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貴店名 担当者様 電話番号

帳合酒販店 希望納品日 月 日

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

造り手の今をお届けします！

FACEBOOK & INSTAGRAM

Alto Piemonte 
北ピエモンテが今年は凄い！ 

【ご注文は受注専用メール： t-order@terravert.co.jp】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ネッビオーロは土地を表す！ 
バローロが忘れてしまったもの 
やっぱりバローロ、バルバレスコは偉大な産地ですよね。世界の他の産地と比べても劣

らず、世界最高峰のワインと言えるでしょう。個人的にも一番好きなワインはバローロな

のでそこには何にも疑問がありません。粘土石灰土壌はネッビオーロのポテンシャルを何

倍にも高めてくれるようです。 

一方でバローロやバルバレスコが失ってしまったものもあるように最近特に思うんです。そ

れは「素朴さ」や少しの「田舎っぽさ」のような昔ながらの懐かしい味わい。バローロが世

界市場を見て、どんどん進化する程に日本人も含めた世界の人達の味覚に合うように

改良、進化していく中で忘れ去られてしまった味わいが北ピエモンテにはまだ残っている

ように思うのです。それこそが北ピエモンテの大きな魅力なのではないでしょうか？ 

■DOC ボーカ 
土壌：火山岩+花崗岩 
造り手：レ・ピアーネ 

 
■DOC カレーマ 

土壌：花崗岩 
造り手：プロデュットリ・ネッビオーロ・ディ・カレーマ 

 
■DOC ガッティナーラ 

土壌：火山岩 
造り手：アントニオーロ 

 
■DOC ゲンメ 

土壌：モレーン 
造り手：カンタルーポ 
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昔懐かしい素朴な味わい 
バローロやバルバレスコは既に完成された美術品のようです。僅かなミスも許されないよ

うな隙のない味わいで緊張感さえ感じます。でも、毎日の食卓に、そんな偉大なワイン

が必要なのでしょうか？ 

少し隙があってイビツな形で、偉大さよりも、何処か懐かしいような味わいこそが毎日の

食卓に寄り添うんです。そんな魅力が詰まった北ピエモンテでも特に個性的な産地の

特に優れた造り手を集めました。 

そして忘れてはいけないのは、ネッビオーロが何故、高貴品種と言われるかです。ピノ・ノ

ワールもサンジョヴェーゼもそうですが、土壌の個性を表現できるからネッビオーロは高貴

な品種と言われるのです。ガッティナーラの土壌は火山岩。ゲンメはモレーン土壌。カレ

ーマは花崗岩の棚仕立て。ボーカは鉄分を含む火山岩と花崗岩の混合土壌。感じて

みて下さい。世界がまた 1 つ広がるはずです。 

 

モレーン土壌の「ゲンメ」 

造り手：カンタルーポ 
セシア川を挟んでガッティナーラと向かい合うゲンメ。セシア川によって押し流された土砂

がたまってできた堆積土壌でモレーンと呼ばれます。粘土石灰質よりも PH が高く、柔ら

かい酒質になるのが特徴で、現地ではトマトソースにも合わせられるフレンドリーなネッビ

オーロと言われています。 

造り手はゲンメ一番の老舗でゲンメを有名にした立役者「カンタルーポ」。彼等は通常

の造り手よりも樽熟成期間が１年以上長く、更にその後の瓶熟成期間が圧倒的に長

い事でも有名。バローロは 2016 年がリリースされていますが、彼等のゲンメの現行は

2012 年！飲み頃が最高の状態で飲めるのも大きな魅力です。 

 

今一番のお薦めはこれ！ 

ゲンメ・コッリ・ブレクレメ 2011 
ゲンメの町を見下ろす丘の西向き斜面。ガッティナーラを見渡せる畑で、50 年前から

偉大な畑とされてきました。最良年の 2011 は先日の試飲会でもバローロを抑えて人

気ナンバー1！熟成のねっとりした甘みが心地良いんです。 

 

火山岩土壌の「ガッティナーラ」 

造り手：アントニオーロ 
火山岩土壌はアルカリ性で PH が低く、独特の硬質感や四角い味わいをワインに与え

ます。火山岩土壌のネッビオーロはガッティナーラだけです。100 年前はネッビオーロの

王様とされていましたが、現在では衰退。造り手は数軒しか残っていません。 

造り手は昔も今もガッティナーラを代表する造り手で家族経営を続ける「アントニオー

ロ」。2015 年からは全てのワインがリゼルヴァになりました。元々樽熟成期間が他の造

り手より１年長かったのでリゼルヴァを名乗る資格がありましたが、今回正式にリゼルヴ

ァと名乗るようになりました。2015 年は寒いガッティナーラにとっては最適なヴィンテージ。

その昔、ネッビオーロの王様とされていたのがよく解るグレート・ヴィンテージです。 

 

今一番のお薦めはこれ！ 

ガッティナーラ・リゼルヴァ ・オッソ・サン・グラート 2015 
1960 年に植えられた真南を向く畑で標高 250～400m まで上下に長く続く畑。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。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。30 ヶ月熟成。 

 

 

 

 

 

▲ゲンメのモレーン土壌 
川で丸まった小石や砂も混じっている 

▲森に囲まれたガッティナーラの畑 
100 年前の 1/100 まで畑が減っている 
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火山岩と花崗岩の「ボーカ」 

造り手：レ・ピアーネ 
あまりに北に位置するので雹害が多く、1950 年、1951 年と連続して大きな雹害で

葡萄畑が全滅したことで長くワイン造りが衰退していた産地。最後までワインを造り続

けていたアントニオ・チェッリ氏も病気になり、遂に歴史が終わるかという時に、スイスのイ

ンポーターだったクリストフ・キュンズリがカンティーナと熟成中のワインを買取り、ボーカの

歴史をつなぎました。 

造り手は「レ・ピアーネ」。クリストフの成功で若い造り手も増えてきて、今では 10 軒以

上の造り手が存在しています。最大の特徴はマジョリーナ仕立てという独特の棚仕立。

冬の雪と雹から葡萄樹を守る為の仕立。 

 

今一番のお薦めはこれ！ 

ボーカ・プリニウス・ウノ 2007 
野生酵母のみで発酵中に気温が低すぎて発酵が止まってしまったが、何もせず発酵が

始まるのを待った。発酵がまた始まり、止まりを繰り返しなんと 5 年間発酵が続いた不

思議な年。その間、すっとスラヴォニア大樽で熟成。 

 

花崗岩の「カレーマ」 

造り手：プロデュットリ・ネッビオーロ・ディ・カレーマ 
アオスタに接する小さな産地カレーマ。花崗岩の急斜面に石壁で段々畑を作り、そこに

ドゥピンと呼ばれる石柱をたて、棚仕立に仕上げている。この石壁と石柱が日中温めら

れ、寒い夜に土壌を暖めることで独特の柔らかいネッビオーロが出来上がる。 

なお、昔ながらの棚仕立は収量が多く、バローロの 2 倍にもなります。凝縮感ではなく、

少しの緩さや隙があるのがカレーマの田舎臭くて親しみやすい魅力なんです。 

造り手はこの地の歴史的生産者協同組合「プロデュットリ・ネッビオーロ・ディ・カレーマ」。

社長は郵便局員を兼任。畑の所有者が瓶詰め作業や醸造関係も兼務する昔ながら

の協同組合。過疎化が進むカレーマでお爺ちゃん達頑張ってます！ 

 

今一番のお薦めはこれ！ 

カレーマ・リゼルヴァ 2015 
ここ数年の異常気象で恩恵を受けているのがカレーマ。2015 も 2016 もグレート・ヴィ

ンテージなんです！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。リゼルヴァは野生的ですね。 

 
プロデュットリ・ネッビオーロ・ディ・カレーマ 
アオスタに接する小さな産地カレーマ。花崗岩の急斜面に石壁で段々畑を作り、そこにドゥピンと呼ばれる石柱をたて、棚仕立に仕上げている。この

石壁と石柱が日中温められ、寒い夜に土壌を暖めることで独特の柔らかいネッビオーロが出来上がる。 

 

 

 

 

 
 

レ・ピアーネ 
あまりに北に位置するので雹害が多く、1950年、1951 年と連続して大きな雹害で葡萄畑が全滅したことで長くワイン造りが衰退していた産地。最

後までワインを造り続けていたアントニオ・チェッリ氏も病気になり、遂に歴史が終わるかという時に、スイスのインポーターだったクリストフ・キュンズリがカ

ンティーナと熟成中のワインを買取り、ボーカの歴史をつなぎました。 

 

 

 

 

 

商品記号 ワイン VIN 色 容量 参考上代 メモ ご注文数

A4153
Carema Classico

カレーマ・クラシコ
2016 赤 750 3,400 90 本 本

A4127
Carema Riserva

カレーマ・リゼルヴァ
2015 赤 750 4,200 360 本 本

入港数

商品記号 ワイン VIN 色 容量 参考上代 メモ ご注文数

696Y5
Boca

ボーカ
2009 赤 750 6,900 120 本 本

A5024
Boca

ボーカ
2015 赤 750 7,200 240 本 本

A5025
Boca "Plinius 1"

ボーカ・プリニウス・ウノ
2007 赤 750 11,000 48 本 本

入港数

▲カレーマの伝統的畑 
石柱と石壁が畑を温める 

▲ボーカの火山岩 
ネッビオーロに厳しさを与える 
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カンタルーポ 
セシア川を挟んでガッティナーラと向かい合うゲンメ。セシア川によって押し流された土砂がたまってできた堆積土壌でモレーンと呼ばれます。粘土石灰

質よりも PH が高く、柔らかい酒質になるのが特徴で、現地ではトマトソースにも合わせられるフレンドリーなネッビオーロと言われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アントニオーロ 
火山岩土壌はアルカリ性でPHが低く、独特の硬質感や四角い味わいをワインに与えます。火山岩土壌のネッビオーロはガッティナーラだけです。100

年前はネッビオーロの王様とされていましたが、現在では衰退。造り手は数軒しか残っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品記号 ワイン VIN 色 容量 参考上代 メモ ご注文数

A2664
Gattinara

ガッティナーラ
2013 赤 750 5,400 140 本 本

A5029
Gattinara Riserva

ガッティナーラ・リゼルヴァ
2015 赤 750 5,900 360 本 本

A2665
Gattinara "Le Castelle"

ガッティナーラ ・レ・カステッレ
2013 赤 750 7,200 90 本 本

A5030
Gattinara Riserva "Le Castelle"

ガッティナーラ・リゼルヴァ ・レ・カステッレ
2015 赤 750 8,400 120 本 本

A2666
Gattinara "S. Francesco"

ガッティナーラ ・サン・フランチェスコ
2013 赤 750 7,900 24 本 本

A5031
Gattinara Riserva "S. Francesco"

ガッティナーラ・リゼルヴァ ・サン・フランチェスコ
2015 赤 750 8,800 120 本 本

A2667
Gattinara "Osso S. Grato"

ガッティナーラ ・オッソ・サン・グラート
2013 赤 750 9,800 120 本 本

A5032
Gattinara Riserva "Osso S. Grato"

ガッティナーラ・リゼルヴァ ・オッソ・サン・グラート
2015 赤 750 11,000 120 本 本

入港数

商品記号 ワイン VIN 色 容量 参考上代 メモ ご注文数

A3749
Coline Novaresi "Agamium"

コッリーネ・ノヴァレージ・アガミウム
2017 赤 750 3,000 300 本 本

A5066
Coline Novaresi "Agamium"

コッリーネ・ノヴァレージ・アガミウム
2018 赤 750 3,000 240 本 本

A3750
Colline Novaresi "Abate di Cluny"

コッリーネ・ノヴァレージ・アバテ・ディ・クルニー
2011 赤 750 5,900 180 本 本

A5067
Colline Novaresi "Abate di Cluny"

コッリーネ・ノヴァレージ・アバテ・ディ・クルニー
2013 赤 750 5,900 120 本 本

A5028
Colline Novaresi Rosato "Il Mimo"

コッリーネ・ノヴァレージ・ロザート・イル・ミモ
2019 ロゼ 750 2,400 600 本 本

A3751
Ghemme "Cantalupo"

ゲンメ・カンタルーポ
2011 赤 750 5,200 300 本 本

A5026
Ghemme "Cantalupo"

ゲンメ・カンタルーポ
2012 赤 750 5,200 480 本 本

A3752
Ghemme "Collis Breclemae"

ゲンメ・コッリ・ブレクレメ
2005 赤 750 7,500 60 本 本

A5027
Ghemme "Collis Breclemae"

ゲンメ・コッリ・ブレクレメ
2009 赤 750 7,500 120 本 本

A3753
Ghemme "Collis Breclemae"

ゲンメ・コッリ・ブレクレメ
2011 赤 750 8,200 120 本 本

A5068
Ghemme "Collis Breclemae"

ゲンメ・コッリ・ブレクレメ
2013 赤 750 8,200 120 本 本

入港数

▲カレーマのセラーで働くお爺ちゃん 
友達とおしゃべりしながら楽しく箱詰め 

▼伝統的マジョリーナ仕立（ボーカ） 
大きくハート形にし、上部の葉と枝で雹から葡萄を守る 


