ワインはしっかりとした骨格を持ち大きなワインに仕上がる。

"Curra"
A2585 Barbaresco
バルバレスコ・クラ

Nebbiolo

2015

赤

750

12,800

○

Nebbiolo

2016

赤

750

13,000

○

"Curra" Riserva
A0619 Barbaresco
バルバレスコ・クラ・リゼルヴァ

Nebbiolo

2012

赤

750

22,000

○

"Curra" Riserva
A2584 Barbaresco
バルバレスコ・クラ・リゼルヴァ

Nebbiolo

2013

赤

750

24,000

○

Nebbiolo

2014

赤

750

24,000

○

"Curra"
A4208 Barbaresco
バルバレスコ・クラ

"Curra" Riserva
A4210 Barbaresco
バルバレスコ・クラ・リゼルヴァ

新入港

新入港

ネイヴェ村に位置する単一畑クラ。石灰含有量が多く、ワイン自体が硬いので、長期マセラアシオン、バリックではなく、大樽での長期熟成を採用した新しい取組み。醸造は先代の造りに近いので、エチケットも先代のエチケット
を復活させた。

Barbaresco "Maria Adelaide"
バルバレスコ・マリア・アデライデ

完売

赤

Nebbiolo

SOLD
OUT

750

現当主ブルノの母親の名前を冠した最上級キュヴェ。２００１年が最初のヴィンテージで２００４、２００６、２００７の４ヴィンテージしか生産されていない。通常のキュヴェ以上にマセラシオン期間を長く取り長期熟成を目的に造っ
ている。特に区画を決めている訳ではなく、その年の最も素晴らしい区画の葡萄で造る。

Nebbiolo "Fralu"
A2586 Langhe
ランゲ・ネッビオーロ・フラル
Nebbiolo "Fralu"
A4206 Langhe
ランゲ・ネッビオーロ・フラル

新入港

Rosso "Rabajolo"
695R8 Langhe
ランゲ・ロッソ・ラバイオロ

Nebbiolo

2016

赤

750

3,800

〇

Nebbiolo

2017

赤

750

3,900

○

C.S
Ne Bar

2013

赤

750

4,800

LIMITED

d'Asti
A2588 Barbera
バルベーラ・ダスティ

完売

Barbera

2016

赤

750

3,600

SOLD
OUT

d'Asti
A4204 Barbera
バルベーラ・ダスティ

新入港

Barbera

2017

赤

750

3,700

○

Barbera

2016

赤

750

4,000

LIMITED

Barbera

2017

赤

750

3,900

○

Dolcetto

2017

赤

750

2,800

LIMITED

d'Alba
A2587 Barbera
バルベーラ・ダルバ
d'Alba
A4205 Barbera
バルベーラ・ダルバ

新入港

d'Alba "Trifole"
A2453 Dolcetto
ドルチェット・ダルバ・トリフォレ
d'Alba "Trifole"
A4203 Dolcetto
ドルチェット・ダルバ・トリフォレ

新入港

Dolcetto

2018

赤

750

2,800

○

Chardonnay "Cadet"
A4212 Langhe
ランゲ・シャルドネ・カデ

新入港

Chardonnay

2017

白

750

4,000

○

TOP

Barbaresco/Piemonte

La Ca’nova
ラ・カ・ノヴァ
Barbaresco

唯一残る農家の地酒『バルバレスコ』
自宅下に造られたカンティーナはステンレスの発酵槽と伝統的大樽、垂直式プレスだけというシンプルなもの。特別
なことは何もなく、代々家族で行ってきたワイン造りを続けていくだけ。
いるが朽ち果てている。そこが醸造所だとは誰も気
が付かない。
「バルバレスコ」の町に近い「モンテステファノ」の丘
地元では昔ながらの造り手として有名だが、輸出を
に 12ha の畑を所有する「ラ・カ・ノヴァ」。
していなかったので海外で名前を聞くことはない。ホ
代々バルバレスコに続く農家で野菜、家畜の飼育と
ームページもフェイスブックもない。
一緒に葡萄栽培も行ってきた。現当主「マルコ・ロッ
『2008 年ガンベロ・ロッソで 3 ビッケーレを獲得した
カ」の父親の代からボトリングを開始し、今ではワイン
ことで一気に注目を浴びた』
造りのみとなっている。
『今ではバルバレスコは有名産地になり、現代的で
高価なワインになってしまった。僕等が造っている
のは昔の地酒としてのバルバレスコ』

農家のバルバレスコ

以前は 5 ヴィンテージもストックがあったが、今では
最新ヴィンテージもすぐに売り切れてしまう。
ワインはふくよかな果実が素直に感じられる。シリア
スさや緊張感のあるワインではなく、まさに田舎の地
酒的な味わい。
「新しい家」という名のカンティーナ名だが家は古く、
自宅の地下部分が醸造所になっている。
醸造所には 50 年前から使っている垂直式プレス機
や、同じく 50 年前から使っているスロヴェニア産大
樽が並んでいる。
１人乗りの小型トラクター1 台は所有しているが、そ
の他は昔ながらの木製の鍬や鋼の鋏などが現役で
使われている。
『農民は鋏で葡萄を整形することで、その樹の健康
状態を知った。電動カッターでは葡萄樹の健康状
態を知ることはできない』
科学的なものを極力排除し、雑草が青々と茂った
健康的な畑。山道に手製の木の看板が掲げられて
商品記号

ワイン

温度管理さえしない発酵
セラーではこの地方の伝統を守り、現代的な技術は
一切排除される。
『発酵槽も熟成槽もただの容器。ここでは伝統的に
大樽が使われてきた。何の不都合もないので変え
ようと思ったこともない』
発酵槽は温度管理機能も付いていないステンレス
タンクのみ。熟成は 3,000 リットル以上の色々な大
樽が並んでいる。
特に拘りはなく、父親が使っていたものと廃業した造
り手から買い取ったものを使っている。圧搾機も木
製の昔ながらのもの。
全く近代醸造技術を感じさせない農家の醸造所。
入港予定

A3112 Barbaresco
バルバレスコ

電気が通っているのは照明のみ。勿論、「バリック」
も「ロータリーファーメンター」も存在しない。30 年前
と何も変わらない醸造所。

伝統の畑モンテステファノ
『僕等は醸造家ではなくて農民。だから醸造でワイ
ンの品質を上げることはできない。畑で健全な葡萄
を造ることでワインの質を上げる』
「ビオディナミ」はよく知らない。全く興味がない様子。
伝統と経験から判断し、防カビには銅を使うなど科
学的なものはできる限り排除している。

『防カビ剤は葡萄の果皮を弱くするが、銅は葡萄の
皮を強くする。だから少量使う。収穫前の 3 ヶ月前
からは一切使用しない』
畑は自宅の周辺。丘の頂上付近に所有。「モンテス
テファノ」は貴重な畑でバルバレスコのエリア内で最
も石灰質比率が高い畑と言われている。
表土は白く石灰含有量の多さが解る。粘土が強く、
保水性に優れている。暑い夏も葡萄が過度のストレ
スを感じることも、焼けてしまうこともない。
『モンテステファノは凝縮度が高い。タンニン量は多
いが果実が強いので乾いたタンニンを強く感じるこ
とはない。太陽を感じるバルバレスコ』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Nebbiolo

2016

赤

750

参考上代

4,500

メモ

在庫

○

自社畑のみで色々な畑のブレンド。醸造過程においてはクリュと全く同じく大樽による熟成。若い葡萄樹はランゲ・ネッビオーロに使われるので基本的には20年以上の樹を使用。透明感のある色調で適度に優しい果実味が中
心だが、旨味のある余韻はブルゴーニュを思わせる。

"Bric Mentina"
A3113 Barbaresco
バルバレスコ・ブリック・メンティーナ

Nebbiolo

2016

赤

750

5,200

〇

400ケース/年。 小さな丘の頂上にある南向きの優良畑。標高が高く、陽光の恩恵を最大限受ける。モンテステファノに比べて粘土質が強い。樹齢20～30年。バルバレスコに位置しながら霧の影響をあまり受けず、しかも強
い日差しを受けて完熟する。ワイン自体は線が細く繊細で細身な印象。若いうちは果実感が優しいながら、フィネスを感じさせる。

"Montestefano"
A3114 Barbaresco
バルバレスコ・モンテステファノ

Nebbiolo

2016

赤

750

5,200

○

400ケース/年。 バルバレスコの丘の南東斜面に位置。バルバレスコで最もライムストーンの比率が高い畑と言われている畑。樹齢40～55年。石灰質土壌が強く、硬くミネラルを強く感じさせる。骨格のしっかりした伝統的スタ
イルで強固なタンニンと上質の酸に柔かな果実がバランスする。

Langhe Nebbiolo
ランゲ・ネッビオーロ

完売

赤

Nebbiolo

SOLD
OUT

750

各畑の１０年程度の若い樹を使う。よって全ての葡萄は急斜面の上部から収穫されたもの。平野部の水分量の多い葡萄は一切使用されていない。発酵は温度管理せずステンレスタンク。熟成はバルバレスコ同様３０hlの大
樽で行う。若い樹ゆえに果実中心だが圧倒的なコストパフォーマンスを誇る。年産６０００本程度。

d'Alba
A3226 Barbera
バルベーラ・ダルバ

Barbera

2017

赤

750

2,800

LIMITED

カノヴァ全てに共通することだが柔らかく、しなやかな質感が特徴的。飲み進むごとに葡萄本来の甘みが噛み締められるよう。余韻も長くバランスに優れたワイン。

d'Alba
694Q5 Dolcetto
ドルチェット・ダルバ

Dolcetto

2014

赤

750

2,600

LIMITED

d'Alba
A3227 Dolcetto
ドルチェット・ダルバ

Dolcetto

2018

赤

750

2,400

〇

まさしく地酒といった感じながらどこか優しさを感じさせる。明るい紫色で中程度の凝縮度。過度な抽出のない素直な味わいは飲み飽きることがない。

TOP

Timorasso/Piemonte

Vigneti Massa
ヴィニェーティ・マッサ
Monleale

『ティモラッソ』は畑の個性を表現できる
「ティモラッソ」を人気の品種にまで引き上げたのが「ヴァルテル・マッサ」。造り手の間でも変人と言われるがワイン
造りを通して地元の復興を目指す情熱の人。
ティモラッソの父
当主「ヴァルテル・マッサ」はトルトーナ地区「モンレ
アーレ」の産まれ。祖父も健在で現役で「ティモラッ
ソ」からワインを造っている。
『30 年前まではモンレアーレには 60 軒以上のカン
ティーナがあり、ワイン造りが行われていたが 5 軒ま
で減少してしまった』
彼等はこの町を「ティモラッソ」で復興させようと、大
量生産を中止し、当時は考えられなかった高品質
「ティモラッソ」を造り始める。
『1800 年代ティモラッソは食用として人気だった。
トルトーナ原産だが北イタリア全域に広がった。アレ
ッサンドリアではコルテーゼにブレンドされた』
PH が低く、糖度も高い。高貴品種としてのポテンシ
ャルを持っていたが、正しい栽培と正しい醸造がな
されていなかったことに気付く。
『ティモラッソは土地の個性を表現できる。そして偉
大な酸を持っていた。しかし、酸化に弱かったので
扱いは難しかった』
1987 年から「ティモラッソ」を植樹し始める。その当
時「ティモラッソ」をボトリングしていた人は 1 人もいな
かった。
全ての畑を 6000 本/ha の密植に植え替え、収量制
限を行う。繊細な香を活かす為にステンレスタンク
で低温での低温発酵を採用。
『品種特有のナッツ香、グレープフルーツ、ミネラル
感は高い温度での発酵やマセラシオンによってマス
キングされてしまう』
収穫後すぐに低温で 2～3 日だけマセラシオン。25
商品記号

ワイン

度以下に管理しながら、長めの 30 日間発酵させる
ことで品種個性が前面に出てくる。

奇才ヴァルテル・マッサ
「エリザベッタ・フォラドーリ」は友人「ヴァルテル」のこ
とを何でもできる変人と呼んでいる。
地元「モンレアーレ」の町をワイン造りで復興させた
情熱家であり、変革者。「ティモラッソ」という品種を
一気に有名にしてしまうプロモーターでもある。

『同じ成熟度の葡萄だけでは複雑味は出てこない。
摘芯をしないで芽かきも最小限にすることで不揃い
な成長が期待できる』
畑内で微妙に成熟度が違うことが重要で自然。成
熟度が綺麗に揃った葡萄からは単純なワインしかで
きない。
『少し完熟前のティモラッソはグレープフルーツやカ
モミールの香がある。完熟したティモラッソは蜂蜜や
ナッツのニュアンスが出てくる』
色々な成熟度の葡萄が一緒に発酵することで、より
複雑で奥行きのあるワインが産まれる。

新しい畑モンテチトリオ

『そして品種個性を理解し、表現する天性の感覚を
持った醸造家でもある。彼が造ると全ての品種の
個性がワインに素直に現れる』
彼の畑は全て「モンレアーレ」に位置。標高は 300～
350m。仕立はグイヨだが、春の摘芯を行わず、ツル
は自然に伸ばされる。
ツルの先端を切るとツルの成長が止まり、果実に栄
養が使われるようにするのと同時に果実の成長を同
じタイミングにすることになる。

■ステルピ
表土が薄く岩盤の上にある畑。土壌中にはシリスが
多く含まれるので痩せている。（写真下）
『表土が薄くて支柱を打ち込めない。ワインは細くミ
ネラルが強烈に表現される』
■コスタ・デル・ヴェント
南東向き。マール土壌で石灰がほとんど無い。日照
量も多いので葡萄は完熟する。
『葡萄果実を最も感じられる畑。口中での甘み、広
がりが大きい』
■モンテチトリオ
新しい畑でまだ樹が若い。粘土に小石が多く混じり
海に由来する化石も一番多く出る。
『最もティモラッソも個性を感じさせる畑。バランス
が良いが熟成力もある』

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

"Derthona"
A3397 Piccolo
ピッコロ・デルトーナ

参考上代

メモ

在庫

新入港

Timorasso

2018

白

750

2,900

○

"Derthona"
A3398 Timorasso
ティモラッソ・デルトーナ

新入港

Timorasso

2017

白

750

4,200

○

所有しているモンレアーレ周辺の、ほぼ全ての畑の葡萄をアッサンブラージュするベーシック・キュヴェ。粘土、石灰、砂質など様々な土壌が混在しているので毎年バランスのとれた味わいに仕上がっている。手収穫後、低温
で1日おき、圧搾。48～60時間のみマセレーション。発酵はステンレスタンクで18度～23度の低温で行う。バトナージュしながら1年間熟成。粗い珪藻土のフォルター後、6ヶ月間瓶熟成。

"Costa del Vento"
A1317 Timorasso
ティモラッソ・コスタ・デル・ヴェント

Timorasso

2015

白

750

7,800

LIMITED

西向きのコスタ・デル・ヴェント畑。畑名は風の通る畑の意味。マール土壌で石灰が少なく重い土壌。日照量も多いので葡萄は完熟する。手収穫後、低温で1日おき、圧搾。48～60時間のみマセレーション。発酵はステンレ
スタンクで18度～23度の低温で行う。バトナージュしながら1年間熟成。粗い珪藻土のフォルター後、6ヶ月間瓶熟成。果実を最も感じられる畑。口中での甘み、広がりが大きい。

"Sterpi"
A1318 Timorasso
ティモラッソ・ステルピ

Timorasso

2016

白

750

7,800

LIMITED

南西向きのステルピ畑。畑名は雑木林を意味する方言。表土が薄く岩盤の上にある畑。土壌中にはシリスが多く含まれるので痩せている。手収穫後、低温で1日おき、圧搾。48～60時間のみマセレーション。発酵はステンレ
スタンクで18度～23度の低温で行う。バトナージュしながら1年間熟成。粗い珪藻土のフォルター後、6ヶ月間瓶熟成。硬く、最も強烈にミネラルが現れる。

"Montecitorio"
A1319 Timorasso
ティモラッソ・モンテチトリオ

Timorasso

2013

白

750

7,800

○

東向き斜面の新しい畑で2006年に植樹されたモンテチトリオ畑。粘土に小石が多く混じり海に由来する化石も一番多く出る。手収穫後、低温で1日おき、圧搾。48～60時間のみマセレーション。発酵はステンレスタンクで18
度～23度の低温で行う。バトナージュしながら1年間熟成。粗い珪藻土のフォルター後、6ヶ月間瓶熟成。若い内からバランスが良いが熟成力もある。

"Sentieri"
A3400 Barbera
バルベーラ・センティエリ

新入港

Barbera

2018

赤

750

3,200

○

モンレアーレ周辺にある色々な畑のアッサンブラージュ。主に北向き、東向き斜面の畑。樹齢は30～70年。収穫は全て手作業。ステンレスタンクで野性酵母のみで発酵。マセラシオンは20日程度。何度か移し替えをするだけ
でフィルターもかけずにボトリング。

Colli Tortonesi "Monleale"
A3401 Barbera
バルベーラ・コッリ・トルトネージ・モンレアーレ

新入港

Colli Tortonesi "Bigolla"
695R0 Barbera
バルベーラ・コッリ・トルトネージ・ビゴッラ
Moscato "Anarchia"
A3399 Frizzante
フリッツアンテ・モスカート・アナルキア

新入港

Barbera

2011

赤

750

4,800

○

Barbera

2001

赤

750

9,800

○

Moscato

2018

微甘

750

3,200

○

TOP

Monferrato/Piemonte

Cascina Roera
カッシーナ・ロエラ
Costigliole d’Asti

本物のバルベーラが生まれる畑『サン・マルティーノ』
完璧に熟すまで待ち、最高の熟度のバルベーラを自然酵母のみで完全発酵。酸素との若干の接触を促しながら熟
成。自然な果実感と偉大な構成に驚かされる。
ロレンツォ・コリーノ博士
2002 年「クラウディオ・ロッソ」と「ピエロ・ネッビオー
ロ」によってバルベーラ・ダスティの中心「カスティリ
オーレ・ダスティ」に「カッシーナ・ロエラ」は設立され
た。まだ歴史の浅いカンティーナ。

2 人共葡萄栽培農家の息子。「クラウディオ」家はバ
ルク売りが主だった 1960 年、この地域で初めてボト
リングを始めた一家だった。
「ピエロ」はバルバレスコの葡萄栽培農家に生まれた。
父親から引き継ぎ品質重視に転換させていた。
『お互いの醸造設備は古く変更が必要だった。同じ
考え方の 2 人で 1 つの醸造所でワインを造る方が
効率的で高い品質を目指せると考えた』
職人として飲み手と自然環境に最大限配慮してワイ
ンを造ることで意見が一致。規模的にも 2 人の所有
畑 5ha を合わせた方がより良いワイン造りができると
判断したのだった。
葡萄樹と土壌のバランスをとることを重視している。
よって防カビ剤、殺虫剤、除草剤は一切使用しない。
使うのは銅と硫黄のみ。
『葡萄樹は土壌を介してお互いを助け合っている。
隣の樹が栄養を必要とするのが解る』
葡萄樹は最も生命力の強い生物と言われる。自然
環境が保たれれば土壌を介してまわりの葡萄樹とつ
ながることができる。水分や栄養の調整をお互いで
調整するようになっていく。
『栽培・醸造は近所に住むロレンツォ・コリーノ博士

に学んだ。彼の畑が理想だ。僕等の畑は樹齢がま
だ若いが理想に近付いてきた』
畑での仕事と収穫のタイミング。そして発酵技術も
教わった。ロレンツォ博士のお陰で僕等の畑も最小
限の手助けだけで病気へ対応できるようになった。

『アスティは暑く乾燥している。若い葡萄樹は焼けて
しまうことも多い。糖度は高いのでアルコールも高く
なることが多い』

理想の畑サン・マルティーノ
■サン・マルティーノ
地元の造り手達が本物のバルベーラが生まれる畑
と呼ぶ「サン・マルティーノ」。真南を向く畑で粘土、
砂岩、石灰質など様々な土壌層を持っている。樹
齢はまだ若く 25 年程度。
『ロレンツォ・コリーノの隣の畑。ワインは濃厚で骨太。
酸度は高いが質感の滑らかさと濃厚な果実によっ
て酸度の高さを感じさせない』
発酵はセメントタンクでゆっくり進んでいく。自然酵母
のみ。収穫は種まで熟してから。周囲の造り手より 1
週間程度遅いことが多い。
『葡萄が完熟するのと果皮が厚くなる畑なのでマセ
ラシオンは 60～70 日と長く行う』
■カルディン
「カルディン」は昔ながらの畑でバルベーラの中に
15%程度ネッビオーロが混植されている。樹齢は何
度か植え替えているので 15 年から 50 年。
2 品種を一緒に収穫してセメントタンクで発酵。マセ
ラシオンは 60～70 日。マロラクティック発酵からは
スロヴェニア産大樽で行い、36 カ月間樽熟成。
『昔、この地域で普通に行われていたブレンド。バ
ルベーラは果実感が強くタンニンがほとんど無い。
ネッビオーロのタンニンとストラクチャーが補う』

バルベーラ・ダスティ
彼等ほど葡萄を大切に扱っている造り手はいない。
葡萄樹はそれぞれの個性を伸ばすという考え方で
仕立てられ、収穫は慎重に腐敗果を取り除きながら
行われる。
丁寧に優しく扱われていて、収穫時も葡萄を投げる
ことなどあり得ない。

発酵を調整し、アルコールを低くコントロールし糖分
を残す生産者も多いが、彼等は自然酵母のみで自
然に完全発酵させる。
『発酵はコントロールしてはいけない。自然酵母が
多い自然な畑で収穫された完全な葡萄ならしっか
り発酵するはず。アルコールは悪ではない』
良年のみ造られる「セレッツィオーネ」はアルコール
度数が 15 度を超えることもある。陰干しもしていな
いし、糖分添加も酵母添加もしていないが、ここまで
発酵するのは健全な畑と完璧な品質の葡萄が収穫
できている証拠と言える。
『人為的介入はしない。温度管理もせずに発酵。ラ
ッキングも行わない。フィルターも通さない。添加物
も使わない』
SO2 は収穫時、醸造時は一切使わない。ボトリング
時に 10mg/l 程度の極少量を添加する。

Cascina Roera
商品記号

Barbera d'Asti
ワイン

入港予定

"La Roera"
A2307 Barbera
バルベーラ・ラ・ロエラ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

メモ

在庫

Barbera

2015

赤

750

2,800

〇

赤

750

3,200 SO2完全無添加

〇

赤

750

赤

750

2014年は雨が多くバルベーラの収穫が非常に少なかった。その為全ての畑の葡萄でこのキュヴェだけ造った。ステンレス発酵その後大樽で熟成。

"Zero" 15
A3840 Barbera
バルベーラ・ゼロ・クインディチ

Barbera

2016

完璧な葡萄が手に入った時だけ造るキュヴェで酸化防止剤完全無添加。セメントタンク発酵・熟成。

Rosso "San Martino"
ロッソ・サン・マルティーノ

d'Asti Speriore "San Martino"
A3841 Barbera
バルベラ・ダスティ・スペリオーレ・サンマルティーノ

完売

Barbera
Barbera

2013

SOLD
OUT

3,800

〇

石灰、砂質、粘土の畑が混じる一枚畑。出来る葡萄のキャラクターが全く違う為ワインが複雑になる。60日間マセレーション、発酵。１2ヶ月セメント、12ヶ月大樽で熟成。

"Cardin"
A2310 Rosso
ロッソ・カルディン

Barbera
Nebbiolo

[2008]

赤

750

4,000 バルベーラ+ネッビオーロ

〇

彼等のバルベーラは非常に凝縮度が高く、密度が詰まっている為、ネッビオーロを加えることでバルベーラとは全く違ったエレガンスを表現することとなる。少しのネッビオーロがスパイスのように全体を引き締める。

"Cardin" Selezione
696S7 Rosso
ロッソ・カルディン・セレッツィオーネ

Barbera
Nebbiolo

[2009]

赤

750

4,800 バルベーラ+ネッビオーロ

LIMITED

最も樹齢の高い60年の区画の葡萄が最良の状態で収穫された時のみ造られるワイン。カルディンよりも長く70日間のマセラシオン。一緒に発酵させる。

"Piva" Nebbiolo
A0069 Rosso
ロッソ・ネッビオーロ

Nebbiolo

2010

赤

750

3,800 ネッビオーロ

LIMITED

"Piva" Nebbiolo
A3842 Rosso
ロッソ・ネッビオーロ

Nebbiolo

2012

赤

750

3,900 ネッビオーロ

〇

750

2,500

〇

極少量だけ造られる100%ネッビオーロ。収穫は10月中旬まで待って行われる。セメントタンクで60日間のマセラシオン。バローロ以上にネッビオーロらしさを味わえる。

"Ciapin"
A3843 Bianco
ビアンコ・チャピン

Ch, Ar, Cor

2017

白

Chardonnay: 60%, Arneis: 30%, Cortese: 10% 非常に可愛らしいワイン。 甘味を感じさせる香とアルネイスの引き締まった味わいは好相性。

"Le Aie"
A3844 Chardonnay
シャルドネ・レ･アイエ

Chardonnay

2017

白

750

2,800

〇

2018

白

750

2,300

〇

ノーマルキュヴェだけに若いうちから華やかで開いた味わい。イタリアらしい果実感と適度な酸とミネラル。心地よいワイン。

"Dounghi"
A3845 Cortese
コルテーゼ・ダンギ

Cortese
Chardonnay

Cortese: 85%, Chardonnay: 15% 9月1日～20日の間で収穫。葡萄の約2/3は垂直プレスにて優しくプレス、1/3はプレスし除梗。マセラシオンは3～4日間。発酵は温度調整のしやすい小型のステンレスタンクを使用。シャル
ドネの一部はピエ・ド・キューヴを使用し果皮と共に発酵。マロラクティック発酵。6ヶ月間のシュールリー後、清澄及びろ過をせずボトリング。ボトリング後は約3カ月間寝かせてから出荷。

"Dounghette"
A3846 Roato
ロザート・ダンゲッテ

Bar, Neb, Cor

2018

白

750

2,500

〇

Barbera: 80%, Nebbiolo: 10%, Cortese: 10% 樹齢平均20-30年。収穫後、葡萄の一部はソフトプレス、一部は約48時間のスキンコンタクト。トノーでアルコール発酵及びマロラクティック発酵。その後、トノーで6ヶ月間熟成。
清澄及びろ過をせず、5月初旬にボトリング。

TOP

Monferrato/Piemonte

Cascina Iuli
カッシーナ・イウリ
Alessandria

ピエモンテ最小の高品質『協同組合』
モンフェラートの丘の古い醸造所を改装して始まったピエモンンテ最小規模の生産者協同組合。畑は全てビオロジ
ック。日常のワイン、でも上質なワインを目指している。
最小の共同組合
歴史は浅く、1998 年にモンフェラートの古い醸造所
を改築して仲間 4 人で始めた協同組合。醸造を担
当するのは「ファブリツィオ」。実際は彼が栽培から
醸造まで全てを担当している。

「ファブリツィオ」の家系は 1942 年からモンフェラート
でトラットリアを経営してきた。祖母と母が料理を作っ
て、祖父と父が畑で葡萄を栽培し、ワインを造り、店
で提供していた。
『1930 年にバラッバにバルベーラを植樹。ワインを
造り店で提供したり、近所に販売していた』
その後、家を出て宝石のデザインの勉強をしたが、
ワイン造りが忘れられず帰郷。トラットリアは閉店した
が、近所の人達はワインを必要としていた。
『葡萄畑は素晴らしい状態だった。樹齢も高まって
いたので引き継ぎ、新しくピノ・ネロを植樹。本格的
にワイン造りを開始した』
住民は 70 人のみ。過疎化する生まれ故郷のモンタ
ルドで 1500 年代の古い家屋を購入し、醸造所に改
築、周辺の畑を買い増していった。
4 人の所有畑は全部合わせて 9ha。イタリアで最も
小さい共同組合。今では所有畑に加え、9ha の長
期間リース契約をして合計 18ha になっている。

ラベルはダサイ方が良い
畑は全てビオロジック認証を得ている。父親の代も
商品記号

ワイン

"Umberta"
A3859 Barbera
バルベーラ・ウンベルタ

ボルドー液以外は何も薬品を使ったことはなかった
ので記録上 1 度も使っていない。
モンフェラートはランゲとは違って大きな造り手がい
ない。そして、ほとんどの造り手が有機栽培を導入し
ていて土壌は守られている。
『エチケットにビオ認証の表示はない。ビオロジック
や自然なワイン造りだから選ばれるのは嫌い。イウ
リの味が好きな人に選んで欲しい』
「ヴァン・ナチュール」というカテゴリーも好きではない
のでグループにも属さず、試飲会にも参加しない。
エチケットで選ばれるのも嫌いなので、少しダサイくら
いが丁度良いのだそう。
『祖父が今でも剪定を担当している。できる限りツ
ルを伸ばし、自由に仕立てることで凝縮度ではなく
自然な味わいを大切にしている』

仕立はグイヨだが昔ながらの高い仕立。ツルは切ら
ずに伸ばし、2m 程度の位置でワイヤーに巻き付け
ていく。
『土壌は粘土主体で石灰質を多く含む。モンフェラ
ートの中では標高が高く 350m を超す。重厚さでは
なく軽やかさの表現に向く』
日照量に合わせて葉の量を調節するだけで、摘房
は基本的に行わない。人間の介入をできるだけ少
なくすることでその年の個性が守られる。
近年、モンフェラートの地品種「スラリナ」を植樹。バ
ルベーラよりも収量が極端に少なく、栽培も難しいの
で今ではほとんど栽培されていない。

『スラリナはピノ・ノワールとガメイに近い個性を持っ
ている。繊細さ、ミネラル感の表現に優れている』

バランス重視に変化
収穫は 9 月末から 10 月中旬。発酵は全てのワイン
で野生酵母のみ。
『以前は完璧な熟度を追求し、長いマセラシオンを
していた。今は完熟の 1 歩手前で収穫。マセラシオ
ンも短くしている』
ヨーロッパとアメリカの色々な造り手で働き学んだ「フ
ァブリツィオ」。当初は重厚なワインを造っていたが、
近年の彼のワインは全く違う。
『以前のワインは水平的な味わいだった。でも、今
のワインは垂直的な味。祖父や父、自分も毎日飲
みたくなるワインを造っている』
祖父の時代の収穫タイミングに戻し、収量も増やし
た。葡萄の状態に合わせマセラシオンも 10 日程度
に短くした。これによってバランスを取っている。
『20 年前の味覚と今の味覚は違う。軽やかでバラ
ンスの良いワインが飲みたい。バランスの先にエレ
ガンスがある』■バルベーラ・デル・モンフェッラート・
ロッソーレ
ステンレスタンクで発酵開始し、マロラクティックから
古バリック。15 日間のマセラシオン。
『典型的なバルベーラ。バルベーラを飲んだ後の唇
の色をワイン名にした』
■バルベーラ・デル・モンフェッラート・バラッバ
ステンレスタンクで発酵開始し、マロラクティックから
古バリック。15 日間のマセラシオン。新バリックで 28
ヶ月熟成。
『樹齢 80 年。最も重要な畑で 1 本の樹から 0.8kg
しか収穫できない』

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

新入港

100%
Barbera

[2018]

赤

750

参考上代

2,000

メモ

在庫

○

若い畑のバルベーラ中心。区画毎に収穫、別々にステンレスタンクで発酵。野性酵母のみ。マセラシオンはヴィンテージによるが10日間前後。温度管理はしないが30度を越えないように冷水で冷やす。移し替えを行い、セメ
ントタンクで11ヶ月熟成。ボトリング後、3ヶ月瓶熟成してから出荷。フレッシュでフルーティー、友達のような親しみやすさを目指している。

del Monferrato Sp "Rossore"
695T8 Barbera
バルベーラ・デル・モンフェッラート・スペリオーレ・ロッソーレ

100%
Barbera

2012

赤

750

3,400

○

Rosso "Rossore"
A3860 Vino
バルベーラ・デル・モンフェッラート・スペリオーレ・ロッソーレ

100%
Barbera

[2016]

赤

750

3,500

○

新入港

典型的粘土石灰土壌のディヴェルス畑で1940から1999年に植樹したバルベーラ。野性酵母のみでステンレスタンクで発酵。マセラシオンは約15日。マロラクティックから2500lの大樽に移して、そのまま16ヶ月間熟成。ピエ
モンテの中でも温暖なモンフェラートの典型的なバルベーラを目指した。

del Monferrato Sp "Barabba"
695T9 Barbera
ヴィノ・ロッソ・ロッソーレ

100%
Barbera

2010

赤

750

5,400

LIMITED

del Monferrato Sp "Barabba"
A3856 Barbera
バルベーラ・デル・モンフェッラート・スペリオーレ・バラッバ

100%
Barbera

2016

赤

750

5,600

○

1930年と1960年に植えた樹齢80年以上の区画。野性酵母のみ。マセラシオンはヴィンテージによるが10～12日間前後。温度管理はしないが30度を越えないように冷水で冷やす。移し替えを行い、古いバリックで28ヶ月熟
成。ボトリング後、6ヶ月瓶熟成してから出荷。ピエモンテの有名産地とは違い2番目以降に選ばれる産地。長い熟成後に出荷することで飲み頃での出荷を目指した。

Rosso "Malidea"
696T0 Monferrato
モンフェッラート・ロッソ・マリデア

100%
Nebbiolo

2010

赤

750

4,200

LIMITED

Rosso "Malidea"
A3857 Vino
ヴィノ・ロッソ・マリデア

100%
Nebbiolo

[2017]

赤

750

4,400

○

1999年に植樹したマリッデア山にある畑のネッビオーロでモンフェラートでネッビオーロの可能性を探る為に造っている。野性酵母のみでステンレスタンクで発酵。マセラシオンはヴィンテージによるが10～12日間前後。温度管
理はしないが30度を越えないように冷水で冷やす。移し替えを行い、マロラクティックから2200lの大樽。そのまま28ヶ月熟成。ボトリング後、6ヶ月瓶熟成してから出荷。

A3858

Vino Rosso "Nino"
ヴィノ・ロッソ・ニノ

100%
Pinot Nero

[2016]

赤

750

5,000

○

1999年にモンフェラートのわずか1ヘクタールの区画にピノ・ネロを植樹。粘土石灰土壌で北向きの畑。野生酵母のみで、ステンレスタンクにて発酵。マセラシオンは10日～12日。マロラクティックから1000lの大樽に移し、その
まま16ヶ月熟成。ボトリング後、6ヶ月瓶塾してから出荷。モンフェラートのピノ・ネロは希少。

TOP

Gavi/Piemonte

La Raia
ラ・ライア
Alessandria

ビオディナミ＋現代醸造で進化する『ガヴィ』
低迷するガヴィの中で一気に評価を挙げている造り手。循環型エコシステムの中でビオディナミを実践。新しい形の
カンティーナとして精力的に品質向上に取り組んでいる。
『コルテーゼは酸化に弱い品種。最適なタイミング 買取り葡萄で造られた低品質大量生産「ガヴィ」は
で収穫し、迅速に醸造しないとコルテーゼ本来の香 同じワインで色々なラベルで販売されている。
2007 年、イタリアでは 38 カンティーナしか取得して
は表現できない』
いない自然環境保全認証団体「デメテル」の認証を
植樹率 4,500 本/ha。収穫はベースの「ガヴィ」も全
取得した「ラ・ライア」。
て手作業で行われる。果皮が破れると酸化が始ま
オーナー「ジョルジョ・ロッシ・カルロ」が 130ha の大
るのでコルテーゼは手収穫しかできない。
農園を取得したのが 2003 年。
酸化によって品種由来の香は無くなってしまう。朝
以降、ビオディナミを実践し、古代「モノココ麦」の復
の気温の低い時間帯に収穫、温度を上げずに圧搾。
活、「ファッソーネ牛」の放牧、栗、アカシアニワトコの
ステンレスタンクに投入される。この段階で亜硫酸
森、そしてワイン造りを行ってきた。
は使わない。
『有機野菜やファッソーネ牛の飼育でこの地域を復
興させたい。その為に自然と共生する教育を行うシ
ュタイナー学校も運営している』

ファッソーネ牛と有機栽培

畑ではビオディナミの思想に基づき、銅と硫黄、そし
てプレパラシオンだけしか使わない。
『ワイン造りは農業の 1 部として行っている。ガヴィ
は今や廃れてしまった。収量を重視した栽培で質を
落としたからだ。ビオディナミで収量を落とし、健全
なコルテーゼを収穫することが重要』
地元の伝統を復活させるのが彼等の目的。彼等の
新しいカンティーナは「ピセ」と呼ばれるこの地域の
伝統建築が採用されている。
『地元の粘土と小石、干し草を使ったピセと呼ばれ
る伝統的な土壁。伝統を絶やさない為に建築もワ
イン造りも進化しなくてはいけない』

醸造技術は進化する
一方、カンティーナの中は温度管理付ステンレスタ
ンクが並び、「グラヴィティシステム」の採用など最新
の技術が揃っている。
商品記号

ワイン

『コルテーゼは酸化に弱い品種なので、そもそも大
量生産に向かない。大量生産を可能にするのが亜
硫酸だった』
機械収穫をすると腐敗果は混じってしまう。葡萄果
も破裂するので果汁が流れ出し、酸化が始まる。
よって亜硫酸を使ってバクテリアの繁殖や酸化を止
めなくてはいけない。
『同時に亜硫酸はコルテーゼの品種由来の香を奪
『コルテーゼは低めの発酵温度が重要。香が飛ばな ってしまう。ガヴィの個性は表現できないのでガヴィ
いようにする。発酵後は 3 ケ月シュール・リー。長す の評価は下がっていった』
ぎるとコルテーゼの香をマスクしてしまう』
彼等の「ガヴィ」はコルテーゼの香がある。
発酵は 17 度から始め徐々に上げていく。28 度を超 ■ガヴィ・リゼルヴァ
えることはない。ヴィンテージにもよるが 20～25 日 「マドンニーナ」の丘の上にある樹齢 70 年を超す畑
程度の発酵期間。
の葡萄のみ。発酵後、6 ヶ月ステンレスタンクで熟成。
シュール・リー後は 1 回デキャンティングして粗いフィ 瓶詰め後、6 ヶ月瓶熟成。
ルターに通してボトリング。窒素を使って酸素と触れ 『リゼルヴァを造っている造り手は今ではほとんどい
合わないでボトリングできるようになっている。
ない。樽には入れていないが樽、ナッツのような香
『一般的なガヴィの平均樹齢は 15 年程度。僕等の が出てくる』
畑は最も古い樹齢は 70 年を超す。一部には自根 ■ガヴィ・ピセ
のコルテーゼも残っている』
標高 400m の「ラ・カッシネッタ」と呼ばれる樹齢 70
樹齢 60 年の樹からは「ガヴィ・リゼルヴァ」が造られ 年を超す畑。自根のコルテーゼも含まれる。
る。「ガヴィ」でリゼルヴァを造るのは非常に珍しいが、 『収穫は一番遅く 9 月第 2 週。完璧に熟した葡萄
古い樹ならではのスモークのような香が楽しめる。
のみを低温発酵。12 ヶ月間シュール・リー。12 ヶ月
間熟成した後に出荷』
ガヴィの可能性
ピエモンテを代表する白ワインなのに一時期のソア
ヴェのように衰退してしまった「ガヴィ」。組合による
入港予定

A3404 Gavi
ガヴィ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Cortese

2018

白

750

参考上代

メモ

在庫

○

2,600

デメテルの認証を受けた自社畑の葡萄のみを使用。9月中旬に手作業で収穫。低温で1日おいてから極軽くプレスしてステンレスタンクで低温に保ち不純物をデキャンティング。18度で20日間程度発酵。その後、ステンレス
タンクで3ヶ月程度シュール・リー。粗い珪藻土フィルターにかけてからボトリング。酸素との接触を極力避けてフレッシュでコルテーゼらしい香を大切にしている。

"Senza SO2"
A1548 Gavi
ガヴィ・センツァ SO2

Cortese

2016

白

750

2,900 SO2無添加

○

2016年が初リリースのSO2無添加ガヴィ。通常のガヴィと同じ畑の葡萄から造られるが醸造は少し異なる。収穫は通常のガヴィより2週間遅く、より糖度を上げることでアルコールを約1％上げている。また、一部の葡萄を3日間
程度マセラシオンすることで若干のタンニンを得ている。高いアルコールと少しのタンニンのお陰で酸化防止剤無添加を実現している。日本には600本のみ。

Riserva
A1549 Gavi
ガヴィ・リゼルヴァ

Cortese

2015

白

750

3,800 樹齢60年

○

樹齢約60年の畑マンドニーナ。ステンレスタンクで発酵、澱と共に6ヶ月間ステンレスタンクで熟成。樽には一切入れていない。樽熟成したかのような厚みと香ばしい味わいは樹齢の高さとミネラル成分の多さに起因している。
熟成と共に独特の甘みを感じさせる。

Gavi "Pise"
ガヴィ・ピセ

完売

Cortese

白

750

樹齢70年

SOLD
OUT

樹齢70年のラ・カシネッタ畑の葡萄100%使用。ワイン名になっているピセとはこの地方に伝わる伝統的土壁の技法を表し、カンティーナの壁も、このピセの技法で造られている。南東を向く畑からは完熟感を感じさせる素晴ら
しい葡萄が収穫される。コルテーゼの可能性を追求したワイン。

TOP

Emilia Romagna

La Stoppa
ラ・ストッパ
Rivergaro

長期マセラシオン・長期熟成
当主エレナ、醸造責任者ジュリオ共にナチュラリスト。福岡正信の考え方に賛同し、ビオディナミではなく自然農法に拘
っている。熟成期間はバローロより長い。
している。
『ジュリオは 1980 年から働いている。当初は醸造責
2010 年「ガンベロ・ロッソ」で最も優れた栽培家に選
任者だったが、今では栽培も含めてラ・ストッパの全
出された「ラ・ストッパ」当主「エレナ・パンタレオーニ」。
てを知っている』
1991 年に母親の下、カンティーナで働き始め、1997
「エレナ」はこの地域のワインの品質の高さを理解して
年に両親より「ラ・ストッパ」を引き継いだ。
もらうことに尽力していて、醸造所の無い若手に場所
『どんなワインかを決めるのは人間ではない。土地の
を提供したりしている。
個性を最大限に反映させた結果がラ・ストッパのワ
「デナーヴォロ」や「アルベルト・アングイッソラ」も以前
インになる。それが個性』
は彼女のカンティーナで醸造、熟成されていた。
歴史は古く、トッレビア渓谷に 1 世紀以上続く造り手。
58ha の所有地の内 28ha がオーク、栗、アカシアの 醸造責任者ジュリオ・アルマーニ
森。20ha が葡萄畑になっている。
1982 年から除草剤の使用を中止。畑は木製の支
『前オーナー、ジャンカルロ・アジェーノがフランス品 柱に変更され雑草が生い茂る。ルコラ、豆、タンポポ
種を植えてボルドー、ボルドー・ビアンコなどのワイン が一面に咲いて一面黄色と緑。
を造り始めたのがラ・ストッパの初まり』
『昔は急斜面の畑下部では土が流されることがあっ
たが、1978 年以降、不耕起が採用されたことで雑
草の根が土を固定してくれるようになった』土壌が活
性化し、耕さなくても土壌中の空気や窒素が足りなく
なることはなくなった。畑には 30 種類以上の植物が
自生している。
『森の中に畑があることで 100 種類以上の植物や
昆虫、動物の影響を受ける。ここは昔と変わらない
自然と共存する畑が残っている』
「ジュリオ」も「エレナ」も福岡正信の考え方を参考に
している。ビオディナミの必要性は感じていないが土
現在では国際品種は引き抜き、地品種のみとなって 壌の活性化など考え方はとても近い。
いる。前オーナー「アジェーノ」の挑戦的な仕事に敬 『粘土質土壌は耕すべきと言われるが必要ないと思
意を表し、長期マセラシオンの白ワインは「アジェー う。空気の粒子は土の粒子よりも細かくて人間がひ
ノ」と名付けられた。
っくり返さなくても浸透する』
現在では「エレナ」と共に「デナーヴォロ」の当主でも ピアツェンツァは昔から裕福な地域ではなかった。
ある「ジュリオ・アルマーニ」が栽培から醸造まで担当 1970 年代の農業革命の時期、農薬が大量に使わ

最も優れた栽培家に選出

商品記号

ワイン

入港予定

れたのは裕福な地域で、ピアツェンツァの農民は貧し
く農薬など使えなかった。

『1 つの植物だけに影響されると土壌が不健全にな
ってしまう。色々な植物に影響を受けることで土壌
は活性化する』

納得いくまで熟成させる
収穫はできる限り待つ必要がある。種子まで熟してい
ること、果皮が成熟していることが重要。収穫した葡
萄は 100%除梗され、発酵槽へ投入。発酵時の温
度管理は行わない。マセラシオンはヴィンテージにも
よるが「マッキオーナ」で 30 日。「トレッビオーロ・ロッ
ソ」でも 20 日と非常に長い。
『その年の発酵時期の気温もヴィンテージの個性の
1 つと考える。どの自然酵母が精力的に働くかはそ
の年によって変わる』
暑い地域で、しかも完熟させた葡萄を使って自然発
酵させている。更に長いマセラシオン。ワインは強く、
高いポテンシャルを持つ。
『熟成することでワインが育つ。大樽はポテンシャル
の高い葡萄でないと耐えられない。酸素を適度に与
えて育てる。そして瓶熟期間中に各要素が溶け込
みバランスが取れてくる』
彼等の地下セラーでは 15 万本以上のワインが熟成
されている。「エレナ」がこの地域の本当の品質の高
さを理解してもらう為に行っている。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Rosso
A2673 Trebbiolo
トレッビオロ・ロッソ

Barbera
Bonarda

2017

赤

750

3,000

○

Rosso
A4250 Trebbiolo
トレッビオロ・ロッソ

Barbera
Bonarda

2018

赤

750

2,800

○

新入港

参考上代

メモ

在庫

樹齢は3～20年の若い区画の葡萄をアッサンブラージュしたワイン。発酵はステンレスタンクで野性酵母のみで行われる。ヴィンテージによるが約20日間のマセラシオン。発酵終了後、移し変えを何度か行い、発酵から熟成ま
で全てステンレスタンクで行われる。

Rosso Barbera
A0818 Emilia
エミリア・ロッソ・バルベーラ

Barbera

2006

赤

750

4,400

〇

平均樹齢40年。不高貴耕起の畑は窒素が少なく、痩せた状態。苦しんだバルベーラは収量は少ないが高い凝縮度。収穫後、徐梗し、野性酵母のみでステンレスタンク発酵。マセラシオンは約30日。発酵は1年以上ゆっくり
続く。PHが低いのでマロラクティックは起こらない。12ヶ月間古バリックで熟成後、瓶内で最低2年間熟成。飲み頃になったら出荷する。

Rosso "Macchiona"
A0056 Emilia
エミリア・ロッソ・マッキオーナ

Barbera
Bonarda

2006

赤

750

5,900

〇

Rosso "Macchiona"
A0609 Emilia
エミリア・ロッソ・マッキオーナ

Barbera
Bonarda

2009

赤

750

4,800

〇

50％バルベーラ、50％ボナルダ。平均樹齢65年以上の最も古い樹が使われる。収穫後、徐梗し、野性酵母のみでステンレスタンク発酵。マセラシオンは約45日。発酵は1年以上ゆっくり続く。36ヶ月間スラヴォニア産の大
樽で熟成後、瓶内で最低2年間熟成。飲み頃になったら出荷する。ラ・ストッパを代表する最も重要なワイン。

Bianco "Ageno"
A4251 Emilia
エミリア・ビアンコ・アジェーノ
Bianco "Ageno" MG
699L0 Emilia
エミリア・ビアンコ・アジェーノ・マグナム

新入港

Malvasia
Ortugo

完売

Malvasia
Ortugo

2015
2011

白
白

750
1500

5,200 長期マセラシオン（密閉）

○

11,000 長期マセラシオン（密閉）

SOLD
OUT

樹齢40年以上の畑で80％マルヴァジア、10％オルトゥゴとトレッビアーナが混植されている。一緒に収穫してステンレスタンクに破砕しながら投入。野性酵母のみでステンレスタンク発酵。マセラシオンはヴィンテージによるが3
～6ヶ月という非常に長いマセラシオン。移し替えを行い、ステンレスタンクと一部古バリックで1年間熟成。ボトリング後、2年間熟成。

delle Canne Botrytis Cinerea 500ml
699Z7 Buca
ブカ・デッレ・カネ・ボトリティス・チネレア

Semillon

N.V

甘

500

8,600 樹齢50年セミヨン

LIMITED

樹齢60年以上のセミヨンの畑。自然と貴腐菌が着いた年だけ造られる特別なデザートワイン。パッシートではないので収穫後、すぐにダイレクトプレスして野性酵母のみで自然発酵。古バリックで10ヶ月熟成してからボトリング。
その後、2年間瓶内熟成を経て出荷。年産500本のみ。

Vigna del Volta Passito 500ml
ヴィーニャ・デル・ヴォルタ・パッシート

完売

Malvasia
Ortugo

甘

500

SOLD
OUT

95％マルヴァジア、5％オルトゥゴ。病気が少なく健全な葡萄が得られる年のみ造られる特別なワイン。葡萄が完熟しても収穫せず、樹の上で太陽を浴びながら自然と乾燥させる。収穫後はダイレクトプレスして野性酵母のみ
で発酵。古いバリックに入れて10ヶ月熟成。ボトリング後、2年間熟成。

TOP

Emilia Romagna

Denavolo
デナーヴォロ
Travo

『ラ・ストッパではできないこと』に挑戦
密閉タンクで長期マセラシオンすることで嫌気的環境になるが、それこそがワインにシリアスさを与えてくれる。ラ・
ストッパの完成された味わいとは別の魅力。
合い。そして奥さんはブルネッロの造り手「イル・コッ
レ」姉妹の妹。優しく穏やかな人柄。

ジュリオ・アルマーニ

『デナーヴォロは悪魔を意味する。悪魔と名付けた
のは通常のワインとは全く違うワインだという意味 リスクをとった攻めの醸造
を込めている』
「ラ・ストッパ」でも「ジュリオ」はワイン造りの全権を任
「ラ・ストッパ」で 30 年以上に渡って栽培・醸造を手 されているが、規模も大きいので極限まで攻めたワ
掛けている「ジュリオ・アルマーニ」。彼が「ラ・ストッ イン造りはできない。
パ」の名声を高めたと言っても過言ではない。
地品種を使った伝統的なワイン造りで知られる「ラ・
ストッパ」。造られるワインは勿論、赤が中心でこの
地の伝統的なワインに限られる。
『ラ・ストッパではある程度の生産量をキープしなが
ら伝統とスタイルを継承しなければいけない』

『全てのワインがヴィネガーになってしまうかもしれな
いリスクはラ・ストッパではとるべきじゃない。デナー
ヴォロではリスクをとれる』
ワイン造りはどこまでリスクをとるかが「ラ・ストッパ」と
「デナーヴォロ」の差。
30 年「ラ・ストッパ」で働いた「ジュリオ」が理想を追っ
「ラ・ストッパ」は大人の味わいを持った完成されたワ
てリスクをとったのが「デナーヴォロ」。
インであるべき。しかし、ジュリオは醸造家としての挑
『雨に悩まされた 2013 年、カタヴェラは水ぶくれし
戦がしたくなっていく。
た葡萄も全部使った。アルコールは 11%までしか上
そして、ピアツェンツァの「トラヴォ」地区に葡萄畑を
がらなかったが飲み心地の良いワインができあがっ
購入。白品種マルヴァジア、オルトゥゴ、マルサンヌ
た。ヴィンテージそのもの』
を植樹し、ワイン造りを開始。最初の 3 年は「ラ・スト
「マッキオーナ」のような偉大なワインはなかなか出
ッパ」で醸造、熟成していた。
てこない。しかし、2006 年のように全てが揃った年
『元々農学の専門家。ラ・ストッパでも元々醸造家
の「ディナーヴォロ」には本当に驚かされる。
ではなく、栽培責任者だった。毎年、醸造を体感し、
嫌気的環境で長期マセラシオン
学び、醸造に興味を持った』
ヴィンテージによるが
30～100 日間果皮、種子ごと
彼を慕う人は多い。「ラ・ストッパ」を間借りして醸造・
熟成している「アルベルト・アングイソッラ」もその 1 人。 タンクの中で漬け込んでいる。
「ダリオ・プリンチッチ」「ルカ・ロアーニャ」や「エリザベ 『長期マセラシオンとしては珍しくステンレスタンク
で発酵、熟成させる。嫌気的な環境が還元状態を
ッタ・フォラドーリ」も「ジュリオ」のファン。
「ラ・ストッパ」当主の「エレナ」とは 30 年以上の付き 作りだし、これがワインに厳しさを与える』
長期のマセラシオンは危険も多い。最終的に要素が
商品記号

ワイン

Catavela
カタヴェラ

入港予定

葡萄品種

完売

Malvasia
Ortugo

VIN

抽出されきった果帽は水分が残る。この部分はアル
コールが少ないので酢酸が発生しやすい。
『果帽ごと取り除くのが常識だが、僕は最後に混ぜ
込んでから果帽を引き上げる。ある程度の酢酸や
揮発酸はワインに個性を与えると思う』
同じ醸造家が長期マセラシオンを施した「ラ・ストッ
パ」の「アジェーノ」とは大きな違いがある。
『アジェーノには揮発的な要素は全く存在しない。
果実由来の紅茶やオレンジ、マンゴーの風味は葡
萄由来。ディナーヴォロはもっとシリアス』

畑は極力負担をかけない最小限の栽培を心がけて
いる。特に葡萄樹を含めた畑の生態系本来のバラ
ンスを崩さないことに気を使っている。
その為、「ラ・ストッパ」同様、下草を生やしたまま（不
耕起）で栄養分が足りなさそうに見えても簡単に施
肥しない。
樹齢が高くなれば自然と収量は減る。よって芽かき
や摘果も必要ない。収穫の時期さえ的確なら凝縮
した葡萄を得ることができると考えている。
畑ではボルドー液以外の一切の農薬、除草剤、防
カビ剤などを用いず、徹底した自然農法を実践。
醸造時も酸化防止剤をはじめ、いかなる添加物も
使用しない。

色

ｻｲｽﾞ

白

750

参考上代

メモ

在庫
SOLD
OUT

丘の上部に新しく購入した畑で石灰質が非常に強く痩せた土壌。収穫後、徐梗してステンレスタンクに投入。足で破砕して野性酵母のみで発酵。マセラシオンは2ヶ月。ステンレスタンクで12ヶ月熟成後、ボトリングして1年間
熟成。あえて好気的な樽を使用せず、わずかながら還元状態におくことでワインに若干の神経質さ、ナーヴァスさを与える。

Dinavolino
ディナヴォリーノ

Dinavolino
ディナヴォリーノ

完売

Malvasia
Ortugo

白

750

2度目のボトリング

SOLD
OUT

完売

Malvasia
Ortugo

白

750

酸化防止剤完全無添加

SOLD
OUT

ディナーヴォロのセカンドワイン。畑の下部は土壌が水分を多く含む為、葡萄も水分を多く含んでしまう。そこで下部の水分の多い葡萄のみで造ったのがこのワイン。葡萄の皮に含まれるタンニンや香味成分を引き出す長いマ
セレーションは、複雑味を与えるだけでなく、そこで抽出された複数の要素が安定剤の役割を果たす。発酵・熟成ともにステンレスタンクを用いるのはフレッシュな果実味を長く保存する為。

A0610 Dinavolo
ディナーヴォロ

Malvasia
Ortugo

2015

白

750

4,200

〇

マルヴァジーア、オルトゥルゴ、マルサンヌ。最も良い状態の葡萄だけを使うトップ・キュヴェ。収穫後、徐梗してステンレスタンクに投入。足で破砕して野性酵母のみで発酵。マセラシオンは 4～7ヶ月。ステンレスタンクで12ヶ
月熟成後、ボトリングして3年間熟成。あえて好気的な樽を使用せず、わずかながら還元状態におくことでワインに若干の神経質さ、ナーヴァスさを与える。

TOP

Emilia Romagna

Ca de Noci
カ・デ・ノーチ

Reggio Emilia

地品種『スペルゴラ』酸化防止剤無添加
灌漑、施肥、除草、酸化防止剤、全てを否定してワインを造る彼等のワインは年々完成度を高めている。２次発酵時
の蔗糖も使用せず、同じ畑のモストを使用するという拘りよう。
葡萄はクロストロ渓谷に沿って横たわる石と泥混じり
の丘陵地帯に約 5ha の畑を所有している。
父「ヴィットリオ」によって 60 年代に植えられた畑を
『地品種を守りたい。スペルゴラやマルボ・ジェンティ
「アルベルト」と「ジョヴァンニ」の兄弟が引き継ぎ、彼
ーレ、ランブルスコ・ディ・モンテリッコ、ズガヴェッタを
等独自の考え方で維持している。
主体に絶滅寸前の地品種を増やしている』

輪廻再生の象徴ノーチェ（胡桃）

地品種スペルゴラ
この丘の土壌は貧しく痩せている。この土壌が低収
量の果実をもたらし葡萄の個性を最大限に引き出し
てくれる。この土壌だからこそ活きる地品種。
彼等はヴィンテージによって大きく違う個性のワイン
をリリースする。彼等ほどヴィンテージの個性を解りや
すく感じさせるワインも珍しい。

『自然のバランスを整えていく。菌類から赤ゲラ、何
世紀も前からある巨木まで、すべての動植物の均衡
を崩さないような栽培が重要』
彼等は地品種の個性を活かす為に必要最低限の手
助けをどのタイミングで行うかだけに集中する。
より良いワインを造るより、地品種の個性を消さないこ
とを優先。彼等の目的は地品種の復活。
『この地方は灌漑が当たり前だが僕等はしない。施
肥も 1 度もしない。除草さえもしない』
畑では昆虫が色々な草木の受粉を行い、害虫の駆
除も自然のサイクルの中で行われている。
地品種は元々、自然と共生していた品種なので自然
の中で育つことが最も合っている。

糖分も酵母も足さないスプマンテ
ピアツェンツァとモデナの間「レッジョ・エミリア」の田舎
道に彼等のカンティーナ「カ・デ・ノーチ」はある。
1 階部分が住居でガレージに発酵槽。2 階部分がバ
ルサミコの熟成庫。地下がワイン熟成庫。
『100％自社畑。スペルゴラ等地品種のみを栽培。
1993 年からモデナ大学の協力の下、土壌を研究し
ながら有機栽培を実践してきた』
アペニン山脈の麓に広がる約 10ha の土地で、この
地方では最も高貴な存在と考えている胡桃の栽培も
行っている。
『胡桃はギリシャ神話において女性崇拝のシンボル
であり、地獄の創造と同時に輪廻再生を象徴するも
のとして登場する。神聖な植物』
彼等は胡桃の樹を高貴な存在と考えていて「ノチー
ノ」（胡桃のリキュール）の蒸留は重要な仕事。
商品記号

『地品種は国際品種と違って個性が強い。欠点もあ
る。気温や降雨量の影響を受けやすいのでワインに
も影響する。隠すべきではない』
「スペルゴラ」は酸度が非常に高い。完熟しても酸度
が落ち切らない品種で、完熟しなければかなり強い
酸味が残ることになる。
畑で使われるのは植物質であれ動物質であれ、有
機的な物質のみ。銅と硫黄は極小量使用。

ワイン

入港予定

A0822 Sottobosco
ソットボスコ

彼等は収穫からボトリングまで酸化防止剤を一切添
加していない。それでもワインは安定している（醸造
過程で生成される SO２は 12mg/l 程度）。
『SO2 を足さなくても発酵時のガスを残すことでワイ
ンは酸化から守られる。収穫時に腐敗果が混ざら
ないことが重要』
通常の生産者は畑も大きく、季節労働者が収穫をす
るので腐敗果も混ざってしまう。大量に収穫すれば
果汁が少しずつ漏れ出し酸化が始まる。
その為、収穫時に SO2 を添加してバクテリアの繁殖
と酸化を抑える必要がある。SO2 は酸化防止と殺菌
の 2 つの目的で使われている。
『僕等は畑が小さいので毎日腐敗果を手で取り除け
る。収穫量も少ないので果汁が漏れ出す前に圧搾
して発酵桶に入れられる。SO2 は必要ない』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Lambrusco
Sgabetta

2016

微赤

750

参考上代

メモ

2,600 SO2無添加

在庫
LIMITED

30％ランブルスコ・モンテリッコ、30％ランブルスコ・グラッパロッサ、20％スガベッタ、20％マルボ・ジェンティーレ。収穫後、冷蔵庫で一晩冷やしながら、少しだけ手で破砕し、10日間マセラシオンしながらステンレスタンクで発
酵。翌年5月頃に保存しておいたモストと自然酵母を培養した酵母を加えてボトリングし、瓶内2次発酵を促す。
Termarina
Sgavetta

692Y8 Tredame
トレダメ

2015

微赤

750

2,800 SO2無添加

LIMITED

スガベッタを中心に野性品種が混植されている畑の葡萄を全て使っている。収穫後、冷蔵庫で一晩冷やして、揮発的な香をモストに移す。翌朝、手でプレスしてステンレスタンクに入れる。10日間マセラシオンしながらステン
レスタンクで発酵。翌年5月頃に保存しておいたモストと自然酵母を培養した酵母を加えてボトリングし、瓶内2次発酵を促す。野性品種なので潜在アルコール度数が低く、例年10％程度。

A0824 Gheppio
ゲッピオ

Marbo Gentile
他

2011

赤

750

3,800 SO2無添加

〇

マルボ・ジェンティーレ主体で、その他野性品種をアッサンブラージュ。収穫後、冷蔵庫で一晩冷やして、揮発的な香をモストに移す。翌朝、手でプレスしてステンレスタンクに入れる。15日間マセラシオンしながらステンレスタ
ンクで発酵。その後、500Lの古いトノー樽に移して澱と共に36ヶ月間熟成。時々、澱を攪拌しながら酸化防止剤無しで熟成させる。

A2398 Querciole
クエルチョーレ

完売

Spergola

2017

微白

750

3,200 細かい澱有り

SOLD
OUT

100％スペルゴラ。収穫後、冷蔵庫で一晩冷やしながら、少しだけ手で破砕していく。機械による圧搾は一切行わない。10日間マセラシオンしながらステンレスタンクで発酵。翌年5月頃に保存しておいたモストと自然酵母を
培養した酵母を加えてボトリングし、瓶内2次発酵を促す。酸化防止剤完全無添加。

A3760 Nottediluna
ノッテ・ディ・ルナ

Muscat
Malvasia

2017

白

750

3,800 SO2無添加

〇

40％モスカート、40％マルヴァジア、20％スペルゴラ。0.7haの小さな区画で樹齢は30年以上。収穫後、冷蔵庫で一晩冷やしながら、少しだけ手で破砕していく。機械による圧搾は一切行わない。10日間だけマセラシオンし
ながらステンレスタンクで発酵を開始。10日後に圧搾し、アカシア樽とオーク樽に移して発酵を続ける。澱と共に12ヶ月間熟成。

defratelli
A2402 Spumante
スプマンテ・デフラテッリ

Spergola

2013

泡白

750

6,800 SO2無添加

LIMITED

100％スペルゴラ。0.5haの小さな区画で樹齢は50年以上。2次発酵も自然酵母のみで、蔗糖の代わりにモストを加えて発酵を促す。36～48ヶ月間酵母と共に熟成させ1月の寒い時期に屋外にさらして自然の力を利用して
デゴルジュマン。デゴルジュマン時の補酒も同じワインを使う。ドサージュ・ゼロ。酸化防止剤無添加。

Passito
A2403 Aresco
アレスコ・パッシート

Moscato
Mal, Sp

2012

白甘

500

4,900 SO2無添加

〇

収穫後、木製の伝統的なカゴに入れて自然風のみで、ゆっくり乾燥させていく。この時に適度に湿度があり、自然の温度変化があることが重要。3ヶ月間続けられる。発酵は軽く圧搾し、15～20日程度果皮を漬け込みながら
行われる。12ヶ月間ステンレスタンクで熟成後、古い小さな樽に移して36ヶ月熟成。この間もゆっくり発酵している。酸化防止剤無添加、ノンフィルターでボトリング。年産900本。

Nocino "Rugiada di San Giovanni" 500ml
693Y1 Liquore
リクオーレ・ノチーノ・ルジャダ・ディ・サン・ジョヴァンニ

胡桃

[2013]

ﾘｷｭｰﾙ

500

4,900 伝統的胡桃リキュール

LIMITED

古代のレシピを再現している。サン・ジョヴァンニの日（6月）の早朝に、まだ緑色のクルミを収穫し、90日以上アルコールに浸け込んでいくことでクルミのエキスを抽出する。その後6ヶ月間樽で熟成してからボトリング。12ヶ月
間瓶内熟成。胡桃、砂糖、アルコールのみで出来ていますがその全てがビオロジック。

TOP

Emilia Romagna

Villa Papiano
ヴィッラ・パピアーノ
Modigliana

ロマーニャ地葡萄「アルバーナ」「サンジョヴェーゼ」の可能性
ロマーニャ地区で１９生産者の醸造コンサルタントを務める「フランチェスコ」が遂に自分のカンティーナを立ち上げた。
今最も注目すべき造り手と言える。アンフォラ発酵・熟成のアルバーナにも注目。
２００１年設立
イムの長さが気難しいが長熟なワインを産む』
レッシュさと硬質感こそがこの土地の個性。
「ノエリア・リッチ」や「ヴィッラ・ヴェンティ」の醸造責任 ワインはロマーニャの可能性を証明するかのようなシ 樹齢 50 年のロマーニャ種からはリゼルヴァが造られ
者を務める「フランチェスコ・ボルディーニ」。親子 2 リアスで凝縮した印象。芳香よりもミネラルの力強さ る。この畑は 8,000 本の密植で、着ける果実は非常
代に渡ってロマーニャ専門で醸造コンサルタントをし が支配し、強固で垂直的味わい。
に小さい。
てきた。
森と共存する畑が理想
『リゼルヴァは 40 日間のマセラシオン。果汁が少なく、
2009 年以降、10ha の所有畑では極少量の銅と天 果皮の比率が高いので果皮の影響を強く受ける。
然硫黄、コンポスト以外は使用していない。
全ての要素が強いので大樽で 1 年間熟成』
『有機認証基準値の半分以下の使用量。特に銅は もう 1 つの個性がアルバーナ種。この地の固有種で
元々地中に存在しない成分なので 3kg/ha 以下に 果皮が非常に厚く、タンニンが豊富。酸度も高く、ミネ
厳しく制限している』
ラルの表現に向く。
灌漑も行わない。樹齢 20-45 年の葡萄樹は乾燥し 彼等はアルバーナで 3 種類のワインを造っている。1
た年や酷暑の年を経験して根を深く伸ばし、最低限 つは伝統的遅摘みのデザートワイン。酸度を残した 9
の水分を確保できる場所を知っているから。
月末の収穫と 10 月末の貴腐菌が着いた葡萄を
『極度の乾燥が襲った 2012 年でも灌漑無しに葡 別々に発酵。
萄樹自身が通常より果実を小さくして生き延びた。 『6 ヶ月間自然酵母のみでゆっくり発酵させることで
生産量は半減したが、それが自然の抗耐力』
甘いだけでなく複雑な味わいを得る。また早い収穫
醸造だけでなく、ロマーニャの土壌と気候の研究も行 ロマーニャのイメージとは異なり、標高 500m の山中 の葡萄が酸度を与えてくれる』
っていて、地域毎のテロワールを活かしたワイン造り は冬には雪が降り、地中の微生物はある程度死滅す 辛口のアルバーナ「テッラ！」はアンフォラで発酵。6
る。雪は春先に溶けて土壌は水分を蓄える。
ヶ月間マセラシオンという珍しい造り。
をこの地域で初めて開始した人物でもある。
『ロマーニャにはトスカーナとは気候も土壌も違う。ロ 『まわりを森に囲まれているので葡萄樹も森の一部 一般的なアロマティックなアルバーナではなく、ミネラ
マーニャらしさを表現するには量を捨てて質を目指さ となり、他の植物や動物、昆虫の影響を受けながら ルが前面に出る「モディリアーナ」らしいワイン。
自然のバランスをとる』
『アンフォラ発酵、6 ヶ月マセラシオンでも繊細で綺
なければいけない』
地域全体の品質向上に努めてきたが、2001 年、遂 自然のサイクルが理想的に機能しているのは人が作 麗なワインに仕上がっている。酸化やバクテリアの
に自分のワイン造りをすべく、家族と共に廃墟となっ った環境ではないから。自然が長い歴史の中で作り 繁殖は全くない』
上げたバランスの中に葡萄樹があるのだ。
3 種目がヴェルモット。アルバーナの遅摘みデザート
ていたカンティーナを購入した。
ワインに少量の砂糖、シナモン、グローヴ、生姜、レモ
『トスカーナに近いキオーダ山の奥地、標高 500m で ４０日間マセラシオン
まわりは全て森。冷涼な気候は葡萄樹に適度なスト 醸造の特徴はサンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャでは ン、オレンジピール、スパイスを加えて熟成させた昔
珍しい長期マセラシオン。ベースのキュヴェでも 24 懐かしい手作りヴェルモット。
レスを与えてくれる理想の地だった』
『暑過ぎる年のアルバーナは遅摘みすると果皮のタ
量産には向かない山奥の厳しい環境。勿論、他の造 日間のマセラシオン（通常は 5 日程度）。
り手は畑を持たない。500 年以上まわりは全て森林 『ロマーニャ種は粒が大きく水分が多いので骨格が ンニンが多過ぎてデザートワインには向かない。遊び
不足しがち。マセラシオンでは濃さではなくワインに で造ってみたら美味しかった』
だったので環境は最高の状態であった。
『泥灰土に砂岩が混じる痩せた土壌。樹勢は抑えら 厳格さを与えたい』
れ、冷涼な気候によって生育も遅い。ハンギングタ その後は樽には入れず、ステンレスと瓶内で熟成。フ
商品記号

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

di Romagna Sp
A1448 Sangiovese
サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・スペリオーレ

ワイン

入港予定

Sangiovese
Balsamina

2016

赤

750

参考上代

2,400

メモ

LIMITED

在庫

di Romagna Sp
A2815 Sangiovese
サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・スペリオーレ

Sangiovese
Balsamina

2017

赤

750

2,600

〇

サンジョヴェーゼとバルサミーナが混植された古い区画ヴィーニャ・パヴェーゼが主体。標高は400m。収穫後、全徐梗して野性酵母のみでステンレスタンク発酵。マセラシオンは24日間と非常に長い。木樽に入れず、何度か
移し変えして6ヶ月熟成。その後、瓶内で12ヶ月熟成後、出荷。

di Romagna Sp Riserva
A0058 Sangiovese
サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・スペリオーレ・リゼルヴァ

Sangiovese

2012

赤

750

3,800 40日マセラシオン

〇

di Romagna Sp Riserva
A2816 Sangiovese
サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・スペリオーレ・リゼルヴァ

Sangiovese

2013

赤

750

3,900 40日マセラシオン

〇

サンジョヴェーゼ100％の標高470～500mに位置する畑ヴィーニャ・プロービの葡萄のみ。砂岩主体で痩せた土壌。1970年に植樹された古い畑。収穫後、全徐梗して野性酵母のみでステンレスタンク発酵。マセラシオンは
40日間と非常に長い。マロラクティックから大樽と古いトノーで12ヶ月熟成。その後、瓶内で12ヶ月熟成後、出荷。

!
A2817 Tearra
テッラ !

Albana

2017

白

750

3,900 アンフォラ

〇

1980年に植樹された色々なアルバーナ種のクローンが混植された畑で標高は450m。全て手摘みで収穫し、果皮ごとアンフォラに投入。野性酵母のみで6ヶ月間果皮と共に発酵、マセラシオン。その後、6ヶ月熟成しノンフィ
ルターでボトリング。瓶内熟成1年。醸造中の酸化防止剤は無添加。

500ml
A0061 Tregenda
トレジェンダ

Albana

2015

甘

500

3,800 遅摘み＋貴腐

LIMITED

500ml
A1450 Tregenda
トレジェンダ

Albana

2016

甘

500

4,200 遅摘み＋貴腐

〇

標高350m南向き斜面のアルバーナの畑。酸度を残した9月末の収穫と10月末の貴腐菌が着いた葡萄を別々にステンレスタンクで発酵。糖度が高いので発酵はゆっくり6ヶ月間続く。その後、6ヶ月間澱と一緒にバリックで熟
成。アッサンブラージュしてボトリング後、24ヶ月以上瓶内熟成させて馴染ませる。

! Bitter "Vermouth"
A4369 Terra
トレジェンダ・ヴェルモット

4月

Albana他

N.V

ﾘｷｭｰﾙ

750

7,200 自家製ヴェルモット (辛口)

"Vermouth"
A0060 Tregenda
トレジェンダ・ヴェルモット

4月

Albana他

N.V

ﾘｷｭｰﾙ

750

7,200 自家製ヴェルモット

暑過ぎた年のアルバーナは厚い果皮に豊富なタンニンを蓄えるので甘口にはむかない。この天然のタンニンを利用しているのがこのワイン。遅摘みした暑い年のデザートワインに少量の砂糖、シナモン、グローヴ、生姜、レモ
ン、オレンジピール、胡椒等のスパイスを加えて熟成させた昔懐かしい手作りヴェルモット。

TOP

Emilia Romagna

Noelia Ricci
ノエリア・リッチ
Predappio

山のサンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ『プレダッピオ』
高い標高と硫黄含有量が高い土壌。海洋性気候の影響を受けない冷涼な気候。生産性が悪く、濃厚さもないので
敬遠されてきたが、唯一無二の個性。新しいサンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ。
彼等の白ワイン「ビアンコ・フォルリ・ブロ」にはクジラ
の絵が描かれている。これはクジラの骨の化石が出
東西に長い「サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ」。ア
土した畑から造られているから。
ドリア海寄りの東部は標高 100m の平地だが「ノエリ
『海底由来だが、ロマーニャで最も石灰が豊富で泥
ア・リッチ」が位置する「プレダッピオ・アルタ」は標高
灰が少ない。最大の特徴は硫黄が多く含まれるこ
400m を超える丘陵地となっている。
と。果実よりミネラルが勝る』
『サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャで最も標高が高
く、特別な土壌。他の地区とは全く違う個性だが、
歴史的には軽視されてきた』
プレダッピオ地区でも更に上部の「プレダッピオ・アル
タ」のラッビ丘陵に 1941 年から荘園を持っているの
が「リッチ家」。

高地プレダッピオ・アルタ

アドリア海側から南北にいくつもの山脈が連なる。何
度も隆起が起った地域だが「プレダッピオ・アルタ」が
最も標高が高いので冷涼。
『海洋性気候の影響もない。標高 400m の急斜面
は冷涼で水はけも良い。そして硫黄含有量が多くミ
ネラル分が強く出る』
故「ノエリア」が 1970 年にこの土地のポテンシャルに
ロマーニャでは異質の環境が揃っている。他の造り
気付き葡萄を植樹。それ以来「リッチ家」によって守
手は誰もこのポテンシャルに気付かなかった。「ノエ
られてきた。
リア・リッチ」だけの個性。
『当時は平地で造られる安くて濃いワインが求めら
『急斜面なので生産効率は悪い。冷涼なので葡萄
れていた。繊細で軽やかなプレダッピオのワインは
の生育が遅い。硫黄が多いので濃厚さはでない。
理解されなかった』
だから誰もが軽視してきた』
現当主は「マルコ」。醸造責任者は親子 2 代に渡り
最も標高の高い「ゴデンザ」畑は周囲を森で囲み海
サンジョヴェーゼ専門の醸造家として活躍するサン
風の影響を受けないようにしている。樹齢は 40 年。
ジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャの専門家「フランチェス
土地の味、ミネラルの表現。
コ・ボルディーニ」。
『ロマーニャにはテロワールという考え方自体が無か
『ロマーニャは安さが売りだった。自信が無いから濃
った。ニュートラルなサンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニ
くて安いワインを造っていた。プレダッピオの個性は
ャ種だからこそ土地を素直に表現できる』
唯一のもの。土地の個性を表現するべき』
彼は「ラ・ストッパ」当主「エレナ」等多くの醸造家も認 ステンレスのみが重要
める実力者で「サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ」の 昔は「プレダッピオ・アルタ」の葡萄は強さが無いので
スプマンテに使われていた。
質での復興を牽引している。
『ニュートラルだからこそ土地そのものの表現ができ

る。品種の個性ではなく土地の個性が出る』
栽培は全ての畑で有機栽培が実践されている。有
機認証を取得できる年数をクリアしているが、現時
点で満足していないので取得していない。
『発酵・熟成は全てステンレスタンク。ニュートラルな
品種なので何も与えないことが重要。樽は強すぎて
全てを隠してしまう』
同じサンジョヴェーゼでもトスカーナのサンジョヴェー
ゼとは全く違う。ロマーニャのサンジョヴェーゼは房が
大きく粒も大きい。果皮は薄い。
果皮が薄いのでタンニン量も少なく早飲みできる。
全ての要素は突出していないので樽や長期マセラ
シオンは品種や土地の個性を隠してしまう。
『ワインに熟成容器の味や醸造技術の味が出ては
いけない。ましてや醸造家の個性が出てはいけない。
その土地の味がすれば良い』

■ビアンコ・フォルリ・ブロ
「トレビアーノ・ロマニョーロ」。5％だけ 4 月までマセラ
シオンすることで深みを与える。
『砂が多い畑なので軽いミネラル。良い畑でないと
個性が出ない品種。少し熟成するとペトロール香が
出る。少しのタンニン』
■サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・ゴデンザ
標高 400m の最上部にある畑。周りに畑は無い。ロ
マーニャで一番高い位置にある。
『森に囲まれ海の影響を全く受けない。山の冷涼感
とミネラル。果実はほとんど感じない』

クジラの骨が出土した土壌
商品記号

ワイン

入港予定

di Romagna Sp "Il Sangoivese"
A2962 Sangiovese
サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・スペリオーレ・イル・サンジョヴェーゼ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Sangiovese

2017

赤

750

参考上代

メモ

2,800 ロマーニャのクローン

在庫

○

標高250～300mの畑で黄色い粘土石灰土壌の色々な畑のアッサンブラージュ。クローンは何種類か混植されているが全てロマーニャ固有種でトスカーナより粒が大きく酸度が高い。発酵はステンレスタンクで野性酵母のみ
で行われる。マセラシオンは18日。熟成はステンレスタンクで6ヶ月、ボトルで8ヶ月熟成してから出荷。

di Romagna Sp "Godenza"
A1440 Sangiovese
サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・スペリオーレ・ゴデンザ

Sangiovese

2015

赤

750

3,900 標高400m単一畑

○

di Romagna Sp "Godenza"
A2963 Sangiovese
サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・スペリオーレ・ゴデンザ

Sangiovese

2016

赤

750

3,900 標高400m単一畑

○

標高350～400mの畑で黄色い粘土石灰土壌に30％砂質が混じり込んでいる特殊な畑ゴデンザ。ミネラル分が豊富で冷涼な区画。クローンは何種類か混植されているが全てロマーニャ固有種でトスカーナより粒が大きく酸
度が高い。発酵はステンレスタンクで野性酵母のみで行われる。マセラシオンは28日。熟成はステンレスタンクで8ヶ月、ボトルで12ヶ月熟成してから出荷。

Forli "Bro"
A2964 Bianco
ビアンコ・フォルリ・ブロ

完売

Trebbiano.R
Pagadebit

2017

白

750

2,900 5％だけマセラシオン

SOLD
OUT

標高200mの畑で黄色い粘土石灰土壌に石灰と硫黄質が豊富に含まれている畑。この地域のトレビアーノの亜種トレビアーノ・ロマニョーロに地品種パガデビットが混植されている。ステンレスタンクで発酵後、6ヶ月間熟成。
5％のパガデビットは果皮を漬け込んでいる（6ヶ月マセラシオン）。

TOP

Toscana

Livernano / Casalvento
リヴェルナーノ/カサルヴェント
Radda in Chianti

高地のキャンティ・クラシコ『ラッダ・イン・キャンティ』
標高６５０m のラッダ・イン・キャンティ山中に畑を所有。ゆっくりと熟す果実がサンジョヴェーゼのポテンシャルを引き出
す。プロ・サングエはサンジョヴェーゼの最高峰の１つ。
高地ラッダ・イン・キャンティ

純血という名のサンジョヴェーゼ

30％は猪、鹿、鳥が食べる

トスカーナ中心部「ラッダ・イン・キャンティ」の町から 標高 600m の畑は「キャンティ・クラシコ」では最も高
少し離れた山奥、標高 550m を超える高地に「リヴェ い位置にある畑。夏でも山の下の畑より 3～5 度気温
ルナーノ」は位置する。
が低い。畑には白い石が敷かれ日中の温度を吸収
し、夜間の冷え過ぎを防いでいる。
『アルベレッロ仕立を採用している。収量が自然と抑
えられるし、葡萄が地面に近い位置に付くので地熱
で完熟する』

現当主は「グッドラン・クイロ」。醸造責任者は 20 年
以上働いている「アルベルト・フッシ」。
『リヴェルナーノは特別な場所。ラッダ・イン・キャンテ
ィの山の上にあり、まわりには他の生産者の畑はな
い。周囲は全て森』
前オーナーが森を開墾して作った畑。サンジョヴェー
ゼの理想を追求し、標高 550～650m で太陽が長く
あたる南斜面と西斜面のみが畑になっている。
『理想的な畑だったが醸造設備は不衛生で最高で
はなかった。最新のステンレスタンク、除梗機、グラ
ヴィティシステムを採用した』
「グッドラン」はアメリカで日本車の販売を仕事にして
いたが、イタリアでの田舎暮らしに憧れて移住。ワイン
造りの理想郷としてカンティーナを購入した。
現在はアメリカでイタリアワインのインポーターの仕事
をしながら、自分達のワイン造りも行っている。
彼等の理想は低価格でありながら本物のサンジョヴ
ェーゼの味わいを表現するワイン。
『ワインは飲み物であって芸術品ではない。毎日飲
める価格で、自分達らしい土地の個性を活かしたワ
インを造りたい』
商品記号

ワイン

Classico "Livernano"
A3762 Chianti
キャンティ・クラシコ・リヴェルナーノ

1993 年にワイン造りを開始して以来、各評価誌で高
い評価を得続けている。
トップ・キュヴェの「リヴェルナーノ」は 1997 年以降 3
年連続の 3 ビッケーレ獲得。「ヴェロネッリ」、「エスプ
レッソ」でも最高評価。
「プロ・サングエ」はサンジョヴェーゼ 100％の中で毎
年最高の評価を得ている。1 つの完成型でフィレンツ
ェの「エノテカ・ピンキオーリ」が全量を買い占めてい
たことでも有名。
『最も重要なのはベースのキャンティ・クラシコ。ベー
スのワインの品質が高いことで造り手の本気度が解
ると思っている』

「アルベレッロ仕立」のサンジョヴェーゼは非常に珍し
い。収量はグイヨの 2/3 まで減るが凝縮する。
グイヨと違い影になり難いので陽光をより長い間浴び
ることができるのも大きな特徴で葉の量を調節して熟
度を調節している。
『培養酵母は使わない。野生酵母のみで発酵。野生 ≪キャンティ味わい比較≫
酵母を多くするのは畑での薬剤を使わないこと。ボ ■キャンティ・クラシコ・リヴェルナーノ
80％サンジョヴェーゼ、20％メルロー
ルドー液も夏以降は使わない』
薬剤を使用しない畑は山奥にあるので、動物による サンジョヴェーゼの鉄、梅のような風味、硬質感をメ
被害が非常に多い。畑を電線で囲って軽い電気を ルローで柔らかく調整している。ボトリングして、すぐに
美味しく開いた状態になっている。
流して猪、鹿対策をしている。
『鹿、猪と鳥の被害は山に畑があるので仕方がない。■キャンティ・クラシコ・カザルヴェント
80％サンジョヴェーゼ、20％カベルネ
毎年 30％は動物に食べられてしまう』
動物による被害は大きいが、動物の糞が土壌を活性 「リヴェルナーノ」に使われるカベルネの若い樹をブレ
化し、病害虫の駆除もしてくれるのだそう。自然との ンドしている。果実の力強さがあり、ボリューム感とジ
ューシーさが特徴。
共存が彼等の拘りでもある。
入港予定

葡萄品種

4月

Sangiovese
Merlot

VIN

色

ｻｲｽﾞ

2015

赤

750

参考上代

メモ

在庫

3,000

〇

80％サンジョヴェーゼ、20％メルロー 野生酵母のみで発酵。マロラクティック発酵からトノーに移して発酵を続ける。最低12ヶ月トノー熟成。6ヶ月瓶熟成。

Classico "Casalvento"
699Z1 Chianti
キャンティ・クラシコ・カサルヴェント
Classico "Casalvento"
A3763 Chianti
キャンティ・クラシコ・カサルヴェント

4月

Sangiovese
C.S

2012

赤

750

3,000

LIMITED

Sangiovese
C.S

2013

赤

750

3,000

〇

80％サンジョヴェーゼ、20％カベルネ 野生酵母のみで発酵。マロラクティック発酵からトノーに移して発酵を続ける。最低12ヶ月トノー熟成。6ヶ月瓶熟成。

Chianti Classico "Livernano" Riserva

完売

Sangiovese
Merlot

4月

Sangiovese
Sangiovese

SOLD
OUT

赤

750

2015

赤

750

2000

赤

1500

18,000 蔵出しバックヴィンテージ

C.S, Me

2006

赤

750

7,800 蔵出しバックヴィンテージ

MG
695Q8 Livernano
リヴェルナーノ・マグナム

C.S, Me

2001

赤

1500

16,000 蔵出しバックヴィンテージ

LIMITED

MG
696T9 Livernano
リヴェルナーノ・マグナム

C.S, Me

2003

赤

1500

15,500 蔵出しバックヴィンテージ

〇

赤

750

キャンティ・クラシコ・リヴェルナーノ・リゼルヴァ

Sangue
A4397 Puro
プーロ・サングエ
Sangue MG
696Q0 Puro
プーロ・サングエ・マグナム

7,200 アルベレッロのSg
LIMITED

100％サンジョヴェーゼ バリックで発酵。そのままバリックで熟成。数回移し替えを行う。18ヶ月熟成。6ヶ月瓶熟成。

A4398 Livernano
リヴェルナーノ

4月

60％カベルネ、40％メルロー バリックで発酵。そのままバリックで熟成。数回移し替えを行う。18ヶ月熟成。6ヶ月瓶熟成。

Janus "Casalvento"
ヤヌス・カサルヴェント

完売

100％カベルネ バリックで発酵。そのままバリックで熟成。数回移し替えを行う。18ヶ月熟成。6ヶ月瓶熟成。

Cabernet S

SOLD
OUT

TOP

Toscana

Le Cinciole
レ・チンチョレ
Panzano in Chianti

９０％が有機栽培『パンツァーノ・イン・キャンティ』
キャンティ・クラシコの中心地「パンツァーノ・イン・キャンティ」は地域全体で有機栽培への転換を進めてきた。今では
90％が有機栽培への転換を終えている。最も自然なキャンティ・クラシコ。
パンツァーノ・イン・キャンティ
「レ・チンチョレ」はキャンティ・クラシコの中心部「パン
ツァーノ・イン・キャンティ」に位置。標高 450～470m
に 13ha を所有している。
『パンツァーノの葡萄畑は 10 年間で 90％がビオロ
ジックに転換した。今ではイタリアで最も自然が維
持された産地になっている』
オーナーの「ルカ」「ヴァレリア」夫妻はこの地域の有
機栽培導入組合の会長を務めている。

畑は年一回だけ下草が刈り込まれる。それ以外は基 果があればバクテリアが繁殖する』
本的には何もしない。耕しもしない。
野生酵母はゆっくり発酵が始まるのでアルコールの
空豆が窒素を地中に蓄えさせ、これでミミズが増える。発生や温度が上がるのが遅い。よってバクテリアが
ミミズが窒素と地上の酸素との置換を行いながら、土 繁殖するリスクがある。だから選果が重要。完璧な葡
を耕してくれる。
萄のみを使う為、収穫は毎年同じスタッフで手摘み。
土壌が疲れた場合のみ、ウムス（自家製の培養土） 畑で選別、選果台で 2 度選別し、発酵槽投入前に 3
を畑に撒くが、これも数年に 1 回と少ない。
度目の選別が行われる。
『市販品は何が入っているか分からないので培養土 『量を造る生産者は完璧な選別はできない。腐敗果
も自家製。剪定した枝や葉に馬糞を少量加えて 2 が入るので酸化防止剤を発酵前に入れてバクテリア
年かけて発酵、熟成させたもの』
を殺す。勿論、野生酵母も死滅してしまう』
全ての畑は南西向き。上部にサンジョヴェーゼ。日 彼等は発酵段階での酸化防止剤は使用しない。少
没時に一番先に日陰になる冷涼な畑にはカベルネ 量生産だからできる 3 回の選別で完璧な葡萄だけを
やシラーを植えている。
野生酵母で発酵させる。
葡萄栽培は年々変化している。以前は生育に合わ キャンティ・クラシコは大型のセメントタンクで発酵。大
せて葡萄樹を整形する、芽かき、除葉、グリーンハー 容量の発酵はセメントタンクでないと駄目。
ヴェストを行っていたが、全てを禁止した。
ステンレスでは温度が早く上がって活躍する酵母の
『春の摘芯もしない。新梢を伸ばし、上部に巻き込 種類が少なく、単純なワインになってしまう。
んでおく。ツルの成長に栄養が使われるので房数が 『カマライオーネは古バリックを立て、上蓋をはずして
減り、葉数が増えるので光合成が増える』
発酵槽として利用している。空気を多く与えながら
摘芯や芽かきをすることで生育を均一化できる。通 完全発酵させることが目的』
常の造り手は、そうすることで葡萄を均一に熟させよ
うとするが、彼等は、それを良しとしない。均一化する
とワインが単純になるとの考え。
更に、グリーンハーヴェストをするよりも少ない房数に
なり、多くの栄養を蓄える。考え方は「ドメーヌ・ルロ
ワ」と非常に近くて合理的。

『10 年以上かけて土壌を活性化した。牛糞と下草、
葡萄の絞り粕、豆類だけを使う。パンツァーノは世界
で一番安全なワイン産地になった』
「ヴァレリア」の先導で大手ワイナリーの所有畑以外、
ほとんどの畑がビオロジックに転換した。
「パンツァーノ」のワインの 90％は有機栽培された葡
萄で造られていることになる。
『有機栽培のワインが美味しい訳ではない。ただ、
高い意識でワイン造りに取り組んでいることは確か。
醸造はそれぞれの造り手の考え方』
彼等の畑はガレストロとは少し違う。畑のほとんどは石
灰を含む粘土質でガレストロよりも重い土壌。上部に
は「シスト（片岩）」が露出している。
『シストは変成が進んだ土壌で無数の穴があり、水
はけが良い。空気を保有するので土と葡萄樹を暖め
る効果がある。反対に粘土は水分を保有するので
葡萄樹を冷やす』
「ペトレスコ」はその年の一番良い区画の葡萄を使う 野生酵母を活発化
が、ほぼ毎年最上部の「シスト」が強く出ている区画 発酵は野生酵母のみでゆっくり 4 週間かけて行う。発
の葡萄が使われている。
酵の初期段階が重要で、一気に進まず、ゆっくり進
むことで果皮から色々な要素が抽出される。
２年熟成自家製コンポスト
『野生酵母のみでの発酵は完璧な果実でないと不
10 年以上、土壌を活性化する努力を続けてきた。
可能。未熟な果実からは青いタンニンが出る。腐敗

今ではシエナの土を使った「アンフォラ」での発酵。
健全な果実を最大限活かす 300 日のマセラシオン
にも挑戦している。
≪キャンティ味わい比較≫
彼等のワインは抽出が強くない。タンニンも酸も穏や
かで調和のとれた味わいが特徴。突出した要素が強
く出て個性的なワインではない。
調和とバランス。丸く穏やかな大人のキェンティ・クラ
シコ。食事と共にあるべきワイン。

Le Cinciole
参考上代

メモ

在庫

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Toscana
A2459 Rosato
ロザート・トスカーナ

Sangiovese

2017

ロゼ

750

2,200

〇

Toscana
A3591 Rosato
ロザート・トスカーナ

Sangiovese

2018

ロゼ

750

2,200

〇

ワイン

商品記号

入港予定

100％サンジョヴェーゼ。キャンティ・クラシコに使われる葡萄の一部を早めに収穫し、フレッシュさ、酸度を手に入れる。冷やして一晩寝かせる事で香をモストに移す。100％徐行し、3時間マセラシオンしながらステンレスタンク
で発酵。以前は翌春にボトリングしていたが夏まで落ち着かせてからボトリングする。サンジョヴェーゼを使って白ワインを造るイメージ。
Sangiovese
750
2,600
2016 赤
Sy,Me
70％サンジョヴェーゼ、15％シラー、15％メルロー。サンジョヴェーゼはキャンティ・クラシコの若い区画。シラーとメルローは湿気に強いので丘の下部の平野部分に植えられている。発酵は野性酵母のみでセメントタンクで行
い、20日間の短いマセラシオン。そのままセメントタンクで12ヶ月熟成して出荷。

A2456 Cinciorosso
チンチオロッソ

〇

Classico "Le Cinciole"
A0635 Chianti
キャンティ・クラシコ・レ・チンチョレ

Sangiovese

2013

赤

750

3,000

LIMITED

A2454 Chianti Classico "Le Cinciole"

Sangiovese

2014

赤

750

3,000

〇

キャンティ・クラシコ・レ・チンチョレ

100％サンジョヴェーゼ。南東～南西にかけて色々な区画のアッサンブラージュ。収穫しながら選別し、カンティーナでも選別。発酵は大型のセメントタンクで野性酵母のみ。マセラシオンは20～30日。マロラクティック前に大型
の木樽や古バリックなどの木樽に移して、そのまま12ヶ月熟成し、再びセメントタンクでアッサンブラージュして12ヶ月熟成させる古典的スタイル。

Classico Riserva "Aluigi"
A2455 Chianti
キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ・アルイジ

Sangiovese

2013

赤

750

〇

5,400

100％サンジョヴェーゼ。南西向きの畑ヴィーニャ・ディ・ソットの葡萄を使用する。この畑は粘土質が強く重厚。発酵は大型のセメントタンクで野性酵母のみ。マセラシオンは20～30日。マロラクティック前にバリックに移して、そ
のまま24ヶ月熟成し、再びセメントタンクでアッサンブラージュして12ヶ月熟成させる。

Petresco
ペトレスコ

完売

赤

Sangiovese

3Bicchiere/Gambero R

750

SOLD
OUT

100％サンジョヴェーゼ。真南を向くシストが強く出た丘上部の畑が中心（標高480m）だが、その年の良い区画をアッサンブラージュする。発酵は大型のセメントタンクで野性酵母のみ。マセラシオンは20～30日。マロラクティッ
ク前に古バリックに移して、そのまま24ヶ月熟成し、再びセメントタンクでアッサンブラージュして12ヶ月熟成させる。昔はキャンティ・クラシコ・リゼルヴァを名乗っていた。

694W3 Camalaione
カマライオーネ

C.S, Sy, Me

2010

赤

750

7,200

LIMITED

トノーをたてて開放桶として発酵。マロラクティックからはバリック（７０％新樽）。移し変える前に軽くデキャンタージュ。粗い酵母のみ沈殿させるが、細かい酵母の死骸は一緒に詰める。細かい酵母の死骸は酸素を吸収するの
で自然の酸化防止剤となる（これが一番大切）し、オリの中には旨味もあるのでその為にも細かいオリはワインと接触させておく。マロ終了後にオリ引きしてバリックにつめて 18ヶ月熟成。

A2457 eSenza
エッセンツァ

Sangiovese

2015

赤

750

6,800 12ヶ月マセラシオン

LIMITED

100％サンジョヴェーゼ。ペトレスコに使用する最も樹齢の高い区画の葡萄を手作業で厳選し、粒選り。トスカーナ産の球体型アンフォラで一部梗も使って発酵。温度管理無しで野性酵母のみ。12ヶ月マセラシオンしてから果
皮を取り除き、果汁のみをアンフォラに戻して、更に12ヶ月熟成。清澄、フィルターも通さずボトリング。酸化防止剤無添加。

TOP

Toscana

Frascole
フラスコレ
Chianti Rufina

キャンティ・クラシコにはない『ルフィナ』の個性
ジュリオ・ガンベッリと共に働き、その後オルネライアのエノロジストとして働いていた「フェデリコ・スタデリーニ」が醸造
責任者を務める。ルフィナらしい鉄っぽい味わいが特徴的。
ィナ」が注目されたのと、新任の醸造責任者「フェデリ
コ・スタデリーニ」の影響が大きい。
キャンティ・クラシコの北東、ディコマノの町、「ムジェ
『フェデリコはオルネライアの前エノロジスト。その前
ロ山脈」の南端、標高 500m 以上の高地に位置する
はポッジオ・ディ・ソットでジュリオ・ガンベッリと共に働
のが「キャンティ・ルフィナ」。
いていた。サンジョヴェーゼの専門家』
「ルフィノ」で骨格のしっかりしたワインを造る必要はな
い。標高の高さを活かした硬質感があって伸びのあ
るワインを造りたい。

キャンティ・クラシコと異なる個性

「ルフィナ」の最北に位置するのが「フラスコレ」。20
軒もない「キャンティ・ルフィナ」の造り手の中で近年
急速に評価を上げている。
『ルフィナは山のワインでクラシコとは全く違う。冷涼
なので葡萄が熟すのに時間が必要。ワインは硬質で
鉄っぽい。梅のニュアンス』
当主は「エンリコ・リッピ」と「エリザ」夫婦。彼等はこの
地でワイン造りだけでなく農作物の栽培、アグリツーリ
ズモの運営を行っている。
『エトルリア時代の文献に既にフラスコレの葡萄畑が
記されている。クラシコよりも早くから葡萄栽培が行
われていた歴史ある産地』
キャンティ・クラシコが「ルフィナ」より優れているのは
完熟度。年間を通して気温が 5 度程度低い「ルフィ
ナ」ではクラシコほどボリューム感は出ない。
『ルフィナの引き締まった垂直性のある味わいは独
特。クラシコが地表より上、太陽のワインだとすると
ルフィナは地中、山のワイン』
8,500ha のクラシコは海外資本が入り、活性化され
た。2006 年には白葡萄を使用禁止するなど品質向
上にも取り組んでいる。
『ルフィナは田舎の産地。未だに白葡萄も混植され
ているし、近代醸造は導入されていない』
キャンティの 7 つのソットゾーナで最も小さい「キャン
ティ・ルフィナ」。800ha に造り手は 20 軒もない。

ジュリオ・ガンベッリ、オルネライア

畑では一切の化学薬品は不使用。銅と硫黄のみで
対応。
醸造に関しては 2006 年まで使用していたステンレス
タンクでの発酵を中止。小型のセメントタンクで区画
毎の発酵に切り替えた。
『発酵は野生酵母。ステンレスは発酵期間が短くな
るので個性が出難い。区画毎に小さなセメントタン
クで発酵させてアッサンブラージュする』
年によるが硬過ぎることが多い「ルフィナ」は 3 回程
度移し替えをすることで酸素と接触させて開かせるよ
うに変更され、早目に開くようになった。
パッソ・デル・ブラリオーネ山（1600m）とムジェッロ丘
陵がぶつかる場所にある彼等の畑は特殊。
急斜面の中で唯一、扇状に広がっていて朝日を最
初に浴びる。また、日没直前まで夕日を浴びる。
『標高は 550m で土壌はシスト（片岩）。この土壌は
パンツァーノと似ているが、より砂質が強く、地中深
くまでいかないと水分を貯める粘土質がない』
葡萄樹にとって、より厳しい環境。適度のストレスを受
けながら地中深くまで根を伸ばすので地表の樹の成
長は遅く、樹齢 50 年でも細い。

新たな挑戦と自由な発想

彼等の評価は近年一気に上がった。温暖化で「ルフ 彼等の畑は樹齢の高い樹が多い。一気に植え替え

ることはしないで、少しずつ植え替えし、全体のバラン
スを取っている。
『一番低価格のトスカーナ・ロッソ・ビトルニノの畑の
平均樹齢は 50 年。トレビアーノが混植された昔なが
らの畑で密植されていないから』
■キャンティ・ルフィナ
「キャンティ・ルフィナ」は色々な畑のブレンド。腫瘍の
畑は 1970 年に植樹された。
『クローン名も解らない古いサンジョヴェーゼが残る
畑が多い。古い畑なので密植されてなく、2800 本
/ha。新しい区画は 6000 本/ha』
「ルフィナ」らしい硬質感。垂直性のある味わい。クラ
シコとは違う個性を味わえる。
■キャンティ・ルフィナ・リゼルヴァ
泥 灰 土 （ マ ー ル ） と 「シ ス ト 」 が混 じる 畑 で標 高 は
550m で周囲は森に囲まれている。猪の被害が大き
い畑。1999 年よりビオロジック。
『一番古い樹は 1967 年に植樹。F9, CH22, Tin 10,
Tin50 と色々なサンジョヴェーゼのクローンとコロリー
ノが混植されている』
収穫は 10 月後半とかなり遅い。100％除梗、18 日
間のマセラシオン。マロラクティックが始まる前に古バ
リックに移して 1 年間熟成。
■ヴィンサント
1967 年に植樹されたトレビアーノとマルヴァジアの混
植 され た畑 。ク ローン も 判別 できて いない 。標 高
500m と高過ぎて通常の白ワインは造れない。
『9 月中旬まで収穫を待つ。自然風で 2/3 まで乾燥
させる。にプレスして発酵。前年のヴィンサントを足
すことで発酵を促す』
発酵は 2～4 年続く。酸化防止剤は使用しないので、
自然に発酵が止まるのを待つ。
『発酵・熟成は短くても 9 年間。糖度の調節はしない
のでヴィンテージによって糖度が変わる』
≪キャンティ味わい比較≫
「ルフィナ」らしい硬質感。標高の高さから梅や鉄っぽ
さ。日照条件の良さから果実味を得ている。垂直性
のある味わいだが早くから楽しめる。
グリルなどシンプルな肉料理にはクラシコ以上に良い
相性。胡椒、マスタード、燻製とも好相性。

Frascole
商品記号

ワイン

Rosso "Bitornino"
A3862 Toscana
トスカーナ・ロッソ・ビトルニノ

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

新入港

Sg, Ca
Trebbiano, Ma

2017

赤

750

参考上代

メモ

2,200 白葡萄ブレンド

在庫

○

平均樹齢40年以上の畑でルフィナのエリア内にある畑。収穫は9月末に全て手作業で行われる。100％除梗し、野性酵母のみでステンレスタンク発酵。10～15日間のマセラシオン。マロラクティックから小型のセメントタンクに
移して12ヶ月熟成。2、3回移し替えを行い、ノンフィルターでボトリング。熟成期間が短いのでキャンティを名乗れない。

Rufina "Frascole"
A3861 Chianti
キャンティ・ルフィナ・フラスコレ

4月

Sangivese
Colorino

2016

赤

750

2,200 長期マセラシオン

区画毎に分けて収穫し、小さめのステンレスタンクとセメントタンクで区画毎に発酵（30度以下に保つ）。野性酵母のみ。マセラシオンは非常に長く25～30日間。マロラクティックからは半分を大樽、半分をセメントタンクで12ヶ
月以上熟成。その後、ラッキングしてアッサンブラージュ。大型セメントタンクで数ヶ月落ち着かせてからボトリング。

Rufina "Frascole" Riserva
A3863 Chianti
キャンティ・ルフィナ・フラスコレ・リゼルヴァ

Sangivese
Colorino

2015

赤

750

4,200 標高550mの畑

○

2000年に植樹した若い畑だが7500本/haの密植でカナイオーロとサンジョヴェーゼ（F9 , CH 22; Tin 10, Tin 50のクローン）が混植されている。標高は最も高く400mを越えるので収穫は最も遅く、10月15日周辺。収穫後、除
梗し、25hlの木樽で野性酵母のみで発酵。マセラシオンは18日間。マロラクティックから古バリックに移して12ヶ月熟成。その後、セメントタンクで3～4ヶ月熟成。

"Albis" sullebucce
A0627 Bianco
ビアンコ・アルビス・スッレブッチェ

Trebbiano

2013

白

750

5,000 30日間マセラシオン

LIMITED

"Albis" sullebucce
A3864 Bianco
ビアンコ・アルビス・スッレブッチェ

Trebbiano

2015

白

750

5,400 30日間マセラシオン

○

北東向きの冷涼区画で葡萄はゆっくりと成熟することができる。収穫は最も遅い10月後半。15kgしか入らない小箱に分けて手作業で選果をしながら収穫。除梗後、小さなステンレスタンクとセマントタンクに分けて野性酵母の
みで発酵。マセラシオンは30日間。果皮を引き上げ、セメントタンクに移し変えて、翌年の5月まで熟成。ノンフィルターでボトリング。

HALF
696S4 Passito
パッシート・ハーフ

Trebbiano

2002

甘

375

8,900 1967年植樹

○

標高500mの最も高い畑に植えられたトレビアーノとマルヴァアジアの混植畑。1967に植えられた古い畑なのでクローンも不明。9月中旬からフレッシュで酸の落ちてない葡萄を収穫。北側に窓のある小屋でネットの上に葡萄を
並べて、自然風のみで3月まで乾燥を続ける。垂直プレスでプレスし、マードレの入った40lの古小樽（栗の木とオーク）で発酵。9年間発酵をしながら熟成。

TOP

NEW

Toscana

Giocoli

ARRIVAL

ジョコリ
Terranuova Bracciolini

白品種含む７品種混植混醸の昔懐かしいキャンティ
決して偉大なワインではないし、専門誌で評価されるものでもないが、もはや味わえない３０年前のキャンティを味わ
う事ができる。ワインはその地域に受け継がれてきた伝統や習慣が味わいに感じられるものであるべき。
できず、白葡萄も使った昔ながらの素朴なキャンティ 凝縮したワインを造るつもりはないので収量を過度に
を今も変わらず造っている』
抑えることはしない。鳥や猪が食べて自然と減る程
イタリアの代表的テーブルワインだったキャンティは
度が丁度良い。全ては自然に。
今や世界基準の味わいに変化。凝縮感が高く、重厚 農家が造るワイン
『チェントピッチョリ畑ではサンジョヴェーゼの古いクロ
なスタイルが今の主流になってしまった。
現当主は「マルコ・カンノーニ」。ジョコリは 5 世代に渡
ーンでこの地域にしか残っていないピッコロ・プレコ
『キャンティ・クラシコ協会は 2006 年から白葡萄の ってテッラヌォーヴァ・ブラッチョリーニで農家を営ん
ーチェも残されている』
使用を禁止。80％以上サンジョヴェーゼであること できた小さな荘園。
を義務つけてしまった』
『トマト、芋、カボチャ等の野菜を中心に数箇所の畑 市場の意見は関係ない
以前はサンジョヴェーゼが 75％以上であれば、6％ で葡萄の栽培も行っていた。ボトリングはせず、組合 2013 者は「フェデリコ・レネッツィ」。トスカーナで古典
まで白葡萄が使用でき、カナイオーロ等の地品種の に葡萄の状態で売っていた』
的なワイン造りのコンサルタントとして独自の栽培・醸
使用比率も高かった。
お爺さんが自家消費用に独学でワインを造り始め、 造を展開してきた少し変わった人。
『世界の市場を意識し白葡萄を禁止した。これはキ 「マルコ」も 12 歳の頃からその作業を手伝い始める。 『ドリンカブルで無理のない土地に根差したワインを
ャンティらしさを捨て、世界的基準を目指す事を決定 自然と跡を継ぐようになった。
造る事が自分の仕事で偉大なワインを造ることには
づけてしまったのではないか？』
『父親の代になり葡萄での販売を止め、バルクでの 全く興味がない』
販売に切り替えた。これを機に葡萄畑にトレビアーノ
やマルヴァジアを混植し始める』

キャンティは世界基準に変化

醸造は非常にシンプル。手作業での除梗、野性酵母
での発酵。醸造時の亜硫酸無添加。温度管理なし
木苺のような赤系果実と梅の風味だったキャンティ・
での発酵。
クラシコは姿を消し、カシスのような黒系果実で強い
土壌はクラシコと違い複雑。シスト、粘土、砂質にそ 『昔の人達は機械がなくても経験で醸造できた。頬
凝縮感で重厚な味わいに変わってしまった。
れぞれ畑を所有していて、土壌に合わせて品種を植 で発酵温度を感じ、高ければ北側の窓を開けて風を
『ワインはその地域に受け継がれてきた伝統や習慣
え分けている。
入れればいい。感じることが醸造なのです』
が味わいに感じられるものであるべき。世界中で同
『5 世代に渡り、1 度も農薬が使われた事がない。更 森に住み、豚と牛に囲まれて野菜を栽培し、川でサ
じ味わいを目指す必要はない』
に度の畑も森に接しているので生物多様性が確保 ーモンを釣って自生しているハーブで料理する。動
もはやクラシコでは素朴なキャンティには出会えない。
されていて葡萄樹は自然の一部になっている』
物の声を聞き、風で天気を知る。
クラシコ以外のキャンティも同様で、昔ながらのキャ
北側にはプラトマニョ山があり、湿気を遮るのと同時 そんな生活をしてきた家族にとってワインは生活の一
ンティを見つけることはほとんど不可能。
に北風が噴くのでカビが少なくベト病等も少ないので 部で自然の恩恵。市場の意見を聞いて造ったワイン
しかし、クラシコの東、テッラヌォーヴァ・ブラッチョリー
銅、硫黄もほとんど使わないで大丈夫。
ではないのがジョコリの魅力なのです。
ニで代々農家を営む「ジョコリ」に白葡萄も使った懐
『チュフェンナ川があるので地中に水脈があり、近年
かしいキャンティが残っていたんです。
の気温の上昇や乾燥でも葡萄樹は過度のストレス
『自分が子供の頃から慣れ親しんだ味を捨てる事が
を受けずに生育する事ができる』
商品記号

ワイン

入港予定

A3586 Arzillo
アルジッロ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Sangiovese

2017

赤

750

参考上代

メモ

2,600 樹齢25年

在庫

○

1haのヴィーニャ・トラヴェッサ畑のサンジョヴェーゼのみを使用。樹齢は25年で若いので他のワインとは分けて造っている。若い内に飲んでもらうフレッシュなサンジョヴェーゼ。砂質の畑なので香が華やか。少し早めに収穫し、
野性酵母のみでセメントタンクで発酵。マセラシオンは10日間と短め。そのままセメントタンクで9ヶ月熟成してボトリング。

Giocoliere "Senza Solfiti"
A3587 Ilイル・ジョコリエーレ・センツァ・ソルフィティ

Sangiovese

2018

赤

750

3,000 酸化防止剤完全無添加

○

色々な畑のサンジョヴェーゼで状態が良いものを選んで酸化防止剤完全無添加で造っている。発酵は野性酵母のみでセメントタンクで通常のワインと同じように行い、キャンティよりも1年熟成を短くしてボトリング。苦味も全く
なく、香も閉じる事がない。果実そのものを味わうことができる。

"Diamine"
A3589 Chianti
キャンティ・ディアミネ

Sg, Co, Ci, Ca
MaN, Tr, MaB

2016

赤

750

3,000 白含む7品種

○

"Diamine"
A4240 Chianti
キャンティ・ディアミネ

Sg, Co, Ci, Ca
MaN, Tr, MaB

2018

赤

750

3,000 白含む7品種

○

新入港

80％サンジョヴェーゼ（樹齢43年）、コロリーノ・デル・ヴァルダルノ、チリエジョーロ、カナイオーロ、マルヴァジア・ネラ、トレビアーノ（樹齢45年）、マルヴァジア・ルンガ（樹齢45年）の7種類の品種が使われる。一部混植混醸
造。一部アッサンブラージュ。15日間マセラシオン。セメントタンク発酵・熟成。一部古樽。

A3588 Aenne
エンネ

Sangiovese

2017

赤

750

3,200 樹齢60年

○

お爺さんが1960年代に｢植えられた最も古い畑フォッティヨのサンジョヴェーゼのみを使用。粘土が強く出ている畑なのでストラクチャーが出る。樹齢は50～60年なので収量が少なく、粒の小さいクローンなので更に凝縮度は
上がる。セメントタンクｔ一部は古いバリックに入れて熟成。

A3585 Rincolco
リンコルコ

Sangiovese

2018

ロゼ

750

3,200 2時間マセラシオン

○

年によって変わるが、熟度が高い状態で酸度が落ちていないサンジョヴェーゼが収穫できた時に造られるロゼ。収穫後、すぐにダイレクトプレス。実質的には2時間程度、発酵前に低温でマセラシオンしたような状態。ステンレ
スタンクで野性酵母のみで発酵。そのまま6ヶ月間熟成してからボトリング。リンコルコはプロヴィナージュの意味。

A3584 Baturlo
バトゥーロ

Malvasia
Trebbiano

2018

白

750

5,400 樹齢60年

LIMITED

お爺さんが1960年代に｢植えられた最も古い畑フォッティヨのトレビアーノとマルヴァジア・ルンガで樹齢は60年を越えている。トレビアーノは酸を活かしたいので早めに収穫して発酵開始。その後で完全に熟して複雑味を持っ
た状態のマルヴァジアを発酵中のタンクに投入する。昔ながらの素朴な白ワイン。

TOP

Toscana

Il Paradiso di Manfredi
イル・パラディソ・ディ・マンフレディ
Montalcino

北斜面『魂のブルネロ・ディ・モンタルチーノ』
『人間が考えて造り出すものなんて意味ない。天から授かった畑の葡萄を発酵させる。魂は１つしか無いのだから、
魂を込めたワインは１つしかできないはずだし、自然は人間以上のものをいつも造ってしまう』
ブルネロは北側斜面から始まった
世界的に人気が高まっている「ブルネロ・ディ・モンタ
ルチーノ」。130 を超える生産者が存在する。
「イル・パラディソ・ディ・マンフレディ」はモンタルチー
ノの町の北東斜面に位置する年産 750 ケース、家
族 4 人だけの小さな造り手。
『1950 年に先代がパラディソと呼ばれる畑を購入し
て葡萄栽培を開始した。同じ畑、同じ家で今でもワ
イン造りを続けている』

猪や鹿対策は石鹸。石鹸を葡萄樹に吊るしておくと、『協会が発表する最良年のみブルネロの樽熟成期
人間の匂いと勘違いして動物達は近寄らない。
間を伸ばしたリゼルヴァを造る。中身はロッソもブル
畑の表土には無数の穴。これは地中に巣を作る蜂の ネロもリゼルヴァも同じ』
巣。除草剤や殺虫剤を使っている畑では生きること 収穫は区画毎に熟度を見ながら収穫。通常の造り
ができない蜂が沢山生息している。
手よりも 1 週間程度遅いことが多い。葡萄が種まで
『葡萄は地球上で最も生命力が強い植物。下草や 熟した時がタイミング。
昆虫は葡萄樹の生命力を高めてくれる。生命力が 『収穫日はモスト計などの測定値で決めるのではな
宿ったワインは生きている』
い。自分達で食べて決める。数値では解らないバラ
ンスを感じて決める』
醗酵は伝統的な 20～50hl のセメントタンクで区画毎
に行う。セメントタンクに手をあて温度が上がりすぎた
時だけルモンタージュを行い温度を下げる。
『発酵後期には香が変わってくる。パンの香が出て
きたら樽に移し替えるタイミング。香が変わったタン
クから移し替えていく』

彼らは 1967 年に 10 人の造り手と共にモンタルチーノ
協会を設立。それ以降の 50 年間でモンタルチーノは
変わったけれど、彼等は何も変わらない。
現当主は「フローリオ」。元々は数学教師として働い
ていたが奥さんの実家である「イル・パラディソ・ディ・
マンフレディ」を引き継ぐことになった。
『葡萄樹は家族のように毎日感じていなければいけ
ない。葡萄樹の変化を感じなければ正しい対処はで
きない。数学ではない』
2015 年家族の支えであった「フォルトゥナータ」お婆
ちゃんが亡くなった。しかし、娘の「ジョイア」が本格的
にワイン造りに参加。家族に明るさが戻った。

樹齢は平均 30 年程度。表土付近は下草の根が多く、
水分の確保が困難なので地下 30m まで垂直に根を
伸ばしている。
『僕等のワインには海の香がある。根が昔海だった
層まで根を伸ばしているから。自然と共存してきた
古い葡萄樹の表現力は強い』
2003 年のような酷暑も彼等のワインは清涼感さえ感
じさせた。葡萄樹は地下深くの水分を手に入れ、焼 熟成は 10 年以上使用している古樽。ある程度ワイン
けることなくその暑さを乗り越えた。
が安定してきたら全てをアッサンブラージュして、更
『自然を経験して葡萄樹は強くなる。長い目で見れ に熟成を続ける。
ば気候の変化にも葡萄樹は対応していく。人間が 瓶詰め直前に極少量の SO2 を添加するが、発酵か
介入すると葡萄樹は逆に弱くなる』
ら熟成に至るまでは一切無添加。
蜂が害虫から葡萄を守ってくれる
収穫からボトリングまでポンプも使わずに重力だけで
自然は人間より偉大なものを造る
『畑では一度も薬品が使われたことがない。使う必 7 段の段々畑は石灰の強い白い土壌から粘土の強 ワインを移動する。ボトリングも手作業で重力を利用
要がない。自然が葡萄を育て、自然がワインを造る。い赤い土壌まで様々。この様々な土壌の葡萄を全て して行われる。
『ワインは飲み物だが、生命力の宿った飲み物。生
人間は手助けをするだけ』
アッサンブラージュしてワインにしている。
北斜面の 2.5ha の彼等の畑は 7 つの段々畑に分か 『畑毎に分けてワインを造るのは人間の作為。自然 きているワインを造るには魂を込めなければいけな
れている。畑にはネギ、ルコラ、ミント、チポッラ等が は人間の考え以上のものを造ってしまう。それに魂 い。ワイン造りは葡萄の生命力がワインに変わって
いく手伝い』
自生。彼等の食事に使われている。
を込めるのは 1 つで十分』
『害虫対策はその害虫の天敵である益虫を畑に放 彼等は基本的に 1 種類のワインしか造っていない。
つことで対応。除草剤も防虫剤も使わない。葡萄樹 熟成の過程で早目に開いている樽を「ロッソ・ディ・モ
を支える支柱さえも木製』
ンタルチーノ」としてリリース。
商品記号

ワイン

入港予定

di Montalcino
A3347 Brunello
ブルネロ・ディ・モンタルチーノ
Brunello di Montalcino MG
ブルネロ・ディ・モンタルチーノ・マグナム

完売

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

Sangiovese
Grosso

2012

赤

750

14,500

赤

1500

Sangiovese
Grosso

メモ

在庫

SOLD
OUT

7つの段々畑を区画毎に収穫。セメントタンクで発酵。熟成は伝統的な色々な大きさの古樽。ボトリングまで一切ポンプを使わずに行われる。ボトリングを開始してから30年目の記念すべきヴィンテージ。しかし協会はDOCGブ
ルネッロ・ディ・モンタルチーノに認定しなかった。その為トスカーナロッソ・トレンテンナーレとしてリリース。マンフレディ家にとっても忘れられないヴィンテージとなった。

TOP

Toscana

Ciacci Piccolomini d’Aragona
チャッチ・ピッコロミニ・ダラゴナ
Montalcino

『ブルネロ・ディ・モンタルチーノ』最高峰の１人
１７世紀から続いたモンタルチーノの司教が所有していた葡萄畑を相続。歴史的畑『ピアンロッソ』はブルネロ最高
峰のワインの１つとして常に最高の評価を受けている。
はワイン造りのみを続けた』
2004 年、ジュゼッペは亡くなり、息子「パオロ」と娘
17 世紀に起源を持つ銘家「ヴェスコヴォ家」が「チャ
「ルチア」が後を継いでいる。
ッチ・ピッコロミニ・ダラゴナ」の起源。
本拠地はモンタルチーノ最南端の「カステルヌォー
モンタルチーノ南部最大の町「カステルヌォーヴォ・
ヴォ・デラ・バテ」。オルチャ川を渡れば「サンタンテ
デラ・バテ」の司教で教会を運営。町周辺からオル
ィモ」。ここに広大な 170ha の土地を所有。
チャ川までの荘園を全て保有していた。
『17 世紀から葡萄栽培に適していたとされる区画
のみを葡萄畑にしている。それ以外は森を残し、オ
リーヴ栽培も行い自然を残す』

ブルネロを代表する造り手に成長

動物が食べたくない薬剤まみれの葡萄でワインは造
りたくない。石鹸を吊るし、人間の存在を動物に認
識させ侵入を防いでいる。
『葡萄がワインを造る。凝縮した葡萄が収穫し、シ
ンプルに醸すこと。その為に法定基準の 3/4 まで
収量を落としている』

若い樹で造るロッソ・トスカーナ

■ブルネロ・ディ・モンタルチーノ
16ha。標高は 240～360m の色々な区画の葡萄を
赤土から生まれる濃厚な果実
アッサンブラージュすることで一定の品質を保つ。
標高 240～360m。南～南西を向いた丘の一面を 『ロッソ・トスカーナを造ることで厳しい選別が可能
所有。北東斜面は森を残している。赤い粘土に丸い になり品質が向上した』■ブルネロ・ディ・モンタルチ
小石が多く含まれる表土。粘土比率が高い。
ーノ・ピアンロッソ
『昔から所有する一番古い区画で最も優れた畑が 6,000 年前の古い土壌が主体。彼等の畑で最も条
ピアンロッソ。歴史的にも最も優れた区画。今でも 件が良い。樹齢も高い。平均 50 年。
トップ・キュヴェはここから造られる』
『熟成はスラヴェニア産の 20～60hl の大樽で 36
赤土は鉄分やマグネシウムが多く含まれる。小石は ヶ月間。通常のブルネロよりも 12 ヶ月長い』
19 世紀に入ると「フランチェスコ・チャッチ」がこの荘 石灰が多い。この土壌バランスがこの土地の個性で ■サンタンティモ・ロッソ・アテオ
園を全て購入。その後「ピッコロミニ・ダラゴナ家」と 彼等の個性となっている。
オルチャ川を渡った「サンタンティモ」のカベルネ、メ
の結婚によって「チャッチ・ピッコロミニ・ダラゴナ」が 『ピアンロッソは 1.6ha でオルチャ川に向かっていく ルロー。1989 年が初ヴィンテージ。
誕生する。
斜面。粘土と石灰が混ざりあった泥灰土壌で最も アテオは「無神論者」を意味する。フレンチバリックと
『1985 年、直接の相続人がいなかったので荘園は 複雑味を表現できる。樹齢も高い』また、オルチャ アメリカンバリックを併用して熟成。
最も信頼の厚かった農夫ジュゼッペ・ビアンキーニ 川の影響で日中は温暖で夜間は冷やされるのも特 ■トスカーナ・ロッソ
へと相続された』
徴。ピアンロッソの地下にはオルチャ川に続く水路が 『アテオの畑の若木を中心にブルネロの畑で選別さ
当主の死、遺言により一夜にして荘園全てを相続し 有り、酷暑も水不足はない。
れた葡萄も使用する。サンジョヴェーゼ、カベルネ、
た「ジュゼッペ」。相続税の関係で彼は荘園のほとん 『畑は全て有機栽培。除草剤等は一切使用しない。 メルローをアッサンブラージュ』
どを売り、葡萄畑だけを残すことを決断。
森に囲まれているので猪や鹿に葡萄を食べられて 若木独特の解放感のある味わい。単純でジューシ
『ジュゼッペは葡萄栽培とワイン造りに情熱を持った しまう。石鹸を吊るしたり、鉄線を張っているが、毎 ーだが多品種なので単純すぎないのが良い。
農夫だったので葡萄畑以外を農民達に売り、自分 年 20％は食べられてしまう』
商品記号

ワイン

Toscana
A3390 Rosso
ロッソ・トスカーナ
Toscana
A4419 Rosso
ロッソ・トスカーナ

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

新入港

Sangiovese
Sy, CS

参考上代

2016

赤

750

2,200

4月

Sangiovese
Sy, CS

2017

赤

750

2,200

メモ

在庫

〇

ブルネロ及びロッソ・ディモンタルチーノの畑をメインに植え替えたばかりの若い区画の葡萄を使用するキュヴェでブルネロのサード・ワイン的な存在。サンジョヴェーゼがほとんどだが、アテオの畑のシラー等も少しアッサンブ
ラージュしてバランスをとっている。発酵はステンレスタンクで行い、12ヶ月間そのまま熟成。

di Montalcino
A4420 Rosso
ロッソ・ディ・モンタルチーノ

4月

Sangiovese
Grosso

2018

赤

750

3,800

7.76haのマール土壌の畑で標高は240～360m。発酵はステンレスタンクと内側をガラスコーティングしたセメントタンクに分けて行われる。30度を越えないように調整。その後、ブルネロ同様にスラヴォニア産の大樽に移して
18ヶ月以上熟成。アッサンブラージュしてセメントタンクで休ませてからボトリング。

di Montalcino
A3391 Brunello
ブルネッロ・ディ・モンテルチーノ

Sangiovese
Grosso

2014

赤

750

7,200

di Montalcino
A4421 Brunello
ブルネッロ・ディ・モンテルチーノ

Sangiovese
Grosso

2015

赤

750

7,400

4月

〇

8haのマール土壌の畑で表土は赤い粘土質に覆われている典型的南モンタルチーノの土壌。標高は240～360m。発酵はステンレスタンクと内側をガラスコーティングしたセメントタンクに分けて行われる。30度を越えないよ
うに調整。その後、75hlのスラヴォニア産の大樽に移して24ヶ月以上熟成。アッサンブラージュしてセメントタンクで休ませてからボトリング。8ヶ月間瓶熟成。

di Montalcino "Pianrosso"
A3392 Brunello
ブルネッロ・ディ・モンテルチーノ・ピアンロッソ

Sangiovese
Grosso

2013

赤

750

9,800

di Montalcino "Pianrosso"
A4422 Brunello
ブルネッロ・ディ・モンテルチーノ・ピアンロッソ

Sangiovese
Grosso

2015

赤

750

10,000

4月

〇

始新世に由来するマール土壌で表土は赤い粘土質が強く出ている真南を向く日当たりの良い畑。向かい側がオルチャ川なので遮るものが無い理想的環境。発酵はステンレスタンクと内側をガラスコーティングしたセメントタ
ンクに分けて行われる。その後、75hlのスラヴォニア産の大樽に移して36ヶ月以上熟成。アッサンブラージュしてセメントタンクで休ませてからボトリング。8ヶ月間瓶熟成。

Brunello di Montalcino "Pianrosso" Riserva
ブルネッロ・ディ・モンテルチーノ・ピアンロッソ・リゼルヴァ

完売

Sangiovese
Grosso

赤

SOLD
OUT

750

始新世に由来するマール土壌で表土は赤い粘土質が強く出ている真南を向く日当たりの良い畑。向かい側がオルチャ川なので遮るものが無い理想的環境。このピアンロッソ畑で特に良い年のみに特に良い区画の葡萄だけ
で造られるリゼルヴァ。醸造は同じだが、更に3年間長く大樽で熟成し、ボトリング後も12ヶ月寝かせてから出荷される。

Rosso "Ateo"
A0159 Sant'Antimo
サンタンティモ・ロッソ・アテオ
Rosso "Ateo"
A4128 Sant'Antimo
サンタンティモ・ロッソ・アテオ

新入港

Cabernet S
Merlot

2014

赤

750

3,000

LIMITED

Cabernet S
Merlot

2018

赤

750

2,900

〇

1989年、初めてボトリングされたのが「アテオ」で無神論者を意味する。土壌と日照条件からカベルネ、メルローの相性が非常に良いと判断した。発酵はステンレスタンクと内側をガラスコーティングしたセメントタンクに分けて
行われる。30度を越えないように調整。その後、バリックで12ヶ月熟成。マセラシオンは20～30日と国際品種だが、醸造はクラシック。

TOP

Toscana

Bacchereto“Terre a Mano”
バッケレート“テッレ・ア・マーノ”
Carmignano

『カルミニャーノ』唯一のビオディナミ
ニコラ・ジョリーに影響を受け、ビオディナミに転換。カルミニャーノとしては規格外の骨格と凝縮度。白ワインのサッソ
カルロはトレビアーノの遅摘み辛口ワイン。
カルミニャーノ唯一のビオディナミ

薬剤の代りに空豆を

醸造責任者マルコ

「カルミニャーノ」の外れの山の頂上の古い洋館の地
下部分が「バッケレート」のカンティーナ。「バッケレー
ト」は酒の神バッカスに由来する。
1920 年からこの地に住む家系で周辺の地主でもあ
る「ロ セッラ・ ベンチ ーニ」がオーナー 。所有地 は
150ha だが葡萄畑は 8ha のみ。
『8ha の葡萄畑の為に 90ha の森を残している。葡
萄樹は単独で生きていると弱くなる。他の動植物と
影響しあうことが自然』

2002 年は天候が良く、病気も少なかったので素晴ら
しい結果だった。しかし、それは偶然だった。
翌 2003 年の暑さと乾燥に葡萄樹は耐えきれなかっ
た。更に 2004 年の湿気にも耐えきれなかった。収量
は半分以下まで減り、品質も良くなかった。
『当時の土壌は死んでいた。空豆や麦を植え、地中
の微生物を増やすことから始まった。緑肥だけで土
壌は健全さを取り戻した』

醸造責任者は「マルコ」。「ロッセッラ」の最高の理解
者で栽培責任者でもある。土壌改良を進めた彼等
は葡萄の強さを活かす醸造へと変わっていく。
発酵槽はステンレスタンクからホーロータンクとセメン
トタンクへ変更。

「ロッセラ」は生産量が減ってもは諦めずにビオディナ
ミを続ける。緑肥・豆類を植え、ある程度育ったら浅く
耕し、土に返していく。
未婚の「ロッセラ」は 1 人で洋館に住み、自分で育て 『地中のバクテリアが増えて土の香が変わった。春
た野菜と果物、自作のオリーヴオイル、コンフィチュ 先に耕すだけで他は何もしない。土壌は自然のサイ
ールで自給自足に近い生活をしている。
クルに入り自分で生き返った』
『レオナルド・ダヴィンチに近い家系でダヴィンチの叔 土壌が生き返ると畑の個性が出てきた。昔は個性で
母が住んでいた建物もある。トスカーナで最も古くか はなく問題点と感じていたが、今では個性だと思える
らワイン造りが行われてきた』
ようになってきた。
本格的なワイン造りは 90 年代から行っているが、 『小川に近い区画は湿気が多く、カビが出やすい。
2001 年に転機を迎える。
下部なので成熟も遅い。以前は問題点だと思って
『ニコラ・ジョリーに感銘を受けた。技術的なことでは いた。今はこの個性を活かして遅摘みの辛口サッソ
なく、自然を尊重する姿勢や、現代の科学醸造の悪 カルロを造っている』
い部分が理解できた』
古くからトレビアーノが植えられた小川に面した区画
2001 年、醸造所内の全ての薬剤を捨て、ビオディナ は毎年貴腐菌が発生する。
ミに変更。一切の薬剤の使用を禁止した。
以前は薬剤でカビが着かないようにしていたが、今で
『初年度は偶然良かったが、翌年からが大変だった。は貴腐菌を利用して遅摘みし、複雑味のある辛口の
葡萄樹は薬剤に慣れていて強くなかった。病気と害 白ワインに仕上げている。
虫に侵され葡萄は激減した』
商品記号

ワイン

入港予定

"Terre a Mano"
A2674 Carmignano
カルミニャーノ・テッレ・ア・マーノ

『空気との接触を促し、酵母に自由に発酵させる。
ステンレスは電気を通すので少なからずワインが影
響される。自然な環境がいい』
熟成に使われる樽は 2008 年まで徐々に買い足して
きた。中古樽は衛生状態が確認できないので嫌い、
新樽を買い足してきた。
当初は樽香がどうしても出てしまったが、今では新樽
はほとんど使われていないので樽のニュアンスも減り、
葡萄自体の個性が出ている。
『コンフィチュール作りでも良い果実があれば砂糖は
最小限で良い。ワイン造りも同じ。良い葡萄ができ
れば何も足さない方が良い』
彼等のカルミニャーノは進化している。葡萄の凝縮
度は更に高まっているが、重くない。ジューシーでフ
レッシュな果実が前面に出ている。
「ロッセッラ」の人柄のように楽しく躍動感のあるワイン
になってきた。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Sangiovese
Ca, C.S

2015

赤

750

参考上代

メモ

4,800

在庫

〇

カルミニャーノの西端の森の中にある畑で周囲は全て森に囲まれている。標高が高いので収穫は通常の造り手より1ヶ月程度遅い。10月第1週にサンジョヴェーゼとカナイオーロ・ネーロ、カベルネは2週目。 セメントタンクで醗
酵。野性酵母のみ。温度管理はしない。18ヶ月アリエ産の古オーク樽で熟成。ノンフィルター。
Trebbiano
Malvasia

Bianco
A2181 Sassocarlo
サッソカルロ・ビアンコ

2016

白

750

4,700 遅摘み辛口仕上げ

〇

サンジョヴェーゼの畑の下部に植えたトレビアーノ。一番下には小川があり、湿気が溜まるのが特徴でサンジョヴェーゼには向かない区画。10月中旬まで収穫を遅らせたトレッビアーノ80％とマルヴァジア20％のブレンドで、湿気
が多いので一部貴腐菌が着いている。野性酵母のみ。20日間程度のマセラシオン。熟成は古トノー樽のみ。

Vin Santo di Carmignano HALF
ヴィンサント・ディ・カルミニャーノ・ハーフ

完売

Trebbiano
Malvasia

甘

375

SOLD
OUT

TOP

Toscana

Ambra
アンブラ
Carmignano

今や貴重な昔ながらの『カルミニャーノ』
ベッペは他の造り手の醸造コンサルタントとしても活躍。飾らない素朴なワイン造りが魅力。日本向けにカベルネ等を
ブレンドしない１００％サンジョヴェーゼを特別にボトリング。
グまで始めたのは 1955 年から。
現当主は「ジュゼッペ・リゴリ」。「アンブラ」以外にもト
1975 年に「キャンティ・モンタルバーノ」から切り離さ
スカーナで数軒のカンティーナの醸造コンサルタント
れて誕生した最小の DOCG「カルミニャーノ」。13 世
も兼務している。サンジョヴェーゼの専門家。
紀から高品質ワイン産地と言われていた。
『現代化が進んでいる。僕等が造りたいのは昔から
あった田舎のカルミニャーノ。人為的に抽出する必
要はない。素朴なワインが個性』

最小のＤＯＣＧカルミニャーノ

素朴な田舎のワインが理想

『容器に拘りはない。区画毎、品種毎に発酵させる
ので色々な大きさの樽で熟成させる。熟成後に仕上
りを試飲しながらアッサンブラージュ』
■サンタ・クリスティーナ・イン・ピッリ
畑毎に 4 種のカルミニャーノを造っている。最も重要
な畑が「サンタ・クリスティーナ・イン・ピッリ」。
『最も石灰比率が高い畑で樹齢は 50 年程度。スト
ラクチャーのはっきりしたワインが生まれる』

『20ha から僅か 800hl のワインを造る。ヘクタール
あたり 40hl という極端に少ない収量。これは収量の
制限だけでなく、葡萄選別の厳しさによる』
所有畑は 20ha。全てカルミニャーノに位置。全ての
畑で有機栽培を実践している。一部転換中。
『畑で使うのは銅、硫黄とフェロモンカプセルのみ。
除草剤も一切使用しない。動物性の肥料も一切使
1716 年、コジモ 3 世によって収量や流通まで厳しく 用しないで畑を保っている』
制限され、イタリア最初の生産地呼称に指定された。必要以上に土壌を肥沃にする必要はない。自然の
中で適度に痩せた土壌がサンジョヴェーゼには必要。
当時は貴族のワインで庶民は飲めなかった。
『イタリア最小の DOCG。造り手は 10 軒程度しか残 だから肥料は基本的に使わない。
っていない。葡萄畑は減少していて菜の花畑や小麦 『収穫が終わったら下草を生やしっ放しにして刈り込 ■モンテフォルティーニ
まない。春に刈り込み、痩せすぎた畑は空豆を植え 砂質比率が高く、軽い土壌。小石とガレストロが主体
畑に変わっている』
の畑「モンテフォルティーニ」。
17 世紀に入ると「カテリーナ・メディチ」によってフラン て窒素を補給する』
スからカベルネやフラン、メルロー、シラー等が初め 除草剤は土壌にとっても葡萄樹にとっても最も良くな 『骨格ではサンタ・クリスティーナ・イン・ピッリに劣る
い。除草剤を使った畑のワインは平坦でつまらないワ が華やかさ、優しさでは群を抜く』
て移植された。
■モンタルビオロ
『イタリアで最も早くカベルネやシラーの栽培が始ま インになってしまう。
ったのがカルミニャーノ。僕等にとっては地品種。で 『高級なワインや偉大なワインを造りたいのではない。最も標高の高い畑が[モンタルビオロ]。ガレストロ主体
土地の味がするワインを造りたい。栽培も醸造もで で若干赤い粘土質が混じる土壌。
も、サンジョヴェーゼが最も大切』
『繊細だが骨格があるのでバリックに入れる。1985
その為、カルミニャーノではキャンティと違いサンジョ きるかぎりシンプルが良い』
彼等の基本は地元で飲まれる素朴なワイン。今でも 年から熟成期間を延ばしリゼルヴァにした』
ヴェーゼ 100％は認められていない。
最低でも 10％のカベルネ・ソーヴィニヨンかフランが 選別し余った葡萄で造ったワインを地元の人用に量 ■エルツァーナ
もう１つのリゼルヴァ。粘土とガレストロが半分程度で
ブレンドされる。更に 20％までカナイオーロ・ネロ。 り売りをしている。
最もリッチで重い土壌。
サンタ・クリスティーナ・イン・ピッリ
10％までメルロー、シラー、コロリーノ、マンモロ等のブ
レンドが可能となっている。
醸造もシンプル。発酵はステンレスタンクとホーロー、 『パワフルで濃密、目の詰まったワインを生む。甘み
「アンブラ」は 1870 年からこの地に住んでいる「ロメ セメントタンクを併用。野生酵母のみ。熟成ではリゼ も感じさせるくらいにしっとりとした質感』
イ・リゴーリ」が葡萄栽培を始めたのが起源。ボトリン ルヴァ以外は大樽を使用。
商品記号

ワイン

入港予定

Reale di Carmignano
A3865 Barco
バルコ・レアーレ・ディ・カルミニャーノ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Sangiovese
C.S, Me, Sy

2018

赤

750

参考上代

メモ

在庫

2,000

〇

750

2,600 日本限定

〇

若い区画が中心。ステンレスタンクで発酵後、8ヶ月間トノー、コンクリートタンク、ホーロータンクで熟成。リリース直後から美味しいワインを目指している。

Rosso Sangiovese
A1564 Toscana
トスカーナ・ロッソ・サンジョヴェーゼ・日本限定

Sangiovese

2015

赤

カルミニャーノでは法規上カベルネなどのブレンドが義務付けられている。このキュヴェはサンタ・クリスティーナ・イン・ピッリのサンジョヴェーゼのみで造った日本限定キュヴェ。
Sangiovese
C.S, Me, Sy

"Montefortini"
A1560 Carmignano
カルミニャーノ・モンテフォルティーニ

2015

赤

750

2,700 砂質

〇

2,800 粘土＋ガレストロ

〇

砂質比率が高く、小石とガレストロ主体の畑。骨格ではサンタ・クリスティーナ・イン・ピッリに劣るが華やかさ、優しさでは群を抜く。12ヶ月間トノーと大樽を併用して熟成。
Sangiovese
C.S, Me, Sy

"S.Cristina in Pilli"
A3866 Carmignano
カルミニャーノ・サンタ・クリスティーナ・イン・ピッリ

2016

赤

750

平均樹齢30年。ライムストーン比率が非常に高い4haの畑。ワインはミネラル感が反映され、ストラクチャーがはっきりする。12ヶ月間トノーと大樽を併用して熟成。

Carmignano Riserva "Elzana"
カルミニャーノ・リゼルヴァ・エルツァーナ

完売

Sangiovese
C.S, Me, Sy

赤

750

粘土質

SOLD
OUT

赤

750

石灰質

SOLD
OUT

粘土の比率が高い1haの畑。12ヶ月トノーで熟成後、サンジョヴェーゼとカベルネをアッサンブラージュし、大樽で12ヶ月熟成。

Carmignano Riserva "Montalbiolo"
カルミニャーノ・リゼルヴァ・モンタルビオーロ

完売

Sangiovese
C.S, Me, Sy

ガレストロ主体で砂質が混じる。標高は200m。樹齢が高く最も繊細なサンジョヴェーゼを産む。12ヶ月トノーで熟成後、サンジョヴェーゼとカベルネをアッサンブラージュし、大樽で12ヶ月熟成。
Trebbiano
Vernentino

Vermentino
A3868 Trebbiano
トレッビアーノ・ヴェルメンティーノ

2018

白

750

甘

375

1,900

〇

33年樹。南向き斜面に位置する畑からよく熟したトレビアーノを収穫。ステンレスタンクで醗酵、熟成。今では珍しいシンプルなトスカーナワイン。

Vin Santo di Carmignano HALF
ヴィン・サント・ディ・カルミニャーノ・ハーフ

完売

Trebbiano
San Colombano

トレビアーノとサン・コロンバーノの伝統的ブレンド。収穫後3月まで自然風のみで陰干し。スラヴォニア産の中樽で熟成6年間。

SOLD
OUT

TOP

Toscana

Dei
デイ
Montepulciano

トスカーナで最も暑い『完熟ワイン』
高貴なワインを意味するヴィーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチャーノ。圧倒的な果実味で大きなワインに仕上がっている。
その中でもデイは力強さと柔らかさを併せ持つ。
家族用に造り始めた

れる。柔らかく肉厚。硬さはなく、ヴェルヴェットのよう
な質感が「ポムロール」を連想させる。
1964 年「アリブランド・デイ」が「ボッソーナ」を購入し、
『キャンティでもモンタルチーノにも無い個性。難しい
葡萄を植えたのが「デイ」の始まり。「ボッソーナ」は古
ワインではなく陽気で楽しいワイン。でも繊細さがあ
くから土壌の複雑性と立地から「モンテプルチャーノ」
る。誰もが楽しめるワイン』
最良の畑の 1 つと言われていた。
所有地は 120ha。その内 50ha が葡萄畑。標高は
300m。トスカーナの南端なので日差しが強く、体感
温度はキャンティより 3 度以上高い。

通っていて 2003 年のような酷暑でも岩盤の上に水
が貯まっているので水不足にならない。
また、年間を通してウンブリアとの州境の湖からの冷
涼な風が吹き抜ける為、昼夜の温度差がある。これ
によって酸度が落ちることがない。

一方、息子「ガリレオ・デイ」はトスカーナ南部に大理
石の採石場を立ち上げ大成功。高級大理石ブランド
として今でも世界中に出荷している。
畑は「ラ・チャルリアーナ」「ラ・ピアッジャ」「マルティエ
1973 年には「ボッソーナ」とは違う個性の畑「マルテ
ーナ」「ボッソーナ」の 4 ヶ所に分かれている。
ィエーナ」を購入。「ガリレオ」は葡萄栽培だけでは物
『ラ・チャルリアーナは重い粘土質。ワインは重厚で
足りなくなり 1985 年、趣味でワイン造りを開始。
果実の表現に向く』
『1985 年は友人のセラーで 1 樽だけワインを造った。
ラ・ピアッジャとマルティエーナは砂質が混じる粘土
偶然素晴らしい年で上手くいった。ワイン造りは趣
質でグレーがかった色調。ワインは繊細でフレッシュ
味だったのに本気になってしまった』
に仕上がる』
1989 年には醸造所を建設。1991 年には現当主、
「ヴィーノ・ノビレ」は色々な畑の葡萄をアッサンブラー
娘の「カテリーナ」が参加し、本格的に高品質ワイン
ジュ」することでバランスを取っている。
造りが始まった。
『カテリーナはオペラ歌手として活動していたがカン 最良の畑ボッソーナ
ティーナを継ぐことを決意。ワインは音楽と同じで情 最も重要な畑は「ボッソーナ」。彼等の起源とも言え
る畑でリゼルヴァを造っている。樹齢は 70 年。
緒的な飲み物』
醸造責任者は「パオロ・カチョルナ」。2 人の共通する 『ボッソーナは凝灰粘土質で鉄分が多いので赤い土
壌。貝の化石が多く含まれる。ワインは凝縮度が高
理想のワインは土地の味がすること。
「ヴィーノ・ノビレ」らしい陽気なワインであり、サンジョヴ く、骨格のしっかりしたもの』
最も標高が高く、ピエモンテのような急斜面。水はけ
ェーゼの繊細さを感じられるワインが理想。
が良いので葡萄粒は小さい。
トスカーナのポムロール
日照量が多いので果皮が厚い。岩盤が地中 20m に
「ヴィーノ・ノビレ」はトスカーナの「ポムロール」と称さ

■ヴィーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチャーノ
90％サンジョヴェーゼ、10％カナイオーロ
色々な畑の葡萄を別々に発酵。バランスを取りなが
らアッサンブラージュする。
28 度以下で発酵。20 日のマセラシオン。スラヴォニ
ア大樽で 24 ヶ月熟成。
■ヴィーノ・ノビレ・ボッソーナ
100％サンジョヴェーゼ
ステンレスタンクで発酵。少し長めの 30 日のマセラシ
オンでより骨格のあるワインに仕上げる。
36 ヶ月トノー熟成。その後、最低 12 ヶ月瓶内熟成を
経て出荷する。
■ロッソ・ディ・モンテプルチャーノ
90％サンジョヴェーゼ、10％カナイオーロ、メルロー
「マルティエーナ」の若い樹と各畑の斜面下部の水
分が多い葡萄を使う。
熟成は 3 ヶ月だけスラヴォニア大樽。すぐにボトリング
して 6 ヶ月落ち着かせてから出荷。

商品記号

ワイン

入港予定

di Montepulciano
A3732 Rosso
ロッソ・ディ・モンテプルチャーノ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Sangiovese
Ca, Me

2018

赤

750

参考上代

2,800

メモ

在庫

〇

小石と砂が多いマルティエーナ畑の葡萄が中心。標高は250m。樹齢は10年前後と若い畑なのでフレッシュさや果実が中心のワイン。ステンレスタンクで28度以下で発酵。14～18日間のマセラシオン。6ヶ月ステンレスタンク
で熟成後、澱引きしてボトリング。6ヶ月瓶間瓶内熟成。
Sangiovese
Canaiolo

Nobile di Montepulciano
A3733 Vino
ヴィーノ･ノビレ・ディ・モンテプルチャーノ

2015

赤

750

4,000

〇

粘土質が強い畑が中心（ラ・キアリアーナ畑、ラ・ピアッジャ畑）で砂質や小石の畑（マルティエーナ畑）も少しアッサンブラージュされる。ステンレスタンクで28度以下で発酵。野性酵母のみ。20～25日間のマセラシオン。その
後、軽く澱引きし、24ヶ月スラヴォニアンオーク樽で熟成後、ボトリング。6ヶ月瓶内熟成。

Vino Nobile di Montepulciano Ris "Bossona"
ヴィーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチャーノ・リゼルヴァ･ボッソーナ

完売

赤

Sangiovese

SOLD
OUT

750

最も標高が高く、急斜面のボッソーナ畑。水はけが良いので葡萄粒は小さく、日照量は多いので果皮は厚い。岩盤が地中20mに通っていて2003年のような酷暑でも岩盤の上には水が貯まっている為、葡萄が焼けることはな
かった。30日間のマセラシオン。36ヶ月トノー樽で熟成後、ボトリング。12ヶ月瓶内熟成。

Catharina
69V58 Sancta
サンタ・カタリーナ

Sangiovese
C.S, Me, P.V

2009

赤

750

7,800

LIMITED

モンテプルチャーノ地域の典型的な粘土質が強い土壌。標高は300～350mと高めで日照量が非常に多い。平均樹齢は20年。ステンレスタンクで28度以下で発酵。野性酵母のみ。28日間のマセラシオン。その後、軽く澱引
きし、24ヶ月スラヴォニアンオーク樽で熟成後、ボトリング。6ヶ月瓶内熟成。

TOP

Toscana

Santa 10
サンタ・ディエチ
Siena

５軒しか存在しない『シエナ』の造り手の１人
会計士を辞めワイン造りに転身。キャンティの造り手パーチナにワイン造りを教わりながら、年々成長している若手注
目株。もう既に偉大なサンジョヴェーゼの片鱗を見せ始めている。
ので複雑性もある』
きるのでワインに構成力が出てきた』
醸造に関しても全くの素人だったので「ステファノ」に
税理士として働いていた「ジャンニ・マッソーネ」はスト
学び、自然なワイン造りを目指していった。
レス性胃炎で体調を崩してしまう。仕事を続けていく
『50 年以上放置されていた畑。見た目は悪いが土
か悩んでいた時、相談したのが「パーチナ」の当主
壌は健全だった。凝灰岩と砂を多く含む粘土質でト
「ステファノ」だった。
ゥーフォと呼ばれる』
『妻の妹がパーチナのステファノと結婚していたので
親戚のような関係だった。ステファノの自由な生き方 年産５００ケース
に惹かれていった』
2007 年が初ヴィンテージ。年産 500 ケースの生産
「ジャンニ」は税理士を少し休みながら自宅周辺の荒 量なので専業では不可能。税理士を続けながら、毎
れ果てた葡萄畑を再生し始める。
朝、毎週末に葡萄畑を管理している。
『2003 年にサンジョヴェーゼを中心にプティ・ヴェル
ド、カベルネを植樹した』
お爺さんが所有していた 1.5ha の葡萄畑と 480 本の
樹が若いのでサンジョヴェーゼだけでは味の構成力
オリーヴの樹を含む 8ha の土地を相続し、地下を熟
がなく、複雑味が足りない。最適のタイミングで収穫
成庫、ガレージを醸造所に改装してしまう。
されたカベルネはワインに背骨を与えてくれる。

シエナに５軒残るカンティーナ

『キャンティよりも重厚で硬いので飲み頃になるまで
に時間が必要。今後は少しマセラシオンを短くして
飲みやすさを出したい』
「サンタ・ディエチ」のリリースは収穫後 5 年。バローロ
よりも長い熟成期間を経てリリースされる。

場所はシエナの南 10km の丘の上。自宅の周辺が
葡萄畑になっている。その周辺を森林が囲っていて
自然に囲まれた環境。
『シエナには造り手は 5 軒しか残っていない。シエナ
に近いので皆シエナで働くことを選び、葡萄畑は荒
廃していった』
「パーチナ」の「ステファノ」の協力で葡萄畑を再生し
ていった。無施肥の自然農法を実践しながら、土壌
を作っていく。
『今まで一度も薬品を使っていない畑。除草剤も肥
料も使用していない。葡萄以外の植物が育っていた
商品記号

Subito
A3393 Santa
サンタ・スビト

ワイン

醸造所は小さなステンレスタンクが 5 つだけ置ける小
さなもの。設備も最小限。
『発酵はステンレスタンク。温度管理機能は付いて
ないので 30 度まで温度が上がらないように冷水を
かけながら発酵させる』
発酵は野生酵母のみ。ボトリング前の極少量の亜硫
酸以外は何も足さない。清澄もしない。フィルタリング
も行わない。
「サンタ・スビト」は樽にも入れないでステンレスタンク
で熟成。何度か移し替えをすることで澱をひく。
「サンタ・ディエチ」はトノーで熟成。少しずつ色々な樽
を買い足していてフードル樽も試している。
以前は発酵容器も揃っていなかったので全品種を
同じタイミングで収穫していたが、ここ数年で分けて
収穫し、発酵させるように変更。
『カベルネは早く熟すので、以前は過熟していた。今
ではカベルネをベストのタイミングで収穫し、発酵で
入港予定

家族を表すエチケット
自宅兼醸造所の隣には中世の塔が建っていてアグリ
ツーリズモになっている。地下で自宅とつながってい
てボトル熟成庫になっている。
『塔の地下を修復していたら、昔ワイン貯蔵庫であっ
たことが判明した。その時にワイン造りという私の夢
の選択は正しかったと確信した』
「ジャンニ」と「エリサ」夫妻は 2 人の子供と共に暮らし
ている。彼等のエチケットは家族を表している。
『樹は家と葡萄の樹を表す。4 つの葉は家族 4 人を
表していて、葡萄の樹のように家族 4 人が成長して
いく様を表している』
また、彼等はサンジョヴェーゼを使ってブランデーを
蒸留している。果皮ではなく、果汁を蒸留したブラン
デー「スピリト・サンタ」も秀逸。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Canaiolo,
Ciliegiolo, Co

2015

赤

750

参考上代

メモ

2,800

在庫

○

34%カナイオーロ、33％チリエッジョーロ、33％コロリーノ。 野生酵母のみでステンレスタンク発酵、状態の良い澱だけ残してデキャンティング後、そのまま1年間ステンレスで熟成。ノン・フィルターでボトリング。サンジョヴェー
ゼは時間が必要だが、このワインは「Subito＝直ぐに」飲めて直ぐに美味しいワイン。

10
A3394 Santa
サンタ・ディエチ

Sangiovese
P.V, C.F

2013

赤

750

4,600

10 MG
A1713 Santa
サンタ・ディエチ・マグナム

Sangiovese
P.V, C.F

2007

赤

1500

9,800 蔵出しバックヴィンテージ

LIMITED

10 MG
A1714 Santa
サンタ・ディエチ・マグナム

Sangiovese
P.V, C.F

2008

赤

1500

9,800 蔵出しバックヴィンテージ

LIMITED

○

2011年は90％サンジョヴェーゼ5％プティ・ヴェルド5％カベルネ・フラン。野生酵母のみでステンレスタンク発酵。2012年1月まで発酵が続いた。マロラクティック発酵までステンレスタンクで行う。熟成はトノー、フードルと色々
な樽を使用して24ヶ月以上。ノン・フィルターでボトリング。12ヶ月以上熟成。

Tre
A3396 Santa
サンタ・トレ

Trebbiano

2018

白

750

3,500

LIMITED

2012年からトレビアーノ単一でワインを造り始めた。シエナ南部、東向きの畑。できる限り葉を多く残して葡萄が焼けないように栽培。できる限り遅い収穫。収穫後、徐梗してステンレスタンクに投入。足で踏んで破砕して野性酵
母のみで発酵。マセラシオンはヴィンテージによるが、1週間から1ヶ月。6ヶ月ステンレスタンクで熟成後、ボトリング。

Santa 500ml
693C0 Spirito
スピリト・サンタ・ブランデー

Sangiovese
P.V, C.S

2009

蒸留

500

12,000 絞り粕ではなく果汁

LIMITED

TOP

Toscana

Ampeleia
アンペレイア（フォラドーリ）
Maremma

混植混醸でしかできない馴染んだ味わい
「フォラドーリ」のエリザベッタが辿り着いた理想郷がマレンマの外れ「ロッカテデリギ」。ここには 1 軒しかカンティーナは
無く、まわりは全て森。生物多様性が維持された理想郷で理想のワインを造る。
35ha の畑はビオディナミが導入されていて 53ha は
森林を残し、32ha は牛の放牧と古代小麦の栽培を
シエナから 50km 南、マレンマの外れの町「ロッカテデ
行っている。
リギ」。50 年代まで 5,000 人が住み鉱山で栄えてい
1 度も畑になっていなかった土地なので土壌中のバ
たが、鉱山は閉山。過疎化が進み人口は僅か 600
クテリアは多様で活性化している。葡萄は自然と共
人。町のまわりは全て森林。
存しないと生き抜けない。その点、「カベルネ・フラン」
『鉱山で銀や銅が採掘されていたのでミネラルが豊
は病気が少ないのと乾燥にも耐性があるので最適だ
富。そして歴史的に 1 度も開墾されていないので自
った。
然環境が守られていた。理想の土地だった』
2002 年「エリザベッタ・フォラドーリ」は友人と共にスイ
ス人夫婦が所有していた「メレータ」荘園を購入。ワイ
ン造りを開始した。
60 年代から続く荘園で羊と鳩の飼育、古代小麦の
栽培と少しだけワインを造っていた。
『70 年代からカベルネ・フランが栽培されていた。樹
齢が高く、テロワールとの相性が良いことに驚き、こ
の品種を残すことにした』

未開の地ロッカテデリギ

2002 年から標高 300m の中部と標高 200m の下部
を開墾し畑を造っていく。土壌は上部と違い砂質が
多く気候は地中海性気候。
『土壌と気候に合わせて中部にはサンジョヴェーゼ、
カリニャン、アリカンテを、下部にはグルナッシュを植
樹した』上部は冷涼で栗の樹や高原植物も自生。中
部、下部はコルクガシやガリーヴ、オリーヴ等地中海
性植物が自生する。当然適応する品種も違う。
『まわりは全て森。畑はない。完全に自然の中に葡
萄が共存している。しかも DOC ではないのでワイン
造りに制限もない』

カベルネ・フランの理想郷
醸造責任者は「マルコ・タイ」。父親が「フォラドーリ」
の栽培担当として長く働いていたので「マルコ」も醸造
学校卒業後に「フォラドーリ」に就職。
『カベルネ・フランはゆっくり成熟することで青さがな
その後、フリウリのカンティーナで勉強し、2002 年か
くなる。その為に高い標高と豊富な日照量が必要。
ら「アンペレイア」の醸造責任者に抜擢された。
ここは理想的』
収穫は 10 月中旬。ヴェレゾンは 8 月中旬と「アリカン
テ・ネロ」より 2 週間生育が遅い。
仕立はグイヨ。2m の高さに仕立て、できる限り多くの
葉を残し自然な成熟を促す。土壌は痩せているので
自然と収量は減り、ヴェジタルな要素が消える。
『標高が高いが、日照量が多いので、ゆっくり成熟で
きる。お陰で未熟さ、青さはないのにフレッシュさを
持つカベルネ・フランができる』

３つの標高に分かれた畑
元々の畑は標高 450～600m の高地で土壌は粘土
『エリザベッタとは子供の頃からの付き合い。家族み 主体の「ガレストロ」。ここは「カベルネ・フラン」にとっ
たいなもの。彼女の理想は僕の理想』
て最高の環境だった。

エリザベッタが理想とする生物多様性が完全に守ら
れている理想の環境だった。
■ウンリトロ
毎日飲んで欲しい最高の日常酒を目指した。セパー
ジュは「ケポス」と同じだが、下部の葡萄を使い品種
毎に分けて発酵させている。
『単一品種ワインの余った葡萄も使うが、若い樹を
中心にブレンド。自然酵母のみで発酵。セメントタン
クで 6 ヶ月熟成。SO2 は瓶詰め時極少量』

Ampeleia
商品記号

ワイン

1000ml
A3543 Unlitro
ウンリトロ

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

新入港

Alicante
Ca,Mo,Sa

2018

赤

1000

参考上代

メモ

2,900 1,000ml

在庫

○

アリカンテ・ネロ（グルナッシュ）をメインにカリニャン、アリカンテ・ブシェをアッサンブラージュ。若い樹やアンペレイアの畑で選別され落とされた葡萄を使用する。発酵はセメントタンクとエナメル樹脂タンクで行い、熟成もセメント
タンクとエナメル樹脂タンクで6ヶ月間。熟成後、アッサンブラージュしてボトリング。毎日飲めるように強過ぎず、ドリンカブルなワインを目指している。

A0441 Kepos
ケポス

Alicante
Carignan, Mo

2015

赤

750

3,400 混植混醸

○

A4236 Kepos
ケポス

Alicante
Carignan, Mo

2018

赤

750

3,600 混植混醸

○

新入港

アリカンテ・ネロ（グルナッシュ）をメインにカリニャン、アリカンテ・ブシェが混植された畑。マレンマの丘上部ではなく、海に近い温暖な畑の葡萄を使用。収穫は全ての品種を一緒に行い、発酵も一緒に行う昔ながらの方法で行
われる。発酵後にアッサンブラージュするよりも味わいが馴染み一体感が出てくる。混植混醸ならではのなめらかさが魅力。11ヶ月セメントタンクで熟成。

A0442 Ampeleia
アンペレイア

Cabernet Franc
Sangiovese

2014

赤

750

4,900 少しだけサンジョヴェーゼ

○

A2848 Ampeleia
アンペレイア

100%
Cabernet Franc

2015

赤

750

5,200 樹齢60年カベルネ・フラン

○

A4239 Ampeleia
アンペレイア

100%
Cabernet Franc

2016

赤

750

5,400 樹齢60年カベルネ・フラン

○

新入港

標高600mの畑で最も樹齢の高いカベルネ・フランを中心に標高450mのカベルネ・フランをアッサンブラージュ。標高の高い畑なので葡萄の成熟はゆっくりで色々な要素を持っている。収穫は9月後半から10月前半で区画毎
に成熟度を見ながら行われる。セメントタンクで発酵後、大樽とセメントタンクの併用で12ヶ月。ボトリングしてから2年間瓶内熟成してから出荷する。

Alicante
アリカンテ

完売

赤

Alicante

SOLD
OUT

750

スペインや南仏で成功しているアリカンテ（グルナッシュ）を海に近い標高250mの畑ヴィーニャ・デッラ・ピエーヴェに植樹。スペインや南仏と同じ地中海気候で砂と小石が多い乾燥した土壌。暑さを好み、乾燥ストレスにも強
い品種で、暑くても上品さを表現できるのがアリカンテの素晴らしさ。発酵、熟成はセメントタンクのみ。6ヶ月間セメントタンクで熟成。アリカンテの繊細さを表現する為、樽は一切使用しない。

A2844 Carignano
カリニャノ

新入港

Carignano

2017

赤

750

4,200

○

スペインや南仏で成功しているカリニャンを海に近い標高250mの畑カンポ・アル・フィノッキオに植樹。この畑は灰色の粘土とマール土壌でカリニャンと相性が良い。畑の周辺はオーク樹やガリーヴに囲まれた典型的地中海の
雰囲気。発酵、熟成はセメントタンクのみ。8ヶ月間セメントタンクで熟成。カリニャンの個性を表現する為、樽は一切使用しない。

Franc
A0444 Cabernet
カベルネ・フラン
Franc
A2845 Cabernet
カベルネ・フラン

新入港

Cabernet Franc

2016

赤

750

3,900

○

Cabernet Franc

2017

赤

750

4,200

○

アンペレイアにも使用する標高500m以上の最も標高が高い畑ヴィーニャ・デラジーナのカベルネ・フランを使用。以前の所有者が植樹した畑で樹齢は60年以上で良い状態。土壌は粘土質にシストとライムストーンが混じる。
標高が高く、年中風があるので昼夜の寒暖差が大きく、葡萄はゆっくり成熟する。10月に入ってから収穫し、セメントタンクで発酵、6ヶ月熟成。

di Ampeleia
A2846 Bianco
ビアンコ・ディ・アンペレイア

Trebbiano
Ver, An

2017

白

750

3,900

○

トレビアーノ主体。昔からトレビアーノにヴェルメンティーノ等のマレンマ地品種が混植された畑。3つの畑のアッサンブラージュで標高は300～600m。標高の高い畑と低い畑では熟度も異なり、違う個性を持っている。それをアッ
サンブラージュすることが重要。発酵はセメントタンクでマセラシオンは12日間。熟成もセメントタンクのみで6ヶ月。

TOP

NEW

Toscana

Sagona

ARRIVAL

サゴナ
Pratomagno

放棄された畑で昔ながらの農民のワインを復活
パテルナ協同組合の元醸造責任者が独立。キャンティ地区の外れプラトマーニョ山の標高５５０m の捨てられた畑を
譲り受けて昔ながらの農民のワインを再現している。
『人間と同じ。厳しい環境を耐え抜くことでしか葡萄
は強くなれない。エネルギーのない葡萄は間の抜け
ローロ・チュフェンナにある品質至上主義の協同組合 全ての畑はビオディナミをベースとした自然農法で管
たワインになってしまう』
「パテルナ」で長く醸造責任者を務めていた「ダニエ 理され、プレパラシオン、銅と硫黄（天然）、海藻粉
葡萄樹はストレスを受けるとグルタチオンやシステイ
レ・コロッティ」が 2012 年独立。
末のみが必要に応じて使われる。
ンといった組織を作り出すことが知られており、この物
『土壌は塩分、マグネシウム量が多く、痩せている。
質はワインに厳しさを与えると言われる。
窒素も少ないので雑草を残して時々刈り込むことで
窒素量を増やしている』
窒素が少ないと発酵が止まってしまうが、人工的に
窒素を補給すると全体のバランスが壊れてしまう。下
草が自然とバランスをとるのを待つ。
『窒素や有機物が表土に少ないから根は下方向に
伸びるのでサブソイルである海の堆積物の層まで根
が伸びている』

パテルナ協同組合での経験

山に囲まれた自然環境

ローロ・チュフェンナの町から山を登った標高 550m
の地の荒廃した葡萄畑と 1,800 本のオリーブの樹を
購入し、オステリアとカンティーナを設立した。
『 借 り ている 畑 も 含 め て 4ha 。生 産 本 数 は 僅 か
15,000 本。1 人だけで自然農法で畑を管理するに
はこの規模が限界』
パテルナ協同組合で 10 年以上働いたのでこの地域
の気候、土壌特性を理解している。慣れ親しんだこ
の土地で独立したかった。
『場所が変われば気候も土壌も変わる。その土地に
合った栽培や醸造が必要。この土地の葡萄樹が何
を欲しているのか僕には解る』
この地域はトスカーナでも無名の地域で高齢の栽培
家達は樹齢の高い葡萄畑を放棄していて、多くの畑
は森に戻ろうとしていた。
『温暖化が問題になっているが、この地域はプラトマ
ーニョ山の冷気が下りてくるので非常に冷涼。ゆっく
り葡萄が熟すので収穫は 10 月中旬』
温暖化の影響はほとんど受けず、文明の影響も受け
ていない。1960 年代から農薬が使われておらず健
全な状態。トスカーナでは非常に珍しい。
『土壌はローム土壌。砂質が多く含まれているので
収量は多くなりがち。昔の人は収量制限をしなかっ
たので高い品質のワインは得られなかった』
自然農法で葡萄樹にストレスをかけて収量を落とし、
ストレスから身を守る為に葡萄が蓄積する要素がワイ
ンに厳しさを与える。これが重要。

収穫は朝 5 時から行われる。果実が最大限糖度を
蓄えている状態であり、温度が低いので発酵温度を
低い状態から始められる。
『15 度程度で収穫し、徐々に温度が上がり 21 度か
ら発酵開始。温度帯によって働く酵母が異なるので、
できるだけ多くの種類の酵母を働かせたい』
放棄されるローロ・チュフェンナの畑はテロワールが 50 種類以上存在する酵母がそれぞれ香や味わいを
劣るのではなく、サブソイルまで根を伸ばしていない 生成するので、できる限り多くの酵母が働くことで
若い樹がテロワールを表現できないだけ。
色々な要素がワインに与えられる。
『放棄された畑から枝を取り、古代クローンを接木し、『収穫時期の朝の温度は 5 度。昼間は 30 度まで上
この地域独自のクローンを復活させている。突然変 がる。昼夜の寒暖差はクラシコの 2 倍にもなる。こ
異クローンもテロワールだと思う』
の寒暖差こそが山のワインを造る』
現在、トレッビアーノ 5 種。サンジョヴェーゼ 5 種のクロ 赤ワインは伝統的なセメントタンクでの発酵後、大樽
ーンを所有し、カナイオーロ、チリエジョーロ、マルヴァ での熟成。白ワインはダイレクトプレスのノン・マセラシ
ジア・ネロ、コロリーノ・デル・ヴァルダーノも所有。
オンと 10 日間のマセラシオンの 2 種。
地域の風習には意味がある
『同じ場所で毎日の気候を感じ、畑と葡萄樹の変化
醸造は全て自己流。栽培も醸造もその地域に伝わ を感じ、必要最低限のサポートをすることがワイン造
る風習には意味があると思っている。例えば、この地 り。技術では本当のワインは造れない』
伝統的でシンプルなワイン造りながら職人的な完成
域の醸造所には北側に窓がある。
『発酵温度が上がり過ぎたら北側の窓を開ける。山 度の高さを感じさせる「サゴナ」。各工程で完璧さを
から吹き下ろす冷たい風が発酵温度を下げてフレッ 追求しているダニエレだからこその味わい。
『山に住む農民が飲んでいた昔ながらの素朴だが、
シュさを失わずに済むから』
収穫は遅く、10 月中旬。砂質土壌は空気を含むの 質の高いワインを造りたい。プラトマーニョ山だから
で根を温めるが、標高が高いので夜間葡萄樹は極 こそのワインを目指す
度に冷やされストレスを受ける。

商品記号

A3745 Gattorosso
ガットロッソ

ワイン

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Sangiovese
Ca, Ma, Co

2017

赤

750

参考上代

メモ

2,600 白葡萄ブレンド

在庫

〇

農民のワインの再現。ラ・バディア、ユリヴェート、ラ・ペンナ畑の葡萄を使用。標高450m。10月中旬に収穫して野生酵母のみでセメントタンクで発酵。温度管理もしない。1度移し替えてセメントタンクで還元を抜けるまで熟成
してボトリング。その後、6か月間瓶熟成。シンプルでフレッシュな山のワインを目指している。

A3746 Sagona
サゴナ

Sangiovese
Ma, Ca, Ci, Co

2015

赤

750

3,800 標高550m

〇

南西向き斜面で最も標高が高く冷涼なサゴナ畑。生育スピードが遅く、一番遅い収穫。平均樹齢は40年。サンジョヴェーゼを中心にマルヴァジア・ネラ、カナイオーロ、チリエジョーロ、コロリーノが混植されている。セメントタンク
で発酵。21日間マセラシオン。18ヶ月間古いバリックで熟成後、6ヶ月瓶熟成。年間生産量は2,000本。

Passi
A3747 Primi
プリミ・パッシ

Malvasia

2018

白

750

2,700 ノン・マセラシオン

〇

標高の低いエリアのマルヴァジア。川に近く冷気がたまるので冷涼な畑。果実よりもミネラル感や酸味の美しさが味わえるのでマセラシオンをせず軽快で繊細な味わいを目指している。ステンレスタンクで発酵。24時間だけマ
セラシオン。ステンレスタンク熟成。最後にマルヴァジアの苦味が味わいを締めてくれる。この地方独特の味わい。

A3748 Fonfon
フォンフォン

Trebbiano
Malvasia

2017

白

750

3,800 10日間マセラシオン

LIMITED

ラ・ペンナ畑の5種類のトレビアーノのクローンとマルヴァジア。この地方の伝統ではないがトレビアーノの可能性を探る一種のオマージュとして造っている。マセラシオンは10～15日程度。発酵はセメントタンクで行い、18か月間
澱と共に古いバリックで熟成。アッサンブラージュして6ヶ月瓶熟成。年間生産量は1,000本。

TOP

Toscana

Tunia
トゥニア
Civitella in val di Chiana

荒廃した葡萄畑を再興、ボルドー液も使わないナチュラルワイン
10 年以上放置されていた畑を手作業で再構築し、ボルドー液も含め、一切の薬剤を使用せずにワイン造りを始める。
伝統的産地ではないからこそできる自由で自然なワイン造り。
硫酸以外は何も加えない。

荒廃した畑を復活させた

『適度な小石を含む粘土石灰土壌でゆるやかな傾
斜部。重厚さや骨格ではなく、クリスピーなミネラル
や軽快な味わいがこの土地の個性』
軽快さを失わずに、複雑味を得る為に収穫のタイミ
ングをずらして別々に発酵させ、アッサンブラージュ
するなど、独自の工夫がなされている。

『トゥニアはエトルスコ時代の最も重要な神の名前で
葡萄栽培やワイン醸造を司ったと言われる』
キャンティの東に 20km、アレッツォに近い荒地に放
棄され、朽ち果てた荘園が「トゥニア」。2008 年に始
まった新しいカンティーナ。
所有者は大学の同級生「キアラ」と「フランチェスカ」。
更に「キアラ」の兄「アンドレア」の助けを得て彼女達
の理想の追求が始まった。
ピサ大学で「キアラ」は経済学を「フランチェスカ」は
生物学と醸造学を学び、卒業後、フランチェスカは
サルディーニャで栽培の仕事をしていた。
『酵母も野性酵母のみ。清澄もしない。何も足さな
『ミラノで働いていたキアラは最終的には自分でやり い。葡萄を発酵させただけの世界で最もシンプル酒
たい事をすべきと考え、フランチェスカと共に独立す が私達のワイン』
ることを決意』
野性酵母のみでの発酵は酵母の強弱、種類によっ
キャンティ・クラシコで畑を探すが、価格が高騰して て発酵がスムーズに進まず、バクテリアの繁殖などの
いるのと、自然環境が壊れている事、更に周辺の造 リスクがつきまとう。
り手からの化学薬品の影響を嫌い、断念。
『色々な種類の野性酵母を増やせば、発酵は自然 ■ビアンコ・ソットフォンド・フリッツァンテ
アレッツォのフィレンツェ大学が所有していた荒廃し に進む。だから農薬は勿論、酵母を含む微生物を殺 収穫を 2 回に分けてアッサンブラージュするキュヴェ。
まず、熟す前に収穫し、モストのみを発酵させて酸度
た 25ha の葡萄畑に出会う。周辺は森で畑は無く、農 してしまう硫黄さえも使用しない』
薬の影響を受ける心配も無かった。
畑は 20 年以上荒廃していたので微生物が豊富。硫 の強いワインを得る。
『放棄された葡萄樹は傷んでいたが、樹齢は 40 年 黄を含むボルドー液すら使わないので非常に多くの 『その後、完璧に熟した葡萄を収穫し、葡萄を足で
踏んで 30 日間のマセラシオンをしながら発酵』
と理想的で、何より土壌は農薬に侵されておらず健 種類の微生物が存在し、活性化している。
全だった』
だが、放置されていたので葡萄樹のバランスは崩れ、2 ヵ月後に 2 つをアッサンブラージュしてボトリング。ヴ
15ha の葡萄畑はサンジョヴェーゼ、コロリーノとカナイ 果実自体の品質は酷かった。時間をかけて手作業 ィンサント用のモストを加えて 2 次発酵を促す。
『デゴルジュマンはせず、SO2 も足さない。マセラシオ
オーロの混植。3ha のオリーヴ畑。残り 7ha は森を残 で良い状態に戻していった。
してあり、生物多様性が確保されている。
『薬剤を使った畑は同じような個性になっていく。本 ンによるタンニンと澱が酸化防止剤の役割を果たし
『トラジメノ湖からの冷たい風が 1 年中吹くので気温 当の個性（テロワール）は自然が作るもので人間や てくれる』
■ビアンコ・キアロフィオーレ
が上がり過ぎないし、カビも少ない無農薬栽培には 薬剤が作るものではない』
4 回に分けて収穫。未熟なトレビアーノを収穫し、モス
理想的な環境』
ジュリオ・アルマーニ
トのみを発酵。次に完熟したヴェルメンティーノを収
銅も硫黄も使わない
収穫した葡萄はドライアイスで酸化を防ぎながら冷や 穫し、10 日間マセラシオン。
彼女達が目指しているのは有機栽培ではない。オー し、1 日置くことで揮発的な果実由来の香をモストに
『その後、完熟したトレビアーノを収穫し、10 日間マ
ガニックで認証されている添加物は約 50 種類あるが、安定させる。
セラシオン。最後に貴腐菌が着くまで待ったトレビア
彼女達はこれを使わない。
『白葡萄は伝統的バスケットプレス。黒葡萄は足で ーノを収穫し、モストのみ発酵』
『オーガニックは酵母、酵素、酸、タンニン、バクテリ 踏んで野性酵母のみで発酵。発酵容器は特に拘ら
発酵終了後に 4 つをアッサンブラージュし、12 ヶ月
ア等を加えることが許されている。これは自分達の ない。その時空いているもの』
澱と共にステンレスタンクで熟成させる。
造りたいワインではない』
若い 2 人の栽培、醸造に助言しているのがラ・ストッ
彼女達が言う「ナチュラルワイン」は畑でも無農薬で、パの「ジュリオ」だが、土地の個性はクリスピーで軽や
醸造段階でも何も足さないワインであり、極小量の亜 かな味わいなのでラ・ストッパとは全く違う個性。
商品記号

ワイン

入港予定

"Sottofondo" Frizzante
A2038 Bianco
ビアンコ・ソットフォンド・フリッツァンテ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

100%
Trebbiano

2016

白

750

参考上代

メモ

3,200 酸化防止剤完全無添加

在庫

○

収穫を2回に分けてアッサンブラージュする。まず、熟す前に収穫し、モストのみを発酵させて酸度の強いワインを得る。その後、完璧に熟した葡萄を収穫し、葡萄を足で踏んで30日間のマセラシオンをしながら発酵させる。2ヵ
月後に2つをアッサンブラージュしてボトリング。ヴィンサント用のモストを加えて2次発酵を促す。

"Chiarofiore"
A2849 Bianco
ビアンコ・キアロフィオーレ

新入港

70%Trebbiano
30%Vermentino

2014

白

750

3,800 一部貴腐葡萄

○

4回に分けて収穫。未熟なトレビアーノを収穫し、モストのみを発酵。次に完熟したヴェルメンティーノを収穫し、10日間マセラシオン。その後、完熟したトレビアーノを収穫し、10日間マセラシオン。最後に貴腐菌が着くまで待っ
たトレビアーノを収穫し、モストのみ発酵。発酵終了後に4つをアッサンブラージュし、12ヶ月澱と共にステンレスタンクで熟成。

"Chiaroscuro"
A2040 Rosato
ロザート・キアロスクロ

100%
Cabernet S

2016

ロゼ

750

3,300 カベルネのロゼ

○

トスカーナのロゼはサンジョヴェーゼの早摘みで味わいの要素が少ないと考えていたフランチェスカが挑戦したカベルネ・ソーヴィニヨン100％のロゼ。早摘みではなく、熟した状態で収穫し、ダイレクトプレスでゆっくり色素を抽
出する。発酵終了後、古バリックに入れて6ヶ月熟成させる。ストラクチャーのあるロゼワイン。

"Chiassobuio"
A2850 Rosso
ロッソ・キアッソブイオ

Sangiovese
Co, Canaiolo

2011

赤

750

3,700 キャンティ・スタイル

○

90%サンジョヴェーゼ、 10%コロリーノ、カナイオーロ。混植されている畑なので一緒に収穫して一緒に発酵。70％はステンレスタンクで30％はスラヴォニア産大樽で発酵。20日間マセラシオン。熟成は60％ステンレス、40％
スラヴォニア産の色々な樽で12ヶ月間。その後、アッサンブラージュして12ヶ月間ステンレスタンクで熟成。

"Cantomoro"
A2042 Rosso
ロッソ・カントモロ

100%
Cabernet S

2010

赤

750

5,200 最長マセラシオン

○

まだ若いカベルネ・ソーヴィニヨン。通常より収穫を遅くしてカベルネの青さがでないようにしている。発酵は木製の開放発酵桶で行い、マセラシオンは30日間と最長。発酵終了後、60％は大樽、40％はステンレスタンクで
18ヶ月間熟成。

TOP

Umbria

Palazzone
パラッツォーネ
Orvieto

『５品種ブレンド』唯一のワイン
一時期のソアヴェのように安ワインの代名詞となっていたオリヴィエート。ジョヴァンニは土壌改善から取組み、５品種
ブレンドだからこその落ち着いた味わいのワインを造り続けている。
彼等の土壌は複雑。断層が重なった地域で色々な
土壌がモザイク状に入り組んでいる。
2,500 年の歴史を持つ「オリヴィエート」。近年では低
『火山の噴火によって海底が隆起した土壌。堆積土
価格ワインの代名詞のようになってしまった。
壌主体で一部にはシルトが出ている』
『オリヴィエートの造り手は 25 人しかいないのに市場
基本的には粘土主体なので保水力がある。暑いウン
には 500 種類以上のオリヴィエートが存在する。こ
ブリアでも葡萄は焼けることはない。
れがイメージを悪化させた原因』
「ボトラー」と呼ばれる葡萄やワインを買取り、色々な 珍しい５品種ブレンド
エチケットを貼って販売する会社がウンブリアに 80 社 『オリヴィエートはグレケット、プロカニコ、ヴェルデロ、
もある。
ヅルペッジオ、マルヴァジアの 5 品種ブレンドという
オリヴィエートの 90%はボトラーによるもの。自社葡萄 珍しいワイン。ブレンドで複雑味を出す』
でボトリングまで行うのは 25 人程度。
創業当時は伝統に則って 5 種類の葡萄を 1 つの畑
『ここでは 2,500 年前からワインが造られてきた。そ に混植していたが 2000 年に植替え、今では区画毎
れは土壌や気候がワイン造りにとって優れていたか に品種を分けて植えている。
ら。昔の人は理解していた』
『品種毎に病気への耐性も違う。熟すタイミングも
違うので分けて栽培することにした。品種毎に発酵
させてからアッサンブラージュ』

造り手は２５人だけ

1969 年に「ドゥビーニ」家がパラッツォーネ地区の教
会を購入したのが「パラッツォーネ」の起源。
1970 年に現当主「ジョヴァンニ」の父親が 25ha の土
地に葡萄を植樹し葡萄栽培を開始。1982 年にはボ
トリングまでを自分達で行うようになっていく。
『オリヴィエートは産業が無かったので自然が多く残
っている。有機栽培で土壌を活かし、収量を下げる
ことで葡萄の質を上げることが重要』
商品記号

密植率も 1,500 本/ha から 5,000 本/ha へ変更され
た。畑ではボルドー液以外の薬剤は使用されない。
肥料も一切使用しない。
『自然環境が優れているので土壌が痩せることはな
い。窒素が不足する時だけ空豆を植えることで窒素
を補給するが他は何も必要ない』
空豆や下草は急斜面の畑の表土が流されるのも防

ワイン

Classico Sup "Terre Vineate"
A0629 Orvieto
オルヴィエート・クラシコ・スペリオーレ・テッレ・ヴィナーテ

入港予定

いでいる。標高 250～300m で全て北向き。
暑いウンブリアでは北斜面が良い。葡萄がゆっくり熟
すので高品質な葡萄が収穫できる。

グレケットがワインの骨
現在、5 種類の葡萄品種は色々な区画に分けて栽
培されている。グレケットは 6 区画に分かれて栽培さ
れている。土壌や日照量が違うので区画毎に熟度が
変わるが品種毎に一気に収穫する。

そうすることで色々な熟度のグレケットが収穫できて
ワインは複雑味を持つ。『プロカニコはワインの肉で
グレケットは骨。マルヴァジアは香を与えてくれる。ヴ
ェルデッロはアルコールとボリューム。ドゥルペッジォは
酸を与える』
ブレンドワインは独特の質感を持っている。単一品種
の個性の強い尖ったワインにはならないが、味わいが
丸く溶け込んだ、しっとりとした質感がある。
『単一品種はグリルした肉のように肉そのもの。5 品
種ブレンドのオリヴィエートはボリートのような煮込ん
だ美味しさ。出汁と一体になった丸い味』
彼等のワインは一般的な「オリヴィエート」とは違いベ
ースの「テッレ・ヴィナーテ」でも 5 年程度熟成する。
それだけ葡萄に力がある。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Pr, Gr, Ve, Dr

2016

白

750

参考上代

メモ

2,200

在庫

○

50%Procanico, 20%Grechetto, 30%Verdello, Drupeggio, Malvasia オルヴィエートらしさを表現するに最高の畑。収穫量はオルヴィエート平均の2/3程度にまで制限。収穫は全て手作業で行われる。土壌は沖積層と粘
土層が複雑に入り混じる。標高は210-340m。

Classico Sup "Campo del Guardiano"
A3727 Orvieto
オルヴィエート・クラシコ・スペリオーレ・カンポ・デル・ガルディアーノ

Pr, Gr, Ve, Dr

2017

白

750

3,200

○

50%Procanico, 25%Grechetto, 25%Verdello, Drupeggio, Malvasia 標高260mのCampo del Guardianoという単一畑から造られる。複雑な土壌で10mごとに地質が変わる。600ｹｰｽのみの生産。10月初めまで収穫を
遅らせることによって例外的な深みを持つに至る。ｵﾘｳﾞｨｴｰﾄ最高の畑の1つ。

Grechetto
A3728 Grek
グレック・グレケット

Grechetto

2018

白

750

1,900

○

Viognier

2018

白

750

3,200

○

最も優れたグレケットの畑。ステンレスタンクのみで20日間低温発酵、熟成。

A3729 Viognier
ヴィオニエ

100%Viognier 1991年に高密植で植樹されたｳﾞｨｵﾆｴ100％ 8月後半から9月に収穫、冷却後ﾊﾞﾘｯｸ醗酵、ﾊﾞﾘｯｸ熟成。ｲﾀﾘｱで最も完成度の高いｳﾞｨｵﾆｴと言える。

698Z6 Musco
ムスコ

Procanico
Ve, Malvasia

2014

白

750

4,900

LIMITED

A3730 Musco
ムスコ

Procanico
Ve, Malvasia

2015

白

750

5,200

LIMITED

オルヴィエートの伝統に回帰し、3つの品種を混植。一緒に収穫して栗の開放木樽で果皮ごと発酵。栗の樽で1年熟成。その後、8ヶ月ダミジャーナで落ち着かせてからボトリング。醸造の全工程は手作業。電気は一切使用し
ない。圧搾も手動。ボトリングもホースを使って手で行なわれる。細部まで昔のワイン造りを再現したワイン。

Nobile HALF
A3731 Muffa
ムッファ・ノービレ・ハーフ

Sauvignon B

2016

甘

375

5,200 ソーヴィニヨンの貴腐

100%Sauvignon Blanc 樹齢の古いソーヴィニヨンを遅摘みして造られる貴腐ワイン。ウンブリア最高のデザートワインとしてイタリア国内のリストランテで人気を得ている。

○

TOP

Umbria

Milziade Antano
ミルツィアデ・アンタノ
Montefalco

２軒しか残っていない『古典派サグランティーノ』
世界的なトレンドの変化によってサグランティーノは一気にモダンなワインへと変貌してしまった。しかし２軒だけ残って
いた古典的造り手がパオロ・ベアとミルツィアデ・アンタノ。
1980 年には「サグランティーノ・セッコ」の生産も開始
し、ボトリングまでを自分達で行い、本格的に販売を
「サグランティーノ」は 1960 年代にパッシート（甘口）
開始した。。
用に植えられた。高い糖度を得られるがタンニンが
『父親が造っていたのは伝統的なサグランティーノ。
強すぎるので、陰干しして甘く仕上げて飲みやすくし
強靭なタンニンと濃厚な果実がサグランティーノの特
たのが始まり。
徴。何も変える必要はない』

サグランティーノの歴史

品質を決定するというのが父親の教え。「フランチェ
スコ」は生活の大半を畑で過ごしている。

父親と同じことを続けていくだけ

醸造所は自宅のガレージを改装したもの。樽熟成庫
は地下部分。小さなカンティーナ。
『収穫時期はタンニンの成熟を見て決定する。糖分
古典的サグランティーノは２軒だけ
や酸度では決めない。例年 9 月末から 10 月第 1
サグランティーノは 1990 年代のブームで世界基準 週になることが多い』
の味わいに近づいた。しかし、本来のサグランティー
ノは激減した。

セッコ（辛口）が造られるようになったのは 1980 年代
後半。1990 年代に入ると「アルナルド・カプライ」が現
代風にアレンジした「サグランティーノ・ディ・モンテフ
ァルコ」を造り人気を獲得。
『アルナルド・カプライのお陰でサグランティーノは有 サグランティーノは気難しい品種と言われる。しかし
名になったが、昔ながらのサグランティーノは無くなっ 世界中でウンブリアの極一部でしか育たないサグラン
ティーノの個性が途絶えるのは寂しい。
た。全て現代的なワインに変わっていった』
「モンテファルコ」から 1km ほど北西の丘の上「ベヴァ 「パオロ・ベア」当主の「ジャン・ピエロ」氏もサグランテ
ーニャ」という町に位置する「ミルツィアデ・アンタノ」。 ィーノの未来を危惧している 1 人。
モンテファルコの老舗だがウンブリアには何処にでも 古典的なサグランティーノは「パオロ・ベア」と「アンタ
ノ」しか残っていないという危機的状況にある。
ある普通の農家。
しかし、彼等はウンブリアのワイン文化の歴史、サグラ 『サグランティーノは粗野で無骨でわがまま。タンニン
量が多いし、糖度と酸度のバランスが難しい。よっ
ンティーノの歴史にとって重要な家族。
当初は小作人だった一家。1969 年、現当主「フラン て適切な収穫時期も短い。扱い難い品種』
チェスコ」の父「ミルツィアデ」が 30ha の土地を購入。「フランチェスコ」によると粗野で無作法な喰えない奴
というサングランティーノ。
ワイン造りとキアーナ牛の放牧を始める。
1975 年に初めてモンテファルコ・ロッソとサグランティ 女性と同じでゆっくり熟成することによって丸く、上品
ーノ・パッシートを醸造。家族と友人の為だけに造っ にまとまる。成熟した色気を隠しているのだそう。
ワインは土壌から生まれる。畑での葡萄樹のケアが
たものだった。
商品記号

ワイン

Montefalco Rosso
モンテファルコ・ロッソ

入港予定

葡萄品種

完売

Sg, Sagrantino
Me

VIN

全ての畑を手で収穫。ステンレスタンクで発酵。全て
天然酵母のみ。彼等の畑は 30 年以上ボルドー液以
外使用していない。
『畑で薬品を使わないので野生酵母だけで発酵でき
る。マセラシオンは 20 日程度。しっかりピシャージュ
し発酵を活性化させる』
樹齢は 10 年～40 年。区画によって異なる。熟成期
間が長く、「モンテファルコ・ロッソ」でトノーを中心に
色々なサイズの古樽で 18 ヶ月。
「サグランティーノ・ディ・モンテファルコ」では 30 ヶ月
間大樽で熟成される。
『サグランティーノは若いうちは飲み難い。サンジョヴ
ェーゼ主体で 15%サグランティーノをブレンドしたモン
テファルコ・ロッソから試して欲しい。サグランティーノ
の魅力を感じてもらえるはず』

色

ｻｲｽﾞ

赤

750

参考上代

メモ

在庫
SOLD
OUT

強い粘土質の土壌で標高は２５０m。樹齢はまちまちで１０年～３５年まで。収穫はタンニンの完熟を待って９月末から１０月に入る。発酵は野生酵母のみでステンレスタンクで行う。ボトリング前の最低限の添加以外、いかなる
添加物も使用しない。ノンフィルターでボトリング。１８ヶ月間大樽で熟成させる。非常にデリケートなワイン。サグランティーノの荒々しいタンニンは十分に存在するが割りと早いうちから飲める。

Rosso Riserva
A2579 Montefalco
モンテファルコ・ロッソ・リゼルヴァ

Sg, Sagrantino
Me, C.S

2015

赤

750

5,800

○

強い粘土質の土壌で標高は２５０m。樹齢はまちまちで１０年～３５年まで。収穫はタンニンの完熟を待って９月末から１０月に入る。発酵は野生酵母のみでステンレスタンクで行う。ボトリング前の最低限の添加以外、いかなる
添加物も使用しない。ノンフィルターでボトリング。３０ヶ月間大樽で熟成させる。野性的な荒々しいワインに仕上がっているが、熟成と共に滑らかさを増していく。年間３０００本のみの生産。

di Montefalco
A2580 Sagrantino
サグランティーノ・ディ・モンテファルコ

Sagrantino

2014

赤

750

7,600

○

Sagrantino 100% 強い粘土質の土壌で標高は２５０m。樹齢はまちまちで１０年～３５年まで。収穫はタンニンの完熟を待って９月末から１０月に入る。発酵は野生酵母のみでステンレスタンクで行う。ボトリング前の最低限の
添加以外、いかなる添加物も使用しない。ノンフィルターでボトリング。３０ヶ月間大樽で熟成させる。年間６０００本のみの生産。今や見かけることの少なくなった古典的なサグランティーノ。

TOP

Lazio

Giovanni Terenzi
ジョヴァンニ・テレンツィ
Serrone

ラッツィオの新ＤＯＣＧ『チェサネーゼ・デル・ピッリオ』
品種個性をはっきり感じさせる葡萄品種というのはそれ程多くない。チェサネーゼはサンジョヴェーゼのような繊細な
酒質ながら、確実にそれと解る個性を持っている。
位置。歴史的に見てもローマ時代からチェサネーゼ 紫がかった濃い色調。豊富なタンニンと繊細で細く
の中心産地とされてきた地域』
長く残る酸味。チェリー香とシナモン、胡椒のようなス
2008 年 5 月、ラッツィオ州で初めての D.O.C.G に
現在に至っても最も偉大なチェサネーゼが生まれる パイス香もこの品種の個性。
認定されたのが「チェサネーゼ・デル・ピッリオ」。
地域と言われる。所有畑は 12ha。
この地域を代表する造り手で D.O.C.G 昇格に尽力
チェサネーゼ・ダッフィレ
したのが「ジョヴァンニ・テレンツィ」。
ローマ時代から栽培されている「チェサネーゼ」。現
在では 2 種類の亜種が存在する。
「チェサネーゼ・コムーネ」はこの地域以外にカンパー
ニャでも栽培されている。樹勢が強く、収量が多いの
で多くの造り手に採用されていて主流。

ラッツィオ州唯一のＤＯＣＧ

1953 年に「ジョヴァンニ・テレンツィ」によってラ・フォ
ルマに設立された。現在では 3 人の息子に引き継が
れている。
『祖父から引き継いだ貴重な古い樹が残っている。
古いチェサネーゼ・ダッフィレをマッサルセレクションで
増やしている。これができるのは僕等だけ』
チェサネーゼの個性を素直に表現している造り手とし
てイタリア国内では最も高い評価を得ている。
父親と共に栽培、醸造を担当するのは長男「アルマ
ンド」。醸造学校には通わず、父親の仕事を見てワイ
ン造りを学んだ。
『チェサネーゼの素晴らしさと品種としての気難しさ
は理解している。だからこそ素直なチェサネーゼ・デ
ル・ピッリオを造りたい』
「チェサネーゼ・ダッフィレ」はサンジョヴェーゼと同じ
で天候に左右されやすい品種。最適の収穫時期も
非常に短く、病気にも弱い。しかし、高品質ワインを
造る為の要素を全て持っている。
『ローマの南約 50km のラ・フォルマにカンティーナは
商品記号

『ワインはコーラではない農作物だ。その土地の品種
を造らないのならワインでなくてコーラと同じだ』
この地域は歴史的に小作人制度が長かったので未
だに買い葡萄でワインが多く造られている。
『自然がワインを造る。自然に感謝しなくてはいけな
い。畑にも出ないで醸造だけをするような仕事は好
きではない。だから自社葡萄しか使わない』

ピッリオとオレヴァノ
一方、「ジョヴァンニ・テレンツィ」が主に栽培している
のは「チェサネーゼ・ダッフィレ」。
『果実は小さく果皮は厚い。果実が密集しているの
で風が通らずカビや病気に弱い。収量も少ないので
限られた造り手しか栽培していない』
「チェサネーゼ・ダッフィレ」は気難しい品種。気候、
土壌の影響を受けやすくサンジョヴェーゼやピノ・ネロ
のよう。適性する土地は少ない。
『ローマ時代からチェサネーゼ・ダッフィレが栽培され
てきた。ここにはこの品種が適合するのであってカベ
ルネやメルローではない』
近年、チェサネーゼを抜きカベルネなどの国際品種
を植樹する生産者が多く、彼等は悲しんでいる。

ワイン

入港予定

di Olevano "Colle San Quirico"
A3223 Cesanese
チェサネーゼ・ディ・オレヴァノ・ロマーノ・サン・クイリコ

彼等は「チェサネーゼ・デル・ピッリオ」の他に「ピッリ
オ」から 10km 離れた海岸寄りの「オレヴァノ」にも畑
を所有ている。
ここでも「チェサネーゼ・ダッフィレ」を栽培している。
今や有名になった「ピッリオ」が骨格のあるしっかりとし
たチェサネーゼ。
『オレヴァノは小さな産地で冷涼。造り手も 6 人しか
いない。ワインはアロマに優れ、より細く繊細な果実。
酸は活き活きと主張する』
熟成ポテンシャルや力強さではピッリオが優勢ではあ
るが、繊細で華やかな味わいはオレヴァノが勝る。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Cesanese

2015

赤

750

参考上代

2,200

メモ

在庫

○

チェサネーゼ・ダッフィレにチェサネーゼ・コムーネをブレンド。手摘み収穫後、ソフトプレス、温度管理下でのマセレーション約12日、約20日間のゆっくりとアルコール発酵後、ステンレスタンク熟成。 ヴェロブラと比べると軽やか
で華やかな香が若いうちから開いている。

Cesanese del Piglio "Velobra"
チェサネーゼ・デル・ピリオ・ヴェロブラ

完売

Cesanese
Sangiovese

赤

750

SOLD
OUT

９０％チェザネーゼ・ダッフィレ, １０％サンジョヴェーゼ。１９６２年植樹。手摘み収穫後、ソフトプレス、温度管理下でのマセレーション約７日、約２０日間のゆっくりとアルコール発酵後、ステンレスタンクで１２カ月熟成。 瓶熟成
は約４カ月。熟成したプルーンやさくらんぼ、香辛料の香。力強い果実を味わえる。

Passerina del Frusinate "Villa Santa"
パッセリーナ・デル・フルシナーテ・ヴィラ・サンタ

完売

Passerina

白

750

SOLD
OUT

１００％パッセリーナ。セッローネ地区の土壌は程よく混ざり合った粘土質と砂質、石灰質土壌、乾燥した地域で標高は３８０m。手摘み収穫後、ソフトプレス、温度管理下（約18℃）で約２０日アルコール発酵、ステンレスタンク
で約６カ月熟成、瓶熟成約３カ月を経て出荷。

TOP

NEW

Lazio

Marco Colicchio

ARRIVAL

マルコ・コリッキオ
Roma

ローマの火山岩で育つマルヴァジア・プンティナーダ
ローマ固有品種マルヴァジア・プンティナーダはローマの火山岩土壌で育つ事でその個性を際立たせる。僅か 1.5ha
の畑で自然に育ったマルヴァジア・プンティナーダだからこその上品さ。
畑はカステッリ・ロマーニの麓、パヴォーナ地域にあり、針は畑でもセラーでも誠実にシンプルにワインを造る
バチカンの王様の避暑地として使われた美しい自然 という事。
ローマの外周道路から 5km 程度海側に離れたロー
が残る地域。
『父の代から使っていなかったが、あらゆる農薬、除
マ郊外で僅か 1.5ha の畑から年産 6,000 本のワイン
『ローマからナポリにかけて死火山が多く、1000 年 草剤、防虫剤を使用しない。銅と硫黄は必要な場
を造っている「マルコ・コリッキオ」。
以上前の噴火による火山岩土壌になっていて、水 合、最低限使用する』
『何世代にも渡って農業を営んできたので農業を引
はけが良くミネラルが豊富』
き継いだが、農作物以上に人を喜ばせる事ができる
この火山岩と相性の良い品種がファランギーナとグレ
ワインに興味があった』
ケット。そしてラッツィオの固有品種マルヴァジア・プ
父親は葡萄畑、オリーブ畑と羊の飼育、養鶏場を営
ンティナーダ。
んでいたが葡萄は協同組合に販売していてワインは
『マルヴァジア・プンティナーダは火山岩土壌で栽培
造っていなかった。
するとレモンやグレープフルーツのような香とミネラ
『2012 年、醸造学校を卒業し 1.5ha の葡萄畑でワ
ル、骨格が出てくる』
インを造る事を決め、自宅兼醸造所を購入。2013
一般的なフルーティーで甘くて重いアロマティックな
年からワイン造りを開始』
マルヴァジアとは違う品種。ローマ固有のプンティナ
父親は今でも畑の脇に住み、羊と鶏の世話をしなが
ーダは火山岩で育つ事ができる珍しい品種。
ら畑の管理も手伝っている。ワイナリーと言うより典型
『プンティナーダはマルヴァジアの中でも個性的な香
的な農家といった感じ。
と繊細さがある品種。甘くないし、重くない。アロマ
ローマは 1 年を通じて雨が少なく乾燥している。更に
ティックでもない』
カステッリ・ロマーニから吹き降ろす北風があり、水捌
けの良い火山岩。
『乾燥していて土壌も水はけが良いのでカビが少な
い。葡萄が健全に育つ環境を自然と持っているので
銅、硫黄でさえもほとんど使わない』
葡萄樹の横にはカルチョーフィや芋が育っていて昔
の二毛作のように 1 年中収穫できる。野生の植物も
含め、色々な生物が共存している。
『遺伝子組換えやクローンは危険。自分の畑ではク
ローンも遺伝子組換えの作物も育てたくない。葡萄
『葡萄畑はオリーブ、カルチョーフィ・ロマネスコ、栗、
も古い畑から接木で移植する昔のスタイル』
ニンニク、芋、更に羊と鶏と隣り合っていて生物多
醸造所もシンプル。小型ステンレスタンク 3 つとトノー
様性が確保されている』
そして、黒葡萄で重要なのがサンジョヴェーゼ。彼の 1 つ。エナメルタンクが 1 つという小規模の設備。ボト
80 年代、高品質ワインで有名な地域だったが、ロー
畑のサンジョヴェーゼはクローン改良されていない野 リングマシーンは手動でコルクの打栓も手動。
マの飲食店で消費される日常ワインの需要が高まり、
生種に近いサンジョヴェーゼ。
『ボトリング前の極小量の酸化防止剤以外は何も足
造り手は収量を増やしていった。
『父の出身地モリーゼに残っていた 60 年代から残っ さないシンプルな醸造。酵素、酵母、砂糖、酸、タン
『結果、ワインの質は下がり、葡萄の買取価格も下
ていた古いサンジョヴェーゼをマッサルセレクションで ニン等何も加えない。ノン・フィルター』
がった。ローマに近いので土地の価格は上がり、葡
保存。ローマに移植した』
2017 年までは樹が若いので骨格を得る為に少しマ
萄栽培は廃れていってしまった』
繊細だが、野性味溢れるサンジョヴェーゼでタンニン セラシオンをしていたが、2018 年以降は、より品種
今ではローマの飲食店では他産地のワインがサービ
量も多く、暑さに強いのでローマの乾燥する夏でもスト 個性を前面に出す為、マセラシオンをやめた。
スされるようになり、ローマの葡萄畑は放棄され、マ
レスを感じずに生きていける。
ルコ以外に高品質ワインを造る人はいない。

ローマの典型的農家

嘘のない栽培と醸造

火山岩との相性
商品記号

ワイン造りを始める時、マルコが決めた最も重要な指
ワイン

Bianco
A3583 Delica
デリカ・ビアンコ

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Malvasia
Puntinata

[2017]

白

750

参考上代

メモ

2,800 4日マセラシオン

在庫

○

マルヴァジア・プンティナーダは通常のマルヴァジアより果皮が薄く繊細な葡萄。柑橘系の香があり、重くないのが特徴。収穫後、除梗しステンレスタンクでマセラシオンしながら野性酵母で発酵。発酵終了後、粗い澱を取り除
きステンレスタンクで翌年の6月まで熟成。アッサンブラージュして収穫前にボトリング。

Bianco "Cinquanta Filari"
A3581 Delica
デリカ・ビアンコ・チンクアンタ・フィラーリ

60%Falanghina
Gre, MP

[2017]

白

750

2,800 6日マセラシオン

○

Bianco "Cinquanta Filari"
A3582 Delica
デリカ・ビアンコ・チンクアンタ・フィラーリ

60%Falanghina
Gre, MP

[2018]

白

750

2,800 マセラシオンなし

○

60％ファランギーナ、30％グレケット、10％マルヴァジア・プンティナーダ。混植されている5列の区画の葡萄を一緒に収穫し、一緒に発酵。醸造はデリカ・ビアンコと同じ。グレケットからタンニン、ファランギーナから酸味を得
て、マルヴァジア・プンティナーダからは骨格と香を得ている。

TOP

Marche

La Monacesca
ラ・モナチェスカ
Matelica

元塩田の畑『ヴェルディッキオ・マテリカ』
イタリア白地品種の中で最も長熟な品種と言われるヴェルディッキオ。その中でも内陸性気候のマテリカのミネラル、
酸度は非常に高く、熟成ポテンシャルも非常に高い。
山のヴェルディッキオ

元塩田だった畑のミネラル

ロンバルディア出身のベネディクト派の僧侶が旅の途
中、マテリカの町の郊外の丘の上に教会を建て、そこ
を「モナチェスカ」地区と名付けた。
1966 年「カシミーノ・チフォラ」がこの丘を買取り、丘
の斜面に葡萄を植樹。醸造所を建設した。地名をと
って名前は「ラ・モナチェスカ」とした。
『マテリカの歴史はカステリ・ディ・イエジより古い。交
通の便が悪いので長い間流通できなかった』

『元々塩田だった場所。表土は灰色がかった粘土質
だがマンガンを多く含む層が厚く存在する』
シャブリのヨード感にも似ている独特のミネラル、塩っ
気は土壌のミネラルに由来する。「カステリ・ディ・イエ
ジ」には無い「マテリカ」だけの個性。
『平均樹齢は 35 年。高樹齢から密度の濃さ。土壌
から味わいの多重性。南斜面から強い果実感。そし
て、昼夜の温度差から高い酸度を得ている』

初ヴィンテージは 1973 年。1982 年には現当主「ア
ルド」が参加し、醸造面を大きく改善した。彼の参加
によってワイン造りは一気に質に向かう。
『マテリカは内陸で標高が高いので冷涼ながら日照
量は多く、乾燥している。土壌のミネラルも多いので
長期熟成向きのワインを造りたかった』
当時、無名だった「マテリカ」。既に人気の産地となっ
ていた「カステリ・ディ・イエジ」との違いを活かし、「マ
テリカ」の個性を追求していった。
アドリア海から海洋性気候の影響を大きく受ける「カ
ステリ・ディ・イエジ」に比べ、60km 内陸に入った「マ
テリカ」は山に囲まれ内陸性の気候。
『マテリカの標高は 400～500m。冷涼で乾燥してい
る。湿気を含んだ海風は山に遮断されて届かない。
カステリ・ディ・イエジは標高 250m。全く違う』
優れた産地ながら規模が小さく山に囲まれていて物
流条件が悪いことがマテリカの普及を妨げた。

アルプス山脈の麓シッビリーニ山と丘に囲まれ、コロ
シアム状になっているので日中の気温は高い。
夜間はアルプスからの風で葡萄畑は一気に冷やさ
れる。夏場でも気温差は 20 度を超える。
ヴェルディッキオにとって最高の条件。彼等は「マテリ
カ」の塩分を感じさせる程のミネラルと高い酸度を活
かしたワインを造り続けている。
『マテリカは酸も骨格もあるので熟成できる。ミルム
は 15～20 年熟成する。熟成したマテリカはリースリ
ングのようにペトロール香が出てくる』

商品記号

しない。ステンレスのみで熟成』
発酵は小型ステンレスタンクで行い、発酵終了後に
何度か移し替えを行い自然に清澄。熟成は 4,000 リ
ットルの大型ステンレスタンクで完結する。
収穫は「カステリ・ディ・イエジ」が 9 月初旬なのに対し
て 10 月初旬。収穫は全て手作業。選別と同時に極
めて軽いプレスをかけて発酵槽へ。
収穫時に亜硫酸は一切使用しない。発酵は 15 度か
ら始めて 28 度を超えないようにする。

■リゼルヴァ・ミルム
『リゼルヴァ・ミルム 10 月の最終週まで収穫を遅ら
せて完璧に熟した葡萄だけを使う。年によっては貴
腐菌が着くこともある』
葡萄が熟してから 2 週間待ってから収穫。軽くプレス
しながら 20 日間のマセラシオン。収穫が遅いので既
にセラーは寒くなっている。
発酵はゆっくり進み、マロラクティックは暖かくなるまで
起らない。春先までシュール・リー状態を保つ。
『マロラクティック発酵は 5 月頃、暖かくなってから自
然と始まるのを待つ。よって例年、発酵完了まで 9 ヶ
月間もの時間がかかる』
１０月後半収穫“ミルム”
樹齢はベースの「ヴェルディッキオ・ディ・マテリカ」で 18 ヶ月の熟成後、ボトリング。遅摘みのニュアンスは
も 30 年を超す。非常に高い。「ミルム」の畑は樹齢 香に充分出るが味わいはドライ。骨太で密度の濃い
ワイン。3 年程度熟成してからが面白い。
50 年を超える樹もある。
『ヴェルディッキオは勿論、シャルドネに関しても品種
由来の香を最大限表現しいので、一切木樽を使用

ワイン

di Matelica
A3556 Verdicchio
ヴェルディッキオ・ディ・マテリカ

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Verdicchio

2017

白

750

参考上代

2,400

メモ

在庫

○

半分が30年以上の古樹、半分が6年程度の若樹となっている。時間が経つにつれ丸くとろりとした質感とﾘｰｽﾘﾝｸﾞのような香が出てくる。発酵から熟成まで全てステンレスタンク。低温醗酵で葡萄本来の香を損なわないよう細
心の注意を払う。酸化防止剤にに関しては発酵時の添加は無し、瓶詰め時に極少量の添加に抑えている。

di Matelica Riserva "Mirum"
A2017 Verdicchio
ヴェルディッキオ・ディ・マテリカ・リゼルヴァ・ミルム

Verdicchio

2015

白

750

4,300

LIMITED

di Matelica Riserva "Mirum"
A3557 Verdicchio
ヴェルディッキオ・ディ・マテリカ・リゼルヴァ・ミルム

Verdicchio

2016

白

750

4,500

○

圧倒的に粘土の多い3ﾍｸﾀｰﾙの畑。10月の最終週まで収穫を遅らせる。限界まで樹の上で熟させることで豊かな厚みとｴｷｿﾞﾁｯｸな香を得る。全て手収穫で厳密に選果を行う。空気圧でやさしくﾌﾟﾚｽを施し、SO2は使わな
いで醗酵に入る。発酵は低めの温度でゆっくり20日以上かけて行う。（ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ）ﾏﾛﾗｸﾃｨｯｸ醗酵が始まるのは通常夏頃になる。最良年のみの生産。自他共に認めるﾏﾃﾘｶ最高のﾜｲﾝ。

TOP

Marche

Sartarelli
サルタレッリ
Castelli di Jesi

『カステリ・ディ・イエジ』最優良生産者
３２種類のヴェルディッキオ・クローンを混植することで昔の畑を再現。単一クローンの単調な味わいではないのに非
常に安い価格設定。トラリヴィオは樹齢５０年を超す特別区画。
えてくれる。
『葡萄の成熟は遅く、急激な糖度の上昇は避けられ
『単一のクローンでは複雑味は出ない。病気や栽培 る。よって貴腐菌が着くまで収穫を遅らせることが可
1960 年、葡萄栽培農家として設立された「サルタレ
の手間は少なくなるが、単純な味わいになる』
能になる。例年 11 月初旬から中旬に収穫』
ッリ」。1972 年遂に葡萄での販売を止め、自分達で
32 種類のクローンを畑に混在させることでワインはよ
ボトリングまで行うようになった。
り複雑味を持つようになった。
現在の当主は「パトリッツィア」「ドンナテッラ」夫妻。彼
等は元々パン職人だったが、1989 年、父親が亡くな 最高の畑トラリヴィオ
ったのを機にカンティーナを引き継いだ。
50ha 以上の畑を所有し、内 30ha 以上がベースの
『パン造りでもワイン造りでも美味しいものを知るこ 「ヴェルディッキオ・クラシコ」に充てられる。
とと感性が大切。あとは仕込みを丁寧にできるかど 家族経営のカンティーナとしては広大な畑だが、一
うか。ワインの仕込みは畑作業』
貫して品質至上主義を崩していない。「カステリ・デ
ィ・イエジ」を有名にしたのは彼等だ。

３２種のクローンを混植

金
色の濃厚な色調。香はパイナップル、蜂蜜、紅茶、
シナモン、胡椒と複雑。口中はねっとりとした質感でド
ライ。圧倒的な存在感。アルコールは 15 度まで上が
ることもある。

収穫量の６０％は地元で直売

彼等は 100%自社葡萄のみ。自社葡萄という考え方
の薄いこの地域では珍しい造り手。
現在、主にこの地域で栽培されている多産性のクロ
ーンを使用せずに昔のヴェルディッキオのクローンを
復活させて本来のヴェルディッキオの味わいを復活
させる活動をしている。
『この地域では病気に強く多産なクローン 3 種が
90%を占める。僕等は昔のヴェルディッキオを復活さ
せる為 32 種類のクローンを混植している』
昔はクローンという考え方自体が存在しなかったので
自然と畑の中で様々なクローンが共存し、熟度、酸
度、凝縮度、どれもばらつきがあった。
色々なタイプのクローンの色々な個性が複雑さを与
商品記号

■トラリヴィオ
『僕等の最も古い畑がトラリヴィオ。32 種全てのクロ
ーンが混植されている東向きの畑。通常のワインの
2/3 まで収量を制限している』
暑い「カステリ・ディ・イエジ」では南向き斜面よりも東
向き斜面の方が有利な点もある。
成熟まで時間を要する東向き斜面の葡萄は果皮に
より多くの要素を蓄える。更に酸度も確保する。
ワインは上品な酸を基調に果実味に溢れ、少しの苦
みが後口を引き締める。熟成も期待できる。
■バルチャーナ
「サルタレッリ」を一躍有名にしたのは「バルチャーナ」
と呼ばれる遅摘み辛口ヴェルディッキオ。「バルチャ
ーナ」の畑は北斜面に位置する。

ワイン

dei Castelli di Jesi "Classico"
A2603 Verdicchio
ヴェルディッキオ・デイ・カステッリ・ディ・イエージ・クラシコ

入港予定

畑では防虫剤、除草剤は使わず、ホルモンカプセル
のみ。有機系肥料は必要に応じて使用する。収穫後
から春先までは下草を伸ばしっ放しにしている。
『樹齢は 25 年程度。ベースのクラシコは平均 20 年。
生産量の 60％は地元で量り売りしている。質の良く
ない葡萄を量り売りすることで選別している』
これは選別された良い葡萄のファーストプレスだけを
商品にすることで品質を高める工夫。お陰でリーズナ
ブルな価格も実現できている。
2008 年のヴィニタリーでも最もコストパフォーマンスの
高い白ワインに「サルタレッリ」の「ヴェルディッキオ・ク
ラシコ」が指名されていた。
『数多い土着白品種の中でヴェルディッキオが最も
高いポテンシャルを持っている品種の 1 つということ
は間違いない』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Verdicchio

2018

白

750

参考上代

メモ

在庫

○

1,800

平均樹齢15年程度の比較的若い畑。南東～南西斜面、標高350m。畑は非常に広く31haにもおよぶ。有機肥料のみ、収穫も全て手作業とこの広さにも拘らず徹底されている。醸造に関しては品種個性を表現する為に余
計なことをしないことが第一。第二に優しく扱うことと酸化を防ぐこと。

dei Castelli di Jesi "Tralivio"
A2818 Verdicchio
ヴェルディッキオ・デイ・カステッリ・ディ・イエージ・トラリヴィオ

Verdicchio

2017

白

750

2,700 32種のクローン

○

15haの単一畑から造られる。区画ごとに熟度を見て別々に収穫。ﾍﾞｰｽのﾜｲﾝと違い厳しい選果を行い除梗せず空気圧で優しく圧搾。低温で醗酵させる。日照条件の良い畑だけに凝縮度が高く噛み締められるようにねっとり
とした質感。

dei Castelli di Jesi "Balciana"
A2819 Verdicchio
ヴェルディッキオ・デイ・カステッリ・ディ・イエージ・バルチャーナ

Verdicchio

2016

白

750

5,400 遅摘み辛口仕上げ

○

北東斜面で特異な気象条件を有する9.5ﾍｸﾀｰﾙの畑。11月末までに数回に分けて収穫を行う。収穫は４～５房/樹に制限し、20ｈｌ/ｈａまでにおさえることによりｳﾞｪﾙﾃﾞｨｯｷｵでもﾄｯﾌﾟｸﾗｽの凝縮度を誇る。一部には貴腐葡萄
も混ざっている為、独特の風味を感じさせる。

500ml
691U6 Passito
パッシート

Verdicchio

2014

甘

500

4,000

500ml
A2820 Passito
パッシート

Verdicchio

2016

甘

500

3,900

Verdicchio
690Z6 Brut
ブリュット・ヴェルディッキオ

Verdicchio

N.V

泡白

750

平均樹齢15年程度の比較的若い畑。南～南東斜面、標高250ml。シャルマ方式で、5-6ヶ月間のシュールリー。ワイナリー40周年を迎えた2012年にリリース。

2,600

LIMITED

○
シャルマ方式
アントニオ ガッローニ91点

○

TOP

Marche

Valter Mattoni
ヴァルテル・マットーニ
Castorano

壁作りが本業でワイン造りは趣味
祖父の畑を使って趣味でワイン造りを始めた。「オアジ・デリ・アンジェリ」「レ・カニエッテ」等と共にワイン造りを勉強し、
規定外のワインばかりを造っている。
人気となっていく。
『クルニは僕等にとっては地酒だった。それが世界中
マルケ州の最南端「カストラーノ村」。粘土の質が高く、
で人気になった。信じられなかった。ワイン造りを本
古くはレンガ用の粘土の採掘場があった村で現在の
格的に始めるきっかけになった』
人口は約 500 人。
「ヴァルテル」は「オアジ・デリ・アンジェリ」の成功に触
「ヴァルテル・マットーニ」はこの村に代々住んでいて
発され、遂に 2000 年自らのカンティーナ「ヴァルテ
名字の「マットーニ」は方言でレンガの意味。先祖はレ
ル・マットーニ」を設立。
ンガ造りで生計をたてていた。
5 ヶ所に分かれる 2.5ha の畑と醸造所は床材の倉庫
『祖父の代までは自家製のワインを造って家族で楽
の一部を改装して始まった。
しんでいた。祖父も父も水を一切飲まなかった。昔
古いクローンを植樹
の農民はワインしか飲まなかった』
90 年代に入ると高齢で祖父は畑を放棄してしまう。 祖父の畑は商売ではなく、自分達の為の畑だったの
身近だった畑が荒れていくのは辛かった。
で科学薬品は一切使われていなかった。土壌は鉄
壁や床造りの職人として働いていた「ヴァルテル」は やマグネシウムを多く含む粘土質で肥沃。
趣味で畑を再生。ワイン造りを始める。
標高は 280m。海と山に挟まれた土地で海の暖かい
風と山の冷気が葡萄に適度なストレスを与える。『マ
ルケには古いクローンが残っている。それを見つけて
マッサルセレクションし、良いクローンを何種類か移
植していく』
白葡萄は樹齢 60 年の「トレビアーノ」を残し、更にピ
エ・デイ・フランコの「トレビアーノ」の畑からマッサルセ
レクションで移植した。
『マルケでは 60 年代までは糖度補充の為にトレビア
ーノが植えられていた。今ではほとんど残っていない
がポテンシャルは高い』
黒葡萄は「モンテプルチャーノ」「サンジョヴェーゼ」。
醸造学校で勉強していない彼は、当時まだ無名だっ そして「ボルド」。「グルナッシュ」の仲間でサルディー
た「レ・カニエッテ」の当主「ジョヴァンニ」や「オアジ・ ニャの「カンノナウ」の一種とも言われる。
デリ・アンジェリ」当主の「マルコ」と共にグループを作 『ボルドは 60 年代にサルディーニャからマルケに伝
わったと考えられている。土壌や気候と相性が良い
り、趣味で栽培や醸造を学んでいった。
『祖父のワイン造りは家庭料理のレシピみたいなも が、ベト病に弱く収量が少ない』
のだった。だが結局はそれが一番正しいワイン造り 生産量は年間 6,000 本。生活できる量ではないので
現在も壁・床造りの本職を続けながら、家族だけでワ
だと気がついた』
1997 年、無名だった「オアジ・デリ・アンジェリ」が「ク イン造りをしている。

土木兼業カンティーナ

ルニ」でガンベロ・ロッソ 3 ビッケーリを獲得し、一気に
商品記号

ワイン

トレビエン！

入港予定

A3130 Trebbien
トレビエン

Trebbien
トレビエン

醸造所は小さいステンレスタンクが 5 個と古いバリッ
クだけ。ポンプも無いのでラッキングも手作業。勿論、
ボトリングマシーンも無い。
■トレビエン
100%トレビアーノ
『最高だねという意味を込めた名前。60 年と 40 年
の樹。収穫後、少し破砕して皮ごと発酵。マセラシオ
ンは 10 日間』
収穫した区画毎に分けて発酵。それぞれの酵母の
働きで異なる個性の原酒になる。それをアッサンブラ
ージュすることで複雑さが出る。
■コセコセ・ロゼ
100%サンジョヴェーゼ
最高の熟度に達したサンジョヴェーゼを使う。アルコ
ール度数は約 15 度。サンジョヴェーゼはこのワインに
しか使わない。選別された葡萄ではない。
『自然発酵で 15 度まで上がると酵母が死んで発酵
が終わる。潜在糖度が高いので糖分が若干残る。
それくらい高いポテンシャルの葡萄』
■アルシューラ
100%モンテプルチャーノ
3 ヶ所に分かれた畑を別々に小さなステンレスタンク
で発酵させる。畑が違うと酵母も違うので発酵後は
全く違う個性の原酒が完成する。古バリックに移し替
えて 14 ヶ月熟成。
『良いクローンなので果実が凝縮する。酸、タンニン
の質も高い。ただ収量は通常の 1/3 程度』
■ボルド
100%ボルド（カンノナウ）
『古い畑からマッサルセレクションで移植。樹齢 10
年と若いが既に素晴らしい結果を出している』
ステンレスタンクで発酵。マセラシオン 15 日間。その
後古いバリックで 24 ヶ月間熟成。

5月

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Trebbiano

2016

白

750

Trebbiano

2017

白

750

参考上代

3,400

メモ

在庫

〇

カストラーノ村の重い粘土質土壌の畑（標高250m）に育つ樹齢40年のトレッビアーノ100％。9月末に完璧な熟度の葡萄のみ厳選して収穫。ステンレスタンク（一部入りきらなかった葡萄は古バリック）で発酵。マセラシオンは
約10日間。熟成もそのままステンレスタンク（一部古バリック）で12～14ヶ月間。ノンフィルターでボトリング。

Cose
A3131 Cose
コセ・コセ
Cose Cose
コセ・コセ

5月

Sangiovese

2017

赤

750

Sangiovese

2018

赤

750

2,900

〇

カストラーノ村の重い粘土質土壌の畑（標高250m）に育つ樹齢60年のサンジョヴェーゼ100％。南西向きでとてもよく熟す0.7haの畑。10月初旬に収穫。ステンレスタンクで発酵、マセラシオン15～20日間。熟成もそのままス
テンレスタンクで8ヶ月間。ノンフィルターでボトリング。

A0414 Arshura
アルシュラ

Montepulciano

2014

赤

750

3,900

〇

A3129 Arshura
アルシュラ

Montepulciano

2015

赤

750

4,200

〇

Montepulciano

2016

赤

750

Arshura
アルシュラ

5月

カストラーノ村の重い粘土質土壌の畑（標高250m）に育つ平均樹齢35年のモンテプルチャーノ。標高300ｍの3つの畑（南～南西向き）を別々に収穫、発酵させる。発酵は野性酵母のみでステンレスタンク。マセラシオンは
20日程度。熟成は古バリックで15～20ヶ月間。ボトリング後、6ヶ月熟成。

Bordo
698Z2 Rosso
ロッソ・ボルド
Rosso Bordo
ロッソ・ボルド

5月

Bordo

2013

赤

750

Bordo

2016

赤

750

8,800

LIMITED

サルディーニャ原産のグルナッシュ100％。カストラーノ村の0.3haの畑で土壌と相性が良いと判断して2000年に植樹した。野性酵母のみ。ステンレスタンクで発酵し、マセラシオンは20日程度。あまり抽出が強くならないよ
う、できるだけ少ないルモンタージュ。熟成は古バリックで24ヶ月熟成。年産300本。

TOP

Marche

Le Caniette
レ・カニエッテ
Ripatransone

最南端リパトランソーネの『ロッソ・ピチェーノ』
沿岸部の平野で造られるロッソ・ピチェーノがほとんどだが、レ・カニエッテは唯一認可されている内陸部リパトランソ
ーネに畑を所有し、量では無く質を重視したワイン造りを行っている。
海岸沿いの平野部と違い、山の影響を受ける。山風
が 1 年中吹き下ろすので夏も気温はあまり上がらな
1960 年代「ラファエル・ヴァニョーニ」がこの地で葡
い。マルケでは珍しく雪も降る。
萄も含む農業を開始したのが「レ・カニエッテ」の始ま
『石灰岩盤の影響を受けるロッソ・ピチェーノはリパト
り。その時に購入した建物が「レ・カニエッテ」と呼ば
ランソーネだけ。濃厚さではないミネラルを基調にし
れていた。
た骨格のあるワインに仕上がる』
更に PH が低い土壌なので酸度を確保できるのも「リ
パトランソーネ」の特徴。果実感がありながら、北のワ
インのような硬質感がある。

ロッソ・ピチェーノ唯一の石灰土壌

先代から続く自然農法
畑では「ジョヴァンニ」の祖父の代から 1 度も化学薬
品が使われていない。父親の代からは有機栽培が
実践されている。
『リパトランソーネは田舎の産地。最新の栽培や醸
造は導入されなかった。だから除草剤さえ使わずに
健全な土壌が守られている』
彼等はこの地の自然の豊かさを後世に残していく為
に循環型農業を目指している。
『有機認証 CCPB も取得。有機栽培は勿論だが、自
然環境を残し共存していくことを意識している』
「リパトランソーネ」は痩せた土壌なので収量は自然と
落ちてしまう。平野部に比べて厳しい環境。
その為、葡萄栽培を放棄してしまう農家も多く、荒廃
した古い畑が残されている。
『グルナッシュの一種であるボルド種が植えられた畑
も再生した。樹齢は 150 年。勿論、自根だった。こ
ういう畑がまだ残っている』

■ペコリーノ・ヴェロニカ
砂質が強い畑のカベルネを台木にして「ペコリーノ」を
植樹。香を大切にしたワイン。
『砂地のペコリーノは香が特徴的。収穫後 0 度で 1
日冷やして低温発酵することで、その香をワインにし
1990 年代に入り、息子「ジョヴァンニ」が加入。古い
っかり活かすことができる』
カンティーナを改装。昔のセメントタンクなどは活かし
■ペコリーノ・イオソノガイアノンソノルクレッツィア
ながら理想的な環境を整えていった。
「ペコリーノ」最良のワインと称賛される。変わったワイ
『畑は 3 代に渡って 1 度も薬剤が使われていなかっ
ン名は 2 人の娘の名前が使われている。
たので健康的だった。あとは収量の制限など技術と
次女の名前をつけた「ルクレッツィア」というワインを
セラーの衛生の確保だけだった』
造ったら訪問客が長女の「ガイア」を「ルクレッツィア」
ジョヴァンニは荒廃した古い畑を積極的に購入し、古
と何度も間違えた。
い樹を再生していく。今では 20ha を所有。内 16ha
『その時の彼女の言葉「私はガイアよ!ルクレッツィア
が葡萄畑で残りはオリーヴの樹と森。
じゃないわ!」をワイン名にした』
彼等の畑は広大な「ロッソ・ピチェーノ」エリアの最南
■ロッソ・ピチェーノ・モッレローネ
端。「ロッソ・ピチェーノ」はほとんどが海岸沿いの平地
70%モンテプルチャーノ、30%サンジョヴェーゼ。「パ
で造られるが、彼等は内陸部の丘陵部「リパトランソ
ッジョーレ」区画の葡萄のみ。
ーネ」に位置。海から 12km 離れる山間部。
私はガイア、ルクレッツィアじゃない
『標高は 430m。ロッソ・ピチェーノで最も高い。500 彼等のワインは赤白共に長熟タイプ。この土地の特 『最良の区画。マロラクティックから古樽で行い 24
カ月熟成。1 年瓶内熟成後出荷。果実と土壌からく
万年前の鮮新世に起源を持つ古い土壌で海底の 性を活かしている。
る硬質感がバランスする』
堆積物が凝固した土壌でミネラルが豊富』
商品記号

ワイン

入港予定

Piceno "Rosso Bello"
A3850 Rosso
ロッソ・ピチェーノ・ロッソ・ベッロ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Sg, Mon, C.S

2017

赤

750

参考上代

メモ

在庫

〇

2,400

50％Sangiovese、50％Montepulciano 広大なロッソ・ピチェーノの産地の中で最も南に位置し、最も内陸部になっている為に、海洋性気候の影響を受けない。土壌も石灰比率が高く濃厚な果実ながら引き締まった味わい
になっている。レストランのグラスワインに最適。
Sangiovese
Montepulciano

Piceno "Morellone"
A2021 Rosso
ロッソ・ピチェーノ・モレッローネ

2013

赤

750

〇

3,200

30％Sangiovese、70％Montepulciano 選別された優れた畑のみの葡萄を使用。（ヴィンテージにより異なる）一般的なロッソ・ピチェーノとは全く違い果実ではなく、酸とミネラルに支えられている。若いうちも楽しめるが、熟
成によって本当の姿を見せてくれる。

Marche Rosso "Cinabro"
マルケ・ロッソ・チナブロ

完売

Grenache

赤

750

樹齢150年グルナッシュ

SOLD
OUT

"Lucrezia"
A2018 Passerina
パッセリーナ・ルクレッツィア

Passerina

2017

白

750

2,400 ルクレッツィア（次女）

〇

"Lucrezia"
A3847 Passerina
パッセリーナ・ルクレッツィア

Passerina

2018

白

750

2,400 ルクレッツィア（次女）

〇

100%Passerina ステンレスタンク熟成だが入りきらないので一部樽に入れている。樹齢の高まりと共にワインが安定してきた。パッセリーナ本来のレモンの果皮のような爽やかな苦みと鮮度の良い酸味が全体を引き締める。
非常に使い勝手の良いワイン。

Pecorino "Veronica"
A3848 Offida
オッフィーダ・ペコリーノ・ヴェロニカ

Pecorino

2018

白

750

2,800 ヴェロニカ（奥様）

〇

100%Pecorino ステンレスタンク熟成だが入りきらないので一部樽に入れている。樹齢の高まりと共にワインが安定してきた。ペコリーノ本来のレモンの果皮のような爽やかな苦みと鮮度の良い酸味が全体を引き締める。非常
に使い勝手の良いワイン。

Pecorino "Io sono Gaia non sono Lucrezia"
A3849 Offida
オッフィーダ・ペコリーノ・イオ・ソノ・ガイア・ノン・ソノ・ルクレッツィア

Pecorino

2017

白

750

私はガイアよ、ルクレッツィ

3,800 アじゃないわ

〇

100％Pecorino バリック発酵、バリック熟成。（１２カ月間バリック、６ヶ月ステンレス）ペコリーノの最高峰と言われる。ワイン名のイオ・ソノ・ガイア・ノン・ソノ・ルクレッツィアは”私はガイアよ。ルクレッツィアじゃないわ”という娘の言
葉を、そのままワイン名にしている。

Vino Santo Offida Passerina "Sibilla Libica" HALF
シヴィッラ・リヴィカ・ヴィノ・サント・オッフィーダ・パッセリーナ・ハーフ

完売

Passerina

甘

375

SOLD
OUT

100％Passerina 厳しく選別した特別な葡萄のみを使用。機械を使わずに自然風のみで乾燥させている。カニエッテの他のワインにも共通しているが、甘い果実だけでなく、酸味がしっかり主張する為にワイン自体が複雑味
を帯びており、ひとまわり大きなワインに仕上がっている。

TOP

Abruzzo

Cirelli
チレッリ
Atri

アンフォラ発酵モンテプルチャーノ
ワイン造りの素人が始めた理想のカンティーナ。周囲を森に囲まれた中にオリーヴ、アンズ、イチジク、スペルト小麦、
そして葡萄を栽培。有機栽培の葡萄から２つのラインのモンテプルチャーノをリリース。
素人から始めたワイン醸造
ワイン販売関係の仕事をしていた「フレンチェスコ・チ
レッリ」。徐々にワイン造りの欲求を抑えられなくなり、
1 人で全てできる規模の農園を探し始める。

極端な収量制限なども行わない。
『葡萄は地上の植物で最も生命力が強いと言われ
る。だから土地そのものを表現できる』
彼の目指すワインは日常のワイン。醸造だけでなく、
栽培もできる限り自然の中で行われていく。
『IMC の認可を受けて全ての所有地はビオロジック
が採用されている。それより重要なのは葡萄が他の
植物や動物と共存すること』

トスカーナのアンフォラ
理想のワインを目指すうちに出会ったのが「アンフォ
ラ」。シエナに住むアンフォラ職人と出会い、トスカー
ナの粘土から造られた「アンフォラ」を導入。

「ジョージア」のアンフォラは内側を蜜ロウで固めてあ
る。これによって薄くても割れにくいが、蜜ロウは徐々
に溶けだしてワインに独特の風味を与える。
『フリウリで使われるジョージア産のアンフォラは蜜ロ
ウが使われているので繊細な品種だと蜜ロウの風味
で品種個性が消えてしまう』
長いマセラシオンやタンニン、香味の強い品種であ
れば蜜ロウの風味も気にならないが、彼の目指すワイ
ンは綺麗さが必要。蜜ロウは合わない。
『厚いテラコッタのアンフォラは蜜ロウで固める必要
がなく、純粋。何の香もワインに与えない』
アンフォラでの熟成期間は今のところ 9 ヶ月。今後、
樹齢が上がり、葡萄自体のポテンシャルが高まれば、
もう少し長い熟成をしたい。

毎日のワイン
最終的に自分の地元でもあるアブルッツォのアトリの
山奥の土地を購入。森林を伐採し、開墾。葡萄の植
樹から始めることとなる。
『自然の一部としての農業をやりたかった。葡萄を造
る為には森、オリーヴ、他の野菜。そして動物が必
要。それが実現できる場所を見つけた』
「フランチェスコ」は葡萄畑以外にオリーヴの樹とアン
ズの樹、イチジクを栽培。更にスペルト小麦、にんにく
も栽培している。
そして敷地内にはガチョウを放し飼いにしていて、彼
等の糞が自然と肥料になっていく。
『肥料は使わない。近所の家畜やガチョウの糞。落ち
たオリーヴやイチジク、そして自然と生える下草が時
間をかけて腐り土に帰っていくだけ』
優れた葡萄を栽培したいのではなく、土地そのものを
表現する葡萄を収穫することを目的としているので
商品記号

ワイン

彼等は 2 つのラインを造っている。1 つはステンレスタ
ンクとセメントタンクで低温発酵させ、そのまま熟成さ
せたライン。
『トレビアーノは 1 晩だけマセラシオン。直線的な味
わいのステンレス熟成と丸みが出るセメント熟成を
ブレンドすることでバランスをとる』
もう 1 つのラインがアンフォラ発酵・熟成。最良の区
画の葡萄だけを使い、20 日間以上のマセラシオン。
『イタリアの土の中から葡萄樹が育ち、葡萄ができる。温度管理も行わず、自然酵母だけで発酵。
その葡萄をイタリアの土の容器の中でワインに変え 『ワイン造りの理想を追求しているのがアンフォラで
ていく。葡萄は土の中でワインに変わる』
造っているワイン。一方で毎日の生活の中に高品質
葡萄が鉄や木材など馴染みの無いものに触れること のワインを提供することも重要』
なくワインに変わるのが最もストレスのない環境。それ ワイン造りの素人が始めた理想のワイン造り。アンフォ
を実現できるのが唯一アンフォラだった。
ラでの熟成もアルミ製の蓋にゴムパッキンを付けて酸
『アンフォラの内側は蜜ロウを塗っていない。蜜ロウ 化を防ぐなど合理的で無理がない。
は少しずつワインに溶け出し味わいを変えてしまう
から繊細さを消してしまう』
入港予定

d'Abruzzo
A2813 Trebbiano
トレビアーノ・ダブルッツォ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Trebbiano

2017

白

750

参考上代

2,600

メモ

在庫

〇

収穫後、徐梗し、空気圧で優しくプレス。24時間8度以下でコールド・マセラシオンした後に野性酵母のみでステンレスタンク内で発酵。発酵期間は2週間程度。粗い澱を取り除き、少量の澱と共に8ヶ月間ステンレスタンクで
シュール・リー熟成。粗いフィルターにかけてボトリング。

d'Abruzzo "Anfora"
A2450 Trebbiano
トレビアーノ・ダブルッツォ・アンフォラ

Trebbiano

2017

白

750

4,000

〇

自社畑の良い区画の葡萄のみ。収穫後、徐梗し、手で葡萄を破砕しながらアンフォラに投入。野性酵母発酵開始。マセラシオンはヴィンテージによるが24～48時間でプレス。搾った果汁も加えて発酵を継続。移し替えをし
ないで9ヶ月間アンフォラで熟成。上澄みだけをボトリング。ノン・フィルター。醸造中は酸化防止剤無添加。ボトリング時に極小量添加する。

Cerasuolo d'Abruzzo
チェラスオーロ・ダブルッツォ

完売

ロゼ

Montepulciano

SOLD
OUT

750

収穫後、徐梗し、空気圧で優しくプレス。24時間マセラシオンした後に野性酵母のみでステンレスタンク内で発酵。発酵期間は2週間程度。粗い澱を取り除き、少量の澱と共に8ヶ月間ステンレスタンクでシュール・リー熟成。
粗いフィルターにかけてボトリング。白ワインに近いタイプのロゼ。

Cerasuolo d'Abruzzo "Anfora"
チェラスオーロ・ダブルッツォ・アンフォラ

d'Abruzzo "Anfora"
A2449 Cerasuolo
チェラスオーロ・ダブルッツォ・アンフォラ

完売

Montepulciano
Montepulciano

2017

ロゼ

750

ロゼ

750

SOLD
OUT

4,000

〇

自社畑の良い区画の葡萄のみ。収穫後、徐梗し、手で葡萄を破砕しながらアンフォラに投入。野性酵母発酵開始。マセラシオンはヴィンテージによるが12～24時間でプレス。搾った果汁も加えて発酵を継続。移し替えをし
ないで9ヶ月間アンフォラで熟成。上澄みだけをボトリング。ノン・フィルター。醸造中は酸化防止剤無添加。ボトリング時に極小量添加する。

d'Abruzzo
A2811 Montepulciano
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ

Montepulciano

2017

赤

750

2,600

〇

収穫後、徐梗し、空気圧で優しくプレス。24時間コールド・マセラシオンした後に野性酵母のみでステンレスタンク内で発酵。発酵期間は2週間程度。粗い澱を取り除き、少量の澱と共に8ヶ月間ステンレスタンクでシュール・
リー熟成。粗いフィルターにかけてボトリング。フレッシュさを重視している。

d'Abruzzo "Anfora"
A0160 Montepulciano
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ・アンフォラ

Montepulciano

2016

赤

750

3,800

LIMITED

d'Abruzzo "Anfora"
A2448 Montepulciano
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ・アンフォラ

Montepulciano

2017

赤

750

4,000

〇

自社畑の良い区画の葡萄のみ。収穫後、徐梗し、手で葡萄を破砕しながらアンフォラに投入。野性酵母発酵開始。マセラシオンはヴィンテージによるが10日間程度でプレス。搾った果汁も加えて発酵を継続。移し替えをしな
いで9ヶ月間アンフォラで熟成。上澄みだけをボトリング。ノン・フィルター。醸造中は酸化防止剤無添加。ボトリング時に極小量添加する。

TOP

Campania

Cantina del Taburno
カンティーナ・デル・タブルノ
Foglianise

ファランギーナの最適地『タブルノ』
タブルノ最高峰の樹齢１５０年のアリアニコから造られるブエ・アピスを造る協同組合。コス・デストゥルネル等の醸造
責任者としても活躍したルイジ・モイオが今もコンサルタントの品質重視の組合。
1998 年から参加している。現在では自分のカンティ 「ピエディロッソ」「フィアーノ」「グレーコ」「コーダ・ディ・
ーナ「クイントデチモ」と兼業している。
ヴォルペ」は今では地品種と言われているが元々は
1901 年に設立された「ベネヴェント」地区の農業組
『カンパーニャワインの父とも評され、仏、コス・デスト 「ギリシャ」に起源を持つ。
合がこの地域の農業の要としてワイン造りに着目した
ゥルネルの醸造も担当していた世界的な醸造家。彼 樹齢１５０年のアリアニコ
のが「カンティーナ・デル・タブルノ」の始まり。
の出世作がブエ・アピスだった』
『1972 年にフォリアニスにカンティーナを設立。品質
彼等は「ベネヴェント」の歴史的に重要な畑も所有し
向上の為の研究所も同時に開設された。そこに雇 明快でフレッシュなタブルノ
ていて、種の保存を行っている。
われたのがルイジ・モイオだった』
彼等は「イルピニア」の土着品種を大切にしている。 ■アリアニコ・ブエ・アピス
小規模の生産者協同組合としてワイン造りを始めた 土着の品種を復興させることが彼等の役割でもある。『ラジエッラ仕立の樹齢 150 年のアリアニコも残って
が、「ルイジ・モイオ」教授が加入したことで品質が一
いる。幹は直径 30cm を超える太さで枝先は 5m 以
気に向上。人気の組合となった。
上も伸びている』
『今では 330 人の葡萄栽培農家が加盟し、450ha も
イタリア最古の葡萄樹とも言われる畑で昔は葡萄樹
の広大な畑を管理している。栽培方法や収穫のタイ
の間で野菜栽培をしていたので樹は 3m 間隔で植え
ミング等全て組合が管理する』
られているという特殊な畑。
330 人の小規模農家の畑は平均で 1.5ha 程度。葡
『樹齢 150 年の樹からはアリアニコ・ブエ・アピスが
萄栽培だけでは生活できない兼業農家。
造られる。重心の低いどっしりとしたワイン。タウラジ
『葡萄畑の管理は組合の栽培担当のフィリッポと農
とは全く違う形のワイン』
業学者のアルフォンソの指示で組合が全て行ってい
樹齢 150 年なので勿論、フィロキセラに侵されていな
る。通常の組合とは違う形式』
い葡萄。自根のアリアニコは非常に貴重。
現在、25 名の栽培担当者を配備していて各畑を毎
■ファランギーナ・デル・サンニオ
日管理している。化学的なものを極力排除、密植や
標高 200～600ｍの間にある 50ha の畑の葡萄を全
グリーンハーヴェスト、厳しい選果による収量制限も 『重要な黒葡萄はアリアニコ。この地区はアリアニ てアッサンブラージュして造られる。また、伝統的な
コ・トレックゾが主。バジリカータのヴルトゥーレと同じ 棚仕立やグイヨ仕立など仕立も色々。
導入された。
『2012 年より 450ha 全ての畑で EU のビオロジコの クローンでカンパーニャではここにしか無い』
『色々な標高の畑や色々な仕立の葡萄。そして色々
同じアリアニコでもタウラジのアリアニコとは全く違う個 なクローンが混じることでワインに深みが出る』
基準を満たした。イタリア最大規模だ』
最も重要なのが醸造担当の「ルイジ・モイオ」。「アン 性を持つ。軽やかで華やかな雰囲気。
トニオ・カッジャーノ」や「サン・グレゴリオ」を人気生産 『白葡萄はファランギーナがベネヴェントの本来の土
着品種。この地域のボネアが原産の品種』
者に引き上げたのも彼の功績。

ルイジ・モイオ

商品記号

ワイン

入港予定

del Sannio
A3551 Falanghina
ファランギーナ・デル・サンニオ

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Falanghina

2018

白

750

参考上代

メモ

在庫

〇

2,500

タブルノ・エリアの色々な畑のアッサンブラージュ。標高は200mの平野部から600mの急斜面まで。樹齢も色々で仕立も昔ながらのテンドーネとグイヨ。色々な個性をアッサンブラージュすることでタブルノらしさが表現される。ス
テンレスタンクで15度から発酵開始。熟成もステンレスタンクで12ヶ月。

di Volpe "Amineo"
695S3 Coda
コーダ・ディ・ヴォルペ・アミネオ

Coda di Volpe

2015

白

750

〇

2,800

タブルノ・エリアの色々な畑のアッサンブラージュ。標高は200mの平野部から600mの急斜面まで。樹齢も色々で仕立も昔ながらのテンドーネとグイヨ。色々な個性をアッサンブラージュすることでタブルノらしさが表現される。ス
テンレスタンクで15度から発酵開始。熟成もステンレスタンクで12ヶ月。

Greco "Beneventano"
グレーコ・ベネヴェンターノ

完売

"Beneventano"
A3552 Greco
グレーコ・ベネヴェンターノ

Greco
Greco

2018

白

750

白

750

SOLD
OUT

〇

2,800

タブルノ・エリアの色々な畑のアッサンブラージュ。標高は200mの平野部から600mの急斜面まで。樹齢も色々で仕立はグイヨのみ。色々な個性をアッサンブラージュすることでタブルノらしさが表現される。ステンレスタンクで
15度から発酵開始。熟成もステンレスタンクで12ヶ月。

"Beneventano"
A3553 Fiano
フィアーノ・ベネヴェンターノ

Fiano

2018

白

750

〇

2,800

タブルノ・エリアの色々な畑のアッサンブラージュ。標高は200mの平野部から600mの急斜面まで。樹齢も色々で仕立はグイヨのみ。色々な個性をアッサンブラージュすることでタブルノらしさが表現される。ステンレスタンクで
15度から発酵開始。熟成もステンレスタンクで12ヶ月。
Aglianico
Sg, Me

del Taburno "Fidelis"
A1647 Aglianico
アリアニコ・デル・タブルノ・フィデリス

2015

赤

750

〇

2,500

標高250～650mの色々な畑のアッサンブラージュ。土壌は粘土と石灰を含むマール土壌。樹齢も色々で仕立も昔ながらのテンドーネとグイヨ。収穫は10月中旬に手作業で行われる。発酵はステンレスタンクで行い、マロラク
ティックから大樽と2～3年始用したバリックで12ヶ月熟成。

del Taburno "Bue Apis"
A3555 Aglianico
アリアニコ・デル・タブルノ・ブエ・アピス

Aglianico

2015

赤

750

13,800 樹齢250年/自根

〇

カンパーニャにとって特別なワイン。２００年の歴史を持つ畑のフィロキセラに侵されていない自根のアリアニコのみを使用している。４０日間のマセラシオン。１８ヶ月間バリック及び栗の木樽で熟成させる。圧倒的な凝縮度を
誇る。濃厚な果実の奥に酸とミネラルに支えられた芯がある。

Falanghina Passito "Ruscolo" 500ｍｌ
ファランギーナ・パッシート・ルスコロ

完売

Falanghina

甘

500

ファランギーナの陰干し

SOLD
OUT

タブルノ・エリアの標高400～450m、南東向きの斜面にある畑の葡萄を使用する。生育が遅いので10月中旬に酸を残した状態で熟した葡萄を収穫できる。冬の間、ネットの上で乾燥させて、翌春に選果をしてからダイレクトプ
レス。ステンレスタンクで発酵後、バリックに入れて24ヶ月間熟成。

Falanghina "Folius" Spmante
ファランギーナ・フォリウスス・プマンテ

完売

Falanghina

泡白

750

SOLD
OUT

タブルノ・エリアの標高450～650mの高地で栽培されているファランギーナを使用。酸度を残して、通常のスティルのファランギーナよりも早く、9月前半に収穫。ダイレクトプレス後、15度から19度程度の低温で発酵させてフ
レッシュな香を残している。その後、アウトクラーヴェで2次発酵を行い、ボトリング。シャルマ方式。

TOP

Campania

Benito Ferrara
ベニート・フェラーラ
San Paolo di Tufo

『元硫黄採掘場』の畑は強烈なミネラル
グレコ・ディ・トゥーフォの中で最も標高が高く、硫黄、マンガンなどのミネラルが強い土壌を持つ地域がサン・パオロ・デ
ィ・トゥーフォ。他の地域ではない硬質でまっすぐな味わい。
要ない。蜂蜜、海藻、ヴィネガーで対応する』

元硫黄採掘場の畑
1970 年代まで天然硫黄の採掘で賑わっていた「サ
ン・パオロ・ディ・トゥーフォ」の町。
この町で 4 世代に渡って農業を行ってきたのが「ベニ
ート・フェラーラ」。1970 年代後半、現当主「ガブリエ
ラ・フェラーラ」の父によって葡萄が植樹され、ワイン
造りが本格的に始まった。

下草が生える森のような自然な畑。近年、この地域
は注目されていて「マストロベラルディーノ」社等の大
手によって買い進められている。
大手の進出によって自然な葡萄畑は減っていく。効
率的な農業は畑の緑を奪ってしまう。
現在は「ガブリエラ」と夫「セルジオ」が栽培から醸造 『除草剤を使えばワインは表現力を失う。生命力が
まで全てを担当している。
弱いのだから。茶色く枯れた草の畑は美しくないし、
『1991 年が初ヴィンテージ。友人サルヴァトーレ・モ 生命力がなく、寂しくさせる』
レッティエリが栽培から販売まで助けしてくれた』
単一畑ヴィーニャ・チコーニャ
初ヴィンテージを「エノテカ・ピンキオーリ」が買い占め
畑では一切の化学薬品を排除し、撒くのは極少量の
たことで話題となり、一気に有名になった。
銅と天然の硫黄のみ。
彼等の畑がある「サン・パオロ・ディ・トゥーフォ」はグレ
『雑草や刈った葉や枝はそのまま土壌に返す。有機
コの生産地域の中で最も標高が高い 500m。
栽培をベースとした循環型農業を実践している。蜂
『表土は白く石灰が豊富な粘土質。土壌は硫黄含
も育てていて畑には猪も住んでいる』
有量が多く畑にも天然の硫黄が出てくる』
畑は森に隣接していて自然が残っている。訪問した
硫黄採掘場は現在閉鎖されているが天然の硫黄は
日は畑にスギナを煮出した液とヴィネガーを撒き、ベ
未だに地中に多く含まれ、葡萄は強烈なミネラル感
ト病の予防をしていた。
を得ている。
『収穫時期も蜂が教えてくれる。分析はしない。完熟
「サン・パオロ・ディ・トゥーフォ」の丘は周囲を更に高
した葡萄は独特の香を出す。その香は蜂を引きつけ
い山に囲まれていて 1 年中風が吹き下ろすので葡萄
る。これで葡萄が完熟したか解る』
は乾燥する。葡萄は常に健康を保つ。
仕立はグイヨ。伝統的な棚仕立は仕立が高いので地
『湿気によってカビが発生し病気が出る。風で乾燥
熱が葡萄に伝わらず熟すのが遅くなる。標高が高い
すると病気は激減する。よって畑ではボルドー液も必
商品記号

ワイン

入港予定

Campania "Due Chicchi"
A3737 Greco
グレーコ・カンパーニャ "ドゥエ・キッキ"

ので低く仕立て、地熱で葡萄を完熟させる。
グイヨの欠点は下草が多いと湿気が溜まりカビが発
生することだが、自然風が強く、乾燥を促すのでカビ
の問題は無い。
『高地なので熟すのに時間が必要。例年収穫が始ま
るのは 10 月中旬。グレコの産地で最も遅い』
■グレコ・ディ・トゥーフォ・ヴィーニャ・チコーニャ
最も重要なワイン「グレコ・ディ・トゥーフォ・ヴィーニ
ャ・チコーニャ」は平均樹齢 50 年を超える畑。
表土はグレーがかった粘土。地中はトゥーフォ主体で
硫黄含有量が極端に高い。よってベースのグレコより
も硬くミネラル分に富む。
■グレコ・ディ・トゥーフォ
ベースのグレコは 5 ヶ所の畑のブレンドで平均樹齢は
30 年程と若い。
栽培、醸造に関しては全く同じ。違いは畑のみ。収穫
は 20kg ずつ手摘みされ、除梗。5 度で 15 時間コー
ルドマセラシオン。優しくプレスし、20 度以下で 1 ヶ月
間発酵が続けられる。

グレコとコーダ・ディ・ヴォルペ
■グレコ・ドゥエ・キッキ
「サン・パオロ・ディ・トゥーフォ」の硫黄質はワインにミ
ネラルを与えるので非常に硬質に仕上がる。
ガストロノミーでは重宝されるが、彼等の普段の食事
には相性が良くない。
『この地域のグレコは硬過ぎるのでフルーティーなコ
ーダ・ディ・ヴォルペをブレンドするのが伝統』
ドゥエ・キッキは 2 つの粒を意味する。コーダ・ディ・ヴ
ォルペをブレンドした地元消費用ワイン。
『コーダ・ディ・ヴォルペは酸度が低く、糖度が高い。
ボリューム感とフレッシュ感ををワインに与えてくれる
ので、昔はグレコより重宝された』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Greco
Coda di Volpe

[2018]

白

750

参考上代

メモ

2,500 地元用ブレンド

在庫

〇

85％グレコ、15％コーダ・ディ・ヴォルペという伝統的アッサンブラージュ。この地方のグレコはミネラル、酸が共に強く、毎日の食事には強すぎるのでフルーティーなコーダ・ディ・ヴォルペを加えている。発酵はステンレスタンク
で品種毎に行い、アッサンブラージュ。熟成もステンレスタンクで6ヶ月。熟成力は無いが、早くから楽しめるキュヴェで、毎年安定している。

di Tufo "Terra d'Uva"
A4408 Greco
グレーコ・ディ・トゥフォ・テッラ・ディ・ウヴァ

4月

100%
Greco

2018

白

750

3,400 J.Sackling:94p

LIMITED

1940、1950,1960、2000年に植樹した4.6haの畑の葡萄を中心に造られる。東向き斜面で標高は500mを超える冷涼な区画。ステンレスタンクで温度管理をしながら低温で発酵。揮発的な香を失わないようにしている。発酵
終了後、移し替えを行い、ステンレスタンクで7ヶ月、ボトルで3ヶ月熟成させる。

di Tufo "Vigna Cicogna"
A2098 Greco
グレーコ・ディ・トゥーフォ・ヴィーニャ・チコーニャ

100%
Greco

2017

白

750

4,200

LIMITED

di Tufo "Vigna Cicogna"
A4409 Greco
グレーコ・ディ・トゥーフォ・ヴィーニャ・チコーニャ

100%
Greco

2018

白

750

4,200

LIMITED

4月

樹齢70年を超えるグレコが多く残る単一畑チコーニャ。1.5ha、標高は500m。南東を向く理想的な畑だが、非常に痩せていてミネラル豊富で水はけも優れているので、葡萄は果実よりもミネラルを反映する。ステンレスタンク
で温度管理をしながら低温で発酵。揮発的な香を失わないようにしている。発酵終了後、移し替えを行い、ステンレスタンクで7ヶ月、ボトルで3ヶ月熟成させる。

Campania "Passo del Lupo"
A2095 Aglianico
アリアニコ・カンパーニャ・パッソ・デル・ルポ
Campania "Passo del Lupo"
A4482 Aglianico
アリアニコ・カンパーニャ・パッソ・デル・ルポ

4月

Aglianico

2016

赤

750

Aglianico

2017

赤

750

2,500

〇
〇

100％アリアニコ。収穫後、全て除梗し、大型のステンレスタンクに投入。ドライアイスで低温に保ち、発酵前に1日置く。マセラシオンは1週間程度と短くしており軽めの抽出。1日1回のパンピングオーバー。発酵終了後は何度
か移し変えを行い、7ヶ月ステンレスタンクのみで熟成する。

Irpinia Aglianico "Vigna Quattro Confini"
イルピニア・アリアニコ・ヴィーニャ・クァットロ・コンフィニ

完売

Aglianico

赤

750

SOLD
OUT

Aglianico 100% Montemilettoに位置する畑から造られる。非常に硬く強い酸が支配的。6日間果皮浸透。発酵はステンレスタンク。熟成は７０％がステンレスタンク。３０％がバリック（一部新樽）で9ヶ月間。3ヶ月間ボトル内
で落ち着かせてから出荷。

TOP

Campania

Pietracupa
ピエトラクーパ
Montefredane

『フィアーノ』『グレコ』の最高峰
古いフィアーノのクローンをマッサルセレクションで残している。収量は少ないが圧倒的な骨格を得る。収穫は酸度を
意識して完熟の 1 歩手前。塩味が強く感じられる個性的なワイン。
より手間がかかるが収量は多い』
雹害のリスクが無くなる 7 月初旬まで摘芯を行わず、
1993 年、「ピエトラクーパ」はアヴェリーノに近い無名 「ピエトラクーパ」を有名にしたのが「フィアーノ」。彼等
上部に葉を残す。
の地「モンテフレッダネ」に設立された。
は名前もない古いクローンをマッサルセレクションで
落ち着きがなく、動き回る「サビーノ・ロッフレード」が
残している。
当主。スポーツインストラクターを辞め、愛するワイン 『普通のフィアーノより樹勢が弱く 1 つの樹に 4 房程
で地元の復興を目指すことを決めた。
度しか実が着かない。房も小さく結実不良が多い。
『目的はモンテフレッダネの復興だった。火山岩が風 更に粒も小さく果皮が厚い』
化した土壌はミネラルの表現に最適。標高の高さが
ワインに厳しさを与えてくれると思った』
父「ペッピーノ」が 1970 年に購入した家の一部を改
装してワイン造りが始まった。1 年目から彼等のワイン
は各誌で最高評価を獲得する。

ピュアでまっすぐなワイン

古代クローンのフィアーノ

下部は風通しを良くする為に葉も落とし、下草も刈り
込む。仕立はグイヨだが 2m 以上の高さになる独特
の畑になっている。
『グレコは一般的には厳し過ぎる味わいかもしれな
い。だが塩味を楽しむには最高の品種。バランスを
火山岩土壌に相性が良い。通常の「フィアーノ」の半 とる気はない。土地そのままの味』
分程度しか実を着けないし、結実不良が多いので収 次の挑戦はアリアニコ
量は非常に少ないが酸の質が高い。
重要なのは酸度。糖度ではない。果皮に緑が残る、
『葡萄は養分を蓄えて成熟する。水分が少なく凝縮 完熟 1 歩手前で収穫しなくては熟成した後の個性を
し過ぎるので、熱い 2015 年は雨が降るまで収穫を 感じることはできない。
当時では珍しい、質を追求する小規模カンティーナ
待ったほどだった』
『最近では 2 つ目の房や未熟果も一緒に収穫して
の成功例として注目を集め、彼等の成功でイルピニ
果皮の厚いこの古代種は果皮に多くの成分を持って 発酵させている。過度に均一であるよりも不揃いで
ア自体も人気が高まっていった。
いて非常に熟成力が高い。
あることが複雑味を作る』
『当時のイルピニアは南イタリアの重厚なワインとい
若い内は蜂蜜のニュアンスやアロマティックさもある カンティーナはシンプル。収穫した葡萄は自宅 1 階
うイメージだった。だが本当の個性は過度な抽出で
ので親しみやすさがある。よって早目に飲まれてしま 部分、半地下のステンレスタンクに重力で落とし、18
はなく、ピュアな果汁の中にあった』
うのが残念。10 年以上熟成する。
度程度の低温から発酵。
当時の常識だった過熟気味の葡萄ではなく、酸を残
『モンテフレッダネ産の熟成したフィアーノはシュナ
そのままステンレスタンクで熟成。マロラクティック発
したフレッシュな葡萄を使って今までのイルピニアの
ン・ブランやリースリングのような高貴さを感じさせる。酵は自然に任せている。一部は起こり、一部は起こら
イメージを一新していく。
イタリア最高の地品種の 1 つ』
ない。
火山岩の硬さ、昼夜の温度差による引き締まった味
もう 1 つの重要な品種が「グレコ」。ヴェルディッキオ 『2008 年、トッレ・レ・ノチェッレ村のアリアニコの畑
わいを前面に出す為にステンレスタンクのみで低温
に近いこの品種は房が大きく、葡萄がコンパクトに集 を取得。タウラジへの挑戦を始めた。白ワイン同様
で仕上げる醸造も珍しかった。
中してしまう。
に垂直性のある味わいを目指す』
『自分の好きなワインを造る。だらしない味は嫌い。
『粒と粒が密着するので風が通らないし、果皮が薄
造り込んだ味は嫌い。素直でまっすぐ伸びる味わい
い。よってカビや病気に弱く、雹にも弱い。フィアーノ
がこの土地の個性』
商品記号

A4142 Greco
グレ-コ

ワイン

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

5月

Greco

2018

白

750

参考上代

メモ

在庫

3,900

グイヨ仕立だが高さは2m以上になるピエトラクーパ独自の仕立。暑い地方なので葉を多く残し、葉の影で、ゆっくり葡萄を生育させることで酸度が高く、複雑味があり、低収量のグレコを目指している。酸度を遺した状態で収
穫。18度の定温で発酵開始。少しずつ温度を上げていき香と力強さを両立させる。樽には一切入れない。

A4141 Fiano
フィアノ

新入港

Fiano

2018

白

750

3,900

〇

今ではほとんど残っていない原酒に近い古代種のフィアーノを1/3使用。結実不良が多く、房には葡萄がまばらなので風通しが良く、病気に強いが収量が極端に低い。グレコ以上にミネラルを持ち、長期熟成にも向く。ステンレ
スタンクで低温で発酵。そのまま18ヶ月以上、澱と共に熟成。

A4143 Aglianico
アリアニコ

新入港

Aglianico

2015

赤

750

3,900

〇

粘土質、石灰質で南東向きの畑。標高は350-400m。ステンレスタンクとセメントタンクで約1ヶ月かけてゆっくりと発酵。マセラシオンは1ヶ月以上。マロラクティック発酵あり。大樽で18ヶ月以上シュールリー。3ヶ月以上の瓶内
熟成。

A4144 Taurasi
タウラジ

新入港

Aglianico

2014

赤

750

6,900

〇

粘土質、石灰質で南東向きの畑。標高は350-400m。ステンレスタンクとセメントタンクで約1ヶ月かけてゆっくりと発酵。マセラシオンは1ヶ月以上。マロラクティック発酵あり。大樽で30ヶ月以上シュールリー。最低12ヶ月以上
の瓶内熟成。

TOP

Campania

I Cacciagalli
イ・カッチャガッリ
Caserta

『分厚いアンフォラ』で酸化させない自然発酵
火山岩土壌のアルカリ性を好む土着品種の本来の個性を活かす為に「厚さ８cm」のアンフォラ発酵・熟成に辿り着い
た。酸化のニュアンスを全く感じさせない健全なアンフォラ・ワイン。
所有地は 35ha。その内 9ha が葡萄畑。その全てで
ビオディナミを導入している。葡萄以外の野菜、葡萄
ナポリの北、40km に位置する死火山「ロッカモンフィ
栽培でも化学薬品を排除している。
ーナ」の麓で代々、野菜造りと葡萄栽培を続けてき
『醸造所は 500 年前のもの。温度管理も清澄もフィ
た「ディアーナ・イアンナコーネ」。
ルターも行わないので最低限の設備で十分。移し変
葡萄、黒キャベツ、人参、豆類、栗、ヘーゼルナッツ
えも人力で行う』
等を栽培しているが夫と共に 2010 年からボトリングを
発酵は 100％野生酵母。スターターも使わない。発
開始。これが「イ・カッチャガッリ」の始まり。
酵容器はステンレスタンクとアンフォラ。若い区画の
『鶏を捕まえるという意味の「イ・カッチャガッリ」とい
生命力の弱い葡萄はステンレス。樹齢の高い葡萄は
うカンティーナ名はこの土地の古い名称から取った
アンフォラで発酵・熟成させている。
もので鶏は飼育していない』
野菜や栗、ヘーゼルナッツは自身が経営するレスト
ランで使用したり、周辺のレストランに販売していて、
こちらが彼等の本業。
『自分達の土地で作った野菜や獲れた食材でトラッ
トリアをやりたかった。ワインも自分達の店で出す為
に造り始めただけ』

２０１０年ボトリング開始

アルカリ性の火山岩土壌
1,000 年以上前には噴火を繰り返していた火山「ロッ
カモンフィーナ」。現在は死火山だが、周辺の土壌は
火山岩の影響を強く受けている。
『火山由来のミネラルを多く含む黒い粘土と鉄色の
粘土層が折り重なっている。アリアニコやフィアーノ
この地域は土壌が痩せているので収量は上がらない などミネラルを活かす品種が合う』
が品質の高い農作物が収穫されることで知られ、古 この特徴的な土壌を活かす為に導入したのがビオデ
代より「幸せの土地」と称されてきた。
ィナミ。化学薬品を使わず、鉱物と草木、牛糞のみ
しかし、近年では生産効率の悪さから、多くの葡萄畑 で土壌のバランスを維持することが重要。
はヘーゼルナッツに植え替えが進んでいる。
『土壌の質を変える必要はない。元々の個性を最大
『土地の個性を理解し、葡萄も含めた農作物の質を 化する手段がビオディナミ。土地の個性を維持する
向上させる為に農学者の資格を取得。土壌の活性 ことでしか土地のワインはできない』
化に取り組み始めた』
火山岩特有で鉄分、マグネシウムを多く含んでいる
そのタイミングでワイン好きでソムリエとして働いてい 土壌。ビオディナミによってカリウム含有量が高まり、
た「マリオ」と結婚。2 人だけで、より自然で土地の個 よりミネラリーなワインに仕上がるようになった。
性を活かしたワイン造りを開始する。
『最も重要なのは土壌がアルカリ性だということ。こ
商品記号

ワイン

入港予定

れによって伝統品種は活き活きとした酸度を得るこ
とができる』

酸化しないからアンフォラ
2012 年、より土地の個性を明確にする為、アンフォ
ラでの発酵・熟成を開始。スペイン産とトスカーナ産
のアンフォラ 2 種類を使用している。
『年産 2,000 ケースの小規模生産なのでアンフォラ
での醸造が可能。ピュアさを追求したらアンフォラに
行き着いた』
彼等の求めているのは「ピュアなワイン」。過度な酸
素供給による褐色化やフレッシュさを失う醸造を良し
としない。
あくまでも火山岩土壌で育つ伝統品種本来の個性
を目指しているのであって醸造者の個性を味わうワイ
ンではないというのが彼等の考え方。
『過度な酸素供給は品種個性を殺すので厚さ 8cm
以上のアンフォラを使用。毎日のクリンリネスで清潔
を保ちバクテリアを抑えている』
彼等のアンフォラは「フォラドーリ」と同じスペイン産。
グルジア産は目が粗く、薄いので内側に蜜蝋を塗っ
て焼き固めなくてはならない。
『グルジア産は蜜蝋がワインに溶け出すので長期果
皮浸漬等で蜜蝋以上の個性をだしている。自分達
のやりたいこととは違う』
彼等のアンフォラは目が詰まっていて厚い。酸素供
給量が少なく、蜜蝋も使っていないのでワインに与え
る要素は何もない。
伝統品種の個性をより際立たせる為に木の要素や
ステンレスの嫌気的な影響も与えない容器を探し、
辿り着いたのがアンフォラだったのだ。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

"Aorivola"
A0523 Falanghina
ファランギーナ・アオリヴォラ

Falanghina

2016

白

750

参考上代

3,000 ステンレス

メモ

在庫

〇

"Aorivola"
A2855 Falanghina
ファランギーナ・アオリヴォラ

Falanghina

2017

白

750

3,400 ステンレス

〇

9月後半に収穫したファランギーナ100％。極軽くプレスしてステンレスタンクで自然酵母のみで発酵。12時間だけマセラシオン。樽には入れずにステンレスだけで仕上げる。

Fiano "Zagreo"
A1555 Anfora
アンフォラ・フィアーノ・ザグレオ

Falanghina

2016

白

750

4,600 アンフォラ

LIMITED

Fiano "Zagreo"
A2854 Anfora
アンフォラ・フィアーノ・ザグレオ

Falanghina

2017

白

750

4,900 アンフォラ

LIMITED

2017

赤

750

3,200 ステンレス

〇

750

4,600 アンフォラ

〇

100％フィアーノ。ぎりぎりまで完熟を待って収穫。アンフォラで発酵・熟成。長期マセラシオンで果皮から強固なタンニンを得ている。

"Mille"
A2851 Rosso
ロッソ・ミッレ

Piedirosso
Aglianico

75％ピエディロッソ、25％アリアニコ。手摘み収穫後、ステンレスタンクで野生酵母のみで発酵。2回移し替えを行うだけでノン・フィルターでボトリング。

Piedirosso "Lucno"
69CA4 Anfora
アンフォラ・ピエディロッソ・ルクノ

Piedirosso

2015

赤

火山岩土壌と相性の良いピエディロッソ100％。収穫は10月の初旬。発酵・熟成はアンフォラのみ。熟成期間は12～14ヶ月。最もミネラル感を感じられるキュヴェ。

Aglianico "Phos"
69CA5 Anfora
アンフォラ・アリアニコ・ポス

Aglianico

2015

赤

750

4,600 アンフォラ

〇

Aglianico "Phos"
A2852 Anfora
アンフォラ・アリアニコ・ポス

Aglianico

2017

赤

750

4,900 アンフォラ

〇

100％アリアニコ。標高200mで火山岩土壌。10月初旬に収穫。アンフォラで発酵・熟成。アリアニコの個性を隠さずに全て表現したキュヴェ。

Rosso "Sphaeranera"
69CA6 Anfora
アンフォラ・ロッソ・スファエラネラ

Pallagrello
Nero

2015

赤

750

4,600 アンフォラ

LIMITED

Rosso "Sphaeranera"
A1554 Anfora
アンフォラ・ロッソ・スファエラネラ

Pallagrello
Nero

2016

赤

750

4,600 アンフォラ

〇

Rosso "Sphaeranera"
A2853 Anfora
アンフォラ・ロッソ・スファエラネラ

Pallagrello
Nero

2017

赤

750

4,900 アンフォラ

〇

100％パラグレッロ・ネロ。この地域の伝統品種で、植え替えが進み、今や珍しい品種。アンフォラで発酵・熟成。長期マセラシオンで骨格を得ている。

TOP

Campania

Perillo
ペリッロ
Castelfranci

標高６８０m カステルフランチ村の『タウラジ』
１１月以降に収穫される世界で最も遅い収穫地、カステル・フランチ村。酸度と凝縮度、種子まで完熟した味わい。
タウラジ村よりも１５０m も標高が高いので全く違う味わい。
年間を通して山風が吹く。グイヨ仕立では耐えられな
いので、この地の伝統的仕立「ラジエッラ」仕立が採
開花から収穫されるまでの期間が世界で最も長い産
用されている。
地と言われるのが「カステルフランチ」村。標高は
『ラジエッラ仕立は収量が多くなるのが欠点。しかし
680m。この地で葡萄栽培農家として生計を立てて
収量の少ない 90 年以上の古樹が主体なので自然
きた「ペリッロ」家。
と収量は制限される』
彼等の畑の樹齢は平均 90 年。100 年を超える葡萄
も多く、そのほとんどは「プレ・フィロキセラ」。

世界で一番遅い１２月の収穫

『畑では薬剤も除草剤も使用しない。樹が病気に対
して抗体を持っているし、高地で乾燥している為病
気自体がほとんど無い』
土壌は粘土質の下にカルシウム豊富な岩盤があり、
地表には白い石灰岩が露出する。粘土は保水性が
高いので雨の少ないこの地域でも葡萄栽培を可能に
している。

現当主は「ミケーレ」。80 年代までは「マストロベラル
ディーノ」に栽培した葡萄を全量売っていた。今では
家族 4 人で栽培から醸造まで手掛けている。
『雪が降った後に収穫することもある。ゆっくり成長
していく萄葡は青さのないタンニンを得る。アントシ
アニンも成熟する』
150m 標高の低い「タウラジ」村の収穫は 9 月初旬な
ので 3 ヶ月も収穫時期が違うことになる。
『収穫時期が早い葡萄は栄養素を香や味わいに完
全に変化させられない。樹に葡萄が長く着いていれ
ば各要素は成熟する』
気温が上がらないので葡萄はゆっくり成長。アルアニ
コの酸度は高いので糖度がなかなか上がらなくても
酸度は確保できる。
『収穫が遅いとリスクは雨。毎年、雨季が過ぎた後
に収穫するカステルフランチでは全く問題ない』
イタリア全土で記録的な暑さだった 2003 年でも「カス
テルフランチ」は寒かった。暑かったタウラジ村では
2003 年の収穫は 8 月後半だったが、彼等の収穫は
11 月第 2 週だった。

『カステルフランチは標高が高いのと砂質が多いの
でフィロキセラの害から逃れることができた。今でも
自根のアリアニコの原種が残っている』
彼等の畑のアリアニコは一般的なアリアニコとは違う。下草は自然に残され 7 月に 1 回だけ刈り込みが行わ
れる。（基本的には不耕起）
通常のアリアニコのクローンとは違う。
『コーダ・ディ・カヴァッロと呼ばれるアリアニコで房が 醸造所は自宅地下。大樽 5 つと使用済みトノーが 20
長く結実不良が多い。粒と粒の間が空いていて身 樽程度という小さなもの。
『タウラジとタウラジ・リゼルヴァは全く同じワイン。収
なりが悪い。小粒』
馬の尻尾という意味の「コーダ・ディ・カヴァッロ」はア 穫し、発酵。熟成の過程で早く開いている樽をタウ
ラジにして、硬く閉じている樽をリゼルヴァにして 2
リアニコの 1.5 倍の長さ。
ピノ・ファンのように結実不良が多い。アリアニコ以上 年長く樽熟成を行う』
近年、自宅裏の急斜面の畑を購入した。アリアニコ
に晩熟。他の産地では育たない。
『1 房に 10 粒以上と結実不良が多いのが特徴。水 の古樹に混じって少量の「コーダ・ディ・ヴォルペ」が
分量が少なく葡萄自体の凝縮度が高い。よって果 植わっていた。
『樹齢も解らないが収量が少なく、明らかに凝縮度
皮の影響を強く受ける』
結実不良のお陰で粒と粒の間に風が通り、葡萄は乾 が高かった。抜かずに単一品種の白として醸造する
ことにした』
燥する。これでベト病やカビに侵される事がない。
フレッシュでフルーティーなワインではない。タウラジ
栽培・醸造は自然に
にも負けない骨格のある「コーダ・ディ・ヴォルペ」。こ
『剪定はしない。高齢のコーダ・ディ・カヴァッロは自
の品種で最も偉大なワインだと思う。
然と収穫量が減る。1 つの樹に 3 房程度』
自根９０年のアリアニコ
昔ながらの畑なので密植ではない。1,500 本/ha。そ
『タウラジ村から 150m 高い標高のカステルフランチ。
れでも収量は 35 キンタリ/ha とタウラジの基準である
標高は 680m。夜は夏でも氷点下まで下がる』
100 キンタリ/ha を大きく下回る。
商品記号

ワイン

Campi Taurasini
カンピ・タウラジーニ

入港予定

葡萄品種

完売

Aglianico

VIN

色

ｻｲｽﾞ

赤

750

参考上代

メモ
タウラジのセカンド

在庫
SOLD
OUT

基本的にはタウラジと変らない。熟成期間が短いだけと言える。畑毎に熟成されている樽を定期的にチェックしていきタウラジの各畑のブレンド比率を決めていく。その過程で余ることとなる樽がこのアリアニコとなる。非常にお
買い得と言えるキュヴェ。

Taurasi
タウラジ

完売

Aglianico

赤

750

プレ・フィロキセラ

SOLD
OUT

Riserva
698T6 Taurasi
タウラジ・リゼルヴァ

Aglianico

2006

赤

750

7,000 プレ・フィロキセラ

〇

Riserva
A2044 Taurasi
タウラジ・リゼルヴァ

Aglianico

2007

赤

750

7,800 プレ・フィロキセラ

〇

樹齢９０年を超えるプレ・フィロキセラのアリアニコがメインに使われる。1つの樹に1房しかつけないというこの老樹から収穫される葡萄は明らかに凝縮度合が違う。全ての要素が強く、ネッビオーロにも勝る複雑味を持ち合わせ
ている。カステルフランチから収穫されたワインは２年目以降のトノーで熟成。その他の畑から収穫されたものは大樽で熟成されている。

di Volpe
A1558 Coda
コーダ・ディ・ヴォルペ

Coda di Volpe

2014

白

750

3,900

〇

自宅裏にある小さな畑に植わっていたコーダ・ディ・ヴォルペ。自宅での食事用と近隣の数軒のレストランの為に毎年少量だけ造っているのだという。樹齢も不明であるが相当高い樹齢だと思われる。しっかりと味のあるコー
ダ・ディ・ヴォルペで粘性も強め。蜜、オレンジピールなどの熟した香が支配的。

TOP

Campania

San Francesco
サン・フランチェスコ
Coata d’Amalfi

『アマルフィ』の海を感じさせる塩味
世界遺産にも登録されているアマルフィのワイン造りは他のどの産地にもない独特のもの。品種も地品種の混醸で
畑作りもこの地伝統の棚仕立。樹齢は３００年を超す樹も残る。
カンティーナ。
『特に優れた土壌を持つトラモンティに位置。ソレン
世界で最も美しい海岸と称され、ユネスコの世界遺
ト半島の中心部でティレニア海からすぐの断崖絶壁
産にも認定されている「アマルフィ」。美しい景観だけ
の上部。標高は 550m を超す』
でなく、独特の文化が残されている。
「ガエターノ」は荒廃した葡萄畑と醸造所を再生。昔
の仕立をそのまま活かし、少しずつ理想の畑に変え
ていった。

独自の文化が残るアマルフィ

9 世紀から繁栄したアマルフィ公国が独自の文化を
形成。3 方を海に囲まれ、ラッターリ山脈によって本
畑はアマルフィの海岸沿いから山間部に入った標高
土と隔てられたソレント半島独特の地形によって外部
500m 付近。特産品のレモンでは寒過ぎて育たない
の文化が入り込むことがなかった。
高所に位置する。
『ワイン造りも独自の進化を遂げた。仕立は昔から
『最も古い畑は樹齢 300 年と推定されている。葡萄
の棚仕立が残り、アマルフィにしか無い野生種に近
樹の直径は 50cm を超し、枝の長さは 5m を超えて
い葡萄品種が数種残っている』
いる。今も 5～10 房の葡萄を着ける』
現在ではイスラムの影響を受けた中世独特の建造
「トラモンティ」は「陽が沈む」という意味。その名の通
物や史跡、自然とレモンや手漉し紙の特産品で人気
り、三方を海に囲まれた「トラモンティ」は日没が遅い
の観光地となっている。
ので非常に長い日照時間を確保できる。
18 世紀後半に起ったフィロキセラの蔓延はイタリア全
高い酸度を持つ地葡萄が充分熟すことが可能。
土に広がったが「アマルフィ」は逃れた。
『3 方を海に囲まれ、1 方をラッターリ山脈に面して 海からくる塩味
いる為、フィロキセラが侵入することができなかった。畑では極力、化学肥料、薬剤の使用を抑えている。
急勾配の畑だけに機材は入ることができず、全ての
お陰で野生種が今も残っている』
「アマルフィ」には固有品種が 80 種も残っている。そ 作業は手作業となる。
のほとんどの品種はソレント半島以外には存在しない 『土壌は石灰質と火山岩の混合土壌。石灰が腐敗
し、崩れ、石礫になり、火山性と土壌と合わさったも
アマルフィ独自品種。
のでワインに骨格を与える』
トラモンティ＝日が沈む

そして「トラモンティ」最大の特徴は海を感じさせる塩
味。岩塩のような力強いミネラルを感じさせる。
アロマティックさやフルーティーさではなく、ミネラルと
酸に支えられた硬質な味わい。
『気候は山の影響を強く受ける。アロマティックな品
種ではなく、ミネラルを活かす品種を選んでいる。そ
してアマルフィの海風が塩分を与える』
白ワインは「ビアンコレッラ」（自根）とピコリットと同種と
言われる「ペペッラ」（自根）に「ファランギーナ」がブ
レンドされている。
『自根の葡萄は樹齢が高く、野生種の為、結実が悪
い。特にペペッラは大きな粒は少なく、小さい粒が
ほとんど。房は隙間だらけ』
果汁に対して果皮の割合が異常に高い。必然的に
収量は少なくなり、果皮の色々な成分が果汁に複雑
味を与えてくれる。
赤ワインは「アリアニコ」、「ティントーレ」（自根）、更に
自根の「ピエディロッソ」が栽培されている。「ティント
ーレ」は「トラモンティ」にしか存在しない葡萄。
『ティントーレは非常に結実が悪い。そして、成熟に
時間が必要。例年収穫は 10 月後半から 11 月と遅
いのでリスクが高い。高い酸度、豊富なタンニンで
長期熟成が可能』

「サン・フランチェスコ」は地元の獣医だった「ボーヴ
ェ・ガエターノ」によって 2004 年に設立された新しい
商品記号

ワイン

入港予定

d'Amalfi Tramonti Bianco
A2036 Costa
コスタ・ダマルフィ・トラモンティ・ビアンコ
d'Amalfi Tramonti Bianco
A4297 Costa
コスタ・ダマルフィ・トラモンティ・ビアンコ

3月

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Fa, Bi, Pe

2017

白

750

参考上代

3,000

Fa, Bi, Pe

2018

白

750

3,000

メモ

在庫

〇

50%ファランギーナ、25％ビアンコレッラ（プレ・フィロキセラ）、25％ぺぺッラ（プレ・フィロキセラ） ビアンコレッラとペペッラは樹齢１００年程度。ステンレスタンクのみで発酵・熟成。

d'Amalfi Tramonti Rosato
A2037 Costa
コスタ・ダマルフィ・トラモンティ・ロザート

Piedirosso
Ti, Ag

2017

ロゼ

750

3,000

d'Amalfi Tramonti Rosato
A4299 Costa
コスタ・ダマルフィ・トラモンティ・ロザート

Piedirosso
Ti, Ag

2018

ロゼ

750

3,000

3月

〇

ピエディロッソ（プレ・フィロキセラ）、アリアニコ主体で年によってティントーレもアッサンブラージュされる。ピエディロッソとティントーレは樹齢80～100年程度の古樹。ステンレスタンクのみで発酵・熟成。

d'Amalfi Tramonti Rosso
696J7 Costa
コスタ・ダマルフィ・トラモンティ・ロッソ

Tintore
Pi, Ag

2012

赤

750

3,200

d'Amalfi Tramonti Rosso
A4298 Costa
コスタ・ダマルフィ・トラモンティ・ロッソ

Tintore
Pi, Ag

2016

赤

750

3,000

3月

〇

40％ティントーレ（プレ・フィロキセラ）、40％ピエディロッソ（プレ・フィロキセラ）、20% アリアニコ ピエディロッソとティントーレは樹齢８０～１００年程度。熟成はステンレスとバリックを併用。

d'Amalfi Bianco "Per Eva"
A3285 Costa
コスタ・ダマルフィ・ビアンコ・ペル・エヴァ

Falanghina
Gi, Pe

2017

白

750

4,500 エヴァ＝奥様

LIMITED

60%ファランギーナ、30～32％ジネストラ（プレ・フィロキセラ）、8～10％ぺぺッラ（プレ・フィロキセラ） ステンレスタンクで発酵・熟成。１０ヶ月間の瓶熟。『エヴァ（奥様）の為に』というワイン名。

"E'Iss"
690Y0 Tintore
ティントーレ・エイス

Tintore

2012

赤

750

6,800 プレ・フィロキセラ

LIMITED

"E'Iss"
A3286 Tintore
ティントーレ・エイス

Tintore

2015

赤

750

6,900 プレ・フィロキセラ

〇

100%ティントーレ（プレ・フィロキセラ）樹齢１００年以上。古いものは３００年!!! 大樽で１２ヶ月、その後バリックで１２ヶ月、瓶内で１２ヶ月間熟成させて出荷。

TOP

Calabria

Sergio Arcuri
セルジオ・アルクリ
Ciro Marina

チロの伝統を今に伝えるチロ最古の造り手
チロ以外では成功しない『ガリオッポ』の伝統を今に伝える代表的造り手。質の高い細かいタンニンをセメントタンクで
ゆっくり熟成させることで優雅なワインに仕上げている。
から 3 房しか収穫できない。

チロ最古の栽培者
カラブリアを代表する産地で、圧倒的な個性を持ち
ながら「チロ」はイタリア国内でも世界的にも成功して
いない。現代化にも成功できていない。

タンニンの質が最高

果皮が弱いガリオッポ
畑は 2 ヶ所に分かれている。「チロ・マリーナ」から内
陸に向かった丘の上、赤い粘土質の土地。粘土なの
で水分を含んでいる。
『昔、丘上部は玉葱畑だった。葡萄より高く売れた
から。その頃から 1 度も薬品が使われていない畑で
痩せている』
彼等は硫黄と銅以外は何も使用しない。肥料も使わ
ないので周辺の造り手の葉が濃い緑なのに対して薄
い緑色。栄養が少ない土壌でストレスを受けながら、
根は地中深くの栄養を探す。

「チロ」で葡萄栽培家として最も古い歴史を持つカン
ティーナが「セルジオ・アルクリ」。彼等も祖父「ジョセ
フ」の時代に畑、カンティーナの全てを売り払わなくて
はならない危機に直面したが「ジョセフ」の農業への
情熱に救われた。
『1948 年と 1980 年、そして 2005 年にも畑を買い
足し、現在は 3.75ha を所有。平均樹齢は 60 年。
もう 1 つの畑は海岸から 1km の平地。黒い粘土に砂
チロの伝統的畑を維持している』
当初は葡萄栽培だけだったが、1973 年に現当主の が混じっている。毎日海風を受ける畑でほとんど雨が
父「ペッペ」が現在の位置にカンティーナを建てバル 降らない。
『塩の影響を受けるし、痩せているので葡萄葉は小
クワインの販売を開始。
2009 年には現当主「セルジオ」「フランチェスコ」兄 さく少ない。海風が湿気を取り除くので病気がほと
んど無い。悪い年がない』
弟がボトリングを開始した。
『栽培、醸造は祖父のやり方と何も変えていない。ト この畑は毎年、夏から秋にかけて全く雨が降らない
ラクターも使わない。昔ながらの鍬等の農具を使っ ので葡萄は完全に熟す。雨で水分量が増えてしまう
心配は一切ない。
た手作業。発酵容器も昔のまま』
生産効率の良いグイヨに変更することもなく、収量の 『ガリオッポは果皮が弱いので収穫前に雨が降ると
安定するクローンに植え替えることもせず、貴重な昔 割れてしまう。だからガリオッポは雨が少ないチロで
最高の結果を残す』
のままの「ガリオッポ」を残している。
『昔の色々なクローンが共存している。樹齢も高いし、果皮が弱い「ガリオッポ」は他の地域ではリスクが高
アルベレッロ仕立なので収量は半分で、栽培は 2 倍 過ぎて栽培できない。彼等は内陸部と海沿いの 2 つ
の畑の違った個性の葡萄を合わせることで独特の複
以上の時間を必要とする』
最も古い区画の樹は収量制限をしなくても 1 つの樹 雑味を出している。
商品記号

ワイン

入港予定

Rosso Classico Sp "Aris"
A2187 Ciro
チロ・ロッソ・クラシコ・スペリオーレ・アリス

醸造所は街の中心部、旧市街の路地裏にある。収
穫した葡萄は祖父の時代から使っている開放発酵
槽に除梗して入れられる。
翌日には野生酵母のみで発酵。収穫時期は 9 月後
半で、まだ暖かい季節なので発酵は毎年すぐに始ま
る。マセラシオンは 4 日間。
『ガリオッポのタンニンはネッビオーロと違い、すぐに
抽出される。マセラシオンは 4 日で十分。タンニンが
先に出るのでワインを守ってくれる』
その後、セメントタンクに移してゆっくり発酵を継続。こ
のタンクも昔から使っているもので内側をガラスコー
ティングしていない。
『今では生産禁止になってしまったコーティングなし
のタンク。酸素のコンタクトが多く「ガリオッポ」のタン
ニンを柔らかく成長させてくれる』

昔は畑に開放桶を置いて、畑で発酵させていたのだ
そう。それほど葡萄と環境がワイン造りに向いていて
余計な技術が必要なかった。今でも必要最低限の
設備だけしか無い。
『エチケットは濡れたボトルの底がテーブルに残した
跡。そこから葡萄のツルが手を伸ばして自由に伸び
ようとしているのをイメージした』
彼等の畑ではツルをワイヤーに固定していない。葡
萄の手足であるツルを切ったり、固定してはいけない
という考え方。

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Galioppo

2015

赤

750

参考上代

3,200

メモ

在庫

〇

100％ガリオッポ。アルベレッロ仕立のガリオッポで1980年に植樹された海岸から3kmの標高3mの畑と山側の標高100mの畑のアッサンブラージュ。開放発酵桶内で葡萄を手で破砕し、マセラシオン4日間。その後セメントタン
クで発酵を1ヶ月程度続ける。そのまま1年以上セメントタンクで熟成してボトリング。ノンフィルター。

Rosso Classico Sp Riserva "Piu Vite"
A2188 Ciro
チロ・ロッソ・クラシコ・リゼルヴァ・ピュ・ヴィーテ

Galioppo

2012

赤

750

5,500

〇

最良年のみ造られる特別キュヴェでピシャーラ畑の古い樹のガリオッポ。開放発酵桶内で葡萄を手で破砕し、マセラシオン4日間。その後セメントタンクで発酵を1ヶ月程度続け、そのまま澱と共に4年間熟成してからボトリン
グ。チロで最も熟成期間の長いワイン。

Rosato "Il Marinetto"
ロザート・イル・マリネット

完売

Galioppo

ロゼ

750

SOLD
OUT

100％ガリオッポ。畑はマリネットと呼ばれる畑で標高は50mの冷涼区画。石灰が多く、粘土が少ないやせた土壌。2日間マセラシオン。ファーストプレスのみを使ってセメントタンクで発酵。セカンドプレスは別に発酵させて自家
用ワインにする。8ヶ月熟成させてボトリング。タンニンを感じる骨格のあるロゼ。

TOP

Sicilia

Benanti
ベナンティ
Etna

『エトナ』の歴史はベナンティの歴史
近年一気にその名声を高めたエトナ。イタリアで最も注目されている産地と言えるがエトナの歴史はベナンティから始
まった。樹齢１００年を超える自根の樹も多く所有。
エトナの歴史を作った一族

標高１２００m の畑

のような新しいタイプの「エトナ」も認めている。
『飲み心地がよくタンニンも少なく、ブルゴーニュのよ
うな新しいエトナも素晴らしい。でもベナンティは古
典であって変わってはいけない』
例えば、近年の「ネレッロ・カプッチョ」を軽視する動き
についても否定的。「マスカレーゼ」と「カプッチョ」の
ブレンドがエトナの伝統だと言う。
『カプッチョは酸度が低くタンニンも少ない。確かに
マスカレーゼの方が優れている。しかし、混植するこ
とで互いの欠点を補い合う』
硬いミネラルに柔らかさを与えるのが「カプッチョ」の
役割で、それがエトナの個性。
白ワインでは酸度が高く香の少ない「カリカンテ」にフ
ルーティーでアロマティックな「カタラット」をブレンドす
ることが流行しているが、これにも否定的。
『カタラットはエトナ原産ではない。エトナ原産の白葡
萄はカリカンテ。酸とミネラルが特徴。それを消すな
んてエトナの個性を消すのと同じ』

1800 年代末「ジュゼッペ・ベナンティ」がカターニャ 「ベナンティ」はエトナの全てを知っている。エトナ火
の「ヴィアグランデ」でワイン造りを開始。その後、財 山の北斜面、東斜面、南斜面、西斜面、全てに畑を
産分与を繰り返し、畑は細分化されてしまう。
所有している。
1988 年、初代ジュゼッペの孫で現当主「ジュゼッペ・ 『標高は一番低い畑でも 500m。最も高い畑は葡萄
ベナンティ」が畑を買い戻し、エトナのワイン造りの復 栽培の限界を超えているとも言われる 1200m でカ
興を目指して動き出した。
リカンテを栽培している』
『当時のエトナは全く注目されていなかった。父、ジュ そして、もう 1 つ重要なのが樹齢。「セッラ・デッラ・コ
ゼッペはサルヴォ・フォーティと共にエトナの個性を表 ンテッサ」が産まれる畑の樹齢は 100 年を越す。
現したワイン造りに注力した』
■セッラ・デッラ・コンテッサ（南エトナ）
当時「エトナ」のワインはシチリアワインと呼ばれていた。『セッラ・デッラ・コンテッサはフィロキセラに侵されて
「エトナ・ワイン」ではなかった。彼等はエトナ火山の黒 いない自根のネレッロ・マスカレーゼとカプッチョが混
い火山岩土壌を活かした「エトナ」固有の味わいを実 植されている』
現していった。
標高は 500m。エトナ南斜面らしい柔らかく、雄大な
『エトナの歴史はベナンティの歴史。エトナのポテンシ ワインが産まれる。重心が低く、重厚な味わい。
ャルを引き出し、エトナ・ワインとは何かを決めたのが ■ロヴィテッロ（北エトナ）
ベナンティ。エトナ＝ベナンティなのです』
近年注目の北斜面「カスティリオーネ・シチリア」。標
高は 750m で樹齢は平均 80 年。
『葡萄が熟すまでの時間が長く、果皮の成分が成熟
する。硬質なミネラルを表現するのに向いていて垂
直性の味わいをもたらす』
■ピエトラマリーナ（東エトナ）
エトナ・ビアンコで唯一スペリオーレを名乗れる畑「ミ
ロ」。東斜面で雨が多いのが特徴。
『標高は 950m で樹齢は 80 年。乾燥を嫌うカリカン
テが最もミネラルを表現できる畑。雨が多いのがプ
ラスに働く』
今では世界中で人気となった「エトナ・ワイン」。世界
西斜面の標高 1200m の畑にはカリカンテが栽培さ
中でも珍しい火山岩土壌から生まれる赤ワイン。PH
れていて酸度を活かしてスプマンテが造られている。
が低く、独特の硬質感を持っている。
一般的に好まれる味わいを目指すのではなく、エトナ
各地域の個性を活かしきっている。
『シチリアワインの 6%がエトナ・ワイン。エトナはシチリ
本来の味わいを残そうとする彼等。エトナのパイオニ
アワインではない。エトナはエトナ・ワイン。シチリアは エトナ新時代
アとしての強い意志が現れている。
近年、注目の産地となった「エトナ」。新しい造り手が
海のワインだがエトナは山のワイン』
多く出てきている。「グラーチ」や「ジローラモ・ルッソ」

Benanti
商品記号

Etna
ワイン

入港予定

Bianco
A2931 Etna
エトナ・ビアンコ
Bianco
A4256 Etna
エトナ・ビアンコ

新入港

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

メモ

在庫

Caricante

2017

白

750

3,200

〇

Caricante

2018

白

750

3,500

〇

100%カリカンテ。カタラットは使わない。標高900～1000mの畑。エトナ東側のミロと南側のサンタマリア・ディ・リコディアにある畑のブレンド。火山岩と砂質が強く、非常にミネラルに富んだ土壌。樹齢は35～50年。ステンレスタ
ンクで発酵。樽熟成なし。酵母は畑から採取したカリカンテに相性の良いものをスターターとして使用。

Etna Bianco Sp "Pietramarina"
エトナ・ビアンコ・スペリオーレ・ピエトラマリーナ

完売

白

Caricante

樹齢80年

750

SOLD
OUT

100%カリカンテ。エトナ東側のミロ（カセッレ）の葡萄のみで造られる。この地域のみスペリオーレを名乗ることが許されている。標高は950m。樹齢は80年と非常に高い樹齢。10月第3週まで収穫を待ち、完璧な状態で収穫。
発酵・熟成はステンレスタンクのみ。2年以上シュール・リー。

Rosato
A2045 Etna
エトナ・ロザート

N.Mascalese

2017

ロゼ

750

3,400

LIMITED

100％ネレッロ・マスカレーゼ。標高500～700ｍの南東斜面の葡萄。昼夜の寒暖さが大きく、夏に雨が多く湿度の高い畑。火山岩と砂質の土壌でミネラルに富む。10月上旬に収穫。除梗後プレス。一部は数時間ませレー
ションを行う。ステンレスタンクで15日間発酵。

Rosso
A2932 Etna
エトナ・ロッソ

新入港

N.Mascalese
N.Cappuccio

2016

赤

750

3,000

LIMITED

ネレッロ・マスカレーゼとネレッロ・カプッチョのアッサンブラージュだがカプッチョを多めにしている。エトナ北、南、西全ての斜面の畑をアッサンブラージュしてバランスをとる。樹齢は 40年程度。仕立はアルベレッロ。発酵は野生
酵母。ステンレスタンクで発酵。熟成は70％ステンレスで30％は古小樽で行う。

Rosso "Rovittello"
A1332 Etna
エトナ・ロッソ・ロッソ・ロヴィテッロ

N.Mascalese
N.Cappuccio

2012

赤

750

5,800 樹齢80年

〇

Rosso "Rovittello"
A1333 Etna
エトナ・ロッソ・ロッソ・ロヴィテッロ

N.Mascalese
N.Cappuccio

2013

赤

750

5,800 樹齢80年

〇

ネレッロ・マスカレーゼとネレッロ・カプッチョが混植されたエトナ北側斜面のカスティリオーネ・ディ・シチリアのロヴィテッロ畑。標高750mで1930年に植樹された畑。樹齢は87年でアルベレッロ仕立。発酵はステンレスタンクで熟
成は大樽を使用。エトナ・ロッソより1年以上長く熟成させてから出荷する。

Rosso "Serra della Contessa"
A4257 Etna
エトナ・ロッソ・セッラ・デッラ・コンテッサ

新入港

N.Mascalese
N.Cappuccio

2014

赤

750

6,400 一部プレ・フィロキセラ

〇

ネレッロ・マスカレーゼとネレッロ・カプッチョが混植された南斜面のヴィアグランデの葡萄を使用。ベナンティの所有畑の中では最も標高が低い 500mの畑。1910年に植樹された歴史的畑で樹齢は100年を越える。ピエ・フラ
ンコが多く存在する。収穫は最も早く9月中旬。醸造はロヴィテッロと全く同じ。

Nerello Mascalese
ネレッロ・マスカレーゼ

完売

赤

N.Mascalese

SOLD
OUT

750

南東斜面のモンテセッラ畑。標高は500ｍ。平均樹齢80年でベナンティでは珍しいネレッロ・マスカレーゼのみの畑。熟成は12～15ヶ月トノー（500リットル）樽。

Cappuccio
698N1 Nerello
ネレッロ・カプッチョ

N.Cappuccio

2012

赤

750

3,800 珍しい単一品種

Caricante

N.V

泡白

750

5,000

LIMITED

サンタマリア・ディ・リコディアとコントラーダ・カバリエーレ（南西）で標高900ｍの畑。平均樹齢は25年程度。

Classico Brut "Noblesse"
69W45 Metodo
メトド・クラシコ・ブリュット・ノブレッセ

100％カリカンテ。ミロとサンタ・マリア・ディ・リコディアの畑のブレンド。樹齢は80年を越し、自根の葡萄も多く残っている。18カ月間シュール・リー後デゴルジュマン。ドサージュ6mg。

〇

TOP

Sicilia

Girolamo Russo
ジローラモ・ルッソ
Etna

『エトナ』で最も注目されている若手醸造家
フランク・コーネリッセンと共にワイン造りを始めた。凝縮度が高く、力強い新しいタイプのエトナ。近年移り住んできた
新しい造り手とは違い、地元人なので最高の区画を多く所有。
のが彼の有利な点になっている。
自分 1 人で管理できるだけの畑を残し、その他の畑
「ベナンティ」によって高品質ワインの産地に産まれ
は「パッソピッシャーロ」や「フランク・コーネリッセン」等
変わった「エトナ」。今では多くの造り手が進出し、エト
優れた造り手に貸している。
ナの価値は一気に向上した。

10 倍に高騰したエトナ

黒色火山岩土壌

学の数学教師をしながらピアノ奏者として活躍してい
た。ワイン造りは全くの素人だった。
『友人のフランク・コーネリッセンに栽培とワイン造り
を教わった。自宅のガレージから始まったワイン造り
はピアノと似ていて、感覚が重要だと思った』

彼の畑には過去の噴火で流れ出た溶岩の塊が残さ
れている。土壌はこの火山岩が時間をかけて風化し、
細かい砂になったものが粘土と混ざったもの。『火山
岩は水はけが良く、PH が低い。葡萄は熟しながらも
酸度を保つことができる。マンガンや鉄が多いのも
エトナの大きな特徴』
シチリアならではの強烈な陽光は北側斜面の為に適
度に制限され、過熟を防いでくれる。南斜面より収穫
は 2 週間程度遅い。
『シチリアは暑いが、エトナ北斜面の夜は寒い。日中
40 度を越しても夜間は 10 度以下まで冷やされる。 醸造技術に頼るのではなく、葡萄の力を最大限引き
この温度差が葡萄にストレスを与える』
出すという「フランク」の考え方に共感し、畑での栽培
適度なストレスは葡萄に生命力を与える。葡萄は生 方法も変更していく。
き抜く為に糖分を蓄え、病気や外敵から守る為にタ 有機栽培は勿論だが、葡萄樹に耐性を備えさせて
ンニンや酸を蓄える。
いくことが重要。薬剤を一切使用せずに畑を作り上げ
人間と同じで、少し苦労した葡萄は強く育つ。葡萄樹 ていった。
はストレスを受けて丈夫になっていく。人間が守れば 『一方でマルク・デ・グラッツィアとも親交が深く、化
守るほど葡萄は弱くなっていく。
学的研究で各クリュを分析、最良の収穫やクローン
『樹齢は 50～100 年。フィロキセラ以前の樹も多く の剪定を行っている』
残っている。収量は 35 キンタル/ha と通常の造り手 ジュゼッペは数学教師でありながらピアノ奏者であっ
の半分以下』
たように、化学的研究で理想を追求しながら、アーテ
凝縮度の高い小粒の葡萄から造られる彼のワインは ィストのように感覚も大切にしている。
圧倒的な濃厚さを持っていて、若いうちは理解しにく 『エトナで産まれて育ったが、ワイン造りの経験で、も
いワイン。時間と共にエトナ特有のミネラルや、真っ っとエトナを理解するべきだと感じている。葡萄は生
直ぐなストラクチャーが出てくる。
命力に溢れる植物でエトナを知っている』

『エトナの土地は高騰し、土地の値段は 10 年前の
10 倍にまで上がってしまった。今では買うことは不
可能だし、手放す人もいない』
「グラーチ」「マルク・デ・グラッツィア」と人気の造り手
も多いが、今一番人気でワインが全く手に入らないの
が「ジローラモ・ルッソ」。
『シャンシス・ロビンソンやワイン・アドヴォゲイトが絶
賛したことで 2015 年に世界的に人気になってしま
った。ワインはリリースと同時に完売する』
当主は「ジュゼッペ・ルッソ」。パッシピッシャーロ地区
で代々葡萄栽培を行ってきた葡萄栽培農家の息子
で、この地域の地主でもある。
『エトナが注目されて有能な造り手達が移住し、ワイ
ン造りを始めた。この土地で産まれた自分こそエト
ナ・ワインを造るべきなのではと考えた』
2003 年、26ha の土地を父親から相続。15ha の葡 フランクとグラッツィア
萄畑はエトナ北斜面の標高 650～800m に位置。葡
「ジュゼッペ」は 2003 年にワイン造りを始めるまで大
萄栽培農家だったので良い区画を元々所有している
商品記号

ワイン

Etna Bianco "Nerina"
エトナ・ビアンコ・ネリナ

入港予定

葡萄品種

完売

Carricante
Ca, Mi, In, Gre

VIN

色

ｻｲｽﾞ

白

750

参考上代

メモ

在庫
SOLD
OUT

70％カリカンテ、残り30％はカタラット、ミネッラ、インツォリア、グレカニコ、コーダ・ディ・ヴォルペの混植畑の葡萄をアッサンブラージュ。標高は700mで白品種が熟すには高すぎる標高だが、火山岩土壌に砂質が混じり、根を暖
めるので葡萄は健全に熟す。ステンレスタンク発酵。古バリックで6ヶ月熟成。

Rosato
A2183 Etna
エトナ・ロザート
Rosato
A4325 Etna
エトナ・ロザート

新入港

N.Mascalese

2017

ロゼ

750

3,600 Veronelli:90p

LIMITED

N.Mascalese

2018

ロゼ

750

3,600 Veronelli:90p

〇

100％ネレッロ・マスカレーゼ。標高680～720mの色々な畑のネレッロ・マスカレーゼを短時間マセラシオンして、野性酵母のみで発酵。ステンレスタンクのみで完結させる。熟成は6ヶ月間ステンレスタンクで1度移し返して、ノ
ン・フィルターでボトリング。ネレッロ・マスカレーゼで白ワインを造るイメージ。

Rosso 'A Rina
A3405 Etna
エトナ・ロッソ・アリナ

新入港

N.Mascalese
N.Cappuccio

2017

赤

750

4,200

〇

94％ネレッロ・マスカレーゼ、4％ネレッロ・カプッチョ。色々な畑のアッサンブラージュだが主にサン・ロレンツォ、フェウド、カルデララ・ソッターナの葡萄を使用。収穫後、ステンレスタンク畑毎に分けて発酵。マセラシオンは 10～
12日間。野性酵母のみで温度管理もしない。清澄、フィルターもなしで、1度移し替えをし、古いバリックで1年熟成。
N.Mascalese
N.Cappuccio

Rosso "Feudo"
A0526 Etna
エトナ・ロッソ・フェウド

2014

赤

750

6,000

LIMITED

標高650～670m、ランダッツォに位置するフェウド。粘土に砂質が混じる。火山岩は比較的少ない。ネレッロ・マスカレーゼにネレッロ・カプッチョが少しだけ混植されている畑で樹齢は平均70年。ステンレスタンクで発酵、マセ
ラシオンは13日程度。マロラクティックから古いバリックで行われる。18ヶ月間古バリック熟成。6ヶ月瓶熟成。

Etna Rosso "Feudo di Mezzo"
エトナ・ロッソ・フェウド・ディ・メッツォ

完売

N.Mascalese
N.Cappuccio

赤

SOLD
OUT

750

標高700m、ランダッツォに位置するフェウド・ディ・メッツォ。ネレッロ・マスカレーゼにネレッロ・カプッチョが少しだけ混植されている畑で樹齢は100年。僅か1haの貴重な畑。ステンレスタンクで発酵、マセラシオンは13日程度。
マロラクティックから古いバリックで行われる。18ヶ月間古バリック熟成。6ヶ月瓶熟成。

Rosso "San Lorenzo"
A2186 Etna
エトナ・ロッソ・サン・ロレンツォ
Rosso "San Lorenzo"
A4241 Etna
エトナ・ロッソ・サン・ロレンツォ

新入港

N.Mascalese
N.Cappuccio

2016

赤

750

7,600

LIMITED

N.Mascalese
N.Cappuccio

2017

赤

750

7,800

〇

標高800mで砂は無く、風化した黒色火山岩が細かくなった黒い典型的火山岩土壌でミネラル豊富。標高800mを超えると夜間の冷え込みが厳しく、葡萄は寒暖差によるストレスで引き締まった味わいになる。醸造はフェウド
と全く同じだが、味わいは全く異なる。

TOP

Sicilia

Graci
グラーチ
Etna

『エトナ』の繊細さを感じて欲しい
エトナ北側斜面。ブルゴーニュのような軽やかで伸びのある新しいタイプのエトナ。醸造はクラシック。セメントタンクで
の長期間発酵。大樽での熟成。グラーチ独特の仕上り。
槽は大きすぎて使えないので小型のセメントタンクを
導入した。
「ベナンティ」から始まったエトナの歴史。その後「マ
『ステンレスは発酵時に温度が一気に上がるので駄
ルク・デ・グラッツィア」「パッソピッシャーロ」等の新し
目。ゆっくり温度が上がるセメントは酵母の能力を最
いスタイルの造り手が出現し、一気にエトナは世界的
大限引き出せる』
人気の産地に変化した。

新しい世代のエトナ

そして今、第 3 世代が出てきている。「フランク・コー
ネリッセン」「ジローラモ・ルッソ」「グラーチ」。非常に
仲が良く、お互いのワイン造りを認め合う 3 人。
『元々実家はシチリアの葡萄栽培農家だったが、農
家は継がずにミラノの投資銀行で働いていた。エト
ナを訪れてワイン造りを夢見るようになった』
2004 年、お爺さんの死を機に実家に戻った「アルベ
ルト・グラーチ」は量を重視した一般的なシチリアの
栽培農家だったお爺さんの荘園を売り、エトナの畑を
購入した。
『エトナは特別な土地。火山岩土壌。豊富な太陽が
ありながら標高が高いので冷涼。そして、100 年以
上の古い樹が残っている』
アルベルトの好むワインは「ジュゼッペ・マスカレッロ」
や「ジャコモ・コンテルノ」のバローロ。
『規律の中に厳格さがある。妖艶さ、純粋さがあって
野蛮さはない。そんなワインを造りたい』
彼のカンティーナは 100 年以上の歴史を持つ建物。
古い大樽が残り、木製のプレス機も残っている。発酵

ェウド・ディ・メッツォは水平的な味わい。
『バルバベッキはフィロキセラも到達していない区画。
よってほとんどの樹が自根。標高が高すぎるのでオリ
ーヴとリンゴしか育たない』
「バルバベッキ」は標高が 1200m を超えるので湿気
が少ないし、ウィルスも少ない。病気の原因は湿気と
パッソピッシャーロの１００年樹
ウィルスなので、ここでは病気がほとんど無い。
畑はエトナの北斜面。今イタリアで最も注目を集めて
『高地なので葡萄が完熟するのは 11 月。その為に
いる産地と言えるかも知れないパッソピシャーロに位
エトナを名乗ることが許されていないのでマグマやバ
置している。
ルバベッキとしてリリースする』
2004 年、標高 660m の畑アルクリアと「フランク・コー
ネリッセン」と共同で購入した標高 1000m を越える 1 つの樹から 3 房だけ
畑バルバベッキの 2 つを購入。
C.R.C のヴィレーヌ氏も「グラーチ」を称賛していて、
『以前の所有者がケチだったので農薬が使われてな カンティーナを訪問している。シャンシス・ロビンソンも
かったのが気に入った。葡萄樹は適切に剪定されて グラーチを称賛。
いなかったが、土壌は健康だった』
『グラーチは若い造り手だが注目に値する。彼のワイ
ンはバローロ、バルバレスコ、もしくはブルゴーニュの
ようだ』シャンシス・ロビンソン
エチケットにはエトナ・チルネコ（1000 年以上前から
エトナに生息する犬）が描かれている。
『エトナの個性を表現するワインを造るにはエトナの
自然を守ることから始めるべき。除草剤や薬品を使
わず畑を維持していく』
更に土地の個性を表すには樹齢が高くなければいけ
ない。地中深くまで根を伸ばしていることが重要。
『樹齢が高いので収量は自然と減る。1 つの樹には
3～4 房しか収穫できない。更に葡萄樹は水分を吸
い上げる力が弱いので粒も小さくなる』
醸造はシンプル。発酵はセメントタンクで区画毎に始
アルクリアは 15ha でコロッセオ状になっていて斜面 まる。自然酵母のみ。発酵終了後はオーストリア「ス
上部の火山岩が強い区画にネレッロ・マスカレーゼ。 トッキンガー」製の大樽で熟成する。ノンフィルター、ノ
下部の中心部で砂が多くたまっている区画にカリカン ンコラージュ。
テを植えている。
『すぐに美味しいと感じる料理は砂糖と油が多い。
『アルクリアは黒色火山岩が強いので上品で繊細な ワインも一緒で甘く重いワインは解りやすいが単純。
エトナらしいワインを産む。砂質は水はけが良いので 繊細な美味しさをエトナで感じて欲しい』
カリカンテのミネラル感が出る』
その隣がフェウド・ディ・メッツォ。粘土質が強く、ワイ
ンはより濃厚で重厚な印象。アルクリアが垂直的でフ

Graci
商品記号

Etna
ワイン

Bianco
A2022 Etna
エトナ・ビアンコ
Bianco
A4213 Etna
エトナ・ビアンコ

入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

参考上代

メモ

3月

Caricante
Cataratto

2017

白

750

3,400 90p Wine Advocate

3月

Caricante
Cataratto

2018

白

750

3,600 90p Wine Advocate

在庫

〇

70％カリカンテ、30％カタラット。パッソピッシャーロ村。エトナの北斜面、アルクリアとパッソピッシャーロに位置する標高600～660mの畑でカッリカンテが1.5ha、カタラットが1ha。鉄分、窒素が豊富な土壌で葡萄はゆっくり熟
す。収穫は10月末、発酵は野性酵母のみでステンレスタンクで行い、そのまま6ヶ月熟成。

Bianco "Arcuria"
A2025 Etna
エトナ・ビアンコ・アルクリア
Bianco "Arcuria"
A4326 Etna
エトナ・ビアンコ・アルクリア

3月

Caricante

2015

白

750

6,500 100％カリカンテ

Caricante

2017

白

750

7,000 100％カリカンテ

〇

100％カリカンテ。黒色火山岩が風化した土壌でミネラルが強く、水はけが特に良い。収穫は10月末まで待って行われ、発酵はセメントタンクと大樽の併用で野性酵母のみで行われる。その後、移し変えて澱と共に50％コン
クリート、50％大樽で12ヶ月熟成。カリカンテは酸素に触れ合うことで複雑味を得ることができる品種。

Rosato
A2024 Etna
エトナ・ロザート
Rosato
A4215 Etna
エトナ・ロザート

3月

N.Mascalese

2017

ロゼ

750

3,400

N.Mascalese

2018

ロゼ

750

3,400

〇

100％ネレッロ・マスカレーゼだが野生種の白品種も混植された伝統的畑で標高は700m。黒色火山岩が風化した土壌でミネラルが強く、水はけが特に良い。早めに収穫し、酸度とフレッシュさを残している。3時間程度マセラ
シオンして圧搾。セメントタンクで発酵、6ヶ月間そのまま熟成してボトリング。

Rosso
A2023 Etna
エトナ・ロッソ
Rosso
A4214 Etna
エトナ・ロッソ

3月

N.Mascalese

2016

赤

750

3,400 3Bicchiere/Gambero R

N.Mascalese

2017

赤

750

3,600 3Bicchiere/Gambero R

〇

100％ネレッロ・マスカレーゼ。パッソピッシャーロとカスティリオーネ・ディ・シチリアに位置する。火山に由来する暗褐色の土壌が主体。一部は砂質で、石灰質は少なく、鉄分や窒素が豊富な土壌。発酵はセメントタンクで野性
酵母のみで行われ、25日間の長期マセラシオン。マロラクティックから大樽に移し、その後24ヶ月間熟成。

Rosso "Arcurìa"
A2026 Etna
エトナ・ロッソ・アルクリア
Rosso "Arcurìa"
A4216 Etna
エトナ・ロッソ・アルクリア

3月

N.Mascalese

2015

赤

750

6,500

N.Mascalese

2017

赤

750

6,800

LIMITED

100％ネレッロ・マスカレーゼだが野生種の白品種も混植された伝統的畑で標高は700m。黒色火山岩が風化した土壌でミネラルが強く、水はけが特に良い。発酵はセメントタンクで野性酵母のみで行われ、25～90日間の長
期マセラシオン。マロラクティックから大樽に移し、その後24ヶ月間熟成。

Rosso "Feudo di Mezzo"
A4292 Etna
エトナ・ロッソ・フェウド・ディ・メッツォ

3月

N.Mascalese

2017

赤

750

7,000

100％ネレッロ・マスカレーゼ。カスティリオーネ・ディ・シチリアに位置する。火山に由来する暗褐色の土壌が主体で粘土が混じる。石灰質は少なく、鉄分や窒素が豊富な土壌。発酵はセメントタンクで野性酵母のみで行われ、
25日間の長期マセラシオン。マロラクティックから大樽に移し、その後24ヶ月間熟成。

Etna Rosso "Quota 600"
エトナ・ロッソ・クォタ・セイチェント

完売

赤

N.Mascalese

SOLD
OUT

750

ネレッロ・マスカレーゼ１００％。「標高600m」という意味のQuota 600（クオータ セイチェント）。マセラシオン（醸し）を12日間にわたって行い、発酵・熟成ともトロンコニック（オーク製の開放型木樽）の大樽にて行います。熟成
期間は14ヶ月にも及び、成熟した果実の風味と力強い芯のある味わいが楽しめます。

Rosso "Quota 1000" Barbabecchi
A2028 Sicilia
シチリア・ロッソ・クォタ 1000・バルバベッキ

3月

N.Mascalese

2014

赤

750

18,600 プレ・フィロキセラ

Rosso "Quota 1000" Barbabecchi
A4293 Sicilia
シチリア・ロッソ・クォタ 1000・バルバベッキ

3月

N.Mascalese

2015

赤

750

18,600 プレ・フィロキセラ

Rosso "Quota 1000" Barbabecchi
A4294 Sicilia
シチリア・ロッソ・クォタ 1000・バルバベッキ

3月

N.Mascalese

2016

赤

750

18,600 プレ・フィロキセラ

LIMITED

97％ネレッロ・マスカレーゼ、3％ネレッロ・カプッチョの混植畑で全てプレ・フィロキセラ。エトナ来た斜面、カスティリオーネ・シチリアの標高1,000mにある黒色火山岩土壌の畑。最も遅い収穫で10月の末。発酵はセメントタンク
で野性酵母のみで行われ、25日間の長期マセラシオン。マロラクティックから大樽に移し、その後24ヶ月間熟成。

TOP

Sicilia

C.O.S
コス
Vittorio

『チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア』の先駆者
チェラスオーロ・ディ・ヴィットリアを代表する造り手。自然なワイン造りに傾倒しており、アンフォラ発酵はいち早く導入。
今では非常に高い完成度を誇っている。
除草剤で縞模様になった畑が未だに多い「ヴィットリ
ア」。彼等の畑は青々とした草に溢れて健康的。一
シチリア「ヴィットリア」での高品質ワインの歴史は浅い。
切の薬剤は使用しない。ボルドー液さえも使用しない
「コス」が創業した 80 年代、高品質少量生産ワイナリ
という完全無農薬の畑。
ーは１軒も存在しなかった。
彼等の畑は森や果樹園に隣接されている。古い株
『果樹園、さぼてん栽培とオリーヴ畑がこの地域の
仕立の低い葡萄樹は下草と同じ高さで葡萄畑と森の
産業。80 年代のヴィットリアでは葡萄畑は荒廃して
区別がつかない。
いた。皆が諦めていた』
『色々なクローンを混植している。また、プロヴィナー
「ジュスト・オキピンティ」、「ジャンバティスタ・チリア」
ジュで種を保存している。仕立はアルベレッロを基本
と「チリノ・ストラノ」の 3 人がこの地のワイン造りの復活
にするが自由に育てる』
を目指して創業した。
色々なクローンが混在することで葡萄の熟度や酸度
『3 人の名前の頭文字を取って C.O.S と名付けた。
にバラツキが出ることが重要だと考えている。
現在ではチリノが抜け、ジュストとティッタ（ジャンバテ
同じクローンであれば同じ病気になり、同じタイミング
ィスタ）の 2 人で運営している』
で熟す。栽培は楽になるが、味わいが均一化され、
当初は当時の最先端のワイン造りを取り入れていて
ワインに躍動感が出てこない。
バリックが並び、カベルネを尊重していた。
『人間が狙って造った味は単純。不揃いで計算でき
1991 年には新たに「ヴィラ・フォンタネ」を購入。個性
ない複雑さが自然なワインを造る。こうして完成した
の違った区画に育つ古樹を手に入れる。
ワインは感情的で動き出すようだ』
『ワインと自然の結び付きを感じ始め、ビオディナミに
行き着く。2000 年には古代のワイン造りを目指し、 ワインは生きている
シチリアで初めてアンフォラを導入』
醸造所からバリックが消え、アンフォラが地中に埋ま
今ではバリックは全て売却され、150 個の「アンフォ っている。ステンレスタンクは伝統的セメントタンクに
ラ」が地中に埋められている。これは世界最大規模 変わった『葡萄の人生にステンレスは無い。できる限
のアンフォラ醸造所だ。
り自然な素材の中でワインにしていく。アンフォラは
土なので葡萄にとって一番身近な素材』
混植でワインに躍動感を
アンフォラの効能は適度な酸素置換とワインにタンニ
『葡萄樹は虫や他の植物と一緒にいるのが自然。共
ンや香などを与えないこと。しかし、彼等が一番重視
存させることが重要で人間とも共存したいと思って
するのは葡萄にとって一番身近な素材であること。
もらうことが重要』
『アンフォラは毎日、1 つ 1 つ違う成長をし、違う問

世界最大のアンフォラ熟成庫

商品記号

ワイン

入港予定

A2302 Frappato
フラッパート

題が起こる。毎日清潔に保ち、1 つ 1 つのアンフォラ
で起る問題に対処することが重要』

150 個のアンフォラは 150 種類のワインに育つ。
バクテリアや酸化の問題は樽やタンクより大きく、毎
日試飲をし、毎日噴きこぼれたワインを洗い流す等、
細かい対応が行われている。
『クローンの多様性と同じようにアンフォラでの発酵・
熟成でも多様性が実現される。この個性をアッサン
ブラージュすることでワインは複雑さを得る』
「コス」のアンフォラ発酵・熟成のワインで揮発酸や酢
酸を感じることは無い。清潔に保たれた彼等のセラ
ーを見れば納得できる。
熟成中のワインは「ティッタ」が好きなクラッシク音楽
を聴かせながら熟成されている。
『ワインは感情を持っている。葡萄と同じで育った環
境で個性が変わる。ゆったりとした音楽を聴いて育
ったワインは癒しを持っている』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Frappato

2017

赤

750

参考上代

3,200 セメント/アンフォラ

メモ

在庫

〇

砂と石灰が混じる土壌。ミネラルの表現に向く。平均樹齢は12年程。野生酵母。セメントタンクで発酵、熟成。少し冷やしめで、16度くらいで飲んで欲しい。

di Lupo
A2304 Nero
ネロ・ディ・ルーポ

Nero d'Avola

2016

赤

750

3,400

〇

Nero d'Avola
Frappato

2016

赤

750

3,600

〇

Nero d'Avola
Frappato

2012

赤

750

6,200

〇

フォッサ・ディ・ルーポ区の葡萄。セメントタンクで発酵、熟成。

di Vittoria
A3851 Cerasuolo
チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア
60％Nero d'Avola, 40％Frappato 野生酵母のみ。セメントタンクで発酵。スラヴォニア産のオーク樽で熟成。

di Vittoria della Fontane
A2303 Cerasuolo
チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア・デッラ・フォンタネ

60％Nero d'Avola, 40％Frappato 単一区画。テッラロッサ。砂と石灰に、この畑にだけ粘度が混じる土壌。野生酵母のみ。セメントタンクで発酵。スラヴォニア産のオーク樽で熟成。
Nero d'Avola
Frappato

Rosso
A0829 Pithos
ピトス・ロッソ

2016

赤

750

〇

4,200 アンフォラ

60％Nero d'Avola, 40％Frappato中身はチェラスオーロだが発酵・熟成共にアンフォラで行っている為 2008ヴィンテージよりチェラスオーロ・ディ・ヴィットリアを名乗ることができなくなった。

Labirinto
A0398 Contrada
コントラーダ・ラビリント

Nero d'Avola

2010

赤

750

7,800

LIMITED

コスのフラッグシップワイン。100%Nero d'Avola 砂とアペニン堆積土による混合土壌。石灰とケイ石、石灰凝灰岩などが含まれミネラルに富む。48ヶ月のマセラシオン。2年間スラヴォニアン・オークの大樽で熟成。

A4125 Rami
ラミ

新入港

Inzolia
Grecanico

2018

白

750

〇

3,800

50%Inzolia, 50%Grecanico 昨年とまったく同品種同比率であるにもかかわらず、明らかに複雑で深みのあるワインに仕上がった。10日間のマセレーションがワインをさらにリッチにし、エキゾチックなフルーツの香りが岩そのも
のを髣髴とさせる強いミネラル感の上にしっかりと乗っている。シュナンやガルガーネガに類似するグレカニコという偉大な品種は、熟成にも耐えうる。

Bianco
A0832 Pithos
ピトス・ビアンコ
Bianco
A4296 Pithos
ピトス・ビアンコ

3月

Grecanico

2016

白

750

4,200 アンフォラ

Grecanico

2018

白

750

4,400 アンフォラ

LIMITED

100%Grecanico アンフォラによる4ヶ月の発酵・マセレーション熟成。アンフォラを使用したはじめての白ワインで偉大な個性を持っている。非常に濃い黄金色は酸化に強く、成熟した香りとフレッシュな香りの絶妙なハーモ
ニーをかもし出している。とても機密で、繰り返しよみがえる新鮮な果実、滑らかなタンニン、強いミネラル感と、芯の強さを秘めている。

Pithos Zibibbo
ピトス・ジビッボ

完売

Zibibbo

白

750

アンフォラ

SOLD
OUT

TOP

Sicilia

Lamoresca
ラモレスカ
San Michele di Ganzaria

レストラン経営からワイン醸造家に転身
食文化レベルの高いベルギーで大人気トラットリアを経営していたフィリッポ。自店で提供するワインをフランク・コーネ
リッセンに委託して造り始めるが最終的には自分で造り始めてしまう。
『当時、シチリアに高品質なワインは無かった。ベル 彼等は有機肥料も使用しない。糞などの動物性の肥
ギーでインポーターをしていたフランク・コーネリッセ 料も使用せず、下草と葡萄の枝を土に返すこと、豆
世界 NO.1 レストラン「ノーマ」のグラスワインにシチリ
ンと出会いシチリアに興味を持った』
類を植えて窒素を供給することだけで土壌を活性化
アから始めて選ばれたのは「ラモレスカ」だった。彼の
させている。
ワインはイタリア国内よりフランス、ベルギーから人気 フランク・コーネリッセンに委託
となっていった。
2005 年、シラクーサ、パッキーノの葡萄畑を購入し 毎日飲める軽快なワインに
た。この畑の葡萄の醸造をエトナに移住していた「フ 醸造所はシンプル。発酵槽はファイバー樹脂製の大
ランク」が行うことになった。
きなバケツのようなものを使う。

シチリアワインは不味かった

シチリアの中心。乾燥が激しくアフリカ大陸と近い厳し
い環境の「サン・ミケーレ・ディ・ガンツァリア」。葡萄畑
は稀でオリーヴ、サボテン、小麦の栽培が主。
『2000 年に葡萄畑と 46 本の 100 年以上の樹齢
のオリーヴの樹を購入。このオリーヴが古代品種モレ
スカ種だったのでラモレスカと名付けた』
標高 430m カタニア県とエンナ県の境界に位置する
サン・ミケーレ・ディ・ガンザリアのコントラーダ「ジリオ
ット」に位置。
『石灰分の強い白い土壌で樹齢が高い。仕立はア
ルベレッロ。シチリア特有の乾いた風がいつも通る
一部の品種にとっては理想の土地』
この地域は暑く、非常に乾燥しているので栽培できる
品種が限られている。
『乾燥に耐えられる品種としてヴェルメンティーノ。ネ
ロ・ダーヴォラ、グルナッシュ、フラッパート。はを残せ
る葡萄なので選んだ』
「フィリッポ・リッツォ」はベルギーでイタリア料理店を
13 年間経営していた。ワインが人気の店だったがシ
チリアワインは扱っていなかった。
商品記号

ワイン

2005 年は「フランク」のカンティーナで醸造・ボトリン
グが行われた。しかし 2006 年、「フランク」は自分の
畑を買い足し、自分のワイン造りに没頭していくことに
なって手が回らなくなる。
『石灰分が強い白い土の畑 0.85ha を購入し、フラ
ンクに醸造を頼んだが、距離もあったし、フランクも
忙しかったので上手くいかなかった』
元々は自分のレストランで提供するワインを造るつも
りだったが、ベルギーのレストランを売却。シチリアに
移住して自らワイン造りを始めてしまう。
畑は完全有機栽培。自然環境を守り残していくこと
が重要だと考えている。
ウドンコ病が出た場合のみボルドー液を使用するが、
多くても年に 3 回程度。収穫の 3 ヶ月前からは絶対
に使用しない。
『土壌のバクテリアを活性化させることが重要。窒素
が豊富な土壌にはミミズが生息する。ミミズが地中
に酸素を供給してくれることで、自然と土壌は豊か
になっていく』
入港予定

A4061 Bianco
ビアンコ

『発酵容器は何でも良い。素材は関係ない。温度管
理はしない。その年の酵母によって温度の上がり方
も異なるのだから』
酵母は野生酵母のみ。発酵が終わったら熟成用の
容器に移すが、大樽、古バリック、セメントタンク、ファ
イバー樹脂タンクの併用。
『昔は長いマセラシオンをしていたが品種の香や味
わいの個性が隠れてしまうので白ワインで 2 日。赤
ワインでは 30 日まで短縮した』
最近の「フィリッポ」のワインは軽やかさが出ていて、
飲み疲れない味わいに変化している。
『以前は収穫が遅過ぎたし、マセラシオンは長過ぎ
た。重いワインだったので毎日飲みたいものではな
かった。今のワインは毎日飲みたい』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

Vermentino

[2018]

白

750

参考上代

メモ

4,200

在庫

〇

100%Vermentino プラスティックの発酵桶の上部を開放し、酸素を供給しながら発酵。温度管理は行わない。マセレーション２日間。6ヶ月セメント槽で熟成。色調からは想像できない軽やかさ。
Nero d'Avola
Frappato,Mos

A4062 Rosato
ロザート

[2018]

ロゼ

750

3,600

〇

30%Nero d’Avola, 65%Frappato, 5%Moscato 4時間マセレーション。発酵後セメントタンクで4ヶ月熟成。清澄、フィルターなし。モスカートから軽やかさとフレッシュさを得る。
Nero d'Avola
Frappato

A4063 Rosso
ロッソ

[2018]

赤

750

4,200

〇

50%Nero d’Avola, 50%Frappato, 所有する畑の樹齢の古い区画からセレクション。10月の中旬から収穫開始。プラスティック発酵桶の上部を開放し、酸素を供給しながら発酵。温度管理は行わない。マセレーションは最大
で3週間。発酵後セメントタンクで8ヶ月熟成。ノンフィルター。

A4064 Nerocapitano
ネロ・カピターノ

Frappato

[2018]

赤

750

3,600 マセレーション4日間

〇

100%Frappatoプラスティックの発酵桶の上部を開放し、酸素を供給しながら発酵。温度管理は行われない。マセレーション14日発酵後セメントタンクで4ヶ月熟成。清澄、フィルターなし。彼等の土地でフラッパートの事を”ネ
ロ・カピターノ”と呼ぶ。チェリーの香が特徴的。

Mascalisi
マスカレージ

完売

N.Mascarese

赤

750

SOLD
OUT

95%Nero d’Avol, 5%Frappato,所有する6年樹齢の畑。標高450ｍ。粘土石灰土壌。プラスティックの発酵桶の上部を開放し酸素を供給しながら発酵。温度管理なし。マセレーション2週間。発酵後セメントタンクで8ヶ月熟
成。ノンフィルター。

TOP

Sicilia

Enza La Fauci
エンツァ・ラ・ファウチ
Faro

５軒しかないファーロの個性を次世代に残す
シチリア最古の DOC ながら衰退しているファーロを次世代に残す為に最良の区画を開墾。シチリアワインの専門家
「エミリアーノ・ファルシーニ」と共にファーロの個性を最大化する。
ロ・ダーヴォラを加えることでファーロらしさを最大限 畑は 1 枚畑で森の中。他の造り手の畑とも面してい
に表現している』
ないので一切の化学薬品の影響はない。2～3 年に
シチリア北東部のメッシーナより更に北、ファーロ生
ノチェッラはファーロにしかない品種。果皮が薄い為、1 度のペースで植物性のコンポストを撒くが、それ以
産エリアの最北、海まで 300m のコントラーダ「ピアノ・
カビや病気に弱いので生産量が安定しない。しかし、 外は銅と硫黄のみ。
ロッカ」に位置する「エンツァ・ラ・ファウチ」。
果皮に含まれる香成分が多く、酸とミネラルが豊富 アッサンブラージュが重要
『他のシチリアワインとの一番大きな違いである「ノチ
なのでワインに上品さを与える。
ェッラ種」の栽培に最も適した条件を持っているのが
『土壌はチョークと砂を含む粘土質で、ところどころ
この地域と言われる』
に「ミカ・ドラータ」と呼ばれるシスト状の岩が含まれ
海に近いので湿気が多く、斜面も東向きなので一見
ている。これが鉄分を与える』
すると優れた産地には思えないかもしれないが、湿
この種の土壌は痩せているので植樹したての若い樹
気を含んだ冷たい海風が過剰な気温上昇を抑え、
は灌漑しないと死んでしまうくらい水はけが良い。
東向き斜面が夕日で葡萄が焼けることを防ぐ。
『醸造は畑の隣にある醸造所で行う。全ての葡萄は
手作業で収穫され、黒葡萄は大型のプラスチック製
の桶に入れて足で潰して自然酵母で発酵』
一切酵母や蔗糖、酸も足さない。品種毎に分けて収
穫し、発酵。別々に熟成させている。
『できるだけ小さい単位で熟成させることで色々な
個性を持つベースワインができる。それをアッサンブ
ラージュすることで複雑味を得る』
ネロ・ダーヴォラは不安定なノチェッラと反対に毎年 熟成は「ファロ・テッラ・ディ・ヴェント」で 12 ヶ月。「フ
安定した糖度を得られるので 10％加えることで最適 ァロ・オブリ」で 18 ヶ月。どちらもベナンティ等で使わ
れた古樽のみ。新樽は使わない。
な糖度バランスを得ている。

ファーロの独自性

グラーチ、Ｇ.ルッソと同じ醸造家
更に山から吹き降ろす熱い南風「シロッコ」も吹くので
1 年を通して風が吹き抜ける。この風が湿気を乾かし
続けることでファーロは成り立っている。
『海風を直接受ける丘の上で葡萄は海の影響と山
の影響を同時に受ける。ノチェッラがフレッシュさと
上品さを与え、他の地域にはない個性を得る』
1976 年にシチリアで初めて DOC に認定されたファ
ーロはメッシーナから近く、人気だったが、今では衰
退し、造り手は最大手「パラーリ」を含め、5 軒しか存
在しない小さな産地になってしまった。
強すぎる風が新芽を折ったり、湿気によるカビ対策な
ど毎日の手作業が必要な、厳しい産地なので造り手
は減ってしまったが独自のテロワールがある。
『トゥーフォ土壌と潮風が葡萄にミネラルを与えてくれ
る。このテロワールの特徴を最も強く表現する品種
がノチェッラとネレッロ・マスカレーゼ』
ファーロは法規制上、ネレッロ・マスカレーゼが 45～
60％、ネレッロ・カプッチョが 15～30％。その他品種
が 25％までブレンドできる。
『エンツァ・ラ・ファウチでは 15％ノチェッラと 10％ネ
商品記号

ワイン

当主「エンツァ」はシチリア唯一の高品質グラッパ蒸
留所「ジョヴィ」の娘で大学卒業後、ジョヴィで葡萄の
買取りを担当していた。
品質の高いヴィナッチャを手に入れる為に造り手を
訪問しているうちにワインに興味を持ち、醸造学校に
入学してしまう。
『卒業後、2003 年にファーロの森を開墾し、葡萄を
植樹。元々森だったので 1 度も薬品が使われていな
い。今でも少量の銅と硫黄のみ使用する』
当初、醸造は「ベナンティ」に相談しながら自分で行
っていたが、よりファーロの個性を表現する為に「エミ
リアーノ・ファルシーニ」を醸造責任者とした。
『エミリアーノはグラーチやジュゼッペ・ルッソの醸造
も担当するシチリアワインの専門家。土地の個性を
活かすワイン造りが特徴』
2007 年に「ベナンティ」に助けてもらいながら初めて
ボトリング。2009 年にはファーロ DOC として正式に販
売を開始した。
『開墾する前は森。今も畑は 3 方向を森に囲まれ、1
方向は海に向かって開けている。葡萄だけでない植
物、昆虫、動物が存在することが重要』
入港予定

"Terra di Vento"
A0986 Faro
ファロ・テッラ・ディ・ヴェント

■Terre Siciliane Bianco "Case Bianche"
所有畑の中で砂質が強い区画に植えられた「ジビッ
ボ」を 100％使用したキュヴェ。収穫後、6 度で 18
時間果皮も種子も残してマセラシオン。
自然酵母のみで発酵。3 ヶ月古バリック、3 ヶ月ステ
ンレスタンクで熟成。
『ファーロでは珍しいジビッボだが、甘いだけでなく、
ファーロらしいミネラル感をワインに与えてくれるので
エキゾチックで個性的』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

N.Mascalese
Nocera,N.C,NdA

2015

赤

750

参考上代

メモ

3,800 最良年

在庫
LIMITED

60%Nerello Mascalese, 15%Nocera, 15%Nerello Cappuccio, 10%Nero d'Avola 手収穫後、100％除梗するが、果実は潰さずに36時間置いておき、自然酵母が十分に繁殖した時点で足で葡萄を踏んで発酵開始。20
日間のマセラシオン及び発酵後、古バリックに移して12ヶ月間熟成。

Faro "Obli"
ファロ・オブリ

完売

N.Mascalese
Nocera,N.C,NdA

赤

SOLD
OUT

750

60%Nerello Mascalese, 15%Nocera, 15%Nerello Cappuccio, 10%Nero d'Avola 手収穫後、100％除梗するが、果実は潰さずに36時間置いておき、自然酵母が十分に繁殖した時点で足で葡萄を踏んで発酵開始。20
日間のマセラシオン及び発酵後、古バリックに移して24ヶ月間熟成させたリゼルヴァのような位置づけ。

Bianche
A0984 Case
カゼ・ビアンケ

Zibibbo

2016

白

750

4,200 ミュスカの辛口

○

ファーロの海岸で伝統的に栽培されていたジビッボ・ファーロ種。実際に海岸沿いに植えられて、根の一部は海水に浸かっていたが海岸の開発が進み、引き抜かれることが決まった。その古い樹を自分の畑に植え替えたも
の。6度で18時間マセラシオンした後、自然酵母のみで発酵。3ヶ月古バリックでシュール・リー。

TOP

Marche

Varnelli
ヴァルネッリ
Muccia

銅鍋で煮出して造る唯一の天然辛口『アニス』
ほとんどのアニスはアニス・エッセンスと砂糖から造られるが、ヴァルネッリは素材を銅鍋で煮出し、天然のエッセンス
を自ら抽出、砂糖は使用せず、まさに本物のアニスを造り出している。
マルケのカフェコレットはアニス

使っている証拠で他の「アニス」では出てこない。
■カフェコレット
エスプレッソに好きな分量を加える。
香り豊かなエスプレッソが完成。
■チョコレートやアイスクリームと
チョコレートとの相性が良い。
柑橘、ヴァニラのアイスに直接かけても美味しい。
■グレープフルーツなどのジュースと
フルーツはグレープフルーツとの相性が最も良い。
「ベリーニ」にヴァルネッリを加えるのも定番。

通常なら「カフェコレット」を注文するとエスプレッソに
「グラッパ」が加えられるが、マルケのカフェコレットは
必ず「ヴァルネッリ」の「アニス」が加えられる。
『マルケの家庭には必ずヴァルネッリがある。ヴァル
ネッリを知らないマルケ人はいない』
1868 年に「ジローラモ・ヴァルネッリ」によって創業さ
れた「ヴァルネッリ」は 140 年間に渡って香草や木の
実などを使ってリキュールを造ってきた。
『元々、薬剤師だったので香草など自然のハーブに
精通していた。当初は薬の 1 種としてアマーロが造 天然素材を銅鍋で煮出す
られていた』
元々、シビッリーニに住んでいた「ヴァルネッリ」。マル
ケでも有数の自然の多い地域で色々な種類の植物
が自生していた。
『ヴァルネッリは天然の素材を使ってリキュールを造っ
ている。香草やアニスのエッセンスを調合して造って
いるのではない』
リキュール・メーカーは設備が大きいので大手資本
下に入ることが多い。「ヴァルネッリ」は一度も資本が
入ることなく、家族経営を続けている。
20 世紀に入り、創業者の息子「アントニオ」が天然の
「アニス」を使ったリキュールを造り始めた。
1950 年にはイタリアで最も高品質な「ドライ・アニス」
に認定されて「ヴァルネッリ」の名前は知れ渡った。
『古代ローマ時代、アニスは万能薬として利用されて
いた。胃腸薬や精力剤としても利用されていた記録
が残っている』
アニスの香は頭痛を和らげる効果もあると言われて
いる。更に利尿作用、整腸作用もあるとされ、呼吸
器系にも良いと言われる。まさに万能薬。
『サンブーカとは全く違う。材料を銅鍋で煮出してい
る点と砂糖を加えていない点が違う。濾過もしてな
いのでアニス由来の油分も残っている』
彼等の「アニス」は冷やすとアニス由来の油分が凝
固して表面に浮かびあがってくる。天然の素材だけを
商品記号

ワイン

Secco Speciale
69J53 L'Anice
アニス・セッコ・スペシャーレ

大型の 2 つの銅鍋が直火にかけられる。ブナの木の
薪を燃やすことでより風味が豊かになるそう。
現在はラベリングや品質管理はオートメーション化さ
れたが、蒸留部門は一切機械化していない。

苦くなければアマーロではない
「ヴァルネッリ」の名前を最初に世間に浸透させたの
は「アマーロ・シビッラ」。
「リンドウの根」や「カリッサイアキーナ」の含有率が極
端に高いことから当時は抗マラリア剤、解熱剤として
珍重されていた。

『アマーロ・シビッラを進化させたのがアマーロ・トニコ。
砂糖を全く加えず、天然の蜂蜜で甘みを付けた。苦
味が強く、ピュアな味わい』
アマーロの原材料はトスカーナのオレンジの果皮、シ
チリア産ブラッド・オレンジの果皮。カンゾウ、キナの
根、シナモン、蜂蜜…。
大黄だけはイタリアで手に入らないのでモンゴル産を
使っているが、その他は全てイタリアの天然ものを使
現在、4 代目で「シモネッタ」「マリードナテッラ」「オリ
用している。
エッタ」「マリア」の４人の女性によって運営されている。
『通常のアマーロはカラメルが加えられているので甘
創業当初と同じレシピ、同じ方法でリキュールを造り
い。本物のアマーロは苦い。苦味の中にオレンジや
続けている。
シナモンなどの豊かな香がある』
『天然の素材を銅鍋で煮出してエッセンスを抽出す
る。これを創業当初からのレシピでブレンドしてリキュ
ールは完成する』
入港予定

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

アニス

N.V

ｽﾋﾟﾘｯﾂ

700

参考上代

メモ

4,600 天然アニス

在庫

〇

厳選したアニスシードから造られる特別なアニスリキュール。地元ではカフェコレットと言えばグラッパではなくヴァルネッリのアニスが加えられるのがあたり前。ソーダ割りやグレープフルーツと共に食前酒として食欲を増進させ
たり、食後酒として胃を落ちつかせたり、アイスクリームにかけたりと幅広く使われている。最も一般的でお薦めなのはロックや水割り。純粋にアニスの味わいが楽しめる。

Sibilla
69J54 Amaro
アマーロ・シビッラ

天然薬草
蜂蜜、砂糖

N.V

ﾘｷｭｰﾙ

700

4,600

〇

直火で煮出した天然のハーブの自然な苦味や甘味を味わえる。甘味はハーブの甘味にカラメルではなく天然の蜂蜜を加えて調整している。ヴァルネッリのアマーロはレシピは秘密とされているが原材料は全て天然素材と
なっている。

dell'Erborista
69J55 Amaro
アマーロ・デッレ・エルボリスタ

天然薬草
蜂蜜

N.V

ﾘｷｭｰﾙ

500

4,800 甘みは蜂蜜のみ

○

直火で煮出した天然のハーブの自然な苦味や甘味を味わえる。甘味はハーブの甘味にカラメルではなく天然の蜂蜜を加えて調整している。ヴァルネッリのアマーロはレシピは秘密とされているが原材料は全て天然素材と
なっている。こちらはアルコールが低く、よりハーブのニュアンスが強く出たヴァルネッリらしいリキュール。

TOP

Piemonte

Sibona
シボーナ
Saint Marcel

蒸留所登録 No.００１『最古の蒸留所』
その安定した品質と歴史で人気のグラッパ醸造所シボーナ。ヴィナッチャを提供する造り手達からの信頼も厚く、優良
生産者のヴィナッチャを手に入れている。
『グラッパを楽しんでもらいたい。ピエモンテの特産
品であるチョコレートの中にグラッパを入れたゴッチ
ピエモンテにおける蒸留酒の歴史は古い。1443 年に
ェ・ディ・グラッパも新しい試み』
この地域の税関書類に蒸留酒の記述を見つける事
「ゴッチェ・ディ・グラッパ」は地元名産のチョコレートの
が出来る。（当時はプランタと呼ばれていた）
中にモスカートのグラッパを詰めたもの。
アルバから数キロ離れたロエロ地区「ピオベジ･ダル
『毎年、寒くなってから職人の手造りで造られるもの
バ」に「シボーナ」蒸留所は位置する。
でプティフール代わりに楽しまれている』
『ピエモンテだけでなく全州のソムリエから信頼を集
め、星付きリストランテには必ずオンリストされている ワイン生産者からの信頼
老舗ディステレリア』
100 年の歴史の中で 1 度もぶれることなく品質至上
主義を貫いてきた「シボーナ」は造り手からの信頼も
厚い。
品質の高い「ヴィナッチャ」を手に入れることが一番
重要。色々な要素が多い果皮は香も味わいも豊か
なグラッパを造れる。農薬で生かされた「ヴィナッチ
ャ」には香の要素はほとんどない。
「マッテオ・コレッジア」「コンテルノ・ファンティーノ」「レ
ナート・ラッティ」「マッソリーノ」「ヴィエッティ」「エルヴ
ィオ・コーニョ」…。
シボーナへヴィナッチャを提供する周辺の生産者も
ビッグネームが揃っている。
『良いグラッパを造るには高品質の葡萄生産者に信
蒸留所は国によって管理されており、グラッパを造る
頼してもらい協力してもらうこと』
には認可が必要になっている。生産量も専用の計器
皆、最高の状態での搬入に協力してくれる。
でカウントされ、それに応じて税金が徴収される。
彼等のグラッパは世界中の品評会でも高評価を得
『シボーナの歴史は 100 年を越す。国の指定機関Ｕ.
ている。それなのに価格は良心的。
Ｔ.Ｆ（蒸留所商取引監督機関）の登録ナンバーは
■International Spirits Challenge
001。イタリア最古の蒸留所』
2015Grappa Porto Wood：Silver medal
彼等は品種毎にグラッパを蒸留したことでも有名。ピ
2015Barolo grappa Tuttogrado： Bronze Medal
エモンテの地品種それぞれの個性をワインのように
■Internationaler Spirituosen Wettbewerb
表現するグラッパを造っている。
2014Barolo grappa Tuttogrado：Golden medal
伝統的な蒸留所である彼等は近年、6 年間の樽熟
2015Grappa Porto Wood：Silver Medal
成や「マディラ樽」「ポート樽」「ウィスキー樽」での熟
2015Amaro Sibona：Gold Medal
成など新たな挑戦も始めている。
■International Wine & Spirit
■ゴッチェ・ディ・グラッパ（チョコレート）
2013Grappa Porto Wood：Silver Medal

イタリア最古の蒸留所

商品記号

ワイン

入港予定

2012Grappa di Moscato：Silver Medal
■Guida Bibenda
2016Grappa di Moscato：5 Grapes
2015Grappa di Moscato：5 Grapes

アルコール５７．５％のトゥットグラード
シボーナは葡萄の搾りかす（ヴィナッチャ）の鮮度に
強い拘りを持っている。更に、単一品種でのグラッパ
造りに拘り続けてきた。
厳選された新鮮なヴィナッチャを使って、それぞれの
葡萄の香や成分を最大限に引き出す。香り高く、そ
の年の葡萄を表現したグラッパを目指している。

■トゥットグラード
中でも注目したいのが「トゥットグラード」グラッパ・デ
ィ・バローロ。毎年決まった造り手のヴィナッチャを使
用する。
絞りきったヴィナッチャは各生産者から同じ日に搬入
され、香が飛ばないうちに蒸留に入る。
『オーク樽で熟成した後、リムーザン産新バリックに
入れて熟成。その後、加水を極限まで抑えてボトリン
グ。圧倒的な香と深みを得ている』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

di Dolcetto 500ml
69511 Grappa
グラッパ・ディ・ドルチェット・ステンレスタンク熟成

Dolcetto

N.V

蒸留

di Moscato 500ml
69512 Grappa
グラッパ・ディ・モスカート・樽熟成

Moscato

N.V

di Moscato 1500ml
690G6 Grappa
グラッパ・ディ・モスカート・樽熟成

Moscato

di Barbera 500ml
69513 Grappa
グラッパ・ディ・バルベーラ・樽熟成
di Nebbiolo 500ml
69986 Grappa
グラッパ・ディ・ネッビオーロ・ステンレスタンク熟成

メモ

在庫

500

4,900 ステンレス熟成

〇

蒸留

500

4,900 樽熟成

〇

N.V

蒸留

1500

Barbera

N.V

蒸留

500

4,900 樽熟成

〇

Nebbiolo

N.V

蒸留

500

4,900 ステンレス熟成

〇

di Arneis 500ml
69514 Grappa
グラッパ・ディ・アルネイス・ステンレスタンク熟成

Arneis

N.V

蒸留

500

4,900 ステンレス熟成

〇

di Barolo 500ml
69517 Grappa
グラッパ・ディ・バローロ・樽熟成

Nebbiolo

N.V

蒸留

500

6,800 樽熟成

〇

di Barolo 1500ml
690G7 Grappa
グラッパ・ディ・バローロ・樽熟成

Nebbiolo

N.V

蒸留

1500

15,000 1.5Lお得です!!!

LIMITED

di Barolo Invecchiata "Riserva Sp" 700ml
696Z8 Grappa
グラッパ・ディ・バローロ・インヴェッキアータ・リゼルヴァ・スペシャーレ

Nebbiolo

2004

蒸留

700

16,800 バローロ・リゼルヴァ

LIMITED

Aged Port Wood Finish 500ml
69W46 Grappa
グラッパ・エイジド・ポートウッド・フィニッシュ

N.V

蒸留

500

6,000 ポートを熟成した樽で熟成

〇

"XO" 500ml
696Z9 Grappa
グラッパ・エクストラ・オールド

N.V

蒸留

500

6,800

〇

N.V

ﾘｷｭｰﾙ

500

4,000 アマーロ

〇

ﾁｮｺﾚｰﾄ

300g

4,900 グラッパ入チョコレート

〇

Sibona 500ml
69955 Amaro
アマーロ・シボーナ
di Grappa
69912 Gocce
ゴッチェ・ディ・グラッパ
年１回輸入。寒い時期に入ってから手造りされるグラッパ入チョコレート。中身のグラッパはモスカート。

Amaro
Moscato

参考上代

12,000 1.5Lお得です!!!

LIMITED

TOP

日本

Solaris
ソラリス
小諸

日本のワインは世界でも負けない
ボルドー大学卒、シャトー・ラトゥールでも研修を積むなど日本の醸造技術の革命者とも評される島崎氏が醸すマンズ
ワイン小諸醸造所のソラリス。
量から質への転換
最も多いワインでも年産 500 ケースの生産量。「信
州小諸シャルドネ樽仕込」は 5 樽。1,500 本という少
量生産の「ソラリス」。
マンズワイン」は 2 つのワイナリーを所有している。1 つ
は「勝沼ワイナリー」。甲州を中心に大規模な設備で
小売向けのワインを造っている。
「ソラリス」が造られるのは「小諸ワイナリー」。1973 年
に設立された。醸造設備は小規模。
『高い品質を追求すれば生産量は減ります。勝沼と
小諸は全く違う考え方です』
収量の多い国産品種を止めてカベルネ・ソーヴィニヨ
ンや独自に品種交配させた信濃リースリング等に変
更。量ではなく質を高めることに集中。ソラリスは
2001 年に初リリースされた。
『長野県上田と小諸の葡萄だけを使用し、徹底した
収量制限を施した。剪定、グリーンハーヴェストは勿
論、収穫も全て手作業。選果も手作業』
最も重要な畑である東山のカベルネは収穫時点で
の収量が 30hl/ha。これはブルゴーニュのトップ・ドメ
ーヌなみの低収量になっている。

日本ならではの雨対策
商品記号

『肥沃で重い土壌の日本では畑選びが重要だが、そ
れ以上に標高、方位、気温、水はけが重要』
契約農家の畑は細かく区分けされていて契約農家 1
軒あたりの所有面積は平均 1ha 以下。
現在約 40 軒の農家と契約している。自社畑と合わ
せて約 17ha の畑から「ソラリス」は産まれる。
『日本の一番の問題は降雨量。ヨーロッパの 3 倍以
上。葡萄が水膨れしてしまう。品質を高めるにはレイ
ンカット栽培は必須』
収穫前の雨は葡萄の水分量を増やしてしまう。雨が
降る前にビニールシートを張り、雨が直接葡萄に当た
らないようにする。
『地表近くは通気を良く保っているので湿気が溜ま
ることもない。折りたためば直接陽が当たる』
レインカット栽培は 1996 年特許登録、1999 年には
科学技術庁長官賞を受賞した。
『独自の品種が信濃リースリング。シャルドネとリース
リングの交配種で日本の気候と相性が良い』
「マンズワイン」が独自に交配させた品種信濃リースリ
ング。シャルドネの開花前におしべを取り、リースリン
グの花粉で受粉させる。
更に受粉させた葡萄樹の中から質の高い葡萄を着
ける樹を選別し、苗木を作ります。10 年以上かけて

ワイン

入港予定

信濃リースリングを誕生させた。
『果実感がしっかりしていながらフレッシュな酸を残
します。ドライに仕上げても甘口に仕上げても華や
かな香が特徴的』

醸造責任者：島崎大
ワイン醸造を学べる山梨大学へ進学。1983 年「マン
ズワイン」入社。1987 年にはボルドー大学へ入学し
利酒適性資格と仏国家資格醸造士を取得。
『在学中は白ワインの魔術師と呼ばれたドゥニ・デュ
ブルデュー教授に学んだ』
卒業後は「シャトー・ラトゥール」での研修を経て帰国。
欧州、南米で醸造経験を積み 2000 年から「ソラリ
ス」の醸造責任者となる。
『ボルドーは最先端。日本は遅れている。振動式選
果台、温度管理発酵槽、低温マセラシオン。最適の
醸造で正確なワインを造る』
一度葡萄を凍らせて圧搾する「クリオ・エクストラクシ
ョン」や発酵後のワインに少量の果汁を加える「ジュ
ース・リザーブ」等色々な技術が試されている。
『島崎大氏は 2007 年、ニューズウィーク誌で世界が
尊敬する日本人 100 人にも選出された』

葡萄品種

VIN

色

ｻｲｽﾞ

A4112 信州東山カベルネ・ソーヴィニヨン

Cabernet S

2017

赤

750

9,000

A4169 信州カベルネ・ソーヴィニヨン

Cabernet S

2016

赤

750

5,000

〇

Merlot

2016

赤

750

9,000

LIMITED

A2513 信州小諸メルロー

参考上代

メモ

在庫
LIMITED

A4263 信州小諸メルロー

新入港

Merlot

2017

赤

750

9,000

LIMITED

A2893 信州東山メルロー

完売

Merlot

2015

赤

750

9,000

SOLD
OUT

新入港

Merlot

2017

赤

750

5,000

Chardonnay

2018

白

750

5,000

〇
〇

Chardonnay

2018

白

750

3,800

LIMITED

A0908 信濃リースリング

Riesling

2016

白甘

720

3,500

LIMITED

A4162 信濃リースリング

Riesling

2017

白甘

720

3,500

LIMITED

A3535 信濃リースリング・辛口

Riesling

2018

白

720

3,800

〇

A1516 信濃リースリング・クリオ・エクストラクション

Riesling

2017

赤

720

6,000

LIMITED

A3383 信濃リースリング・クリオ・エクストラクション

Riesling

2018

白

720

6,000

LIMITED

Sauvignon B

2018

泡

750

4,500

LIMITED

A3156 ソラリス・ユヴェンタ・ルージュ

Merlot

2016

赤

750

3,800

A2496 甲州シュール・リー

Kosyu

2017

白

750

3,000

Kosyu

2018

白

750

3,000

〇
〇
〇

Chardonnay

2008

泡

750

7,000

LIMITED

A4337 信州千曲川産メルロー
A3386 信州シャルドネ・樽仕込
A3992 信州シャルドネ

新入港

A3388 信州ソーヴィニヨン・ブラン

A4110 甲州シュール・リー
A3050 信州シャルドネ・メトード・トラディショネル・ブリュット・樽仕込

新入港

