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Oddero 
オデーロ/バローロ 

 

現存するバローロ最古の蔵 
老舗の優位点 
60年代にバローロ DOCGの元になる法規制を作ったのはアンジェロ・

ガヤのお父さんジョヴァンニとリナルディ家。そしてオッデーロでした。そ

れ位、古くからバローロの重要な人物としてオッデーロは存在していまし

た。そして、戦後間もない頃、まだクリュの概念すらない頃にバローロの

条件の良い畑を買い集めたのがオッデーロだったのです。 

だからこそ、彼等の所有畑は「ヴィーニャ・リオンダ」「ロッケ・ディ・カステ

ィリオーネ」「ブルナーテ」「ヴィレッロ」「ブッシア・ヴィーニャ・モンドゥー

カ」と名だたる優良畑のみ。しかも、それぞれの畑の素晴らしい区画をし

っかり持っているのです。 

自然農法で活性化 

90年代、少し迷っていた時期があったオッデーロ。2000年代に入り、

徐々に本来の素朴で女性らしいスタイルを取り戻しています。畑はビオ

ディナミを導入し、自然農法で活性化を進めます。明らかにワインはエ

ネルギー感が出てきています。 

醸造面では、ジャコモ・コンテルノと共にオーストリアのストッキンガーの

大樽を導入。より無機質で硬く、目が細かいので従来のスラヴォニア大

樽よりもワインに香もタンニンも与えません。 

四角いセメントタンク 

そして、最も大きな変化が熟成期間の延長と大樽熟成後に大型の四

角いセメントタンクで更に熟成させるようにした事。大樽は丸いので重力

の関係でワインが澱と共に対流し、動き続ける事で澱の要素や樽の要

素が抽出されると共に、酸素の吸着も加速されます。この期間は、ある

意味で不安定なのです。 

この不安定（成長する）な時期を終えたバローロは四角いセメントタンク

に移されます。四角い形状では対流は起こらず、ワインは沈静化します。

澱は動かないので酸素からは守られませんので酸素を供給しないセメ

ントタンクである事も重要です。この環境下で、成長し疲れている状態

のワインは落ち着き、安定していきます。これによって彼等のワインは一

気に畑毎の個性を強める事に成功しています。2013年以降の彼等の

ワインはしっかり畑の個性を感じるはずです。 

バローロ・クラシコ 
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ます。セカンドワインではないん

です。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）。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というもの。 

ワイン見聞録（テラヴェール ECショップ）の YouTube「Oddero水平・

垂直試飲 VOL.1」 https://youtu.be/cw7FOUK70sk でも武智ソムリ

エ、粟田ソムリエ共に大絶賛しているのが、このバローロ・クラシコの

2016年です。 

 

ワイン見聞録（テラヴェール ECショップ）の YouTube 

▼ワイナリー・ホームクッキング「Oddero水平・垂直試飲 VOL.1」 
https://youtu.be/cw7FOUK70sk 

▲ヴィッラ 
エミリア・ロマーニャの醸造家 
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◀ブルナーテ 2015 
バローロ/ラ・モッラ 

【位置】 

オッデーロは西側の中腹～上部を所有。

樹齢 60 年で標高は 300m。日照量が比

較的多く、痩せている区画。マリオ・マレン

ゴよりも上部にあり、若干東向き。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 

 

【ソムリエによるコメント】 

流石ブルナーテ。陽を感じさせてブルナー

テの中でも力強い印象。西側だからだね。

荒々しいタンニン。（粟田さん） 

少したくましくて男性的な感じ。大きくてお

おらかなワイン。ラ・モッラらしい良いワイ

ン。（武智さん） 

◀ロッケ・ディ・カスティリオーネ 2015 
カスティリオーネ・ファレット 

【位置】 

オッデーロの区画は南部で樹齢 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ている。比較的

優美で繊細さが出る区画と言われている。 

 

【ソムリエによるコメント】 

他の畑と比べて圧倒的にミネラルが豊富なのが

この畑。他とは全然違う。奥がありそうで魅惑

的。（粟田さん） 

グレード感が凄い。圧倒的な存在感。凄いワイン

だと口に含む前から解る。本当に良い畑とはこう

いうもの。（武智さん） 

ヴィレッロ 2015▶ 
カスティリオーネ・ファレット 

【位置】 

オッデーロの区画は真ん中から少し西側で急斜面

になっているベストポジション。樹齢 50 年以上の

0.8ha の畑。標高 240m の南東向き斜面。ヴィレッ

ロらしい上品さとセッラルンガ的硬質感がバランス

する。 

 

【ソムリエによるコメント】 

ヴィレッロは偉大な造り手が多いけど、オッデーロは

綺麗で繊細なタイプ。だけど最後に力強いタンニン

が残る。（武智さん） 

2015 年という暑い年でもバランスがよく、みずみず

しささえ感じさせるのが凄い。今の時点でも比較的

飲める。（粟田さん） 
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ヴィーニャ・リオンダ 2009▶ 
セッラルンガ・ダルバ 

【位置】 

オッデーロの区画は一番奥まった東部分。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年に植樹している。 

 

【ソムリエによるコメント】 

バローロ全体で、ある意味５本の指に入るワイン

と言える。偉大なワイン。特別な日の為のワイ

ン。出来過ぎだね。（粟田さん） 

飲むだけで解る。優れた畑ってあるんだと納得さ

せられちゃう。ずば抜けてる（武智さん） 

◀ブッシア・モンドゥーカ 2013 
モンフォルテ・ダルバ 

【位置】 

オッデーロの区画は、ブッシアでもかなり標高が

高い（標高 350m）区画で土壌は鉄分を多く含ん

でいる。樹齢 35 年程度のオッデーロにしては比

較的若い畑で 1.13ha。 

 

【ソムリエによるコメント】 

ブッシアは選ぶのが難しい。畑の位置関係を理

解すべき。オッデーロのブッシアは位置的にも良

い区画で、勿論ワインは素晴らしい。（粟田さん） 

ブッシアはなかなか難しいよね。2013 は 2015 と

似ているけど、まだまだ本性が出てない。ポテン

シャルが高いからだね。（武智さん） 

 

商品記号 ワイン VIN 色 容量 参考上代 メモ ご注文数

A5084
Barolo "Classico"

バローロ・クラシコ
2016 赤 750 6,500 アッサンブラージュ OK 本

A4225
Barolo "Villero"

バローロ・ヴィレッロ
2015 赤 750 12,000 94P:RP 98 本 本

A4224
Barolo "Rocche di Castiglione"

バローロ･ロッケ・ディ・カスティリオーネ
2015 赤 750 14,000 95P:RP 46 本 本

A4223
Barolo "Bussia Vigna Mondoca" Riserva

バローロ・ブッシア・ヴィーニャ・モンドゥーカ・リゼルヴァ
2013 赤 750 16,000 96P:RP 53 本 本

A4278
Barolo "Brunate"

バローロ・ブルナーテ
2015 赤 750 18,000 95P:RP 79 本 本

A4228
Barolo "Vigna Rionda" Riserva 10anni

バローロ・ヴィーニャ･リオンダ・リゼルヴァ・10アンニ
2009 赤 750 27,000 セッラルンガ・ダルバ 46 本 本

A4229
Barolo "Vigna Rionda" Riserva

バローロ・ヴィーニャ･リオンダ・リゼルヴァ
2011 赤 750 26,000 セッラルンガ・ダルバ 67 本 本

A2837
Barolo "Vigna Rionda" MG

バローロ・ヴィーニャ・リオンダ・マグナム
2005 赤 1500 48,000 セッラルンガ・ダルバ 39 本 本

A2836
Barolo "Vigna Rionda" Riserva 10anni MG

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
2007 赤 1500 50,000 セッラルンガ・ダルバ 43 本 本

A5085
Barbaresco "Gallina"

バルバレスコ・ガッリーナ
2017 赤 750 7,200 93P:Vinous OK 本

A5088
Langhe Nebbiolo

ランゲ・ネッビオーロ
2018 赤 750 3,800 ラ・モッラ OK 本

A5087
Barbera d'Alba Superiore

バルベーラ・ダルバ・スペリオーレ
2017 赤 750 4,000 155 本 本

A5086
Dolcetto d'Alba

ドルチェット・ダルバ
2019 赤 750 2,900 96 本 本

A2834
Langhe Bianco "Collaretto"

ランゲ・ビアンコ・コラレット
2015 白 750 3,600 238 本 本

入港数
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