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プロセッコ ヴァルドビアーデネ
スペリオーレ

エクストラ ドライ

マルスーレ社

小売価格

￥1,298

プロセッコ ブリュット
コネリアーノ

ヴァルドッビアデーネ

プロセッコ
コネリアーノ

ヴァルドッビアーデネ
スーペリオーレ

グレラ

36ヶ月間、澱
と接触させる
ことによって果
実の素直さと
澱から抽出さ
れる様々な要
素(果実由来で
無く発酵など
に由来する)と
のバランスをと
る。

グレラ

グレラ スプマンテ
エクストラ ドライ

小売価格

￥2,178 小売価格
￥2,178

小売価格

￥1,958
アロマティッ
クでバランス
の取れた香は
パイナップル
やグレープフ
ルーツ、アカ
シアの花な
ど。きれいな
酸味で味わい
のバランスも
よく、アフター
にはアーモン
ドの余韻。

優しい麦わらイ
エロー。泡立ち
の優しい､洗練
されたアロマと
調和の取れた
心地よい味わ
い。

『出荷直前に
瓶詰め』され
る最もフレッ
シュなプロ
セッコ。樹齢
100年以上の
プロセッコと
しては考えら
れないほどの
古木から収穫
されたブドウ
を使用し、
シャルマ方式
によりグレラ
種の繊細な桃
のような香り
を引き出す。

エノエカ・アリーチェおすすめ　プロセッコ　セレクション

マルスーレ社

小売価格

￥2,178

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

プロセッコ ブリュット プロセッコ
プロセッコ

トレヴィーゾ ブリュット
イティネラ

バルバメート
キュヴェ ストリカ

ボルゴ アンティコ社マルヴォルティ社ベッレンダ社

グレラ

味わいはあくま
でもドライで集
中力のあるキ
レ。変な甘さや
ぼんやりした感
じはない。ミネラ
ルとすっきりし
た果実味が後味
まで続きます。

グレラ他 グレラ

緑がかった淡い
黄色。グレラなら
ではの豊かな香
りと、爽やかで丸
みのある味わい
を余すところな
く引き出した。非
常にコストパ
フォーマンスに優
れた1本です。

グレラ

トレヴィジオール社

チェレーザ社

小売価格

￥1,628

プロセッコ クロエ

アルテア社

コルサリス社

グレラ

味わいはエレガ
ントな酸味、豊
かな果実味が
あり、程よいボ
リューム感を持
つ。泡立ちは細
かく上品。
アフターにはほ
んのりとした苦
味も良いアクセ
ントに。

グレラ

繊細で果実香
を持ったワイン
らしい香り。辛
口でしっかりと
しているが、上
品で爽やかな
口当たり。気泡
は美しく持続
性があります。

華やかの花の
香り、心地よい
レモン、アプリ
コットといった
果実と、ハーブ
の香り。味わい
は繊細であり
ながら、ミネラ
ル豊かな風味。

プロセッコ ブリュット
コネリアーノ

ヴァルドッビアデーネ

小売価格

￥1,408

グレラ

グレラ グレラ

小売価格

￥1,518

フレッシュで、
華やかな花の
香り。ラベルに
は印象的な
ハートのマーク
が描かれ、
1530年『ロミ
オとジュリエッ
ト』のラブストー
リーの舞台で造
られたワイン。

グレラ

新鮮なグレラの
柑橘系オレンジ
の風味に、白い
花の香り 果実味
が豊富でミネラ
ル感 もしっかり
持ち合わせた完
成度の高いプロ
セッコ。

小売価格
￥1,958

小売価格
￥2,640

小売価格
￥2,288

3

伝統的にヴェネ
トで造られてい
た地ブドウ4品
種をブレンド。優
しい泡を持ち、リ
ンゴやナシの香
り、ほのかな甘
みの中に柑橘の
ほろ苦さが感じ
られます。

小売価格
￥2,178

プロセッコ ブリュット
コネリアーノ

ヴァルドッビアデーネ

チェッロ社 トッレゼッラ社 モンド デル ヴィーノ社

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



カサルファルネート社
（マルケ州）

フェウド アランチョ社
（シチリア州）

デイリースパークリングワイン特集

モンテリベロ
スプマンテ ブリュット

シャルドネ ブリュット
グラン キュヴェ

ブリュット
ヴェルディッキオ

スプマンテ ブリュット
アックシィ

エクストラ ドライ
アスティ　（甘口）

モランド社
（ピエモンテ州）

モスカート

ヴァッレンダﾞ社
（ヴェネト州）

トッレゼッラ社
（ヴェネト州）

ピローヴァノ社
（ロンバルディア州）

小売価格

￥1,408

ガルガネーガ ヴェルディッキオ グリッロトレッビアーノ他 シャルドネ

サンタマリア ラ パルマ社
（サルデーニャ州）

ドリアノーヴァ社
（サルデーニャ州）

白いお花、青りん
ごを想わせる華
やかな香りがあ
り、林檎の蜜の
ような甘味も感
じることが出来
ます。

エレガントでやさ
しいフルーティー
な香り、そして細
かな泡が口に広
がる心地よい味
わい。

シャルマ方式。き
め細やかな美しい
気泡が美しく持続
する。酸味と果実
味のバランスが良
く調和の取れた味
わい。

淡い黄色、白い果
実、ピーチ、リンゴ
の香り。繊細な泡
立ちで、非常にフ
ルーティでフレッ
シュなミネラル感
が魅力のワイン。

完熟した林檎や梨
などの膨よかな果
実香。泡とともに
フレッシュな酸が
感じられ、豊かな
果実味とともにバ
ランスよく広がり
ます。

マスカット、洋梨な
どの新鮮で優美な
香り。程よい甘さ
があり、後味はと
ても爽やか。バラ
ンスが非常に良
く、心地よい味わ
い。

カラリス
スプマンテ ブリュット

マスカット、リン
ゴ、ミネラルなど
の新鮮で優美な香
り。後味はとても
爽やか。バランス
が非常に良く、心
地よい味わい。

小売価格

375ml￥858
750ml￥1,408

小売価格

￥1,518
小売価格

￥1,078
小売価格

￥1,848
小売価格

￥1,628

アラゴスタ
スプマンテ ブリュット

アットゥアーレ
スプマンテ パドゼ

スタート
フレグレオ

スプマンテ ブリュット
ヤーデ ブリュット

チェビコ社
（エミリア ロマーニャ州）

サン パトリニャーノ社
（エミリア ロマーニャ州）

モンテレオーネ社
（カンパーニャ州）

ヴィノジア社
（カンパーニャ州）

トレッビアーノ

小売価格

￥1,078

サンジョヴェーゼ ファランギーナ

小売価格

￥2,178

ヴェルメンティーノ シャルドネ

トレッビアーノ種
の酸と軽やかさ
を生かし自然発
酵で作られる、
酸味と果実味の
バランスが良く
調和の取れた味
わい。

泡立ちは素晴ら
しく長く続き、オ
レンジの花の香
りが感じられま
す。桃やキウイの
味わいが心地よ
く複雑さがあり
ます。

ファランギーナ
独特の多様なア
ロマが凝縮され
た芳香、程よい
酸が口当たり良
い。厚みがあり丸
みのある味わ
い。

洋ナシやリンゴ、
黄色の花など
ファランギーナ
の魅力溢れるア
ロマティックな香
り。

優美で持続性の
ある泡。白い果
肉のフルーツ香
と心地良いトー
スト香を伴う凝
縮感のあるブー
ケ。続く。

ファランギーナ

小売価格

￥2,728
小売価格

￥1,518
小売価格

￥1,958
小売価格

￥2,068

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒
176

ピノ ネロ

フレッシュな果実の香
りとかすかなトースト
香があり、生き生きと
した酸味が特徴的な、
スッキリした辛口｡

ランブルスコ ディ ソルバーラ
ブリュット ロッソ

メトド クラッシコ
ランブルスコ ロゼ　モデナ

ランブルスコ ディ
ソルバーラ

カンティーナ デッラ ヴォルタ社
（エミリア ロマーニャ州）

カンティーナ デッラ ヴォルタ社
（エミリア ロマーニャ州）

小売価格

￥3,520
小売価格

￥2,750
小売価格

￥5,500

美しく繊細、そして連
続的に立ち上がる泡
は瓶内二次発酵なら
では。ラズベリーや
熟したイチゴ、またシ
トラス系の香り。ア
タックは控えめなが
らソルバーラ種の特
徴である溌剌とした
酸味が心地よく、
シャープな印象。

グランキュヴェ　ブリュット
フォンガロ

メトド クラッシコ
ブリュット　ロゼ

ネレッロ マスカレーゼ

ムルゴ社
（シチリア州）

フォンガロ社
（ヴェネト州）

ムルゴ社
（シチリア州）

メトド クラッシコ
ブリュット

ソルバーラ種で造る
瓶内二次醗酵のロゼ
スプマンテ。イタリア
国内の3つ星レスト
ランでもオンリスト
されており、繊細で
透明感のあるソル
バーラの力を最大限
に表現したヴォルタ
渾身の代表作。

ドゥレッラ
シャルドネ

ネレッロ マスカレーゼ

美しいサーモンピン
ク、オルトレポーのピ
ノ・ネロで造るエリア
の代表的なスパーク
リング。赤果実の上
品さと厳格さが表現
されています。

小売価格

￥4,180
小売価格

￥2,420
小売価格

￥4,290

マッツォリーノ社
（ ロンバルディア州）

シャルドネ
ピノ ネロ
シャルドネ

香ばしい高い香りと
ふくよかで余韻が長
いスプマンテ。輝く
黄金色。グレープフ
ルーツや白い花、ビ
スケットの香ばしい
香り。ほろ苦さと心
地よい酸味、余韻が
長く続きます。

小売価格

￥3,850
小売価格

￥5,500
小売価格

￥6,160

アカスグリ、サンザ
シ、野イチゴ想わせ
る、繊細でフレッシュ
な花の香り。 飽きの
来ない味わい。スィー
トアーモンドを思わせ
る優雅で繊細な余韻
が続きます。

フレッシュな柑橘類の
香り、黄色いフルーツ
やリンゴ、瓶内二次発
酵製法らしいナッツや
トーストの香りがエレ
ガント。上品な酸味と
豊かな旨味を伴い、フ
レッシュ感たっぷりの
味わい｡

きめ細かな泡立ち！晴れの日のスプマンテキャンペーン！！
＊このチラシのスパークリングワイン全て表示価格より３０％OFF!! 会員様限定

ブラン ド ブラン
マッツォリーノ ブリュット

可愛らしい赤系果実
やオレンジなどのア
ロマに数種のハー
ブ。アセロラやチェ
リーなど赤い果実の
ピュアな果実味、
シャープな酸とミネ
ラル。ほのかにタン
ニンも感じられ複雑
な味わいです。

熟したフルーツ、香
ばしいパン、ヘーゼ
ルナッツ、花の香り。
ドライでエレガント、
バランスのとれた味
わい。

ピノ ネロ

オルトレポー パヴェーゼ
クルアゼ　＊ロゼ

フェッラーリ社
（トレンティーノ A.A.州）

フェッラーリ社
（トレンティーノ A.A.州）

ロータリ社
（トレンティーノ A.A.州）

カンテ社
（フリウリ　V.G.州）

マッツォリーノ社
（ ロンバルディア州）

フェッラーリ
マキシマム ブリュット

泡立ちは奥のほうか
ら湧き出る様に上品
で豊か。口に含むと
軽いシトラスのニュア
ンスを想わせながら
も豊かなミネラル感
が感じられ奥行きの
深さを演出していま
す。

小売価格

￥3,300
小売価格

￥4,125

赤い果実やフローラ
ルな香りがあり、土壌
由来のきれいなミネ
ラル感があり、メイン
の肉料理などにも合
わせることができる
しっかりした味わい｡

ランブルスコ ディ
ソルバーラ

フェッラーリ
マキシマム ロゼ

ロータリ ブリュット
ドサッジョ ゼロ

カッパカッパ ロゼ

シャルドネシャルドネ

メトド クラッシコ
ランブルスコ トレンタセイ

カンティーナ デッラ ヴォルタ社
（エミリア ロマーニャ州）

ランブルスコ ディ
ソルバーラ

良年のみつくられる
超限定生産の極上ラ
ンブルスコ。ワイン名
の「トレンタトイ」はイ
タリア語で36ヶ月を
意。最低36ヶ月の瓶
内熟成の経てリリー
スされます。

小売価格

￥5,500

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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イタリアスプマンテの最高峰！！フランチャコルタキャンペーン！！
＊このチラシのスパークリングワイン全て表示価格より３０％OFF!! 会員様限定

フランチャコルタ
キュヴェ プレステージ

フランチャコルタ
ブリュット

フランチャコルタ
ブリュット

ドサッジョ ゼロ

フランチャコルタ
ブリュット

フランチェスコ １

フランチャコルタ
ブリュット

ブラン ド ブラン

ディチャセッテウノ社 アンドレア アリチ社 ウベルティ社 カヴァレッリ社

シャルドネ
ピノ ネロ

シャルドネ
ピノ ネロ

シャルドネ
ピノ ビアンコ

 ピノ ネロ
シャルドネ

小売価格

￥5,500

カ デル ボスコ社 フランチャコルタで唯一
のビオディナミ認証を
受け「ビオディナミの伝
道師」ニコラ・ジョリー氏
も認める実力派。 シャ
ルドネとピノ・ネロの魅
力が絶妙なバランスで
絡み合った逸品。

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。毎年 1 週間遅い
8 月後半に完熟の 1 歩
手前で収穫。

36ヶ月間、澱と接触さ
せることによって果実
の素直さと澱から抽出
される様々な要素(果実
由来で無く発酵などに
由来する)とのバランス
をとる。

トースト、リンゴ、洋ナ
シ、パイナップル、熟した
白桃、その後に柑橘フ
ルーツや鉱物ミネラル
の香りへと続きます。泡
立ちはきめ細かく持続
性もありクリーミィ。

シャルドネ
ピノ ビアンコ

 ピノ ネロ

カデルボスコスタイル
のフランチャコルタと
いうエッセンスを閉じ
込めたスタンダードフ
ランチャコルタ。134
の区画に及ぶ自社畑
の厳選されたブドウ
だけを使用していま
す。ブドウは収穫ロッ
トごとに醸造され、最
高のヴィンテージの
リゼルヴァとアッサン
ブラージュされてい
ます。25ヶ月間の熟
成を経てリリースさ
れ、崇高な透明感、心
地良いフレッシュ感と
酸味。

小売価格

￥5,940
小売価格

￥5,500
小売価格

￥5,500

ヴィンテージ コレクション
ドサージュ ゼロ

シャルドネ
ピノ ビアンコ

 ピノ ネロ

フランチャコルタ
 ブリュット

フランチャコルタ
ブリュット

エモショーネ

フランチャコルタ
ブリュット

エキストラ ミッレジマート

カ デル ボスコ社 アンティカ フラッタ社 ヴィッラ社 ヴィッラ社

小売価格

￥3,498
小売価格

￥8,800
小売価格

￥4,400
小売価格

￥5,060
小売価格

￥6,380

シャルドネ
ピノ ネロ

丁寧に手摘みされたブ
ドウは収穫後冷蔵庫で
休ませた後”ベリー・ス
パ”と呼ばれる最新の
ジェットスプレー装置に
より水洗される。シュー
ルリー期間は平均４８ヶ
月間。

完熟したリンゴや白桃の
ような果実香が主体。白
い花束を思わせるよう
なフローラルな香り。微
かにバターやクッキーを
思わせる香りも感じ取
れます。

独特の華やかさ、果実
感が味わえる。きめ細か
い泡立ち、繊細な酸に加
え、葡萄本来の旨みが
しっかりと感じられま
す。

長期熟成により複雑性、
ボディの厚みがしっかり
と感じられ実に充実し
た見事な味わい。引き
締まった味わいの中に
円やかさ、深み、余韻の
長さが楽しめる。

シャルドネ
ピノ ビアンコ

 ピノ ネロ

シャルドネ
ピノ ネロ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



イタリアスプマンテの最高峰！！フランチャコルタキャンペーン！！
＊このチラシのスパークリングワイン全て表示価格より３０％OFF!! 会員様限定

フランチャコルタ
ブリュット

フランチャコルタ
サテン

フランチャコルタ
ブリュット ロゼ

フランチャコルタ
ブリュット

コルテフジア社 コルテフジア社 コンタディ カスタルディ社 コンタディ カスタルディ社

シャルドネ
ピノ ビアンコ

 ピノ ネロ
シャルドネ

シャルドネ
ピノ ネロ

シャルドネ
ピノ ビアンコ

 ピノ ネロ

濃い黄金色がかった麦わら色。
きめ細かく持続性がありなが
ら、きりりとした勢いのあるペ
ルラージュ。カテゴリーはブ
リュットですが、実質ノンドザー
ジュな為、１リットル中の糖分は
僅か１ｇという、超辛口。

年間4,500本程度しか作らな
い、稀少なサテン。サテンであり
ながら、ノンドサージュ。１リット
ル中の残糖量は、なんと2g。こ
の為、サテンとは思えない辛口
に仕上がっています。

シトラスをベースにモモ、りん
ご、洋ナシ、終盤にベジタルな
ニュアンスを感じます。レモン
バームや酵母に由来するパンの
ようなフレイバー。バランスが良
くクリーミーな余韻。

菩提樹の花、柑橘系や白桃、グ
リーンペッパーのニュアンスの
フレッシュで華やかな香り。繊細
でありながらしっかりとした味
わい。

グレープフルーツのようなフ
レッシュ＆フルーティなアロマ
に、涼しげなミネラルとハーブ
の香り、奥底に感じる豊かな蜜
のニュアンスが美しい層を成し
ています。

黄金がかった輝く黄色。きめ細
かい泡が続き、凝縮した果実の
香りとバランスの取れた心地よ
い酸味が楽しめます。

長期熟成により複雑性、ボディ
の厚みがしっかりと感じられ実
に充実した見事な味わい。引き
締まった味わいの中に円やか
さ、深み、余韻の長さが楽しめ
る。

36ヶ月以上熟成させた、力強
く、エレガントな辛口スプマン
テ。“カボション”とは、宝石の
カット方法のひとつです。きめ
細かく、持続性のある泡が印象
的です。複雑な香りには、タバコ
やスパイスのニュアンスが感じ
られ、豊かでまろやかな、長期
熟成の深い味わい。

小売価格

￥7,810
小売価格

￥10,010
小売価格

￥4,070
小売価格

￥3,850

フランチャコルタ
 ブリュット

フランチャコルタ
ブリュット

フランチャコルタ ブリュット
プリマ キュヴェ

カボション フランチャコルタ
ブリュット ミレジマート

小売価格

￥3,850
小売価格

￥3,630
小売価格

￥5,720
小売価格

￥9,680

フェルゲッティーナ社 マルケジーネ社 モンテ ロッサ社 モンテ ロッサ社

シャルドネ
ピノ ネロ

シャルドネ
ピノ ビアンコ

 ピノ ネロ

シャルドネ
ピノ ビアンコ

 ピノ ネロ

シャルドネ
 ピノ ネロ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



トレッビアーノ
ダブルッツォ

麦わら色、パイナッ
プルや桃、バラの香
りに、セージのニュ
アンス、ほのかにク
ルミを思わせるバラ
ンスのとれた味わ
い。

モンテプルチアーノ
ダブルッツォ

小売価格

￥1,848

白ワイン/I.G.T 白ワイン/D.O.C

ヤンモ ビアンコ ナエリ
ヴェルメンティーノ ディ サルデーニャ

ドリアノーヴァ コッレ フリージオ

小売価格

￥1,298

青リンゴやパイナッ
プルなどの新鮮でフ
ルーティな香り、豊
かで柔らかい口当た
りの辛口。きれいな
酸味がある。

ナシ、モモ、トロピカ
ルフルーツを思わせ
るフルーティな芳
香。フレッシュで持
続性のある味わいは
バランスが良く優れ
たストラクチャーが
ある。

白ワイン/D.O.C

白い花や白い果実
の心地良い香りが
いっぱいに広がりま
す。やわらかく、非常
にフレッシュな口当
たりです。

トレッビアーノ

小売価格

￥1,848

ヤンモ ロッソ アンゼナス
カンノナウ ディ サルデーニャ

小売価格

￥1,518

コルヴィーナ

小売価格

￥1,518

アリアニコ
プリミティーヴォ
ピエディロッソ

ヴェネト州 カンパーニャ州

ガルダ コルヴィーナ

赤ワイン/I.G.T

コッティーニ ヴィッラ マチルデ

エノテカ・アリーチェおすすめ家のみワイン特集①

赤ワイン/D.O.C

モンテプルチアーノ サンジョヴェーゼ

赤ワイン/D.O.C

モンテプルチアーノ
シラー

チェザネーゼ

野生のベリーやスパ
イスが感じられる凝
縮した香りが印象
的。充実した果実感
があり、口当たりは
滑らかできめ細やか
なタンニンが感じら
れます。

エミリア ロマーニャ州 ラツィオ州アブルッツォ州

赤ワイン/D.O.C

ガルガネガ
ファランギーナ

グレコ
ヴェルメンティーノ

小売価格

￥1,628

新鮮な赤い果実の
香りが漂い、柔らか
な口当たりから肉付
きの良い果実味が
広がります。

10月上旬に収穫し
たブドウをマロラク
ティック発酵。オーク
樽で数か月、その
後、ステンレスで数
か月熟成させた赤ワ
インです。

小売価格

￥1,958

軽いスパイス感を伴
うベリー系果実の濃
厚な香り。ストラク
チャーに優れた、バ
ランスの良い持続性
のある味わい。

ほのかにバラとブ
ラックチェリーの香
り。優しく柔らかな
口当たりで豊かな果
実味とまろやかなタ
ンニン、心地よい酸
のバランスが取れて
いる。

赤ワイン/D.O.C 赤ワイン/I.G.T

サルデーニャ州

カンノナウ
カリニャーノ

モンテプルチアーノ

ブルーベリーなどの
森の果実味、芯の強
さを感じさせる高級
感ある樽香。程よい
タンニンでバランス
が取れている。

小売価格

￥1,518
小売価格

￥1,518
小売価格

￥1,298

フォンタナ カンディダ

エミリア ロマーニャ州 ラツィオ州

シャルドネ
ソーヴィニヨンブラン

マルヴァジア
ボンビーノ

グレコ

ローマ ロッソアウレンテ　ロッソ

小売価格

￥1,958
小売価格

￥1,628

白ワイン/D.O.C

フレッシュで香り高
い味わい。フルーツ
や花のような香にな
めらかな口当たり。
心地よいアロマが感
じられるバランスの
取れた味わい。

サン パトリニャーノ

白ワイン/I.G.T

青リンゴ、メロン、グ
レープフルーツを思
わせる柔らかなシャ
ルドネの香りに、ほ
のかにソーヴィニヨ
ンブランの繊細な
ハーブの香り。

ヴェネト州 カンパーニャ州 サルデーニャ州

サン パトリニャーノコッティーニ ヴィッラ マチルデ ドリアノーヴァ コッレ フリージオ

アブルッツォ州

白ワイン/D.O.C

フォンタナ カンディダ

ガルダ ガルガネガ アウレンテ ビアンコ ローマ ビアンコ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒
176

ヴァッレ デッラッソ

赤ワイン/I.G.T

プーリア州

ネグロアマーロ
カベルネ・SV

ベリー系フルーツ
の香りのなかにタ
バコのアロマが感
じられます。まろ
やかでフルー
ティ、長い余韻が
あります。

小売価格

￥1,738

サンジョヴェーゼ
主体

ラズベリーやブ
ラックベリー、スミ
レなどの華やかな
香りで、口当たり
はなめらか。キャ
ンティらしい心地
よい果実味が感じ
られます。

トスカーナ州

赤ワイン/I.G.T

プーリア州プーリア州

濃厚かつリッチで
フルボディのワイ
ンで、濃厚な果実
のプラム、スパイ
スや新樽由来の香
ばしいオークの
ニュアンスがあり
ます。

赤ワイン/I.G.T白ワイン/I.G.T

ヴェネト州

小売価格

￥1,188

白ワイン/I.G.T赤ワイン/D.O.C白ワイン/D.O.C白ワイン/D.O.C

ほのかなハーブ香
とさっぱり感のあ
るフルーティさ、
ハーモニーのとれ
た味わいです。

シャルドネ

小売価格

￥1,518
小売価格

￥1,628
小売価格

￥1,628
小売価格

￥2,068

ラツィオ州

カステッロ モナチ

レンツェ ロッソ

シャルドネ
キャンティ フロレジア

ヴィオラ
エンポリオ ロッソエンポリオ ビアンコ

赤ワイン/D.O.C.G赤ワイン/D.O.C白ワイン/I.G.T赤ワイン/V.D.T

アンティカ
オステリア ビアンコ

ピノ ノワール

メリーニフィッリアートフィッリアートガロフォリガロフォリジャンニテッサーリジャンニテッサーリ

アンティカ
オステリア ロッソ

 シチリア州シチリア州マルケ州マルケ州

小売価格

￥1,078
小売価格

￥1,078
小売価格

￥1,188
小売価格

￥1,188
小売価格

￥2,002

チェリー、フランボ
ワーズ、野バラ、ス
パイス、バルサミッ
クな香り。やや重
口。う口の中では
バルサミック、スパ
イスの香りに包ま
れます。

フルーティで軽や
かな口当たり。コ
ストパフォーマン
ス抜群のデイリー
ワインです。

チャラ
シャルドネ サレント

モンテプルチャーノ
 ダブルッツォ

ビアンキ

オルヴィエート
クラッシコ セッコ

フラスカーティ セッコ

地元のワインとし
てローマっ子にこ
よなく愛されてい
ます。洋ナシやリン
ゴの香りとフレッ
シュな味わいが特
徴です。

ヴァッレ デッラッソマーレマンニュム社

エノテカ・アリーチェおすすめ家のみワイン特集②

サンジョヴェーゼ
モンテプルチャーノ

カタラット
 インツォリア

ネロ・ダーヴォラ
 メルロー

野生の花、柑橘系
果実や熟したばか
りの洋ナシの香
り。やや辛口でボ
リューム感のある
口当たりです。

白ワイン/V.D.T

シャルドネ ピノ ノワール
トレッビーアノ

ヴェルディッキョ

黄金色、強すぎな
いバランスの良い
樽香。果実感が
しっかりとあり、酸
味の切れ味も良
く、アフターにミネ
ラルを感じます。

赤いチェリーの色
調に少し柿のよう
なニュアンスもあ
る野性味溢れた果
実の味わいです。

フルーティーで軽
やかな口当たりは
デイリーワインとし
て最適です。コス
トパフォーマンス
の高さが光る1本
です。

ウマニ ロンキビジフォンタナ カンディダ

プーリア州アブルッツォ州

小売価格

￥1,738

トレッビアーノ
マルヴァジア他

白ワイン/I.G.T

ヴェネト州

マルヴァジア
トレッビアーノ

プロカニコ
ヴェルデッロ他

モンテプルチャーノ
ダブルッツォ

小売価格

￥2,002

ウンブリア州

プリミティーボ

収穫をずらすこと
で、ワインに厚み
と滑らかさを残し
つつフレッシュさ
を封じ込めます。
2月にブレンドし、
瓶内熟成させま
す。

スミレ色がかった
ルビー色。デリ
ケートで心地よい
香りと、やわらか
いタンニンのまろ
やかな赤ワインで
す。

さわやかで生き生
きとしたフルー
ティーな香りを持
つ。セッコはきりっ
とした辛口で、後
味にビター・アーモ
ンドや白桃を思わ
せます。

小売価格

￥2,178

レンツェ ビアンコマンモス

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



小売
価格 ¥1,518 小売

価格

赤ワイン/I.G.T

モンテプルチャーノ
サンジョヴェーゼ

¥1,485 ¥1,485

洋梨や黄色いリンゴのフレッ
シュな果実香。柔らかな酸味と、
果実味豊かでフレッシュな味わ
いを楽しめるワイン。

カシスなど果実の香りに、スミレ
やホワイトペッパーの香りがアク
セントを与えている。柔らかいタ
ンニンとバランスの良い構成を
持ったワイン。

小売
価格

サンジョヴェーゼ
モンテプルチアーノ他

白ワイン/I.G.T

小売
価格 ¥1,375

たっぷり入ってご家庭のハウスワインに！！マグナムボトル1.5L

トレッビアーノ
デル ルビコーネ

サンジョヴェーゼ
デル ルビコーネ

トレッビアーノ ダブルッツォ
ヴィーニ デル モーロ

トレッビアーノ他 サンジョベーゼ他 トレッビアーノ

モンテベッロ社
モンテプルチアーノ ダブルッツォ

ヴィーニ デル モーロ

サン ミケーレ アルカンジェロ社

赤ワイン/D.O.C

モンテプルチアーノ

小売
価格 ¥1,518

MGMモンド デル ヴィーノ社 カンティーナ ディ クリテルニア社

白ワイン/I.G.T

オスコ ロッソ

白ワイン/D.O.C

トロピカルフルーツの濃厚な香。
バランスの取れた味わい。ストラ
クチャーがしっかりした、フレッ
シュな口当たり。余韻が長く残り
ます。

サンジョヴェーゼを主体に造ら
れた赤ワインです。スミレを思わ
せる繊細な香り。爽やかでフ
ルーティ。心地よいタンニンがあ
り、余韻にかすかなほろ苦さが
感じられます。

¥1,518

オスコ ビアンコ

トレッビアーノ主体で造られた
白ワインです。花やフルーツを思
わせる繊細な香り。爽やかでフ
ルーティな、バランスのとれた味
わいです。ラベルのモニュメント
はボローニャの「サン・ペトロー
ニオ大聖堂」です。

赤ワイン/I.G.T

小売
価格 ¥1,518

紫がかったルビーレッド。ベリー
系フルーツやブラックチェリーの
香り。ストラクチャーがしっかり
としていて、バランスのとれた
味わい。

小売
価格 ¥1,375

白ワイン

プリマヴェリーナ ロッソ

トレッビアーノ
マルヴァジア ビアンカ

赤ワイン

小売
価格

美しく輝く黄色。繊細なアロマで
干した野生の花の香りがする。
口当たりは柔らかい。白桃のほ
のかな味わいも。

ルビーの赤色。ミディアムボ
ディー。香りはリッチで豊か。プ
ラム、ブラックベリーの香り、ス
ミレのニュアンス。心地よく、バ
ランスのいいワイン。

プリマヴェリーナ ビアンコ

トレッビアーノ
カタラット他

※全て1500ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



カーヴ デュ ヴァン
ブラン ド モルジェ 社

面積の５％のみが平地という山国ヴァッレ・ダオスタにおけるブドウ栽培は決してたやすいものではありません。ブドウ畑は実に海抜８
００～１,２００mの高地にあり、現在わずか２７軒のワイナリーしか存在しません。そのような中注目を集めているのがジョルジョ・アンセ
ルメです。彼は父親から譲り受けたわずか３haのブドウ畑から凝縮感のある酸の利いた力強いワインを生産しており、非常に高い評価
を受けています。

 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。

ブラン ド モルジェー
エ デ ラ サッレ

白ワイン/D.O.C.

プリエ・ブラン

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
熟度の高い葡萄をブレン
ドすることでバランスを
取るのがこの地方の伝
統。

小売
価格 ¥2,640

赤ワイン/D.O.C.

¥4,290

ブラン ド モルジェー
エクストリーム ブリュット

ブラン ド モルジェー
エ デ ラ サッレ レイヨン

白ワイン/D.O.C.

プリエ・ブラン

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。発酵はステン
レスタンクにて行う。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。

小売
価格 ¥3,080

白ワイン/D.O.C.

プティ・アルヴィン
シャルドネ他

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。

小売
価格 ¥2,640

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。

小売
価格 ¥3,740

アンセルメ社

レ クレーテ社

白ワイン/V.D.T.

ビアンコ モンブラン
ヴァッレ ダオスタ
プティ アルヴィン

温度管理されたステンレ
スタンクで8日間かけて
アルコール発酵、そのま
ま熟成。花や果実の風味
を伴うフレッシュさと程
よい酸が特徴で調和のと
れた味わい。

白ワイン/D.O.C.

白ワイン/D.O.C.

¥7,920

白ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥4,180

シャルドネ 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。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。

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
みを得ています。

小売
価格

ヴァッレ ダオスタ
フミン

フミン

小売
価格 ¥5,720

赤ワイン/D.O.C.

ブドウは不要な部位を取
り除いてから破砕し、発
酵、少しの間澱の上で寝
かせます。若飲みが基
本。フルーティーで軽や
かな口当たりは、デイリー
ワインとして最適。コス
ト・パフォーマンスの高さ
が光る一本です。

ヴァッレ ダオスタ
シャルドネ

小売
価格

ヴァッレ ダオスタ
シャルドネ キュヴェ ボワ

小売
価格 ¥5,500

1700 年代中頃にフランスより移住してきた「シャレール」一族はこの地で小麦を中心とする製粉農家として生計をたてていた。
1810 年に土着品種の多様な個性に興味を持ち 2ha の畑を購入し、ワイン造りを始め、1989 年には現在のカンティーナを完
成させ、製粉所はアグリツーリズモへと変更された。『当時は全く売れなく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。

¥3,520
小売
価格

標高６００m石灰−砂礫
土壌の畑。１７〜１９℃に
温度管理したステンレス
タンクで８〜１０日間発
酵。３〜４ヶ月間寝かせて
から瓶詰め。
初リリース２００８年。

小売
価格 ¥3,520

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。
17ヶ月間の瓶内2次発
酵。

48時間以上マセラシオ
ン、8－10℃に温度管理
の下15日間かけてアル
コール発酵・マセラシオ
ン。フランス産バリック
（30％新樽）で10ヶ月間
熟成。澄んだ輝くような
赤色。

野生のバラの香りが、熟
成を経るうちにアーモン
ド香を帯びてくる。程良
いボディでビロードのよ
うな口当たり。ほろ苦さ
とバリックからくる優し
い木の香りが融合した風
味。

ヴァッレ・ダオスタ州 注目のワイナリー特集

ミュラー・トゥルガウ
シャルドネ他

モスカート・ビアンコ
プティ・ルージュ

フミン他
ピノ･ノワール プリエ・ブラン

発泡白/D.O.C.

ラ トゥーシュ
ヴァッレ ダオスタ

シャンバーヴ ミュスカ
トッレッテ

スーペリオーレ
ピノ ノワール
トラディション

赤ワイン/D.O.C.白ワイン/V.D.T.

小売
価格 ¥2,970

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となり
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小売
価格

ピエモンテ州バローロ地区老舗ワイナリーご紹介

ジョヴァンニ
カノーニカ社

ランゲ ロッソ ドルチェット ダルバ バローロ アルベ

¥2,640 小売
価格 ¥2,860

赤ワイン/D.O.C.G赤ワイン/D.O.C

ネッビオーロ、バルベーラ他 ドルチェット

赤ワイン/D.O.C

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。

¥6,380

チェリーやスミレの香が爽やか
に香るエレガントなドルチェッ
ト。樹齢の高さと香と酸を大切
にした造りで飲み飽きしません。
このヴァイラ一家が愛してやま
ないドルチェットはネッビオーロ
の区画の、すぐ真上に位置する
最上の区画で栽培されていま
す。

18～24ヵ月間、一部をステン
レスタンクで、一部は木樽で熟
成。紫がかったルビー色。エレ
ガントで甘いフルーツの香り
と同時に花やスパイスの豊か
で調和のとれた香りが漂いま
す。

バローロ パイアガッロ

¥3,080 小売
価格

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.G

¥7,700

ロゼワイン/V.ｄ.T.

伝統的なバローロのスタイル
である、長期間のマセレーショ
ンを実践、大樽での熟成の後、
ノンフィルターでボトリング。
味わいに芯がありながらも極
めてバランスのとれた豊かな
味わいはカノーニカならでは。

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。
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。

ネッビオーロ、バルベーラ
ドルチェット

ネッビオーロネッビオーロ

ドルチェット ダルバ バルべーラ ダルバ
ネッビオーロ ダルバ
ヴァルマッジオーレ

バローロ アレステ

小売
価格

ロザベッラ

バローロ村の代表的造り手で、多くの醸造家がここで学び、独立していきました。当主の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しています。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ます。彼らのバローロは均整の取れた酒質で、素直にフルーツを感じます。熟成と共
に妖艶さを増していきますが、ネッビオーロらしさは薄れません。

G.D.ヴァイラ社

 ステンレス・タンクでマセラシ
オン7～8日間、発酵28日間、
500リットルのフレンチオーク
で 2004年2月末までMLF
後、24ヶ月熟成、さらに18ヶ
月瓶熟。

ドルチェット バルべーラ ネッビオーロ ネッビオーロ

¥18,150

畑別に醸造。ステンレス・タン
クでマセラシオン9日間、発酵
28日間、500リットルの樽で
MLF後ブレンドし、同じ樽で
12ヶ月熟成、その後9ヶ月瓶
熟。

全く異なる栽培条件の畑のブ
レンドによって生まれ、安定し
た高いレベルのワインを造り
続けることができます。滑らか
さ、バランス、穏やかな酸と抑
えたアルコールによって伝わ
る美しい甘みを表現していま
す。

赤ワイン/D.O.C

ステンレスタンクでマセラシオ
ン9～10日間、発酵28日間。
500リットルのフレンチオーク
で翌2月末までMLF。 個々の
樽のポテンシャルを見極め
2005年夏にブレンドし、同じ
樽で11月末まで熟成後、さら
に18ヶ月瓶熟。

ネッビオーロ

赤ワイン/D.O.C

¥4,950 小売
価格 ¥6,820

大手ネゴシアンで長くセラーの仕事に従事した後、バローロの中心にあるカンヌビの畑を買うチャンスが突然訪れました。最初の収穫は1978年、初めて自ら造った
ワインに感銘を覚えました。その後少しずつ畑が増え、毎年造り続けるうち、次第に認知されるようになりました。ルチアーノと弟のルカは素晴らしいワインを造るた
めに努力し続け、今日、この功績は世界中で認められ、毎年素晴らしい評価を得ています。ランガ地区の畑をブレンドすることで一定の個性と味わいを備えたワイン
を造ることができますが、ルチアーノはカンヌビ・ボスキスを選び、 1985年より毎年個別に醸造しています。クリュの概念をもたらし、革新者と言われるようになり
ました。

ルチアーノ
サンドローネ社

赤ワイン/D.O.C.G

ヴァルマッジョーレは多くの生産
者が喉から手が出るほど欲しい
畑で、ここで作られるネッビオー
ロは特別視されています。ステ
ンレス・タンクでマセラシオン9
～10日間、発酵28日間、500
リットルのフレンチオーク古樽
で、12ヶ月熟成、さらに9ヶ月瓶
熟。

小売
価格

小売
価格 ¥20,350

バローロ　レ ヴィーニェ

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.G赤ワイン/D.O.C

¥3,300 小売
価格

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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曾祖父フランチェスコ、祖父アルベルトはブドウ栽培を行い、また少量のワイン造りを行っていたが、当時はブドウの販売を主に行っていた。アルベルトの息
子のエットレは父親の仕事と接ぎ木師としての技術を引き継ぎ、同時に1950年代からブドウ畑を植え替え、1haあたり4,000本を下回らないように密植
し、Dolcetto , Barbera、Nebbioloなどの土着品種を植樹した。1993年から実質的に自社瓶詰め・販売を行うようになり、外部からのコンサルタント
なしで栽培から醸造にいたるまで全てを管理、自分たちの畑が持つ素晴らしいテロワールを表現したワインづくりを行っています。

1990年代にはモダンなスタイルでバローロを造っていたプリンチピアーノ・フェルディナンド、2000年代に入って大きく方針を転換し、自然な栽培と伝統
的な醸造にシフト。セッラルンガ・ダルバとモンフォルテ・ダルバに代々所有する優れた畑の個性を深く表現しています。2012年からは、最も重要な区画で
はボルドー液、硫黄さえも使用せずに栽培を行うなど、さらに前進し続けていて、今後さらに楽しみな造り手でもあります。

エットーレ
ジェルマーノ社

プリンチピアーノ
フェルディナンド社

小売
価格 ¥3,630 小売

価格 ¥6,820小売
価格

標高750mの畑の土着品
種ティモラッソから造られ
る白ワイン。梨やグレープフ
ルーツ、豊かなミネラルの
複雑さを感じる香り。透明
感と力強いミネラルが印象
的な、適度な厚みのある味
わいです。

赤ワイン/D.O.C

小売
価格 ¥3,080 小売

価格¥3,850 小売
価格 ¥3,520

2016年からはモンタリ
アートがなくなって低価格
帯のネッビオーロはこのワ
イン1種類に。ネッビオーロ
ならではの透明感と自然で
丁寧な栽培による果実の美
味しさがしっかりしていま
す。

赤ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C.G

ティモラッソ ドルチェット バルベーラ フレイザ ネッビオーロ

白ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C

ネッビオーロ

¥2,750

樹齢約40年、ボスカレート
とサン・タンナの畑のバル
ベーラ。ステンレスタンクで
10カ月熟成。ドルチェット
より色合いも濃く、香りに
も広がりがあり、果実味も
たっぷりとしています。

モンフォルテ・ダルバ村のサ
ン・タンナとサン・マル
ティーノの区画のドル
チェット。ステンレスタンク
で10カ月熟成。タンニン、
酸にしっかりと存在感があ
り、葡萄の生命力あふれる
美味しさです。

1999年植樹の比較的樹齢
の若い3.5haの区画から
造られるバローロです。培
養酵母もSO2も添加せず
に１ヶ月間醗酵。20～40ヘ
クトリットルの大樽で24ヶ
月間熟成。

除梗後、培養酵母もSO2も
添加せずに3週間醗酵。ス
テンレスタンクで10ヶ月間
熟成。ミネラルからくる粘
度が印象的。

ランゲ ビアンコ

ネッビオーロ ネッビオーロ

白ワイン/D.O.C

¥5,720 小売
価格 ¥3,740 小売

価格 ¥4,180

ドルチェット ダルバ
サン タンナ

伝統的醸造。収穫したブド
ウを除梗破砕し、30日間マ
セレーションし、アルコール
醗酵。2,000Lのオーク大
樽で24ヶ月熟成、その後
15ヶ月瓶内熟成し、リリー
ス。

このワインに使われるブド
ウは、Prapòの若い畑のセ
レクション。約20日間マセ
レーションし、アルコール醗
酵、伝統的醸造。700Lの
オーク樽で約2年間熟成、
その後ボトリングし15-
18ヶ月間瓶内熟成した後リ
リース。

除梗破砕したあとステンレ
スタンクにて約3-4日間
25℃でマセレーション・ア
ルコール醗酵を行う。 マロ
ラクティック醗酵の後ステ
ンレスタンクで数回樽移し
を行い、翌夏にボトリング、
9月にリリース。

このワインに使われるブド
ウは若い畑のブドウで、ス
テンレスタンクのみを使っ
て醸造。除梗破砕し、約
25℃で7-8日間マセレー
ション・アルコール醗酵。マ
ロラクティック醗酵のあと4
月にボトリングし、6月初旬
にリリース。

ネッビオーロ

ランゲ ネッビオーロ
コステ

バローロ
セッラルンガ

赤ワイン/D.O.C.G

¥8,580 小売
価格 ¥15,400

シャルドネ
リースリングレナーノ

リースリング バルベーラ

赤ワイン/D.O.C

小売
価格

赤ワイン/D.O.C

16℃で40日間、ステンレ
スタンクで醸造、マロラク
ティック発酵は行わない。バ
トナ―ジュせずに6ヶ月間
シュールリー、翌年5月にボ
トリング。 残糖は5-6g/L、
このわずかな残糖分が、
リースリングのアロマを引
き立たせます。

小売
価格

手摘み後にソフトプレス、
シャルドネの半量はトノーで
アルコール発酵をし、6月ま
で熟成。残りの半量のシャ
ルドネとリースリングレナー
ノはステンレスタンクで発
酵、そして7月に全て一緒に
され瓶詰めがされる。

バローロで最もタニックなワインを生むセッラルンガの畑を１５０年前より所有する　エットーレ・ジェルマーノ社
モダンスタイルから一変。ナチュラルで美しく伝統的な再注目の生産者　プリンチピアーノ・フェルナンド社

ランゲビアンコ ビネル
ランゲ リースリング

エルツ
バルベーラ ダルバ ランゲ ネッビオーロ

バローロ
セッラルンガ

バローロ
プラポ

赤ワイン/D.O.C.G

バルベーラ ダルバ
ラウラ

ランゲ フレイザ
キーラ

小売
価格 ¥4,620

白ワイン/D.O.C

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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後世に大きな影響を与えた「バローロ・ボーイズ」の先駆者　ロッケ デイ マンゾーニ社

ロッケ デイ
マンゾーニ社

先代の故ヴァレンティーノ・ミリオーニ氏は元々ピアチェンツァで有名なレストランを営んでいました。ピエモンテで自分たちのレ
ストラン用にワインを造っていたところ、次第にワイン造りにのめり込み、素晴らしい好条件を持つマンツォーニの丘が売れ出さ
れるとそれを購入しレストランは妻のイオランダに任せ、本格的にワイン造りに没頭し始めました。彼は革新的なワイン造りを目
指し、今でこそ珍しくなくなりましたが、バローロに一番早くバリックを導入し、ネッビオーロとバルベラを混合したワインなどを
造りだしました。 新しく時代を切り開いたヴァレンティーノ氏の情熱をそのまま引き継ぎ現在息子のロドルフォ氏が更なる進化
を続けています。

ヴァレンティーノ ブリュット
リゼルヴァ　エレナ

ヴァレンティーノ ブリュット
ゼロ リゼルヴァ

ヴァレンティーノ ブリュット
ゼロ ロゼ リゼルヴァ

ランゲ ビアンコ
タタイア

ランゲ シャルドネ
ランジェリカ

発泡白/V.S.Q.

10年間酵母と共に熟成を
経た後、6ヶ月セラーで落
ち着かせて出荷される。ま
るで高級白ワインをそのま
まスプマンテにしたよう
な、心地よい風味を感じま
す。

ブドウの持つ自然の糖分
のみで味わいを出し、
60ヶ月以上の長期発酵・
熟成を経てしっかりと造ら
れたスプマンテです。旨み
のある辛口で重厚感があ
ります。

生き生きとした柑橘系果
実の香りが感じられます。
フレッシュなレモンのニュ
アンスと切れのある酸が
端正でバランスの整った
余韻の長いフィニッシュへ
と導きます。

黄色い花や熟したリンゴ、
メロン等様々な香りと樽
の香りも心地良いアクセン
ト。味わいは全体的にとて
もふくよかで上質なブル
ゴーニュを思わせます。

発泡白/V.S.Q. 発泡白/V.S.Q.

小売
価格 ¥4,840 ¥7,700

ランゲ ネッビオーロ
ランゲ ロッソ

ブリッコ マンゾーニ
バローロ

ヴィーニャ　ドゥラ　ロウル
バローロ

ビッグ ドゥ ビッグ

赤ワイン/D.O.C

ネッビオーロ
ネッビオーロ
バルベーラ

ネッビオーロ ネッビオーロ

¥3,080

白ワイン/D.O.C

赤ワイン/D.O.C.G

シャルドネ、ピノ ネロ シャルドネ

小売
価格

白ワイン/D.O.C

小売
価格 ¥8,360 小売

価格 ¥8,250 小売
価格

ピノ ネロ、シャルドネ
シャルドネ

ソーヴィニヨン
シャルドネ

４８ヶ月間の瓶内２次発
酵。ピエモンテで最初に生
産されたシャンパーニュ方
式のワインとして有名。輝
きのある黄金色で複雑さ
のある泡立ち。

赤ワイン/D.O.C.G

¥12,760

乾燥したバラやきのこ、バ
ニラなどの様々な要素が
入り混じっています。複雑
味がありつつ、柔らかで爽
やか。のびやかな酸と豊か
な果実味。

このドゥラ ロウルは３種の
バローロの内最もポテン
シャルを強く感じる。タン
ニンがしっかりとしてお
り、このワインの持つ骨格
の強さや複雑味は将来性
を強く感じさせ、長期熟成
の可能性を示している。

２１日間の長期発酵。モス
コーニの地区の畑のみ使
用。バリックで３６ヶ月熟成
後１年間のボトル内熟成。

小売
価格 ¥4,400 小売

価格 ¥6,600 小売
価格 ¥13,200 小売

価格

さくらんぼなどの赤い果
実の香りで、 ソフトなタン
ニンとフレッシュで華やか
な味わいが魅力。

赤ワイン/D.O.C

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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言わずと知れたモダン・バローロの立役者　ドメニコ クレリコ社
偉大なクリュ”ペルノ”の伝統派　生産者　オレスレ・ステファノ社

ドメニコ
クレリコ社

1976年にワイナリーを設立し元詰めを開始。バローロ・ボーイズのトップ生産者
のひとりであるドメニコ・クレリコはパオロ・スカヴィーノと共に凝縮感があり力
強いバローロの代表としてマルク・デ・グラツィア・グループをけん引してきた。
現在に至っても存在感は絶大であり、ロバート・パーカーが５ツ星評価を与える
などバローロ・ボーイズの枠組みを外したところでも偉大なバローロの生産者と
して位置づけられている。セラーで様々な実験的醸造を行うだけでなく、他の生
産者のワインを試飲し、情報交換を行い、独学にて自らのワイン造りを模索した。
中でも、彼のワイン造りの指標を決定づけた最も重要な要素のひとつはバリック
である。

オレステ
ステファノ社

オレステ・ステファノは、バローロの中心部にあるモンフォルテダルバの偉大なク
リュ ペルノに、カンティーナと自社畑を所有しています。
ペルノに植えられているネッビオーロは全てミケのみを栽培。畑は全てペルノに
位置し、高いところで標高６００mとバローロの中で最も高い場所に位置してい
ます。樹齢は古いもので８０年近く。畑はビオロジックで、必要な場合のみ、最低
限の鉛と硫黄を使用。下草は刈らずに自然のままで栽培。熟成は大樽のみを使
用した伝統的なバローロですが、醸造設備などは新しいものも取り入れながら、
代々受け継がれてきた伝統を守って今日に至ります。ペルノらしい鮮明で透き
通ったデリケートで芯のある深い味わいに感銘する事は間違いないでしょう。

バローロ　ペルノ

赤ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C.

ランゲ ドルチェット
ヴィサディ

バルベーラ ダルバ
トレヴィーニェ

ランゲ ネッビオーロ
カピズメ エ

ランゲ ネッビオーロ
バルベーラ ダルバ

スーペリオーレ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G

ドルチェット バルベーラ ネッビオーロ ネッビオーロ ネッビオーロ ネッビオーロ

初ヴィンテージ1979年。爆
発的に広がる様々なフルー
ツを詰め込んだ凝縮した果
実がパワーをもたらし、ク
リーンかつミネラリーな香り
がワインに生き生きとした
味わいと余韻の長さを与え
ています。

小売
価格 ¥2,970 小売

価格 ¥4,675 小売
価格

表情豊かに層をなす赤いベ
リー系果実や花、甘いスパイ
スの芳香。滑らかでジュー
シーな果実にエレガントな酸
のバランスが素晴らしい。バ
ルベーラの魅力を再認識す
る非の打ちどころがない贅
沢な逸品。

海抜250mにある南西向き
のバローロの畑サン・ピエト
ロのネッビオーロから造ら
れている。イチゴやチェ
リー、プラムなどの甘く力強
い果実。柔らかなタンニン豊
かな味わいはゴージャスか
つエレガント。

ステンレスタンク内でマロラ
クティック発酵後、大樽にて
熟成。生産はわずか約１５０
０本。力強く開放的なアロ
マ。深みのあるガーネットの
色調、小さな赤いフルーツ
のフルーティーな香り。

南向きの斜面のペルノに植
えられた15列の樹齢30年
のバルベーラを、手摘みに
て収穫。発酵は自然酵母の
みでステンレスタンクにて約
２０日間、マセラシオンは全
て手作業。１度使用したフラ
ンス産バリックにて１０ヶ月
間熟成。生産わずか約１２０
０本。

南西向きのペルノに植えら
れた樹齢最大80年のネッ
ビオーロを１０月中旬に手摘
みにて収穫。発酵は自然酵
母のみでステンレスタンクに
て約２０日~25日間発酵。マ
セラシオンは全て手作業。ス
ロヴォニア産の大樽にて約１
８ヶ月熟成。ボトル内で更に
熟成させる。年産約５０００
本。

終売

バローロ バローロ パヤナ
バローロ

チャボット メンティン
バローロ　ペルノ

2007
バローロ　ペルノ 1500ML

2011

赤ワイン/D.O.C.G

¥5,390 小売
価格 ¥4,180 小売

価格 終売 小売
価格

赤ワイン/D.O.C.G

ネッビオーロ ネッビオーロ ネッビオーロ ネッビオーロ ネッビオーロ

赤ワイン/D.O.C.G 赤ワイン/D.O.C.G 赤ワイン/D.O.C.G

¥14,850 小売
価格 ¥11,000 小売

価格 終売小売
価格 ¥7,975 小売

価格 ¥14,850 小売
価格

これまで以上にクリュ・バ
ローロの選果を厳しくした
為、このワインにはかつての
クリュ相当のブドウが使わ
れている。チェリーなどの
ジューシーな果実、タバコ、
革の香り。厳格なタンニンを
備えた堅固なストラク
チャー。

凝縮した果実は非常に表情
豊かで、終始一貫ゴージャ
スかつエレガント。広がりの
あるボディと果実味豊かな
味わいが魅力の外交的なバ
ローロ。

熟した色の濃いプラム、スミ
レ、甘いスパイス、ミネラル
が幾重にも層をなす香りに
続き、口の中を満たすのは
凝縮した深みのある果実と
厚く滑らかなタンニン。パワ
フルかつ厳粛な男性的バ
ローロ。

南西向きのペルノに植えら
れた樹齢最大80年のネッ
ビオーロを１０月中旬に手摘
みにて収穫。発酵は自然酵
母のみでステンレスタンクに
て約２０日~25日間発酵。マ
セラシオンは全て手作業。ス
ロヴォニア産の大樽にて約１
８ヶ月熟成。ボトル内で更に
熟成させる。年産約５０００
本。

南西向きのペルノに植えら
れた樹齢最大80年のネッ
ビオーロを１０月中旬に手摘
みにて収穫。発酵は自然酵
母のみでステンレスタンクに
て約２０日~25日間発酵。マ
セラシオンは全て手作業。ス
ロヴォニア産の大樽にて約１
８ヶ月熟成。ボトル内で更に
熟成させる。年産約５０００
本。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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欠品¥7,700 小売
価格 ¥4,730 小売

価格 ¥5,390小売
価格

小売
価格

ネッビオーロとしては短めの
12日間のマセレーション醗
酵。赤いフルーツ系の繊細な
香り。程よい骨格があり、乾い
たタンニンが続く。果実味との
調和のとれた味わい。

5つの個性の異なる畑をブレ
ンドする事で、ワインに深みを
与えると共に、調和した柔ら
かな味わいに仕上げる伝統的
手法。バラや革、タバコの葉や
スミレの香り。

16度にてステンレスタンクで
30日かけて発酵。フレッシュ
で爽やかな果実味もち伸びの
ある酸味が心地よいボリュー
ム感と共に広りをみせる。

5,000Ｌの大樽で１０日間の
発酵と果皮浸漬。1,500-
3,000Ｌの大樽で１年熟成
後、瓶内で最低６カ月の熟成
させます。

コスタ・ディ・ロゼ、プレダ、モ
ンロビオロ３つの畑をブレン
ド。大樽で30日の発酵とマセ
レーション。その後1,500～
3,000ℓの大樽で3年熟成の
後、瓶熟成を最低１年。乾燥し
たバラやスミレにエーテル。

白ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C.G

アルネイズ ネッビオーロ ネッビオーロ

白ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C

小売
価格 ¥11,000 小売

価格 ¥3,520

赤ワイン/D.O.C.G

シャルドネ ネッビオーロ ネッビオーロ

年間生産量5000本のみで、
日本割り当ては120本。白桃
やシトラスのフレッシュな香り
と、ナッツやバターのリッチな
香りが見事に絡み合います。

カンティーネ
ダミラノ社

1890年にラ・モッラ村とバローロ村の境に、ジュゼッペ・ボルゴーニョによっ
て創立。1935年にジュゼッペ・ボルゴーニョの義理の息子である、ジャコモ・
ダミラノがワイナリーを継いだ。その際に、親戚のボルゴーニョ社と混乱しや
すかった事もあり、ダミラノへとワイナリーの名前を変え、新たな歴史を刻ん
だ。1997年に、パオロ、マリオ、グイドの3兄弟に引き継がれた際、著名醸造
家であるジュゼッペ・カヴィオラ氏を醸造コンサルタントに迎え、さらに名声
を高める事に成功した。

バラーレ
フラテッリ社

1870年にフランチェスコ・バラーレを創業。新しいスタイル(現在では古典
派)のバローロのパイオニアの一人として100年以上続く名門ワイナリーの礎
を築きました。現在は、孫に当たるセルジョ。バラーレと彼の娘たちエレオ
ノーラ、グロリアに、その仕事と伝統が引き継がれています。

ランゲ シャルドネG.D.
ランゲ ネッビオーロ

マルゲ
バローロ

レチンクエヴィーニェ
ランゲ アルネイズ ランゲ ネッビオーロ バローロ

¥23,100¥6,050 小売
価格 ¥9,680 小売

価格 ¥23,100小売
価格

小売
価格

フレイザのブドウの樹齢は
30-35年と古く、質の高い複
雑なワインをうみ出すことか
ら、このランゲ・ロッソの主要
品種となりました。2年物の樽
で1年熟成されており、若いう
ちから複雑な特徴も楽しめま
す。

コンカ・トレ・ピーレの畑はブッ
シア・ソプラーナでも丘になっ
ている場所にあり、主にバル
ベーラが植えられています。
最も樹齢の古いものは45年
以上。数ヶ月間ステンレスタン
クで熟成され、樽に移されさ
らに12ヶ月間熟成の後瓶詰
めされます。熟成に使う樽は
100%新樽。非常にフレッ

マセラシオンは6−8日間行
い、タンニンと色の抽出を促
し、良い色調と際立つ柔らか
さがもたらされます。5−6カ
月間ステンレスタンクで熟成
された後、新樽で18ヶ月間熟
成。

樹齢40〜45年、ブッシアの
コロネッロの畑。発酵後、ステ
ンレスタンクのまま3〜5ヶ月
置かれ定期的に澱引きれた
後、スロベニア産オークの大樽
で28〜30ヶ月熟成。

40〜45年前からあるこの畑
の名、チカラとは、昆虫のセミ
という意味です。発酵後、ステ
ンレスタンクのまま3〜5ヶ月
置かれ定期的に澱引きれた
後、伝統的なスロベニア産
オークの大樽で29ヶ月熟成
されたものです。チカラは素
晴らしい単一畑で、ブッシアに
あるアルドコンテルノの3つの

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G 赤ワイン/D.O.C.G

ネッビオーロ ネッビオーロ ネッビオーロ

白ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥13,200 小売

価格 ¥5,060

赤ワイン/D.O.C.

シャルドネ
フレイザ、メルロー

カベルネ ソーヴィニョン
バルベーラ

少量生産で一般的な知名度は
低いのですが、その希少価値
の高さから幻のシャルドネと
言われています。バリックを充
分掛けていますが、焼きを抑
えているため果実味豊かで鋼
を想わせる口当たりがありま
す。

ピエモンテ州　バローロ地区　おすすめワイナリー特集

アルド
コンテルノ社

バローロの代表的な生産者であり、ピエモンテの伝統的なスタイルを大切に受け継いできたアルド コンテルノは、1969年、バローロ生産の中心地であるモンフォルテ ダルバという村の
ブッシアでワイナリーを始めました。
彼は18世紀以来の歴史を誇るジャコモ・コンテルノの５代目ですが、跡継ぎとなったのは兄のジョヴァンニで、アルドは独立して自らのワイナリーを設立しました。彼のつくり出すバロー
ロは非常に熟成能力が高く、その出来栄えは本家をも凌ぎ、国内外で確固たる地位と人気を得るに至っています。 2012年にアルド氏が亡くなったのち、ずっとそばで父親の仕事を見
てきた3人の息子が中心になって畑の管理から、醸造、経営までを担っています。効率的な耕作技術、ブドウ果汁発酵のコントロール、そして、伝統的熟成システムのコンビネーションが高
品位で偉大なワインを産出しています。

ランゲ  シャルドネ
ブッシアドール

ランゲ ロッソ
バルベーラ ダルバ
コンカ トレピーレ

ランゲ ネッビオーロ
イル ファヴォット

バローロ
ブッシア コロンネッロ

バローロ
ブッシア チカラ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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設立当時は伝統的なスタイルの造り手でしたが、1980年代後半にバリックによる熟成を開始し、1990年代に革新派のマ
ニフェストを採用。その後、1995年にバローロを近代化したルネッサンスの担い手マルク・ディ・グラッツィアのグループに
加入し、バローロ・ボーイズの一員としてアメリカで人気を博しています。全て自社畑生産で、畑はカスティリオーネ・ファッ
レット、セッラルンガ・ダルバ、モンテルーポ・アルベーゼに位置しています。 フォンタナフレッダ社

バローロ

赤ワイン/D.O.C.G

ネッビオーロ

老舗ならではの奥ゆかしい
味わい。大樽熟成らしい、お
おらかさと慎しやかな印象を
兼ね備えた1本です。

小売
価格 ¥3,080

6ヶ所の自社畑のブドウをブ
レンド。花などの洗練されたア
ロマはカスティリオーネ・
ファッレット地区、力強さは
セッラルンガ地区の特徴。ワイ
ナリーを代表する伝統的なバ
ローロです。

優れたバランス感と果実の密
度があり、柔らかく温かみを感
じる。強く深い味わいの魅力あ
るワイン。オーク樽熟成 24カ
月(仏産225L 新樽比率
20%)

濃いガーネット色。熟した黒果
実、リコリスの香りにスパイス
のエレガントな香りが加わる。
円熟したタンニンと力強い果実
味の絶妙なバランス。複雑味と
深みがあり、長い余韻が楽しめ
ます。

赤ワイン/D.O.C.G

ネッビオーロ

ランゲ ネッビオーロ
ベルバッコ

バローロ
カスティリオーネ

ステンレスタンクで計14ヶ月熟
成。弾けるような酸味、ソフトな
タンニンが樽熟成の香りと相
まって、心地よい複雑さを醸し
出す。余韻も長い。

４ヶ月間バリック熟成。大樽に
移し20ヶ月間。再びステンレス
タンクに移し数ヶ月落ち着かせ
る。丸みを帯びたタンニン、ミ
ディアムボディを保ちながらも
凝縮感を感じる。

完熟したチェリーやザクロ、
野花やスパイスが全て混ざり
合い、官能的で広がりのある
印象的な個性と凝縮感を持
つワイン。グラスに注ぐと時
間と共に香りが立ち上り非常
に魅惑的。

ネッビオーロ

赤ワイン/D.O.C

¥3,520

素晴らしいワインと革新的な運営で時代をリードしてきた生産者　ヴィエッティ社
土着品種のみにこだわるバローロ品質革新の旗頭　アゼリア社

ヴィエッティ社

初代カルロ・ヴィエッティが1800年代後半に創業し、息子マリオの代からヴィエッティの名を冠したワインの販売を始め、それまで多岐にわたっていた農産物の生
産をブドウ栽培とワイン醸造に集約、特化していきます。 1957年アルフレード・クッラードがマリオの娘ルチアーナと結婚、ヴィエッティ家の哲学を引き継ぎ更に
高品質なワイン造りへとまい進しランゲで最も優れたワイナリーの一つにまで育て上げました。 アルフレードはこの地で単一畑のワイン醸造をした最初の人物であ
り、当時は過激で先鋭的とされたこの概念も、今ではバローロやバルバレスコを生産するワイナリーの多くに採用されています。

ロエロ アルネイズ
ドルチェット ダルバ

トレ ヴィーニ

酸度を保つためマロラク
ティック発酵は行わず、熟成も
ステンレスタンクにて行う。辛
口で活き活きとした酸とバラ
ンスの取れた果実味が口中に
広がり余韻も長い。

白ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C

アルコール発酵はステンレス
タンクにて行う。その後、別の
ステンレスタンクに移し替え、
瓶詰。ミディアムボディでソフ
トなタンニン。適度な酸とバラ
ンスの取れた味わい。

赤ワイン/D.O.C.G

小売
価格

バルベーラ ダルバ
トレ ヴィーニ

アルネイズ ドルチェット

小売
価格 ¥8,580

アゼリア社

¥3,740

赤ワイン/D.O.C

¥3,410 小売
価格 ¥3,520 小売

価格

バルベーラ ネッビオーロ

小売
価格

小売
価格 ¥3,960 小売

価格 ¥7,260 小売
価格 ¥15,840 小売

価格 ¥15,840

赤ワイン/D.O.C.G 赤ワイン/D.O.C.G

ネッビオーロ ネッビオーロ ネッビオーロ

ランゲ ネッビオーロ バローロ
バローロ

ブリッコ フィアスコ
バローロ マルゲリア

比較的若木で造る華やかで味
わい深い柔和なネッビオーロ
ワイン。日常的に楽しむ用とし
てステンレス仕上げに。品種の
特徴である花や赤果実を純粋
に楽しむことができます。

赤ワイン/D.O.C

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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小売
価格 ¥13,200

赤ワイン/D.O.C.

ドルチェット ネッビオーロ ネッビオーロ ネッビオーロ,バルベーラ

エリオ
アルターレ社

歴史が始まるのは1948年、エリオの父ジュゼッペ・アルターレがラ・モッラにワイナリーを設立した年です。エリオ・アルターレは自身でも述べているように、20才の頃
にはすでにブドウ栽培に夢中でした。1970年代の金融危機の時代、ブルゴーニュ地方のワイナリーをめぐり異境のブドウの栽培技術を取得します。フランスのワイン醸
造技術にすっかり魅せられたエリオ・アルターレは、「トノー」の使用をピエモンテのワイナリーにも持ち込む決心をします。

ドルチェット ダルバ
ランゲ ロッソ

ジャアルボリーナ

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。

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。

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。

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。

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥13,200

ランゲ ロッソ ラリジ
ランゲ ロッソ
ラ ヴィッラ

樹齢約50年。砂質土壌のロエ
ロに畑があるため、ランゲと
比べてソフトな味わいが楽し
める。スパイスのヒントを備え
た野生のベリーのアロマティッ
クな香り。柔らかさが心地よい
プチ・バローロ。

テルロとラヴェーラの2つの
クリュのブレンド。甘みを感じ
させるほど熟したフルーツは
とてもまろやかな口あたりで
すぐ飲んでもおいしい。やわ
らかく、オークの香りと完熟ブ
ドウが織り成す複雑な風味を
もつ素晴らしいワイン。

小売
価格 ¥3,080

小売
価格 ¥6,160

小売
価格 ¥3,740

小売
価格 ¥13,200

小売
価格 ¥5,775

白ワイン/D.O.C.G.

10月の中旬に収穫。開放型の
発酵槽で18日～24日間の発
酵。1日4~６回のリモンタッ
ジョ。その後約30hlの大樽で
大樽で24ヶ月ゆっくりと熟
成。

ピーチの熟した香りと品種特
有のほのかなアーモンドの香
り。柔らかい果実にまるで赤リ
ンゴをかじっているかのよう
なフレーヴァーが余韻に上
がってくる。土壌由来の塩味、
緊張感のあるミネラルが後半
しっかりと感じられます。

赤ワイン/D.O.C.G.

ネッビオーロ  アルネイス ネッビオーロ ネッビオーロ

小売
価格 ¥3,135

小売
価格 ¥3,465

赤ワイン/D.O.C.赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

ネッビオーロ

開放型の発酵槽で１０日～12
日間の発酵。1日4～６回のリ
モンタッジョ。約1年間大樽、ト
ノーなど様々な樽に入れられ
その後アッサンブラージュ。

ランゲ ネッビオーロ
バローロ

ロッケ デラヌンツィアータ
ロエロ アルネイス

ネッビオーロ ダルバ
ヴァルマッジオーレ

バローロ

ピエモンテ州　バローロ特集

エルバルーナ社

1985年、彼のひ孫に当たるセヴェリーノとア
ンドレアの兄弟が代を引き継ぎ、有機農法によ
るワイン造りを志す。

ジャコモ
グリマルディ社

現当主のフェルッチョ・グリマルディの祖父がバローロ村に1930年に取得した畑を受
け継ぎ、ワイン造りを行っています。自社元詰の初ヴィンテージは1996年と、バローロ
の生産者としては比較的新しい造り手となっています。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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赤ワイン/D.O.C.G.

ネッビオーロ

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。

小売
価格 ¥19,800

白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ドルチェット

リースリングもシャルドネもラ・
モッラで栽培されており、収穫後
はコールドマセラシオンの後、ア
ルコール発酵、スンテレスタンク
仕上げとなる。桃のような白い果
肉の香味。ハッキリとした酸味と
少しの苦味もあるが、リースリン
グらしいアロマティックさも。

小売
価格 ¥3,960

リースリング
シャルドネ

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。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。樹
齢15年。年産15,000本のみ。

色調は薄めのルビーレッド。スミ
レやアマレーナのジャム、もぎた
てのフルーツ、胡椒、森林などの
香りを感じます。味わいはドライ
で、強すぎないまとまった骨格と
タンニン。

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.

シャルドネ ドルチェット ドルチェット

ラ・モッラのアルカリ岩系土壌。熟
成はステンレスタンク１ヶ月、バ
リック９ヶ月、瓶内２ヶ月。持続性
のある気品溢れる香り。選りすぐ
られた３つの畑のアッサンブラー
ジュと熟成により、豊かであるが
角のとれたタンニンを持つ。

ラ・モッラのアルカリ岩系土壌。濃
厚なルビーレッド色。若々しいフ
ルーティーなドルチェットらしい
香り。コクのあるリッチな味わい。
タンニンが、ソフトで、フレッシュ。

レモン、青リンゴやグレープフ
ルーツの芳香にくっきりとしたミ
ネラルや火打石の印象を伴う濃
厚な香と、ミネラル感溢れる風味
の良い味わい。バリック不使用。

小売
価格

ランゲ ビアンコ
コラレット

ドルチェット　ダルバ

ピエモンテ南部ワインの品質を向上させた立役者。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。 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。彼等の所有する畑は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。 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た
め、例外で認められています。

バローロ クラッシコ バローロ ブルナーテ

小売
価格 ¥2,970 ¥3,960

ネッビオーロ

¥7,150

伝統的アッサンブラージュ・バロー
ロ。カパロット（ラ・モッラ）、ブリッ
コ・キエーザ（ラ・モッラ）、フィアス
コ（カスティリオーネ）の葡萄を主
体にヴィーニャ・リオンダなどの選
別された葡萄も使用する。収穫・
発酵は畑毎に行い、1年熟成後に
味わいを見ながらアッサンブラー
ジュ。

赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格

ネッビオーロ

元・優良葡萄農家、品質第一を守る注目のワイン生産者　エンツォ・ボリエッティ社
現存するバローロ最古の造り手　オッデーロ社

バルベーラ

白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

欠品・未定 小売
価格

¥
10,230

ランゲ シャルドネ ドルチェット ダルバ
ドルチェット ダルバ

ティリネリ
バルベーラ ダルバ

バローロ
フォッサーティ

赤ワインD.O.C.G.

代々ブドウ栽培農家として供給する側でしたが、1991年からはエンツォ氏の代になりワインの生産販売を始めました。家族経営の非常に小さなワイナリーです
が、質の高さを第一とし、畑の特徴を最大限に引き出すべくエノロゴのセルジオ・モリーノ氏の協力を得て素晴らしいワインを供給しています。

オッデーロ社

エンツォ
ボリエッティ社

ランゲ ネッビオーロ

ネッビオーロ

フォッサーティ畑より。ラ・モッラ
の石がちな石灰質、泥灰土壌。攪
拌しながら１２日間の発酵後、バ
リック１５ヶ月、大樽１５ヶ月、瓶内
で８ヶ月間熟成。花やほのかな木
の香。リッチで味わい深く、タンニ
ンがマイルド。

生産地はラ・モッラ、ロッディーノ、
シニオ。植物、花、果実の複雑な香
りに、微かに木の香が漂う。バル
ベーラの酸味を伴った甘く風味の
良いリッチな味わい。

小売
価格 ¥2,970¥2,750 小売

価格 ¥2,750 小売
価格

赤ワイン/D.O.C.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

¥3,520

9月初旬に手摘みされたブド
ウは繊細にプレスされ、除梗
される。果汁は、18～20℃
に温度制御されたスチールタ
ンクで約20日間発酵させる。
発酵後も瓶詰めされるまでス
テンレス製タンクで保管され
ます。

9月10日以降に手摘みされ
たブドウはプレスされ、茎は
取り除かれる。果汁は、26～
28℃で5～6日発酵させる。
澱引き後、春までスチールタ
ンクに入れられ、そして、瓶詰
めされます。

28-30℃に制御されたステ
ンレスタンクで6-9日間の醸
す。熟成はアリエ産のバリック
を使用(新樽比30%)。熟成
後はステンレスタンクにて2ヶ
月間静置し瓶詰めを行いま
す。

¥3,520 小売
価格 ¥2,640

ピエモンテ州　バルバレスコ地区＆ランゲ地区　おすすめワイナリー

エリオ
フィリッピーノ社

世界遺産の地ランゲ丘陵のタナロ川右岸のネイヴェ村セッラ･カペッリに位置する。1900年代初頭に祖父のエヴァリストが葡萄園を
購入し葡萄栽培を始めた。1968年に父ドメニコが自らのワインの生産を開始し、伝統的な手法を尊重した造りを行ってきた。若くし
て後を継いだ現当主のエリオはその意思と手法を踏襲しながら、これからも継続可能な農法への回帰を図っています。 ブルーノ

ジャコーザ社

ランゲ  アルネイス
ドルチェット ダルバ

ソリ カペッリ
バルベーラ ダルバ
ヴィーニャ ヴェイア

ランゲ ネッビオーロ
バルバレスコ

サン クリストフォロ

赤ワイン/D.O.C.G.

アルネイス ドルチェット

小売
価格

小売
価格

バルベーラ ネッビオーロ ネッビオーロ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥3,850 小売

価格

バルバレスコの優良な畑とし
て知られるネイヴェ村のサン･
クリストフォロとセッラ･カ
ペッリの二つのクリュにある
比較的若い樹の葡萄を用い
て造られる。とはいえ平均樹
齢25年に及び手摘み収穫。
熟成は20～30hlのやや小
ぶりなスラヴォニア産大樽で
熟成。

 天然酵母を使用し26℃～
28℃で25日間かけて発酵
させる。比較的小さな25～
30hlのスラヴォニア産大樽
で熟成を行い瓶詰後12ヶ月
間静置期間後リリース。

¥6,600

三代目となるブルーノ氏は1929年生まれ
で、13歳から祖父のカルロ氏の指導の下で
ワイン造りに携わり始めました。その後、自分
の名前を冠したブランド「ブルーノ ジャコー
ザ」を1961年にファーストヴィンテージとし
てリリース。

¥4,950

ガーヴィ
ランゲ シャルドネ

カ ルンガ
バルベーラ ダルバ バルバレスコ バルバレスコ バサリン

ネッビオーロ ダルバ
ヴァルマッジョーレ

 バルバレスコ地区の銘醸地ネイヴェ村でぶどうを栽培していたジュゼッペ・ジャコーザは、引退後に仲買人としての仕事を始めます。
そこからさらに発展した彼は、ワインの卸商を経てついにワイナリーを入手するに至りました。1960年にそのワイナリーを引き継い
だ息子が、さらにワインの品質を高めていく中で、その名はワインファンに広く知られるようになります。現在ではモンフォルテとカス
ティリオーネ・ファレットにバローロのクリュを所有するほどになり、ピエモンテを代表する作り手のひとつとして活躍しています。

フラテッリ
ジャコーザ社

小売
価格

ロエロ アルネイス

白ワイン/D.O.C.G.

アルネイス

イタリアワイン界の重鎮でロエ
ロ・アルネイスのお手本と崇
められるワイン。白い花、セー
ジ、など複雑なアロマ。ボディ
はやや細身だが、ミネラルの
厚み、凝縮感のバランスが優
れています。

白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥2,068 小売

価格 ¥2,970

コルテーゼ シャルドネ バルベーラ

淡い麦藁色、品種特有の香り
とキリッとした酸が心地よい
爽やかな飲み口。少し低めの
温度で野菜や魚介類の前菜、
パスタと合わせて。

発酵はバリックで約１ヶ月間。
続く熟成もバリックでシュー
ルリーを行いながら９ヶ月
間。瓶詰め後８ヶ月間セラー
で寝かせてからリリース。熟
れた果物の豊かな香りが広が
り、嫌みのない樽香のきいた
しっかりとした味わい。

深いルビー色が熟成と共に
ガーネット色に変わっていく。
果実味豊かな濃厚な香り。ド
ライで程よい酸による爽やか
な口当たり。熟成と共に繊細
さが増し、個性に調和が生ま
れる。数年寝かすとより美味
しさが増す。

小売
価格 ¥2,178

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ネッビオーロ ネッビオーロ ネッビオーロ

¥8,250

濃いガーネット色。熟した黒
果実、リコリスの香りにスパイ
スのエレガントな香りが加わ
る。円熟したタンニンと力強
い果実味の絶妙なバランス。
複雑味と深みがあり、長い余
韻が楽しめます。

熟成はオーク樽と瓶内で最低
2年間。特別日当たりの良い
バサリンの畑で栽培された
ネッビオーロならではの輝き
があり、1年以上かける大樽
での長期マセラシオンに由来
するストラクチャーと複雑な
芳香にやや辛口な味わい。

洗練され気品がある。果実風
味が豊でアロマはデリケート。
完熟した赤いチェリー、微か
にローズと白胡椒、透明感の
ある柔和な酸と極細かく洗練
されタンニンが純粋。

¥5,280 小売
価格

小売
価格 ¥4,180 小売

価格

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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ペリッセロ社

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

発酵はステンレスタ
ンクの中で6～8日
間。その後ステンレス
タンクにて約7～8ヶ
月かけて熟成。更に
2ヶ月の瓶内熟成。

ランゲ･ネッビオーロ
は、ロンボーネとマン
ゾーラの 若いネッビ
オーロを使用。樹齢
は３０年近く。美しい
綺麗な色調でやさし
さの中にネッビオー
ロらしい骨格を兼ね
備えています。

樹齢20年近くのロン
ボーネに植えられた
バルベーラ。12か月
のバリック熟成後、
6ヶ月の瓶内熟成。ナ
ダ・フィレンツォらし
い華やかな果実味と
エレガンスさと兼ね
備えています。

バルベーラ ネッビオーロ
ネッビオーロ
バルベーラ

ネッビオーロ ネッビオーロ

ステンレス発酵後、ス
ロヴェニア産オーク樽
で18ヶ月～24ヶ月
熟成。その後6ヶ月の
瓶内熟成。

ステンレス発酵後、
オーク大樽で18～
24ヶ月熟成。その
後、6ヶ月の瓶内熟
成。ブドウはマンゾー
ラの物を使用。

ドルチェット

赤ワイン/D.O.C.

¥11,000
小売
価格 ¥2,970

小売
価格 ¥4,180

小売
価格 ¥4,620

小売
価格 ¥6,380

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ネッビオーロ バルベーラ ネッビオーロ ネッビオーロ

セイフィーレ

ナダ・フィオレンツォ
名を一躍有名にした
ワイン。1946年植樹
のバルベーラとネッ
ビオーロ（ランピア）
を18か月バリックに
て熟成。３ビッキェー
リを幾度も獲得して
います。

ナダが所有する最も
古い木の植わる区画
からとれたブドウを
使用。ステンレス発酵
後、バリックで醸し。
12ヶ月バリック熟
成。その後、12ヶ月
大樽、更に6ヶ月の瓶
内熟成。

小売
価格 ¥8,140

小売
価格 ¥10,450

小売
価格

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

バルベーラ
ネッビオーロ

ネッビオーロ

バルバレスコ
ロンボーネ

品種ごとにオーク材
の小樽で１５〜１８ヶ
月熟成。その後ブレン
ドし、５ヶ月間瓶内熟
成。香りは熟れたフ
ルーツやブラックベ
リー、ヴァニラやスパ
イス香を伴いながら
複雑に展開する。

100％バルバレスコ
地区産ブドウ。香り、
味わいのフレッシュ感
を保つためにマセラ
シオンの期間を短く
温度管理を徹底。熟
成は20〜30％バ
リックを使用。

小売
価格

バルバレスコ
"ヴァノトゥ"

ランゲ ネッビオーロ バルベーラ ダルバ バルバレスコ
バルバレスコ
マンゾーラ

ナダ フィオレンツォ社

ナダ フィオレンツォの畑はランゲの中心部、バルバレスコ地域のトレイゾに広がる、バルバレスコのクリュのロンボーネとマンゾーラの中
にカンティーナガあります。代々広大な土地を受け継いできたナダ家は1921年ころから農業を始めていました。1982年からはフィオレ
ンツォの息子、ブルーノがナダのスタイルを確立していきました。

ドルチェット ダルバ

小売
価格 ¥12,100

小売
価格 ¥3,520 ¥3,630

ピエモンテ州　バルバレスコ地区　おすすめワイナリー

赤ワイン/D.O.C.G.赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

豊かな果実香が生き
生きと優雅に広が
り、ほのかな樽香が
絶妙なアクセントを添
える。しっかりした酸
とタンニンがバランス
良く豊かな果実香が
最大限に生かされた
飲み飽きしない。

バルベーラ ダルバ
ピアーニ

ランゲ ネッビオーロ
ランゲ ロッソ
ロングナウ

バルバレスコ
 "ヌビオラ"

時代の移り変わりと共に少しずつ自らの手で醸造を始め、１９６０年初めてペリッセロの名でボトリ
ングしました。現在は創業者の孫であるジョルジョ・ペリッセロがオーナー兼醸造責任者を務め、全
てのブドウを自社セラーでボトリングまで行っています。

プンセット社

1964年、レンツォ・マルカリーノが市場
にはじめて瓶詰めしたワインを販売し、
会社としてのワイナリーをスタート。この
州でワイン造り全般的に関わる数少ない
女性のうちの一人です。

ビアンコ  ネ？

白ワイン/D.O.C

アルネイス
シャルドネ他

バナナ、洋ナシ、リンゴなどの果実味に豊か
さを添える強い花のニュアンス。果実とハチ
ミツの優美さやブドウ品種に特有の軽い酸
のニュアンスを穏やかに感じさせてくれま
す。

小売
価格 ¥2,310

小売
価格 ¥5,280

小売
価格 ¥5,720

熟成はバリック（８
０％新樽）で１８ヶ月
間、瓶詰め後９ヶ月間
自社セラーで寝かせ
てからリリース。力強
い味わいながら、円
やかでヴェルヴェット
の様な舌触り。

発酵・マセラシオンは
ステンレスタンクで。
その後５０Hℓのオー
ク樽かバリックで収
穫年度により容量を
変えて熟成。熟した果
実やハーブを思わせ
るフルーティかつ花
のような香り。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



小売
価格 ¥13,200

小売
価格 ¥3,520

小売
価格 ¥3,960

小売
価格 ¥4,510

小売
価格 ¥6,930

小売
価格 ¥3,630

小売
価格 ¥7,700

ネッビオーロ バルベーラ ネッビオーロ ネッビオーロ

ハーブやライム、石灰、
トマトの葉を思わせる
ソーヴィニョンらしい
清々しいタッチのアロ
マがあります。円やかな
旨みを持ちながらもミ
ネラルに富んだキレの
ある辛口です。

柔らかく芳醇な口当た
りに独特のミネラル感。
余韻も長い。バリックを
使い品良く仕上げたボ
リューム感や、スケール
感のある白です。

スマートでエレガントな
酸が基調にあり、温度
が上がってもバランス
が崩れず、エレガントな
スタイルが魅力的です。
7～8ヶ月の大樽熟成
による伝統的な造り。

12か月間フランス産バ
リックにて熟成後スロ
ヴェニア産オークのカス
クで12か月熟成。瓶詰
後も出荷前まで長く熟
成させます。

自然酵母にてステンレ
ス発酵。亜硫酸少量使
用しています。大樽で
15ヵ月熟成。

自然酵母にてステンレ
ス発酵。亜硫酸少量使
用しステンレス熟成。新
しく植樹した畑と一部
バルバレスコ・トレス
テッレの畑のもの。

自然酵母にてステンレ
ス発酵　亜硫酸少量使
用　大樽で20ヵ月熟
成。

ランゲ ソーヴィニョン ランゲ　シャルドネ バルベーラ ダスティ
バルバレスコ

マルティンガーナ
バルベーラ ダルバ ランゲ ネッビオーロ

バルバレスコ
トレ ステッレ

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C 赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

ソーヴィニョン シャルドネ ネッビオーロ

マルケージ ディ
グレシー社

マルケージ・ディ・グレジィは、12世紀から続くトリノの名門貴族にあたり、スイスの不戦条
約にサインしたベネディット・ディ・グレジィを先祖に持つ家柄です。テロワールの個性を最
大限に引き出すそのワイン造りは、バルバレスコではトップクラスの名醸造家と言われ、近
年様々なワイン専門誌で高く評価されています。 カッシーナ

デッレ ローゼ社

1948年に立ち上げた家族経営のワイナリーである。当初より化学肥
料や農薬を一切使用しない有機農法を実践しており、土地のミネラ
ルと養分を強く感じる果実、自然環境に配慮した農業を目指してい
ます。

小売
価格 ¥7,480

小売
価格 ¥13,750

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

¥3,740
小売
価格 ¥4,180

白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

ネッビオーロ
ソーヴィニョン・ブラ

ン ネッビオーロ ネッビオーロ

アジリの近くにあるブ
スケット（ピエモンテ方
言で ボスコ＝森の事）
伝統的な手法での醸
造、5日間のマセレー
ション醗酵。 華やかな
チェリーの香り、クラ
シッなワイン韻が特徴
的。

温度管理されたタンク
にて 10 日程度のマセ
レーション。その後、
4ヶ月間スラヴォニア産
の大樽にて熟成。熟れ
たプラム、ブラックべ
リーの香り。伸びやかな
リーの香り。伸びやかな
酸味、温かさを感じら
れる味わい。

温度管理されたタンク
にて7日間の軽いマセ
レーション。スラヴォニ
ア産の大樽にて熟成
後、 6ヶ 月間ボトルで
熟成。ゼラニウム、木苺
ズベリーの香り。乾いた
タンニン、力強いプチ・
バルレスコ。

温度管理されたタンク
にて20 日間のマセ
レーション。スラヴォニ
ア産の大樽にて24 ヶ
月の熟成カ ヴァンナの
畑名を冠した唯一のワ
イン。 スミレ、オレンジ
の香りに熟成ニュアン
スも感じ られる。 引き
締まったタンニン。

輝きのある麦わら色。
柑橘類や白桃、メロン
などのエキゾチックな
果実香に、白い花、セー
ジ、牡蠣の殻や白い石
を砕いたようなミネラ
ル感のある複雑なアロ
マが香ります。

14もの畑を別々に醸
し、緻密にブレンドして
造られており、アンジェ
ロ氏いわく「伝統的でも
なく、モダンでもない、
完全なるガヤスタイ
ル」。バラやスミレ、ト
リュフなどの美しく華や
かな香りに引き締まっ
た酸が特徴。

鮮やかな赤果実とスパ
イシーな味わいが特徴
のミディアムボディ。美
しくバランスのとれたタ
ニックで余韻の長い後
味が広がります。熟成
ポテンシャルが高く、収
穫から25年程の熟成
のポテンシャルを備え
ています。

小売
価格 ¥27,500

小売
価格 ¥3,080

小売
価格

小売
価格 ¥5,720

ピエモンテ州　バルバレスコ特集

ルイジ
ジョルダーノ社

1930年、ジョヴァンニ・ジョルダーノによってバルバレスコ村の中心にあるカヴァンナの
畑を購入した事から歴史は始まった。当時は葡萄の栽培のみを行い、 収穫した葡萄はネゴ
シアンに販売をしていた。 1958年、まだ葡萄栽培が主流だった時代に息子のルイジ（現
当主マッテオの祖父）によって自社での瓶 詰めに踏み切った事でワイナリーとしての歴史
をスタートさせた。 現在ではラウラの息子のマッテオが加わり、3世代で 切り盛りをして
います。 ガイヤ社

17世紀半ば、ガヤ・ファミリーの初代、
ジョヴァンニ・ガヤ氏がスペインのカタ
ルーニャ地方からピエモンテに移住して
きたことから始まりました。ジョヴァンニ
氏は1859年にワイナリーを創設。

プロドゥットーリ
デル バルバレスコ社

ドルチェット ダルバ
バルベーラ ダルバ

ブスケット
ランゲ ネッビオーロ

バルレスコ
カヴァンナ

アルテニ ディ
ブラッシカ

バルバレスコ バルバレスコ

赤ワイン/D.O.C.G.

ドルチェット バルベーラ ネッビオーロ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒
176-

¥4,950 小売
価格 終売 小売

価格 ¥2,750 小売
価格

小売
価格 ¥3,740 小売

価格 ¥3,960 小売
価格

赤ワイン/D.O.C.

レネージオ・モントローネに
単一畑に植えられた最上の
樹齢２０年のバルベーラ。
トップキュヴェのアルネイズ
に使用された２年目バリッ
クで14〜16か月間熟成。
良い年のヴィンテージのみ
の極少量生産。

果実感と柔らかいタンニン
のバランスが素晴らしいミ
ディアム・ライトボディー。ル
ビーレッド色に、溢れる赤
果実系の香り。口当たり良
く程よい凝縮感があり、果
実味豊か。

名前の通りフローラルな香
りと口当たりの存在感が特
徴。赤がかったはっきりし
た色味。レッドグレープフ
ルーツやバラの香り。骨格
とボディーを感じる。5年ほ
ど熟成が可能。

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. ロゼワイン/V.D.T.

バルベーラ バルベーラ ネッビオーロ

¥2,750

小売
価格 終売 小売

価格

赤ワイン/D.O.C.G.

バルベーラ ネッビオーロ ネッビオーロ

”シ チャス”とは、ピエモン
テの方言で”ギュッと詰まっ
た感じ”の意味。温度管理
されたステンレスタンクで
発酵、マセラシオンは約12
日間。12〜14か月５ＨＬの
フレンチオークのトノーでの
熟成後、瓶内にて6か月熟
成。

”チャニン ダ スティーヴァ”
のチャニンとは、マリオの祖
父セバスティアーノのニッ
クネーム。マセラシオンは約
15日間。10 hlのスロヴォ
ニア産オークの大樽にて２
４か月熟成。 瓶内にて6か
月間熟成。

”バティスティン”とは、元の
所有者だったバティスティ
ン氏の名前から名づけられ
ています。"La vigna dei
vecchi"先人たちの畑と呼
ばれる、この地区の古くか
らある畑から生産されま
す。

赤ワイン/D.O.C.

バルベーラ　ダルバ
スーペリオーレ　シ-チャ

ス

ネッビオーロ　ダルバ
スーペリオーレ

チャニン ダ　スティーヴァ

終売

ロザート
レ ドゥエ ローゼ

終売 小売
価格 終売 小売

価格 ¥2,750 小売
価格

ロエロ　バティスティン
バルベーラ ダルバ
 スーペリオーレ
マリオ コスタ

バルベーラ ダルバ

小売
価格

白ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.

ネッビオーロ

9月の終わりに収穫。ソフト
プレス後、果皮と約２時間
浸漬。酸素のない状態で
18度に温度管理されたス
テレスタンクにて18〜20
日間の発酵。ボトル内で3
か月熟成。

標高２９０m～３１０mの南
西向きの畑。砂質の土壌。
温度管理されたステンレス
タンクにて発酵。約５日のマ
セレーション。ボトルで6〜
7か月熟成。赤い果実のフ
レッシュな香り。ルビー色が
強く、フレッシュで持続的な
味わい。

標高３００ｍ～３２０ｍ。ステ
ンタンク内にて15～25日
間自然酵母のみによる発
酵、セメントタンク内にて1
年間熟成。全てのワインに
対し、自然酵母により発酵
を行います。ナチュラルで
きめ細やかなタンニン。

1972年から作られる、地
域を代表する元祖辛口アル
ネイス。レモン、ハーブ、
セージ、蜂蜜。高い酸とミネ
ラル由来の旨み。バランス
が取れ、余韻も長く、強い
風味を持ちます。

親しみやすいフルーティな
ネッビオーロ。紫がかった
ルビーレッド。スミレやラズ
ベリー、スパイスの香り。
しっかりとしたタンニンと
ボディーと果実味のバラン
スが素晴らしい。

¥2,750

アルネイス ネッビオーロ バルベーラ ネッビオーロ アルネイス

標高２９０m～320mの南
東向きの畑。その後ソフト
プレスで搾汁。 発酵はセレ
クトされた酵母にて16°C
で温度管理をしながらステ
ンレスタンクで20〜25日
発酵。 その後、バトナージュ
をしながらステンレスタン
クで6〜7か月間熟成。

ランゲ ネッビオーロ

発泡白/D.O.C.G. ロゼワイン/V.D.T. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ロエロ アルネイス
アンカント
ロザート

バルベーラ ダルバ ランゲ ネッビオーロ ロエロ アルネイス

ピエモンテ州　銘醸ワイン産地　ロエロ

マリオ
コスタ社

１９５２年にワイナリーのストーリーが始まります。曾祖父のセバスティアーノ氏の畑を引き継ぎ、２代目の祖父ジュ
ゼッペ・コスタがワイナリーを設立。当時はアジエンダ・アグリコーラ コスタ・ジュゼッペとして販売していました。そ
の後現在のジュゼッペ＆ルカの父であるマリオがワイナリーを引き継ぎます。１９７６年にマリオの努力によりワイン
畑などを広げます。２００８年に長男ジュゼッペがワイナリーに参加、２０１０年にアルバの醸造大学で学んだ次男の
ルカがワイナリーに戻り新たな革新が始まります。彼らの畑はマッテオ・コレッジャの所有する区画と同じ最北西に
位置する劇場型に広がるペチェット（ピエモンテの方言でダンピセ）、パレーレ、レネージオ モントローネ、モリナルド
の素晴らしい区画です。栽培される品種はアルネイズ、バルベーラ、ネッビオーロ、ファボリータ、ロエロ地区で唯一
のヴィオニエを栽培し、素晴らしい桃園も所有。　剪定、収穫とそのほどんどを手作業で行い、畑は減農薬農法を取
り入れ、酸化防止剤なども最小限にしています。 フィリッポ

ガッリーノ社

地元ピエモンテ人に愛され続ける、ロエロの代表
的ファミリー生産者。72年に初めてドライタイプ
のアルネイスをリリースしたワイナリーであり、以
後もピエモンテ人が普段から楽しむワインとして
地位を確立し続け赤ブドウでは94年、友人で
あったマッテオ・コレッジャの助言により初めて小
樽による熟成ワインを作り始め、数年後から早く
も頭角を現し、トレ・ビッケーリのコスパデイリー
ワイン部門で高く評価されています。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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ピエモンテ州　銘醸ワイン産地　ロエロ

デマリエ社

3代にわたりヴェッツァ・ダ・アルバでワイン醸造に携わっている デマリエ 一家。祖父が始めた醸造業を現当主の父 ジョヴァンニ・デマリエ がその一
部、わずか1.5ヘクタールを1957年に継承し現在に至ります。ラ・モッラ の一部（バローロ 用 ネッビオーロ を栽培）とネイーヴェ (バルバレスコ 用）を
含む緩急ある斜面は、砂地で水はけがよく、ミネラルを豊富に含み、パッチワークの様に点在する様々な多様の土壌、（砂質浸潤土壌、石灰性堆積土
壌、石灰粘土質、海洋性土壌、雲母岩など）のそれぞれに適した土着品種のみを栽培しています。

ロエロ アルネイス
メトード クラッシコ

フォー ユー
ロエロ アルネイス サッビア バルベーラ ダルバ ロエロ リゼルヴァ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

アルネイス アルネイス アルネイス

オレンジワイン
/V.D.T.

小売
価格 ¥5,170 小売

価格 ¥2,750

セミ解放ステンレスタンク
で45日間温度管理せず
マセラシオン発酵、 フレン
チオークのバリックで3ヶ
月熟成。果実味を保ちな
がら厚みとタンニンのあ
る辛口仕立てのバランス
の良いオレンジワイン。

バルベーラ ネッビオーロ

瓶内2次発酵24か月。ア
ルネイスの瓶内2次発酵
はデマリエを含む10生産
者(デマリエは先人の5生
産者)で、数少ない手回し
のルミアージュ。アルネイ
スの収穫が良い年のみ生
産。

12時間のマセラシオンの
後、ステンレス発酵。白い
華、桃や、アプリコットの
ニュアンス、厚みもあり、
辛口で仕上がった、バラン
スの良いワイン。 アフター
は長く、最後に若干アーモ
ンドの香りも。

セメントタンクで発酵の
後、４０hl のスロヴェニア
オークの大樽で８か月熟
成ののち６か月瓶熟。果
実の凝縮感、プルーン、ベ
リー、チェリーのニュアン
ス。心地よい酸味とスパイ
シー、ドライで長いアフ
ター。

ステンレス発酵後、MLF、
フレンチオークのバリック
と25hl のスロヴェニア
オークで18か月熟成、さ
らに12か月瓶熟成。 70
年前に創業者から相続し
た土地で栽培する樹齢
70年のネッビオーロを使
用。

小売
価格 ¥4,180小売

価格 ¥5,170 小売
価格 ¥2,750

発泡白/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G.

マッテオ
コレッジャ社

ロエロを変革したのがマッテオ・コレッジア氏。いまやDOCGに昇格したロエロを代表する造り手としてその名を知られています。大きく品質重視に転
換したきっかけはロベルト・ヴォエルッツィオ、エリオ・アルターレと共に行ったブルゴーニュ視察でした。ブルゴーニュワインが“軽さ、エレガンス”と“複
雑味、フィネス”を併せ持っていることに驚いたのと同時にロエロの可能性に自信を深めたといいます。

ロエロ アルネイス バルベーラ ダルバ ロエロ ロッソ
ロエロ リゼルヴァ
ロッケ ダンピセ

アントス
アントス パッシート

375ml

赤ワイン/D.O.C.G.

アルネイス バルベーラ ネッビオーロ

非常に軽いプレスのみ。
100％ステンレスタンク
で発酵、熟成。青リンゴや
バナナのような果実香。
豊かなミネラルのニュアン
ス。丸みのあるたっぷりと
した酸が感じられます。

7日間マセラシオン。ステ
ンレスタンク発酵。12ヶ月
間古いバリックで熟成後
ステンレスタンクで8ヶ月
間熟成。濃厚ながらもバ
ルベーラらしい爽やかな
酸の余韻が楽しめます。

7日間のマセラシオン。ス
テンレスタンクで発酵。
12ヶ月間古いバリックで
熟成後、ステンレスタンク
で8ヶ月間熟成。プラムや
ドライチェリーの果実香に
紅茶やスパイスのニュアン
ス。

赤ワイン/D.O.C.

他の作り手達も認める最
高の区画。国立自然公園
内で周りは自然に囲まれ
ている。表土はロエロ特有
の砂質が60％だが、地中
にはランゲと同じ黄土層
が存在している。力強い
ワインが生まれる土地。

珍しいブラケットの辛口
です。2～4日間マセラシ
オンを行い、ステンレスタ
ンクで発酵。香はライチや
バラのようですが、口中
はドライな味わいです。少
し冷やして前菜に合わせ
て。

手摘みにて9月の中旬に
収穫し、マセラシオンは6-
7日。ステンレスタンクで
6ヶ月間熟成を行います。
調和の取れた甘口のワイ
ンで、メレンゲなどのデ
ザートと良く合います。

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/V.D.T. デザート赤/V.D.T.

ネッビオーロ ブラケット ブラケット

¥3,960¥3,080 小売
価格 ¥6,820 小売

価格 ¥2,860 小売
価格

小売
価格 ¥3,080 小売

価格 ¥3,080 小売
価格

白ワイン/D.O.C.G.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）
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白ワイン/D.O.C.G.

ピエモンテ州　銘醸ワイン産地　ロエロ

カッシーナ
キッコ社

ピエモンテを代表するワインの生産地は数多くありますが特に近年注目を浴びている生産地のひとつにカッシー
ナ・キッコ社が畑と醸造所を構えるカナーレという地域があります。アルバの北に位置し、ロエロ・アルネイスなど
の上質な白ワインで有名なカナーレ。そしてここ数年の同社の評価にはワイン専門誌においても目を見張る程の
高ポイントが付けられています。

マラバイラ社

アスティの歴史ある高貴な家系
で、1362年からブドウ栽培を行
いワインを造っています。現在はマ
ラバイラ直系の子孫によって、
22haの畑で栽培しています。

終売

ロエロ ロッソ
ブリック ヴォルタ

白ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

ロエロ アルネイス
アンテリージオ

バルベーラ ダルバ
グラネーラアルタ

ランゲ ネッビオーロ
バローロ ロッケ

ディ カステッレット
ロエロ アルネイス

アルネイス ネッビオーロ

輝きを帯びた麦わら色、
杏やリンゴの爽やかな香
りがカモミールの余韻を
伴い心地よく広がる。酸
味と果実味のバランスが
とれた風味良い味わい。

グラネーラの丘は元々カ
ナーレのマラバイア家の
所有地で、昔からブドウ
が栽培されていた。下草
やチェリーの香り、パワフ
ルだが非常に柔らかな口
当たりと味わいを持つ。

熟成は６００ℓのオーク樽
で８～１０ヶ月間。透明感
のある赤色。スミレやチェ
リー、スパイスの香りが優
美に交差し高貴ささえ感
じます。

濃厚なルビーレッド色。ラ
ズベリージャムやリコリス
やスパイスの印象が複雑
に絡み合った洗練された
芳香。フルボディで独特
な余韻を残す甘いタンニ
ンが醸し出す調和のとれ
た豊穣な味わい。

サスティナブル農法
(Suolo e Saluteの証
明有)でブドウ栽培を行
う。フレッシュな果実香に
花の香り、軽やかで繊細、
複雑で魅力的な香り。心
地よいドライな味わい。

ソフトプレスし、温度管理
を行いステンレスタンク
で発酵とマセレーション。
タンクと5hLの樽で16-
19ヶ月間熟成。ラズベ
リーやイチゴなどの赤系
果実の香りに、スパイスや
ハーブ香が加わり、エレガ
ント。

ロエロ アルネイス
　ブリッコ チリエージ

¥2,178 小売
価格 ¥4,950 小売

価格 ¥2,640

マルヴィラ社

1950年ジュゼッペ・ダモンテによって創立されました。ジュゼッペ氏は先見の
明がある人物であり、当時からロエロ地区ではすばらしいブドウが育つ畑が
あるにもかかわらず、自分達はまだ最大限ワインへ表現できていないと考え、
ワイナリーを創設したという逸話からも窺い知れます。

ジョヴァンニ
アルモンド社

モンタ・ダルバ村で葡萄や桃、苺、林檎などの栽培を行ってきた。1978年に
ワイナリーとして立ち上げ、実際にリリースを開始したのは1980年になって
のことであった。現当主でもあり醸造家でもあるドメニコがトリノ大で農業学
を修め自らのワインを造り始めた。近代的な設備の導入と伝統的な経験を融
合し、16haの自社畑から年産85,000本のワインを現在生産している。

小売
価格

小売
価格 ¥2,178 小売

価格 ¥2,178 小売
価格

赤ワイン/D.O.C.G.

アルネイス バルベーラ ネッビオーロ ネッビオーロ

アルネイス

白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G.

仄かに熟成感の来た絶妙
な色目のルビーレッド。果
実の風味もそれに比例し
た絶妙な加減。ブラック
チェリーと微かに加熱し
た黒系ベリー。

品種をそれぞれフレンチ
オークの木樽にて発酵し、
10～12ヶ月間木樽(ダブ
ル・バリック450リット
ル)にて熟成後、12か月
間瓶内で熟成します。

白い花束の香りや白桃、
完熟した洋ナシなどの果
実香と、ミントキャンディ
などの香りやアカシアの
蜂蜜も感じます。ふくらみ
のある果実味。心地よい
酸味を持ち塩味に似たミ
ネラル感が豊かで細かさ
を感じる。

¥3,850 小売
価格 ¥3,300 小売

価格 ¥3,960小売
価格 ¥2,750 小売

価格 ¥3,850 小売
価格

白ワイン/D.O.C.G.

アルネイス

ロエロ アルネイス
ランゲ ビアンコ
トレ ウーヴェ

カシスやアメリカンチェ
リー、スパイスやドライ
ハーブなどの香りがあり
ます。甘みの強い完熟し
た果実の味わいと、品種
ならではの酸味のバラン
スが心地の良い味わいで
す。

白い花やミントなどの
ハーブの香りが主体。レ
モンピールや野菜の香り
なども感じる。白桃など
の果実香も合わせもちま
す。フレッシュで爽やかな
果実味をもち、伸びのあ
る酸味が清涼感をもたら
します。

シャルドネ,ソーヴィニョン他 ネッビオーロ アルネイス

ロエロ ロッソ
ロエロ アルネイス

 ヴィーニャ スパルセ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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　　ヴィニェーティ マッサ社

絶滅しかかけたティモラッソを復活させた偉人ヴァルテルは今から約20年前、実質的には見捨てられた存在だった古くからあるこの土着品種
ティモラッソに注目し、この品種が素晴らしいワインを生み出すだろうことを信じて疑わなかった。ティモラッソのアロマを最大限に抽出するため
様々な研究を重ね、最終的にシュール・リー製法を用いてステンレスタンクで長期熟成させることで、ティモラッソのポテンシャルを引き出すことに
成功した。『コッリ・トルトネージ・ティモラッソ』が原産地呼称を得るのに15年の歳月を費やしたが、その成果は彼のワインを味わえばすぐにわか
る。

終売小売
価格 ¥3,190 小売

価格 ¥4,620

赤ワイン/V.D.T

心地良いチェリーなどの赤
い果実の香りや、麝香のよ
うな樽香など感じます。味
わいはバルベラ種のピュア
で明確な果実味と、フレッ
シュな酸味がとてもバラン
スよく、余韻も長めです。

白ワイン/V.D.T.

ティモラッソ ティモラッソ

小売
価格 欠品

ティモラッソ人気を引き上げた偉人ヴァルテル・マッサ　ヴィニェーティ・マッサ社
1800年代後半から続くティモラッソの古典的小規模生産者　ボヴェリ・ジャコモ社

ティモラッソ フレイザ バルベーラ

白ワイン/V.D.T.

ピッコロ デルトーナ ティモラッソ　デルトーナ
ティモラッソ コスタ

デル ヴェント
フレイザ

ラヴェレナータ

白ワイン/V.D.T.

小売
価格 ¥8,580

コッリ トルトネージ
バルベーラ　モンレアーレ

赤ワイン/D.O.C.

「フレイザでこの味わいに仕
上げたことに称賛される必
要もないし、このワインが世
間に受け入られるかどうか
もただ自分の賭けみたいな
ものだ」フレッシュでバラン
スの取れた味わいでここち
よい果実味を感じます。

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。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。

所有している全ての畑の葡
萄をアッサンブラージュ。粘
土、石灰、砂質など様々な
土壌が混在。圧搾後48～
60時間マセレーション。バ
トナージュしながら発酵。

ステンレスタンクで低温発
酵。8 ヶ月の熟成で火打石
の香に白桃のようなニュア
ンスが入ってくるかわいら
しい味わい。

小売
価格 ¥3,520 小売

価格
¥

10,780
¥3,520

コッリ トルトネージ
バルベーラ ビゴッラ

コッリ トルトネージ
バルベーラ センティエーリ

ドルチェ フリッツァンテ
アナルキア モスカート

小売
価格

バルベーラ

エレガントなスタイルで、綺
麗で膨らみなあるモスカー
ト。フリッツァンテです。

マッサの所有する最古のク
リュ”ビゴッラ”のバルベー
ラのみを使用。22か月間
のバリックにて熟成。長期
熟成による熟成複雑な香
り。トルトーナエリアの最も
偉大なバルベーラワイン。

色調はきれいなルビー色。
熟したチェリーや胡椒、野
菜、赤い花の香りなど。味
わいは旨みのある果実味に
ミネラルもあり、バランスよ
くまとまっています。

赤ワイン/V.D.T 微発泡白甘口/V.D.T.赤ワイン/D.O.C.

バルベーラ モスカート

小売
価格

ボヴェリ
ジャコモ社

ジャコモ・ボヴェリは17世紀末より先祖代々この地で葡萄栽培を
続けてきた小規模生産者です。オーナーでありワイン造りを一人で
行うジャコモは真面目で穏やかな人柄で、話をすると代々葡萄農
家としてやってきた誇りが感じられます。現在は妻のサラと一緒に
ワイナリーを切り盛りし、幼い息子もすでに葡萄畑の虜です。

ピッコロ デルトーナ
ティモラッソ コッリ トルトネージ

デルトーナ ラクレメ デル ブリッコ

ティモラッソ ティモラッソ

ＤＯＣの規定よりも短期間
で仕上げた若いティモラッ
ソ。輝く緑がかった麦色、レ
モンやハーブのフレッシュ
な香りにスッキリとした酸
を持ち、さっぱりとした口
当たりです。

石灰質のミネラル豊富な区
画デルトーナ内の単一畑の
ティモラッソで造ったワイ
ン。繊細なハーブや柑橘の
香りに、口当たりの特徴と
して、石を噛むようなミネラ
ル分と塩分を感じます。

小売
価格 ¥2,860 小売

価格 ¥4,180

白ワイン/I.G.T 白ワイン/D.O.C.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



アリーチェおすすめ　ゲンメ＆ガッティナーラ特集

カンタルーポ社

ゲンメを代表する老舗 カンタルーポ。 その起源は 16世紀に遡る。その
頃から葡萄栽培を続けていてゲンメ最古の造り手の 1 人。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。現在の当主は「アルベ
ルト・アルルンノ」。醸造学が専門 博士 でカンタルーポ の品質を一気に
向上させた功労者 。

ティツィアーノ
マッツォーニ社

ティツィアーノ・マッツォーニはピエモンテ北部のノヴァーラで1999年よりワイ
ン造りを行なっている家族経営のワイナリー。湿気が多く有機農法には適して
いないエリアながら、できる限り自然にワイン造りをしているワイナリーの一つ
です。

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
アイ リヴェッリ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.

コッリーネ ノヴァレージ
アガミウム

ゲンメ
ゲンメ

コッリ ブレクレメ
コッリーネ ノヴァレージ

ヴェスポリーナ
コッリーネ ノヴァレージ

ネッビオーロ

ネッビオーロ（スパンナ） ネッビオーロ（スパンナ） ネッビオーロ（スパンナ） ヴェスポリーナ ネッビオーロ（スパンナ）

¥5,720 小売
価格

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

ネッビオーロ（スパンナ）

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。その後、色々な大
きさの大樽に入れ24ヶ
月熟成。

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。

葡萄は9月末に手摘みで
収穫。5〜6日間発酵。そ
の後６ヶ月間ステンレス
タンクで熟成。濃いル
ビー色。スミレやカシスな
どのニュアンス。黒コショ
ウなどのスパイシーさも
ある。

5〜6日間発酵、その後1
年間50％をステンレスタ
ンクで、残りの50％を2
〜3回使用した樽で熟
成。スミレやラズベリー、
なめし皮などの香り。酸
とタンニンのバランスが
良くエレガント。

野生酵母で３０〜４０日間
ステンレスタンクで発酵。
18ヶ月間トンノーで熟
成、その後オーク大樽で
18ヶ月間、６ヶ月間瓶熟
成を行う。酸がきれいで
エレガント、細かいタンニ
ンでバランスが良い。

ガッティナーラ リゼルヴァ
ボルゴフランコ

¥7,700

トラヴァリーニ社

1958年にアルトゥロ・トラヴァリーニが設立して以来、
三代にわたってワイン造りの情熱を伝えてきたワイナ
リーで、一時期低迷していたガッティナーラの名を蘇ら
せた立役者のひとつ。また、伝統的なガッティナーラの
ボトルスタイルを使用することは、伝統を大切に守るト
ラヴァリーニ社の姿勢を示しています。 オルゾラーニ社 デル シニョーレ社

ガッティナーラ区域内の様々な丘、ヴァルフェラナ、ペルモローネ、パロディ
フェロ、サンフランチェスコ、ルルゲ、ピアンテシオに点在する合計約3HRを所
有。現当主、ステファノ・ドゥレッリの曾祖父の時代にはすでにブドウを協同組
合に卸していた。 2001年より瓶詰と販売を開始するも、2009年よりようや
く安定的に定量を販売できる体制が整いました。祖母はNERVIファミリーの
出身で、一時期には所有地の一部を共有していた。

¥9,020 小売
価格 ¥3,289 小売

価格 ¥3,289 小売
価格

小売
価格 ¥3,300 小売

価格

ガッティナーラ チンツィア
エルバルーチェ ディ カルーゾ

ラ ルスティア
コスタ デッラ セージア

ラ グロッタ
ガッティナーラ

イル プット

白ワイン/D.O.C.G.

ネッビオーロ（スパンナ）
ネッビオーロ（スパンナ）

ボナルダ他
エルバルーチェ

バラの繊細な香りや、胡
椒を思わせるスパイシー
な香り、またミネラルの
香りも印象的です。柔ら
かく、絹のようなタンニン
とストラクチャーの良さ
が心地よいワインです。

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/V.D.T.

小売
価格 ¥5,500 小売

価格 ¥3,410 小売
価格

小売
価格

スミレ、バラ、リコリスの
香りや繊細なミネラルを
感じるワイン。爽やかでバ
ランスが良く、滑らかなタ
ンニンと長い余韻が楽し
めます。

華やかでエレガントな白
い花や熟したフルーツの
香り。その中にブドウ品
種の特徴を示すスパイス
香がわずかに感じられ
る。辛口、さっぱりとした
口当たりながら余韻は長
く、バランスのとれた味
わいです。

10日間 INOX でマセラ
シオン発酵、ステンレスで
4 か月醸造後、フランス
産オークバリックで 12
ヶ月熟成。鉱物の香りに、
柔らかくこなれたタンニ
ン、すみれ、バラの味わ
い。果実の凝縮感、ぶど
うの甘みと塩味のミネラ
ルを感じる。

5〜6日間発酵、その後1
年間50％をステンレスタ
ンクで、残りの50％を2
〜3回使用した樽で熟
成。スミレやラズベリー、
なめし皮などの香り。酸
とタンニンのバランスが
良くエレガント。

野生酵母で３０〜４０日間
ステンレスタンクで発酵。
18ヶ月間トンノーで熟
成、その後オーク大樽で
18ヶ月間、６ヶ月間瓶熟
成を行う。酸がきれいで
エレガント、細かいタンニ
ンでバランスが良い。

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

ネッビオーロ（スパンナ） ネッビオーロ（スパンナ） ネッビオーロ（スパンナ）

¥9,900¥2,860 小売
価格 ¥4,400 小売

価格 ¥6,050

2

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）



ルカ
フェラリス社

フェラリス家は、D.O.C.G.　ルケ ディ
カスタニョーレを生産する7つの地区
の中でも、最大規模の家族経営の生産
者です。

ピエモンテ州　おすすめワイナリー特集

ルケ ディ カスタニョーレ
モンフェッラート

ブリク ド ビアンク

赤ワイン/D.O.C.G.

ルケ

バラの花やスミレ、チェ
リーを思わせる非常に華
やかでアロマティックな
香り。かすかにタニックで
すが、ドライでバランスの
とれた味わい。たっぷり
としてベルベットのよう
にしなやかな口当たりが
あります。

小売
価格 ¥2,530

ルケ ディ カスタニョーレ
モンフェッラート
オペラ プリマ

赤ワイン/D.O.C.G.

ルケ

品種の持つ個性を隠して
しまわないよう、500L
のフレンチオークのトノー
（新樽40％）で24～
32ヶ月（'15VTは18ヶ
月）熟成させます。さらに
12ヶ月瓶熟してからリ
リース。

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥5,500

¥5,280

手摘みで収穫。収穫後、
即破砕を行う。醗酵は約
２０日かけて行われ、全体
の85-90%はステンレ
スタンクにて11ヶ月熟
成、残りの15～10％は
3000Lの大樽で11ヶ月
熟成。コクのあるリッチな
味わい。タンニンがソフト
でフレッシュ。

 醗酵は約２０日かけて行
われ、全体の85-90%
はステンレスタンクにて１
１ヶ月熟成、残りの15-
10％は3000Lの大樽
で11ヶ月熟成させる。果
実味がとても豊かだがキ
メの細かさもきちんと併
せ持ち食事を引き立てる
名脇役｡

小売
価格

ドリアーニ
ラ コスタ

¥4,400

小売
価格

¥3,960¥3,520

赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格

発泡白/V.S.Q.

ドルチェット

ドリアーニ
ドリアーニ

ヴィーニャ テック
ドリアーニ
サン ルイジ

ドリアーニ
ブリッコレーロ

ステンレスタンク発酵で
若々しく、柔らかなタンニ
ンが心地良い仕上がり。
酸味が程よく上品に感じ
られ、ストラクチャーが
しっかりしており、エイナ
ウディの中で最も親しみ
やすいワイン。

赤ワイン/D.O.C.G.

ドルチェット ドルチェット

赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格

ドルチェット ドルチェット

小売
価格 ¥4,290 小売

価格¥3,410

全体は石灰質で表面に近
い部分は粘土質の混合土
壌。醗酵は１０日間。ステ
ンレスタンクにて１１ヶ月
熟成｡サンルイージの良
質なぶどうを使用してい
る。キメの細かさも十分
感じられる。

樹齢70年のヴィーニャ
テックの単一畑からの最
高のドルチェットのみ使
用。ステンレスタンクでの
発酵。その後ステンレス
タックで熟成。果実味が
濃縮されています。ハー
ブやスパイスの複雑な香
り。

メトドクラシコ
エクストラ ブリュット

ロエロ アルネイス
ティスティン

ドリアーニ  パパチェルソ

ピノネロ
シャルドネ

¥4,400

 ルイジ
エイナウディ社

戦後に初めて選挙で選ばれた大統領であるルイジ・
エイナウディが1897年に創設したドリアーニで最も
古い歴史あるワイナリー。現在はその孫娘のパオラ・
エイナウディとその息子マッテオ・サルダーニャが伝
統を守り引き継いでいます。

キオネッティ社

ここのワイナリーはドルチェットをメインに生産し、近年はネッビオーロ（バローロ）も
造っている。ここのドルチェットを知らなくてドルチェットを語れないと言わしめるほ
ど、一目置かれているワイナリーである。先代オーナー、クイント・キオネッティ氏の祖
父ジュゼッペ・キオネッティ氏によって1912年に創業され、現在はクイント氏の孫であ
るニコラ氏がワイナリーを率いている。

乾燥した花の香り、ドライ
トマトのような甘酸っぱ
い香りが溶け込み、果実
味は控えめながら酸とタ
ンニンのエレガントな味
わい。ステンレスタンク発
酵、オーク樽で12ヶ月熟
成。

赤ワイン/D.O.C.G.

ネッビオーロ ダルバ
ブリッコ バローネ

バルベーラ ダルバ
リナルディ

ピエモンテ州西部のドリアーニ村に1970年からワイン造りを始め、現在では、バローロ、バルバレスコを含め42haの畑を所有しております。彼らがワイ
ナリーを構えるドリアーニ村は、バローロ村の南端モンフォルテダルバ地区から更に南です。このドリアーニは、バローロに比べると若干ミネラルが少ない
石灰質を含んだ粘土質の土壌のため、熟成はもちろんですが、若いうちから楽しめるワインもあります。

マルツィアーノ
アボナ社

赤ワイン/D.O.C.白ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥6,380

ピノノワールとシャルドネ
の列は20年以上前にマ
ルツィアーノによって植
えられました。ソフトプレ
スで搾汁し、ステンレスタ
ンクで発酵、瓶内熟成約
30か月。ドサージュを一
切行っておりません。

麦わらのような薄い黄
色、摘みたての若いモモ
のような柔らかな酸味と
ほのかな果実味。ステン
レスタンク発酵、タンク内
でオリと一緒に4ヶ月、瓶
内で1ｶｹﾞﾂ落ち着かせま
す。

ベリー系の甘酸っぱい香
りに、時間がたつにつれ
アーモンド、コーヒーの香
りが溢れ、しっかりとした
渋み、ほのかな酸味、豊
かな果実味と三拍子揃っ
たワイン。ステンレス発
酵。

赤ワイン/D.O.C.

¥3,080 小売
価格 ¥5,280

アルネイス ドルチェット ネッビオーロ バルベーラ

小売
価格

深みのあるルビー色、
若々しいベリーの香り
に、ほのかな更新料の香
り、凝縮感のある果実味
と力強いタンニンが特
徴。ステンレスタンク発
酵、オーク樽で8ヶ月、瓶
内6ヶ月熟成。

小売
価格

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒176-
0023　東

¥2,970
小売
価格

赤ワイン/D.O.C.

２０日間マセラシオン後、バ
リックで１６ヶ月間、瓶内１２ヶ
月間熟成。リコリス、スミレ、
ヴァニラ等の持続性のある豊
かな香り。プラムなどの果実
とスパイスがバランス良く混
ざり合った生き生きとした豊
かな味わいです。

バルベーラ ダスティ
ブリッコ デッルッチェッローネ

バルベーラ バルベーラ

バルベーラ ダスティ
ブリッコ デッラ ビゴッタ

明るい赤紫色。生き生きとし
た口当たりの良い泡。豊かな
香りは熟れた赤い果実やブ
ルガリアンローズを思わせ、
鮮明でアロマティック。甘くソ
フトで繊細な味わいの微発泡
デザートワイン。

遅摘みのバルベーラ１００％。
熟成はバリックで１２ヶ月間、
瓶内で１２ヶ月間。複雑な果
実香が豊かで力強いボディ、
エレガントな味わいです。

赤ワイン/D.O.C.

小売
価格

「バルベーラ種の改革」を引き起こした造り手　ブライダ社

バリックで１２ヶ月間、瓶内で
１２ヶ月間熟成。ミント、バニ
ラ、赤いベリー系の果実を感
じさせる複雑でリッチなブー
ケ。木樽熟成により生まれる
特徴がブドウと融合し、非常
に柔らか且つしっかりとした
ボディです。

熟成はステンレスタンクの
み。リンゴや梨、アカシアの花
や新鮮な野菜やフルーツを感
じる。ブドウ品種本来の特徴
を引き出すためあえて樽を
使用していません。

熟成は２０ＨＬもしくは５５ＨＬ
の大樽で６ヶ月間。３ヶ月間
の瓶熟成を経てリリース。紫
がかったルビーレッド色。熟
したチェリーや小さな赤い果
実の香り、非常に余韻が長く
最後にアーモンドを感じま
す。

ブラケット

赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥9,900 ¥9,900

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.

バルベーラ

赤甘口微発泡ワイン/D.O.C.G

¥13,200

バルベーラ ダスティ
アイ スーマ

ブラケット ダックイ

ライン種リースリング１０
０％。柑橘系や、青りんごの芳
香にミネラルのニュアンスが
加わった、若々しい印象。際
立った酸により口当たりが爽
やか。程よいコクと余韻が魅
了します。

リースリング バルベーラ

小売
価格 ¥3,300 ¥3,300¥2,640

バルベーラ,ピノネロ他

すみれ色がかった輝くルビー
色の微発泡ワイン。香りは開
放的で赤いベリー系の香りに
溢れ、生き生きとフレッシュ
で、ボディーが有りソフトな
質感。春夏は１０～１２℃、秋
冬は１８℃で。若い内が飲み
頃です。

輝く濃いルビー色、ベリー系
の香りが特徴的な華やかな
香り、エレガントで複雑。イ
ル・バチャレとはピエモンテ方
言で、「婚約」や「結婚の仲介
人」と言う意味です。

小売
価格

ブライダ創業者の故ジャコモ ボローニャの存在を無くして現在のバルベーラ種のワインの繁栄を語ることはできません。1970年、ジャコモは
アンジェロ ガヤや「カ デル ボスコ」のマウリツィオ ザネッラと共にブルゴーニュのボーヌでワイン造りを学び、その時初めてバリックという小
樽を使うワイン造りを知りました。その帰国後、しばらくして1982年より周囲の反対を押し切りバルベーラ ダスティをバリックで熟成。そして
生まれたウッチェッローネはワイン評論家ルイジ ヴェロネッリ氏などの賞賛を受け、大成功を収めました。ジャコモ

ブライダ社

モンフェッラート
イル バチャレ

バルベーラ ダスティ
モンテブルーナ

ランゲ ナシェッタ
ラ レジーナ

ランゲ ビアンコ
レ ディ フィオーリ

バルベーラ デル モンフェッラート
ラ モネッラ

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格

小売
価格

赤微発泡ワイン/D.O.C.

¥3,740

ナシェッタ

小売
価格 ¥3,080

バルベーラ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒176-
0023　東

¥9,900
小売
価格

小売
価格 ¥3,300

小売
価格 ¥4,180

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.G

モスカート ダスティ

赤ワイン/D.O.C.

平均樹齢35年フレンチオーク樽
(2-3年使用樽80% 新樽
20%)で12ヶ月熟成。瓶熟4ヶ
月。。昔ながらのバルベラのキャ
ラクターを残し、果実味豊かで、
樽香とのバランスが絶妙です。

バルベーラ

カベルネソーヴィニヨン60％バ
ルベーラ40％。選別した葡萄を
手摘みで収穫。12ヶ月バリック
熟成。

樹齢50年～60年バルベーラを
使用。フランス産新樽で15ヶ月
熟成。6ヶ月瓶熟。世界遺産に登
録されているワインセラーで造
られています。1984年より販売
を開始したコッポを代表する赤
ワインです。

赤ワイン/D.O.C.

バルベーラ
カベルネソーヴィニョン

バルベーラ

クリアな麦わら色をしており、ミ
ント、柑橘類の香りがあります。
甘いニュアンスでバランスのとれ
た味わいの、果汁の持つ、いきい
きとした風味が芳しいモスカート
ダスティです。

甘口微発泡白ワイン/D.O.C.G

¥2,970

モスカート ビアンコ

バルベーラ ダスティ
 カンプ ドュ ルス

モンフェッラート ロッソ
アルテレーゴ

バルベーラ ダスティ
ニッツァ ポモロッソ

小売
価格

バリックでマロラクティック発酵
実施。澱と一緒にフレンチバリッ
クで8ヶ月熟成。メロンやバニラ
の芳しい香りに心地よい酸味が
全体を覆い、良いバランスを築
いています。

ステンレス&セメントタンク発酵・
熟成。ラッヴォカータとは弁護士
の意味。果実味に富み、口当たり
も柔らかく、柔らかいタンニンと
心地よい酸を持ちます。ボディー
も軽やかで、フルーティなスタイ
ルに仕上がっています。

赤ワイン/D.O.C.G

¥6,820
小売
価格 ¥2,640

白ワイン/D.O.C.

バルベーラシャルドネピノ ネロ,シャルドネ

スパークリングワイン/D.O.C.G

澱と一緒にバリックで９ヶ月熟成
瓶内熟成８ヶ月。淡い黄色。樽か
らくるバニラの特徴があるピュ
アで芳しい香り。酸味が全体を
貫き、メロンのような果実味と良
いバランスを築いています。

シャルドネ

1600年に、カスティリオーネ　ティ
ンエッラ村にマランドという名家族
が存在し、マランド家が根を下ろし
ていた丘はマランディーニと呼ばれ
ていたという歴史書が今も残され
ています。1988年にジューリオと
パオロ兄弟によりワイナリー運営を
開始しました。

ピエモンテのワインの歴史と共に歩んできた名門　コッポ社
モスカートのトップ生産者　ラ・モランディーナ社

コッポ社

リゼルヴァ コッポ
ブリュット

ピエモンテ シャルドネ
コステビアンケ

シャルドネ ピエモンテ
モンテリオーロ

バルベーラ ダスティ
ラッヴォカータ

1892年ピエロ・コッポ氏によって創立。モンフェラートのカネッリに醸造施設とセラーを構え
る家族経営のワイナリーです。カネッリは、20世紀初頭より甘口のスプマンテ、モスカートダス
ティの産地としてまたイタリアにおける瓶内二次発酵の発祥の地として知られ、その後辛口の
スプマンテへと商品の幅を広げ2代目のルイジにより、ついには赤ワイン造りに着手。

ラ
モランディーナ社

白ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥6,380

小売
価格 ¥3,300

フランス産新樽で８ヶ月熟成、瓶
内2次発酵後、４０ヶ月以上澱と
共に瓶熟。蜂蜜のような黄金色、
淡い緑がかった輝きがあり、泡
は非常にきめ細かく非常に優し
い口当たりです。酵母とパンを
トーストした香がとても心地良く
上品で辛口です。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒176-
0023

小売
価格 ¥1,738 小売

価格 ¥2,178 小売
価格 ¥2,200 小売

価格

白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G.

コルテーゼ コルテーゼ コルテーゼ

¥4,180

熟したパッションフルーツや
洋梨のコンポートなどのほん
のり甘味のある豊かな香り
に、ハーブミント、ミネラルが
加わり口に含むと、微かに発
泡を感じる爽快な口当たり。

マセーラの畑は南向きの石
灰質と粘土質の土壌で、
1978年に植えられた葡萄
から、素晴らしいバランスの
酸を持つワインに仕上がる。

樽とステンレスタンクでの熟
成されたものをブレンドする
ことにより、活発的ですが優
雅な面もあり、すっきりとし
た風味に仕上がっています。

白ワイン/D.O.C.G.

コルテーゼ コルテーゼ コルテーゼ

麦わら色で黄金色の反射。青
リンゴやトロピカルフルー
ツ、アカシヤの花の香りを感
じる濃厚で繊細な香り。 心
地よい酸味が広がる、フレッ
シュな味わいです。

金色の輝きある麦わら色。濃
厚かつ繊細でフルーティー
な青りんごやトロピカルフ
ルーツ、アカシヤの花の香
り。 しっかりしたボディで調
和の取れた持続性のある味
わいです。

はきはきとした果実味と、グ
レープフルーツを思わせるさ
わやかな風味が広がります。
アウローラ（夜明け、オーロラ
の意味）は、奥様の名前で、
彼女に捧げられたワインで
す。

白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥3,630 小売

価格 ¥4,400

¥3,520

ガヴィ
アルボリーナ

ガヴィ デル コームネ ディ ガヴィ
ガヴィ デル コームネ ディ ガヴィ

ミナイア
ガヴィ アウロラ

ガヴィ デル コームネ ディ ガヴィ
ブリック サッシ

ガヴィ
 ヴィニェート マゼーラ

ニコラ
ベルガリオ社

1945年にニコラ・ベルガリオによって設立され、1970
年より自社ワインのボトリングを始めた。現在は息子と
甥により運営。ガヴィ村のロヴェレート地区に位置し、15
ヘクタールの畑を所有し、樹齢30年とクリュ畑の、樹齢
50年のコルテーゼ種のみを栽培。特にクリュのミナイア
は他のベーシックなガヴィとは、一線を画しています。 ロベルト

サロット社

コルテーゼ

ほのかに緑がかった麦ワラ
の色調。濃厚なアロマからは
花や熟れた柑橘類が溢れ出
します。柔らかで快活であ
り、余韻長く続く風味をもち
ます。

コルテーゼ コルテーゼ

ワインスクールを卒業してから父を手伝ってきましたが、
その後年間生産量6,500万本というピエモンテの大規
模な醸造所の醸造長として手腕を発揮。同時にガヴィに
ある生産者組合のジェネラルマネージャーとしても活躍
しました。現在はそれらを辞し、自身の畑を所有、質の高
いワイン造りを行なっています。 ステファノ

マッソーネ社

10haの畑でコル
テーゼ種のみを
栽培しているこだ
わりの小規模生
産者。

白ワイン/D.O.C.G.

薄くグリーン色を帯びた麦藁
色、リンゴや花の様な華やか
で複雑な香りを持ち、味わい
はきりっとした酸味とさわや
かな果実味とのバランスが
良くとれている。余韻も長く
すっきりとしています。

フレンチオークのバリック（２
２５ℓ）で６か月熟成。輝きを
帯びた麦わら色。花やトロピ
カルフルーツの華やかな香
り。味わいは濃く、蜂蜜やバ
ター、樽からくるトースト香
が印象的。

小売
価格

ガヴィ
イル カステッロ

白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G.発泡白/V.S.Q. 白ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥4,290

コルテーゼ
シャルドネ

コルテーゼ コルテーゼ

24ヶ月の瓶内2次醗酵。ロ
ヴェレートの特徴である海底
由来の砂質の畑で、ミネラル
が豊か。ドザージュは状態に
より0~6g/Lに変化。白い
花、繊細なアーモンド、柑橘
のニュアンス。

様々な土壌の畑の葡萄を使
用。酸化しない様にプレスを
した後、低温管理したステン
レスタンクにてシュール・
リー。フレッシュな柑橘、アプ
リコット、鉱物的な香り。酸と
ミネラルの調和のとれた味
わい。

樹齢45年以上の古樹の葡
萄を使用。低温にて48時間
のスキンコンタクトを行う事
で、葡萄の持つ香り、色素、
タンニンを液体に移す。力強
くフレッシュな葡萄本来の香
りと、バルサムのニュアンス。

¥3,520

白ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥3,190 小売

価格 ¥7,150小売
価格 ¥2,750 小売

価格

スプマンテ メトド
クラシコ ブリュット

ガヴィ デル コームネ ディ ガヴィ
ガヴィ デル コームネ ディ ガヴィ

エチケッタ ネラ
ガヴィ デル コームネ ディ ガヴィ

ガヴィ デル コームネ ディ ガヴィ
 モンテロトンド

ピエモンテ州　銘醸ワイン産地　ガヴィ

ラ キアーラ社

1912年、フェルディナンド・ベルガリオによって設立されたワイナリー。以後100年以上
に渡って、4世に引き継がれている家族経営の小規模生産者。ガヴィ・ディ・ガヴィ（正式
にはガヴィ・デル・コームネ・ディ・ガヴィ）を名乗れる、由緒ある区画に畑を所有していま
す。 ヴィッラ

スパリーナ社

ガヴィトップ生産者として常に革新を続ける。品質向上
の過程には、ブドウの収穫量の徹底的な削減（スパリー
ナ社の畑のブドウは一粒一粒の栄養分を高めるため、房
の下部３分の１が切り落とされており、台形を逆さにし
たようなおかしな形をしている）や、１８世紀から建つ美
しいヴィッラ（屋敷）の中にある醸造設備の精力的な近代
化が挙げられます。

カステーロ
ディ

タッサローロ社

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



発泡白/D.O.C.G.

紫を帯びた濃いルビーレッド色。
熟れた果実やブルーベリー・ジャ
ム、スパイスやハーブ、栗やカカ
オなどの複雑でパワフルな香り、
後からトースト香が広がる。上質
なタンニンを持つ。オークのバ
リックで１６ヶ月間熟成。

シャルドネ、
ピノ ビアンコ

白ワイン/D.O.C.

シャルドネ、ピノビアンコ、ピノネロ

クルテフランカ ビアンコ
シャルドネ

小売価格￥5,280

セール特価

￥3,498 小売価格￥9,680

赤ワイン/D.O.C.

クルテフランカ ロッソ
カルメネーロ

カ・デル・ボスコ特集‼キュベプレステージ大特価！

カ デル ボスコ社

カ・デル・ボスコ社はフランチャコルタのメッカであるロンバルディア州エルブスコにあります。彼らは３７０エーカーも
のブドウ畑を所有しています。ブドウ樹齢は平均４０年。土壌の特徴別に小さく分けられた区画ごとに収穫されたブド
ウは、ワイナリーまで丁寧に運ばれ最新の技術をもって醸造されます。カ・デル・ボスコ社はワイン醸造に最も理想的
な醸造施設を備えていると言っても過言ではありません。

フランチャコルタ
キュヴェ プレステージ

クルテフランカ ロッソ
コルテ デル ルーポ

クルテフランカ ビアンコ
コルテ デル ルーポ

赤ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

メルロー、カベルネSV、
カベルネFC、カルメネーレ

シャルドネのもつ香しさとピノ・
ビアンコのエレガントさのパー
フェクトな融合、これがコルテ・デ
ル・ルーポ。

カルメネーロ

小売価格￥5,280

メルローの持つフルーツ香、カベ
ルネ・フランのエレガントさ、そし
てカルメネールの円熟味をカベ
ルネ・ソーヴィニヨンの骨太さが
支える、素晴らしくバランスの取
れた味わい。

オーク樽でアルコール発酵・熟
成。黄金色がかった明るい麦藁
色。力強く複雑な香りは果実から
バター、蜂蜜の香りへと様々に変
化する。コクがありエレガントな
味わいはシルクのように滑らか。

小売価格￥12,100

２００８年より新しいノンヴィンテージとして
デビューしたキュヴェ・プレステージ。今では
すっかりとカ・デル・ボスコの顔となりまし
た。１３４の区画に及ぶ自社畑の厳選された
ブドウだけを使用。ブドウは収穫ロットごと
に醸造され最高のヴィンテージのリゼルヴァ
とアッサンブラージュされています。２８ヶ月
間の熟成を経てリリースされ、崇高な透明
感、心地よいフレッシュ感と酸味。品質保持
のためすべてのボトルはオレンジ色のＵＶ
カットシートで保護されています。

シャルドネ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



白ワイン/D.O.C.

ルガーナ リムネ
ルガーナ ヴェンデミア

タルディーヴァ
フィロ ディ アリアンナ

ルガーナ

ロンバルディア州 ガルダ湖ルガーナ特集

　　ラ　プレンディーナ
社

ヴェネト州のクストーツァの地でワイン造りをするジュリエット　ピオーナと父親が美し
い葡萄園を見つけ、1958年に購入しました。同じピオーナ家のカヴァルキーナとは、
畑は互いに近く15kmほどの距離しかありません。どちらの土壌もガルダ湖によって
形成されており、気象条件もよく似ています。2つの畑の間にはミンチョ川が流れてお
り、その川によってヴェネト州とロンバルディア州に分かれています。ミンチョ川は州の
境界となるだけではなく、葡萄栽培の文化の違いも表しています。ここプレンディーナ
では国際品種であるメルロやカベルネ　ソーヴィニヨンを栽培しています。

テヌータ
ロヴェーリア社

5世紀前の記述ではこの敷地内でのワイン造りに
ついて触れられており、1980年代、現在のオー
ナーフェデリコ・ツヴァイフェルがこの地に移り住
み、本格的なルガーナ造りを開始します。テヌー
タ・ロヴェーリアは現在3代目に引き継がれ、当
初から醸造長及びディレクターに就任しているパ
オロ・ファビアーニをパートナーに、地元ルガーナ
DOCのリーダー格とし、ルガーナの普及と向上
に大きく貢献しています。

カ マイオル社

伝統と革新をバランスよく融合し
た、カ・マイオル社は4つの農場から
構成されており、最も古いものはデ
ゼンツァーノの公証人であったセバ
スティアーノ・マイオリによって
1710年に設立されている。

リースリング

葡萄は丁寧に破砕され、温度管
理された発酵を行い春までステ
ンレススティールタンクで熟成。
酸素を減らし管理された環境下
で瓶詰め。 白アーモンドや林檎
の含みを持つ繊細でフレッシュ
な辛口のワイン。

水の美しいガルダ湖とマント
ヴァの中間に認められている
D.O.C.ガルダ。シルヴォ仕立て
という昔ながらのやり方で高め
に仕立てています。9月初めに
収穫された葡萄は、プレスした
後18度で約2週間発酵させま
す。フレッシュさを保つため、マ
ロラクティック発酵はしません。

ピノ ビアンコ
ソーヴィニヨン
ヴァルブルーナ

パローニ ガルダ
リースリング

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ピノ ビアンコ ソーヴィニヨン ブラン

小売
価格 ¥1,738 小売

価格 ¥2,640小売
価格

イタリアのソーヴィニヨン　ブラ
ンのクローンと、フランスのロ
ワールから2種類のソーヴィニ
ヨン　ブランのクローンを選び、
計3種類を使い独自の個性を表
現しています。ワインに複雑さ
を与えるために、全体の30%
を樽熟させ、樽とステンレスタン
クは4月にブレンドしています。

9月のはじめ気温が低い朝にす
べて手摘みで収穫。アルコール
発酵前に10度で6時間スキンコ
ンタクトを行い、プレスして一晩
置いて澱下げし、アルコール発
酵は17度にコントロールしなが
ら10日間行います。定期的にバ
トナージュを行い4月にボトリン
グします。

60%ぐらいのソフトプレッ
シャーで抽出。その後4-5ヶ月
ステンレスで寝かす。ルガーナ
の華やかさと親しみやすさが表
現された、軽やかでフレッシュな
スタイルのワイン。リンゴや洋ナ
シ、桃の香り、味わいはほんのり
とした果実の甘みと酸味。

醸造方法: 10月下旬～11月上
旬に遅摘み。50%ほどのソフト
プレッシャーでモストを抽出。
300ℓ樽で発酵し、12-14か月
そのまま熟成。芳醇な香りとま
ろやかなボディーの遅摘みブド
ウで造るルガーナ。ハチミツ、リ
ンゴ、ハーブ、ミネラル豊富な香
り。

¥2,640

ガルダ キアレット

¥2,750 小売
価格 ¥2,640 小売

価格 ¥3,800 小売
価格

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

トレビアーノ ディ ルガーナ トレビアーノ ディ ルガーナ トレビアーノ ディ ルガーナ

ガルダ
カベルネソーヴィニョン

ガルダ メルロー メルロ ガルダ ファイアル
 ガルダ カベルネ ソーヴィニヨン

 ルヴス
ガルダ

ミティ キアレット

赤ワイン/D.O.C.

カベルネ ソーヴィニヨン
カベルネフラン、メルロー

メルロー
カベルネ ソーヴィニヨン

メルロ

ボルドーブレンドでエレガントな
味わい。
カベルネ フランやカベルネ ソー
ヴィニヨンにありがちな青っぽ
さ、ハーブのニュアンスは無く、
とても柔らかく、熟した果実味
が心地よく感じられます。

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥1,848 小売

価格 ¥1,738 小売
価格

小売
価格

畑は石灰質土壌。水はけが良
く、ガルダ湖によるミクロクリマ
（微気候）の影響で気候はとても
穏やか。仕立ては、コルドーネ
スペロナート。醸造は、葡萄に
よって成熟の時期が異なるた
め、別々に行われます。メルロ
は、タンニンと糖分を抽出する
ためより長い醸しを行い、4～5
年樽を使用しています。

メルロの特徴を最大限に生かし
アパッシメントを駆使したオリジ
ナルワイン。最大で2ヶ月乾燥さ
せて造っています。また、力強く
なりすぎないように全体の20
～30％は乾燥させないメルロ
も用いり、50％を新樽で、
50％を2年樽で18ヶ月熟成さ
せます。

10月上旬に手摘みで収穫。アル
コール発酵後15-18か月ステ
ンレスで寝かし、瓶内熟成12か
月以上。輝くルビーレッドのしっ
とり滑らかな口当たり。カシス
や干し葡萄、スミレの香り。極め
細かく柔らかなタンニンを持ち
凝縮感もある。

皮と3時間マセレーション。発酵
後5-6か月ステンレス熟成。ピ
ンク色のチャーミングで楽しい
ロゼワイン。バラやチェリーの可
愛らしい香りに味わいはエレガ
ントで程よい酸味があり、ストロ
ベリーやクランベリーのような
風合いも。

数あるイタリア産ロゼワインの
中でもキアレット・デル・ガルダ
のフルーツ感とデリケートなア
ロマは突出しています。4品種
のスキンコンタクトは1昼夜のみ
行われます。湖周辺の豊かな土
壌が生むエレガントで白いアー
モンドを伴う円熟味のあるニュ
アンス。

赤ワイン/D.O.C. ロゼワイン/D.O.C. ロゼワイン/D.O.C.

カベルネ ソーヴィニヨン
バルベーラ

グロッペッロ他
バルベーラ

サンジョヴェーゼ他

¥2,640¥5,500 小売
価格 ¥2,860 小売

価格 ¥2,530

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



カプリアーノ デル コッレ ビアンコ
ファウスト

カプリアーノ デル コッレ ビアンコ
 スペリオーレ

バスティアン コントラリオ
モスカート セッコ ギベリーノ

ロンバルディア州 ブレーシャ、ベルガモ特集

ラッザリ社

1990年代から高品質のワイン造りを始めるようになりました。
家族経営の小さなワイナリーで、現在は若干29歳のラッザリが
中心になって運営しています。場所は、カプリアーノ・デル・コッレ
というブレーシャの南東に位置する台地。モンテネットという名
前の土地で、地図で見ても分かるように、そこだけ台形のように
土地が盛り上がっています。

ビアーヴァ社

BIAVAの畑は産地で最も高い山の中腹に位置し、これだけ風通
し良く陽射しの恩恵を受けられる南斜面があるからこそ、香り高
く、健康なブドウを育てる事が出来ます。産地の頂上にある教会
が所有する畑を代々任され、教会が定める伝統的な醸造方法で
ワインを造ります。

澄んだ輝きのあるレモンイエ
ロー。黄色系の果実、熟した白
桃、ほのかなハーブの香りとミ
ネラル感があります。

 10月下旬～11月上旬に遅摘
み。熟した白桃、ほのかなハー
ブの香りとミネラル感がありま
す。程よい酸味と貴腐ワインか
らくるほのかな甘みの両方を感
じてから、わずかな苦みを感じ
ます。

ステンレスタンク醗酵、セメント
樽で2年熟成。華やかでアロマ
ティック、ボディは軽やかで透
明感があり、味わいにはクラン
ベリーやストロベリーのニュア
ンスがあります。女性的でエレ
ガントなワイン。

一部陰干し、ステンレスタンク
で自然発酵。カベルネ・フラン
は、フレンチ500ℓトノー樽で2
年。メルローは、ステンレスタン
クで2年熟成。のち瓶内熟成。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/V.D.T.

小売
価格 ¥4,180

小売
価格 ¥9,350 小売

価格 ¥3,300 小売
価格 ¥3,630

カプリアーノ デル コッレ
マルツェミーノ　ベルツァミ

カプリアーノ デル コッレ
ロッソ リゼルヴァ
デリィ アンジェリ

モスカート ディ スカンツォ
（375ml）

赤ワイン/D.O.C.

赤ワイン/D.O.C.

トゥルビアーナ
シャルドネ

トゥルビアーナ
貴腐ワイン（若干量）

モスカート ディ スカンツォ
カベルネ フラン

メルロー

マルツェミーノ
マルツェミーノ

メルロー他
モスカート ディ スカンツォ

黒系果実の香りと、野趣あふれ
る土着由来の香りと渋みを感
じ、余韻が長く続きます。

ステンレスタンクで5-6か月熟
成。バリックと大樽で12-15ヶ
月熟成をして、ボトルの中で
12ヶ月熟成。ボリューム感とエ
レガントさを兼ね備えたバラン
スのいい味わいです。

収穫後、3ヶ月藁とネットの上で
自然乾燥し、自然酵母により人
工的な温度コントロール無しで
発酵。1000ℓのセメント樽で3
年。その後瓶内熟成1年。

¥
14,300

赤ワイン/D.O.C. デザート赤/D.O.C.G.

小売
価格 ¥4,180 小売

価格 ¥6,820 小売
価格

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



ロンバルディア州 ヴァルテッリーナ特集

モッツィ社

彼の畑は、コモ湖から流れるアッダ川の南斜面に連なりま
す。17世紀より有名なサセッラのグランクリュとも言えるイ
ル・グリーゾネの標高350ｍ～600mにある段々畑に植え
られたキアヴェンナスカ（ネッビオーロ）を丁寧に栽培してい
ます。樹齢は5年～なんと100年もの古木も未だに素晴らし
い実を毎年実らせています。化学薬品などは極力控え、自然
のままに強いブドウが育つ環境を整えています。醸造や熟成
は全て伝統的なスタイルにこだわり、重力に逆らわずに設計
されたセラーにて生産しています。

カンティーネ
ノビリ社

アール ペ ペ社

現当主の父であるアルトゥーロは、売却後も変わらずペリッ
ツァーティの名前でリリースされる、質より量や効率を重視
しワインを目の当たりにし、失われゆくヴァルテッリーナのワ
インの伝統を憂い、そしてそのかつての名声の復権を願い、
1984年にAR.PE.PE.(自身の名前であるArturoに、父方
と母方の名字、Pelizzati、Perego の略)を創立、現在はア
ルトゥーロの子であるイザベッラとエマヌエーレによって、
11ha の畑から4-5 万本を生産。

この地の最も古い生産者の一つであり、イ
ンフェルノの王としてイタリアで知られる伝
統派ワイナリーです。ニコラは父親と若くか
らワイン造りに励み、山の暮らしの中で伝
統と歴史を継承しながら伝統的な手法で
ブドウ造りを行っています。

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

キアヴェンナスカ キアヴェンナスカ

小売
価格 ¥4,950 小売

価格 ¥7,480

 2000L～3000Ｌのフレ
ンチオーク樽で18ヶ月間、
リリース前にさらに6ヶ月
間ボトルにて洗練させる。
ラベルにはこの辺りに自生
するウチワサボテンが描か
れています。

リゼルヴァはこの畑の期待
されるすべての優れた特徴
を表現した傑作です。 ター
ル、タバコ、バニラの存在は
言うまでもなく、ベリーと甘
草のアロマを彷彿させる複
雑なワインとなっています。

ヴァルテリーナ スペリオーレ
サッセッラ グリーゾネ

ヴァルテリーナ スペリオーレ
サッセッラ リゼルヴァ

グリーゾネ

ヴァルテリーナ スペリオーレ
インフェルノ

ロッソ ディ ヴァルテッリーナ
ヴァルテリーナ スペリオーレ
グルメッロ ロッカ デ ピーロ

キアヴェンナスカ キアヴェンナスカ キアヴェンナスカ

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格

「地獄」を意味する険しい環
境から生み出される、力強
く厳格なキアヴェンナスカ。
豊富なミネラル分と鉄分を
含み、きめ細かいタンニン
と酸がバランス良く存在し
ます。

2014年のブドウは余りに
も酒躯にかけると判断し、
2ヶ月以上に渡る醸しを行
いました。その結果、鼻と口
での印象にギャップのある
ユニークなワインが出来上
がりました。タニックなのに
ザクザクと飲めるワインで
す。

15-18日間のアルコール醗
酵後、オーク製の大樽へと
入れられ2年熟成、瓶内で
も2年熟成させた後リリー
ス。

¥4,400 小売
価格 ¥3,850 小売

価格

スフォルツァート　ディ
ヴァルテリーナ

ヴァルテリーナ スペリオーレ
サッセッラ

ヴァルテッリーナ スペリオーレ
サッセッラ リゼルヴァ

ロッチェ　ロッセ

ヴァルテッリーナ スペリオーレ
サッセッラ リゼルヴァ
ヴィーニャ レジーナ

20-25日間のアルコール
醗酵、4年間の栗製の大樽
での熟成、4年の瓶内熟成
の後リリース。熟成によりオ
レンジが入るガーネットの
色調で、ドライフルーツやレ
ザーや葉タバコの熟した
ニュアンス。鉄分とミネラル
を思わせる厳かな味わいが
あります。

20-25日間のアルコール
醗酵、4年間の栗、ないし
オーク製の大樽での熟成、
4年の瓶内熟成。乾燥した
バラやきのこ、バニラなど
の様々な要素が入り混じっ
ています。複雑味がありつ
つ、柔らかで爽やか。のび
やかな酸と豊かな果実味。

小売
価格 ¥7,920 小売

価格 ¥8,800

赤ワイン/D.O.C.G.赤ワイン/D.O.C.G.

¥4,950

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥9,350 小売

価格 ¥4,950

キアヴェンナスカ キアヴェンナスカ キアヴェンナスカ キアヴェンナスカ

標高６００m以上の畑より、
手作業で完全なブドウの房
を選別した後、3か月間、特
別な貯蔵庫で乾燥させま
す。ステンレスタンクで発酵
後、2000Lのフレンチオー
ク樽で18ヶ月間、リリース
前にさらに6ヶ月ボトルに
て洗練させリリース。

女性らしいイメージのシッ
クでエレガントなキアヴェン
ナスカ。乾燥させた森の果
実やアーモンドの香り、極
め細かいタンニンを持ち、
ベルベットのような舌触り
です。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



デディカピウメ イル ジガンテ

ピノ ネロ

小売
価格 ¥2,530 ¥5,280

小売
価格

5ヶ月ステンレスで熟
成。薫り高いシャルドネ
のクローンを使用。洋ナ
シやハーブ、リンゴのフ
レッシュな香りと、すっき
りした酸と石灰質土壌を
由来とするミネラル感が
絶妙です。

バリックにてアルコール
発酵。ブルゴーニュスタ
イルの、エレガントな樽
熟成シャルドネ。ヘーゼ
ルナッツ、パイナップル、
ミントに香ばしい熟成
香。

5ヶ月ステンレスで熟
成。最低4ヶ月の瓶内熟
成、イタリアの若々しい
ピノ・ネロがそのまま楽
しめるワイン。赤果実や
スミレの香り。フレッシュ
でチャーミングなピノ・ネ
ロです。

白ワイン/I.G.T.

O.P.ボナルダ
ザッフォ

¥2,420

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

マルヴァジア マルヴァジア

マルヴァジア特有のフ
ルーティーなアロマ、オ
レンジピール、アプリコッ
ト、ジンジャーなどのス
パイスのニュアンス。果
皮からの豊かなタンニ
ン、骨格のしっかりした
心地よい味わい。

マスカットを思わせる華
やかなアロマ。口当たり
はドライでフレッシュな
酸味、タンニンからくる
ほろ苦さが広がります。

小売
価格 ¥3,300

小売
価格 ¥2,750

クロアティーナ

小売
価格

クロアティーナ

¥3,080
小売
価格 ¥3,190

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/I.G.T.

ズッカレロ区画のクロア
ティーナを使用。イメー
ジとマスチフ犬のグリッ
ロ(わずか2歳ですでに
体重80kgの犬)を重
ね、「イル・ジガンテ(巨
人)」と名付けられまし
た。

良作年のボナルダを樽
熟成させた、豊潤な味わ
い。３年以上じっくり熟
成。最初は閉じています
が、開いてくるとワイル
ドベリーなどの果実の凝
縮した香りが立ち上りま
す。

¥2,750
小売
価格

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

カシスやブラックベリー
などの香り。柔らかな口
当たりに力強いタンニン
が口の中に広がり、強い
収斂性を感じます。程よ
い酸味と濃厚な果実味
と共に長い余韻へと続
きます。

ラズベリーなど赤い果実
やスパイスのような香
り。柔らかな口当たり、
おだやかなタンニンが広
がります。程よい酸味と
濃厚なプラムのようなエ
キス感、優しい飲み心地
のワインです。

¥2,750
小売
価格

バルベーラ クロアティーナ

シャルドネ

小売
価格

O.P.バルベーラ O.P.ボナルダ

オルトレ・ポーの偉大な歴史あるピノ・ネロの生産者 マッツォリーノ社
もとエンジニアのご夫婦が生産するナチュラルで完成度の高い土着ワイン マルティルデ社

シャルドネ

白ワイン/D.O.C.

ブラン ド ブラン
O.P.ピノ ネロ

ノワール
テラッツェカマラ

O.P.メトード クラッシコ ブリュット

クルアゼ
O.P.シャルドネ

ブラン
発泡ロゼ/D.O.C.G.

ピノ ネロ

小売
価格 ¥4,180

美しいサーモンピンク。
オルトレポーのピノ・ネー
ロで造るエリアの代表的
なスパークリング。赤果
実の上品さと厳格さが
表現されています。

発泡白/V.S.Q.

オルトレポーのトップワイナリーの１つで、現在はフランチェスカが代々の思いを受け継、新しい時代の指揮を取り始めた今、マッツォリーノは更に洗練されたワイナ
リーへと進化しています。22ヘクタールの畑に手を入れなおし、建築家ロレンツォ・ヴェルニの設計により醸造所を新たに建設します。敷地には果樹園や鶏、馬、そして
美しい葡萄畑が共存し、まるで小さく美しい楽園のようです。また、ピノ・ネロを白ワイン醸造していた1980年頃、ピエモンテの偉大なジャコモ・ボローニャ氏より、「こ
の地は偉大な赤ワインとしてのピノ・ネロが生まれるべき土地である」と助言を受けマッツォリーノが誕生したことは、現在は認知度がったオルトレポーのピノネロの初
めの歴史のスタートになったことは間違いありません。

ピアチェンツァに近いロヴェスカーラの標高２００ｍの小高い丘にあり、約１５ｈａの畑を所有しています。オーナのご夫妻は古くよりその場にあったブドウ畑とカン
ティーナを受け継ぎ、ご自分達で整備・改築を行いました。このエリアはクロアティーナ（ボナルダ）種の発祥の地でもありバルベーラ種など地元原種の栽培が根強く残
る地域です。小区画で育てているマルヴァジア種から造られる白ワインはその際立ったアロマ香で多くの人々を魅了しています。畑はビオロジックで周囲の生産者と
力を合わせながら古い樹木、古い品種のクローンを良い状態で保つことにも目を向けています。ラベルに描かれている動物たちは夫人自らがデザインしています。

テヌータ マッツォリーノ社

　　　　　マルティルデ社

シャルドネ

小売
価格 ¥3,850

ソフトプレス後、ステンレ
スタンクにて発酵。一部
樽を使う。その後アッサ
ンブラージュし36ヶ月
瓶内熟成。香ばしい高い
香りとふくよかで余韻が
長いスプマンテ。輝く黄
金色。

赤ワイン/D.O.C.赤ワイン/I.G.T.

イタリアの偉大なピノネ
ロの１つ。ステンレスタン
ク発酵後、1年間フレン
チオークのバリックにて
熟成。更にボトリング後
12か月以上の瓶内熟
成。

小売
価格 ¥3,630

 ピノ ネロ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒176-
0023

収穫後、果皮と共に
5~6 日、醗酵が始まっ
たのちに圧搾し大樽の
中で醗酵。11月以降気
温の低下によって醗酵
が止まるタイミングでボ
トル詰め。翌年の春以
降、気温の上昇によって
瓶内で再醗酵。そのまま
スボッカトゥーラ(オリ抜
き)せずにリリース。

小売
価格 ¥3,300

小売
価格 ¥2,750

小売
価格 ¥2,970

小売
価格 ¥3,410

小売
価格 ¥2,200

小売
価格 ¥2,200

赤微発泡/D.O.C.

リースリングレナーノ ピノ グリージョ ピノ ネロ バルベーラ
ランブルスコ

ディ ソルバーラ
ランブルスコ

ヴィアダネーゼ

赤ワイン/D.O.C. ロゼ微発泡/I.G.T.赤ワイン/D.O.C.

ステンレスタンク中での
浸軟を伴う22〜24℃
でのデステミング、加圧
および温度制御発酵。
オリと一緒に6ヶ月熟
成。３月に瓶詰め。ワイン
はルビー色。野生のいち
ごや赤い果実の香り、円
やかでバランスの取れた
上品な味わいとタンニン
が楽しめます。

スミレ、桑の実や、よく熟
したイチゴといったフ
ルーティなワインらしい
香り。まろやかでバラン
スの取れた上品な味わ
いとタンニン。

色素の薄いソルバーラで
造るロゼのフリッツァン
テ（微発泡性ワイン）。
酵母も糖分の途中添加
を一切せずに瓶内で発
酵を終える古典的な手
法で造られる微発泡性
のワインです。

白ワイン/D.O.C. ロゼワイン/D.O.C.

畑は海抜280mに位
置。砂利のある石灰質の
土と、冷たく乾燥したマ
イクロクライメートが組
み合わさり、初期のシト
ラスとトロピカルフルー
ツの香りがする
Riesling Renanoが
産み出されます。ステン
レスタンクで16-18℃で
発酵,その後オリと一緒
にタンク内で6ヶ月間熟

醸造は、5～6時間マセラ
シオンを行い、18℃に温
度制御されステンレスス
チールタンクで醗酵、澱と
一緒に5か月間熟成させ、
3月に瓶詰めします。アマ
レーナチェリーやラズベ
リーの香りが高まります。

トラヴァリーノ社

オルトレポー・パヴェーゼの中でもトラヴァリーノ社はこの地域で最も歴史のあるワイナリーの一つです。
80ヘクタールにも及ぶ所有する土地は1111年まで遡ることができ、現在のセラーは元修道院と農業用
の農夫が住む集合住宅が1つになっています。またカルヴィニャーノは大きな集落となった特有の土地
です。　1868年に騎士ヴィンチェンツォ・コミが築いたワイナリーを現在5代目、若きクリスティーナ女
史が志を持って、 トラヴァリーノ社のワイン造りの伝統と歴史を受け継いでいます。 1965年に騎士の
孫が区画ごとに土壌調査を行い、ピノ・ネーロ、リースリングなどそれぞれの品種にあう土壌に植え替え
られました。この事はトラヴァリーノの現在のワインの品質におけるとても大きな基礎となります。 ヴェルディエリ社

「Lambrusco Mantovano（マント
ヴァのランブルスコ）」
古くから誇りをもって造り続けられてき
た、この土地のワイン。私たちが今、市場
で目にするランブルスコのほとんどが、
加圧式タンクで造られるのですが、この
造り手が行うのは伝統的な方法。

O.P.リースリング
カンポ デッラ フォヤーダ

O.P.ピノ グリージョ
ラマート

O.P.ピノ ネロ
ペルネーロ

O.P.バルベーラ
カンポ　デイ　チリエージ

ヴェンクルー ランブルスコ マントヴァーノ

ヴェルゴンベッラ
ドサージュ ゼロ

O.P.リースリング
ヴィーニヤ コスタ

O.P.ブッタフオーコ

赤ワイン/D.O.C.

O.P.バルベーラ
カンポ デル マッローネ

O.P.モスカート ドルチェ

小売
価格 ¥7,700

赤い果実を思わせる香
り。若々しく、控えめなタ
ンニン。パスタ、肉料理、
チーズに。

小売
価格

ボナルダ,バルベーラ
ウーヴァラーラ

小売
価格 ¥3,850

ピノネロの偉大な生産地オルトレポーで150年以上の歴史を持つ　 トラヴァリーノ社
地元のソムリエやワインを重視するレストランに支持されている　ブルーノ・ヴェルディ社

小売
価格 欠品

ブルーノ ヴェルディ社

¥4,400

赤ワイン/D.O.C.

リースリング レナーノ

発泡白/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.

ピノ ネロ,シャルドネ

収穫後に冷蔵室で安置
し冷やしたブドウを、エ
アープレスにて軽く圧
搾、55％の段階まで
搾って取れたモストのみ
から造られています。持
続する爽やかな香りと、
エレガンスな味わい。

リーズリング・レナーノ種
は大変香りが良く、デリ
ケートなブドウ品種です。
畑面積に対する収穫量が
少ない品種の為、一般的
には混成タイプの白ワイン
に香りを引き立てる為に
使われています。

18世紀、創業者のアントニオがこの地に移り住んだ当初は、小麦やトウモロコシ、蚕育てと共にワイン作りを始め、その後、3
代目のルイージ（Ｌuiji)に畑が受け継がれた頃、この地域で初めてワイン-セラーを設立しました。現在のオーナーは、若い頃
からぶどう栽培、ワイン醸造を自身のライフワークとしてきた7代目のパオロに受け継がれました。ヴェルディ家先祖代々か
ら伝わる価値ある技術を学び、熱い情熱と誇りをもって今でも、伝統的製法を守り続けています。

微発泡白/D.O.C.

モスカート

柑橘、セージ、アプリコッ
トの繊細な香り。熟した
アプリコットような穏や
かな甘味。デザートやフ
レッシュチーズに。

小売
価格¥3,850

強く華やかでスミレ・ミン
ト・タバコのバランスの
良い香り。。オルトレポー
のバルベーラ種の持つ
濃い色や、果実味の中に
感じられるタンニンと酸
味が心地よい。

バルベーラ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



¥6,080
小売
価格 ¥4,950

小売
価格 ¥4,400

小売
価格

小売
価格 ¥3,520

小売
価格 ¥4,180

小売
価格

白ワイン/D.O.C.

ボスコ,アルバローラ
ヴェルメンティーノ

ボスコ,アルバローラ
ヴェルメンティーノ

ボスコ,アルバローラ
ヴェルメンティーノ

ボスコ,アルバローラ
ヴェルメンティーノ

ボナミーコ
カナイオーロ

ボスコ,アルバローラ
ヴェルメンティーノ

ほのかに緑がかったスト
ローイエロー。柑橘類や
黄色い花、蜂蜜のエレガ
ントかつフレッシュな香
り。柑橘類や蜂蜜の香り
が、口中で繰り返し広が
ります。

香りは非常に芳醇でフ
ローラルな香りです。ア
カシアの蜂蜜やエニシダ、
野花、仄かな海のミネラ
ルのニュアンスが入り混
じり、思わずグラスにす
いこまれそうな魅惑的な
輝きを放っています。柔
らかくフレッシュな酸とミ
ネラルに支えられた果実

バニラ、バターのような
アロマに完熟フルーツの
香り。芳醇な果実味と上
品な酸のバランスが素晴
らしく高いレベルで共存
しています。

このワインは「できるだけ
手を加えずに自然なま
ま」に造られているため、
一般的なワインではあま
り見られない色合いや
澱、独特の香りや味わ
い、またボトルによっても
違いがある場合がありま
す。

ボナミーコ（“良き友人”
という意味のブドウ品種
です!）とカナイオーロで
造る、果実味豊かなワイ
ンです。

鮮やかで輝きがあり、縁
にやや緑を帯びた麦わら
色。完熟したリンゴ、白桃
の果実香が主体。バジル
のようなハーブ香も合わ
せ持ち、ミモザのような
黄色い花の香りも感じ取
れます。

欠品・未定

チンクエ テッレ

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. デザート白/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

チンクエ テッレ
チンクエ テッレ

コスタ ディ ポーザ
チンクエ テッレ シャケトラ

375ml
チンクエ テッレ

ウ ネイグル
ヴィーノ ロッソ

赤ワイン/V.D.T.

カンティーナ
チンクエ テッレ社

リオマッジョーレに1982年に創立された共同組合です。チンクエ・テッレ
とはラ・スペツィアのリグーリア海岸沿いにある5つの村をさし、ポルト
ヴェーネレや小島群などと共にユネスコの世界遺産にも登録されていま
す。

ポッサ社

父親がチンクエ・テッレ国立公園の会長を勤めてい
るサムエーレ・ハイディは、現状に危機感を覚え人と
この土地との共生の証であるブドウ畑の景観、そし
てチンクエ・テッレの伝統を守るべく2004年自らワ
イナリーを始めることにしまいた。 ルチアーノ

カペッリーニ社

¥3,630¥4,400
小売
価格 ¥2,035

小売
価格 ¥2,585

小売
価格

小売
価格

味わいはフレッシュで、持
続性のある豊かなアロマ
が長く続きます。“レウコ
テア”とは、ギリシャ神話
に出てくる水夫たちを素
晴らしい音楽で魅了した
白い人魚の名前です。

野生の花やハーブ、スパ
イス、熟したフルーツ、ハ
チミツなどの濃厚であり
ながらエレガントなブー
ケ。バランスがとれてお
り、ミネラルを感じる余
韻が長く残ります。

透明感のあるクリアな黄
緑。完熟した柑橘類の甘
く爽やかな香り。蜂蜜や
白い花のフレーバー。果
実味豊かでしまりのある
味わい。塩っぽさもある
ミネラルが豊富なワイン。

金色がかった麦藁色。白
い花やゴールデンデリ
シャス、ハーブなどの香
りには奥行きがあり、口
の中に広がるリッチな果
実味、酸とミネラルの優
れたバランスを持つ1本。

華やかな果実味とともに
スモーキーなニュアンス
も感じる心地よいアロ
マ。シャープで洗練され
た酸と印象的なミネラル
が美しい果実にのって広
がっていきます。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/I.G.T.

ヴェルメンティーノ
マルヴァジアなど

ヴェルメンティーノ メルロー

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥2,970

小売
価格 ¥3,630

白ワイン/D.O.C.

ヴェルメンティーノ
ヴェルメンティーノ

アルバローラ他
ヴェルメンティーノ

黄金色がかった薄い黄
色。濃厚でエレガントな
ブーケ。花やフレッシュフ
ルーツを思わせるフレッ
シュで調和のとれた味わ
い。余韻にはバランスの
とれたミネラルが感じら
れます。

リグーリア ディ レヴァンテ
ロッソ ペルゴーレバッセ

リグーリア州東海岸沿いおすすめワイナリーご紹介

ルナエ社

パオロ・ボゾーニ氏が1966年に設立。東リヴィエラの東端に位置するコッリ・
ディ・ルーニD.O.C.エリアに位置するルナエの畑では、日中は畑から望める海か
ら風が吹き、夜は背後にそびえるアペニン山脈から冷たい風が吹き、昼夜の寒暖
の差が生まれ、香り高い高品質なブドウが育ちます。 バイア

デル ソーレ社

1980年設立のフェデリーチ家による家族経
営で、以前はブドウ栽培を専門とする栽培農家
でした。自社瓶詰めを開始した1989年当時、
この地域では先駆け的な存在で、彼らに続き、
自社瓶詰めを行う生産者が増えたと言われて
います。 ジャコメッリ社

コッリ ディ ルーニ
エチケッタ グリージャ

リグーリア ディ レヴァンテ
レウコテア

コッリ ディ ルーニ
エチケッタ ネーラ

コッリ ディ ルーニ
グラディウス

コッリ ディ ルーニ
オーロディゼー

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



¥3,190
小売
価格 ¥3,410

小売
価格 ¥3,520

小売
価格

小売
価格 ¥4,180

小売
価格 ¥4,180

小売
価格

白ワイン/D.O.C.

ピガート ロッセーゼ ピガート ピガート オルメアスコ ピガート

緑がかった麦わら色。繊
細な海のミネラル、下草
の清々しい香り。味わい
は持続性のあるビロード
のような質感。

野生のイチゴやラズベ
リーのような明るい赤い
果物。花、バラのかぐわし
い芳香。柔らかく絹のよ
うなタンニン、日当たりの
良さを感じさせる柔らか
な酸味。

ステンレスタンクにて低
温発酵・熟成。黄金がかっ
た麦わら黄色。たっぷり
としたミネラル感や黄色
い花の香りに、熟した桃
やプラム、蜂蜜などの豊
満な香り。

輝きを持つレモンイエ
ロー。カモミールや白い
花などの繊細な香り。フ
レッシュで、わずかにアー
モンドの後味を感じる。
心地よい
酸味が楽しめす辛口の白
ワイン。

オルメアスコはドルチェッ
トの近縁種であり、甘い
タンニンが特徴的です。
ベリーとチェリーのニュア
ンスが印象的。

明るいルビーレッド。チェ
リー、ネクタリン、バラの
香り。滑らかな酸と果実、
心地よいビターな後口。

¥3,520

リヴィエラ リグーレ ディ ポネン
テ

ロッセーゼ

白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

リヴィエラ リグーレ ディ ポネン
テ

ピガート

リヴィエラ リグーレ ディ ポネン
テ

ロッセーゼ

リヴィエラ リグーレ ディ ポネン
テ

ピガート

リヴィエラ リグーレ ディ ポネン
テ

ピガート マジェ

オルメアスコ ポルナッシオ
シャク トラ　 ロザート

ロゼワイン/D.O.C.

カシーナ フェイプ社

 1960年インガウナ平野の野菜栽培を
ブドウ栽培に徐々に変えて創業したカッ
シーナ・フェイプは、現在、ピガート、ロッ
セーゼ、グラナッチャなどの栽培、約6ヘ
クタールのブドウ畑、年間8万本を生産
しています。 ドゥリン社

リグーリア州の西リヴィエラのサヴォナ県オルトヴェロに位置する、バッソ家が葡萄の栽培から醸造まですべてを手
掛ける家族経営のワイナリー。代々受け継がれている、現当主アントニオ氏の曽祖父イシードロのニックネーム“
Doro ”のジェノヴァ方言である“ DURIN ”をカンティ ー ナの名前とし、品種ごとに細かく分かれた合計 15ha の
畑から 18 種類のワインを生産 。
 一杯のワインの中に、リグーリアの土地と固有の葡萄品種、伝統、そして家族の情熱と愛情を 表現している。

¥8,250
小売
価格 ¥4,180

小売
価格 ¥4,400

小売
価格

小売
価格 ¥3,850

小売
価格 ¥4,180

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.

ピガート 不明品種 ピガート ピガート ヴェルメンティーノ ロッセーゼ

エレガントでミネラル豊
富なワインに仕上がって
おり、食前酒として、また
お魚料理や和食等にも良
く合う白ワインです。

非常にめずらし品種で地
元では、フランスのブドウ
と呼ばれている品種不明
のブドウ100%で醸造さ
れた2020年がファース
トヴィンテージのロゼワイ
ンです。

樹齢50年のピガート種
から作られた、ミネラル
豊富な味わい深い白ワイ
ン。
年間生産数はわずか
1,800本の希少なワイン
です。

斑点を意味するピガート
は、成熟にブドウに現れ
る小さな斑点模様から名
づけられています。その
黄金色、強烈な色は桃、
アカシア蜂蜜と芳香ハー
ブの持続的な香り。アフ
ターにほろ苦いさを感じ
ます。

明るい黄色を帯びた色
調。香り豊かでフレッシュ
のハーブと白い花の柔ら
かくエレガントな香り。活
き活きとした酸味と骨格
のある味わいです。

テッレ・ビアンケとアル
カーニャのブドウ畑の赤
い粘土とマールの土壌で
栽培されたロッセーゼの
みを使用します。ベリー、
チェリー、スパイスの印象
的な香り。美しい明るい
ルビーの色調。

¥4,400

ロッセーゼ ディ ドルチェアクア

白ワイン/D.O.C. ロゼワイン/I.G.T. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

リヴィエラ リグーレ ディ ポネン
テ

ピガート マジェ
ブルディガイ ウー バッカン

リヴィエラ リグーレ ディ ポネン
テ

ピガート

リヴィエラ リグーレ ディ ポネン
テ

ヴェルメンティーノ

白ワイン/D.O.C.

リグーリア州西海岸沿いおすすめワイナリーご紹介

ブルーナ社

1970年にリカルド・ブルーナが創設。リカルドはピガート種から高品質のワイン
が出来ることを証明したパイオニア的存在です。現在の家業を継いだフランチェス
カと夫のロベルトでワイン造りを行っています。ロベルトの結婚前グラフィックデ
ザイナーだったこともあり、ラベルはすべてロベルトがデザインしています。産本
数40,000本。葡萄䛿すべて有機農法で栽培されています。

テッレ ビアンケ社

テッレビアンケは1870年にトンマーゾロンデッリが、リグーリア州の最西端にあ
る、テッレビアンケと呼ばれる白い土地の地域に高級品種ロッセーゼの最初ブド
ウ園を作り上げました。クラウディオとパオロ・ロンデッリ、フランコ・ラコニの兄弟
は、1980年から1998年にかけて品質の向上と生産を増やすために会社に尽力
しました。その後90年代後半から、クラウディオの息子フィリッポはパオロとフラ
ンコと共に会社をこのエリアの最も偉大なワイナリーのひとつへと躍進させまし
た。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



深遠かつ長命な最高峰白ワインの生産者　テルラーノ社
世界最高峰のゲヴュルツトラミネールを造るワイナリー　トラミン社

テルラーノ社

テルラーノはオーストリア・ハンガリー帝国領時代の1893年に24軒の栽培農家によって設立されました。その後120年以上を超える歳月の
中、優良な栽培家のみをコーポラティボのパートナーとして迎え入れてきました。高品質で長熟なワインを醸し出すという理念を貫いたセバス
チャン・ストッカーの意志を継ぎ、現在は若き天才醸造家、ルーディ・コフラーとクラウス・ガッサーを中心に運営されています。

A.A. テルラーネル クラシコ
A.A. ソーヴィニヨン

ウィンクル
A.A. ピノ グリージョ A.A. シャルドネ A.A. ピノ ノワール

ピノ グリージョ シャルドネ ピノ ノワール

緑色も入った鮮やかな淡黄色
で、桃などの果実味にきれい
で軽快な酸とミネラルがあり、
フィネスを感じさせてくれる仕
上がりとなっています。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

標高300～500ｍにある畑
ウィンクルの、樹齢10～20年
のソーヴィニヨン・ブランを使
用。マンダリンやパッションフ
ルーツの香り。クリスピーな酸と
心地よい果実味が調和。ミネラ
ルとアロマティックな余韻を持
つ深みのある白ワイン。

味わいは熟した果実の味わい
をしっかり持ったリッチなフ
ルーティーさが特徴的。その果
実味の強さと、この地ならでは
の透明感、ミネラルの強さが絶
妙な調和を見せる興味深いワ
イン。

ステンレスタンクで6ヶ月熟成
後、6ヶ月の瓶熟成。トロピカ
ルフルーツを思わせる香り、ミ
ネラル感が心地よく、塩味も感
じられます。美しい酸味があり
余韻が長く、芯の強いバランス
のとれた味わい。

ステンレスタンクにて、発酵、
熟成。可憐なベリー系の香り、
絹のような舌触り、ハリのある
果実味が特徴。北イタリアらし
い華やかさと繊細さを持ち合
わせた赤ワイン。

小売
価格 ¥3,850

ピノ ビアンコ,シャルドネ
他

ソーヴィニヨン

小売
価格 ¥3,960

トラミン社

醸造責任者のヴィリー・シュテュルツ氏は2004年に『ガンベロ・ロッソ』にて年間最優秀醸造家賞を受賞。一段しかぶどうを入れられない収穫カ
ゴを採用するなど細部にこだわり、スタンダード・キュヴェから上級キュヴェまで高い品質を保っていて、ゲヴュルツトラミネールから造られるヌ
スバウマーはイタリア3大ゲヴュルツの1つに挙げられ、毎年のようにトレビッキエリを取り続けています。

¥3,300

白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥4,620 小売

価格 ¥3,300 小売
価格

A.A.ゲヴュルツトラミネール A.A.ストーン
A.A.ピノ グリージョ

ウンターエブナー
A.A.ゲヴュルツトラミネール

ヌスバウマー
A.A.ピノ ネロ

パッションフルーツやマスカッ
ト、白いバラ、キンモクセイのフ
ローラルな香り。果実は非常に
滑らかな質感で、甘やかな香り
とは対照的に鮮やかな酸と堅
固なミネラルに彩られた味わ
いはドライ。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

この地の方言で『石』を意味する
名の通り、石が多く石灰質のミ
ネラリーな土壌。果実と酸のバ
ランスが素晴らしく、凝縮感あ
る味わいであるが、重苦しさは
微塵もない。余韻はほのかにク
リーミー。

シャルドネ,ソーヴィニヨン
ピノ ビアンコ、ゲヴュルツトラミ

ナー
ピノ グリージョ ゲヴュルツトラミネール ピノ ネロ

白ワイン/D.O.C.

海抜約450mの南東向き斜
面、ウンターエブナー畑は最上
のピノ・グリージョ。砂利や粘
土に覆われた石灰質土壌。砂
糖漬けのレモンピール、桃のコ
ンポート、熟したアプリコットの
豊かな香りにクリームやバニラ
の甘いニュアンス。

小売
価格 ¥3,355

ワイナリーのフラッグシップ的
ワイン。ヌスバウマーは畑の名
で標高350-550mの日当た
りの良い急斜面で、石灰粘土
質の土壌。時間をかけて熟成
士、白いバラやライラック、マス
カット、ライチ、ハチミツ、オレ
ンジピールなどの香りが次々
と現れる。

イタリア最高のピノ・ネロを生
むと言われているエーニャと
モンターニャ産のピノ・ネロ
100％。透明感のあるブラッ
クローズの赤。ブルゴーニュと
の接点も見受けられるが複雑
さというより、ミネラルや旨み
がじわじわと広がる印象。

小売
価格 ¥3,300 小売

価格 ¥5,445 小売
価格 終売 小売

価格 ¥5,775

白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ゲヴュルツトラミネール

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



１００年以上の歴史を持つ、この地で珍しい家族経営のトップ生産者　ケットマイヤー社
J.ホフスタッター社＆クエンフォフ社

ケットマイヤー社

ブドウ栽培に適したこの地でジュゼッペ・ケットマイヤーにより1919年に創立されました。古代からこの地方に伝わるワインのブドウ作りの文化を誠実に守ると同時に、
醸造から瓶詰めまで最新の設備・技術を導入しながら、時代の要求に応じてきました。緻密で革新的な共同作業のスタイルは、環境を最大限に尊重しつつ、とびきりの品
質レベルのブドウを育てる農夫の情熱を刺激してきました。

グランキュベ
ピノ ビアンコ ブリュット

A.A.ピノ グリージョ A.A.ゲヴュルツ トラミネール A.A.ラグレイン A.A.ピノ ネロ
A.A.シャルドネ
マゾ ライナー

白ワイン/D.O.C.

ピノ ビアンコ ピノ グリージョ ゲヴュルツ トラミネール

ピノビアンコ１００％使用の
辛口スパークリングワイン。
シャルマ方式。（タンク内２
次発酵）麦わら色に近いイ
エロー、上品なアロマを持
ちながら９ヶ月におよぶ
シュールリーから来る複雑
な香り。

発泡白/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥3,190 小売

価格 ¥2,750 小売
価格

小売
価格

麦わらイエロー色。熟れた
リンゴを思わせる特徴的な
フルーティーなアロマ。ドラ
イでストラクチャーが有り
酸のバランスが良く余韻が
長い。

淡い麦わらイエロー。バラ
の花やライチの独特で濃厚
な香り。豊かで繊細な味わ
いが心地良い酸味をとも
なって、アロマが口の中
いっぱいに広がる。食前酒
に最適。

１０月末に遅摘みしたブド
ウを２０００ℓ～３０００ℓの
樽に移し替え約１年熟成。
このシュールリー期間に複
雑味とリッチなブーケが生
まれる。味わいは豊かで滑
らか、ヴァニラやスパイス
も連想させます。

特徴的なルビーレッド色。
赤いフルーツのエレガント
な香り。柔らかで魅惑的な
味わいに、繊細な後味が、
尾を引きます。

澄んだ麦わらイエロー。バ
ナナやパイナップルの強い
フルーツ味とさらに、ハチ
ミツやバニラの香り。豊か
でフレッシュな味わい。

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ラグレイン ピノ ネロ シャルドネ

¥4,180¥3,190 小売
価格 ¥2,970 小売

価格 ¥3,080

J.ホフスタッター社

1907年創業、代々続く家族経営として最古の歴史を持つ由緒あるワイ
ナリーです。アディジェ川を挟んだ東西の両岸に４ヵ所に所有する50ヘク
タールもの自社畑は、この地方最大級の広さを誇る畑で、標高250～
1000メートルの切り立った山腹にパッチワークのように連なり、様々な
土壌と微気候に恵まれた様々なテロワールを有しています。 クエンホフ社

クエンホフとは、12世紀から続くマーゾの名前です。初期の頃はブレッサノーネ
の司教の管理下にありましたが、およそ200年前から、プリガー家族の所有と
なっています。1991年には建物を改修し、古びたセラーもワインの生産を効率
化するために手を加えました。1989年まで収穫されたブドウは、ノヴァチェッラ
にある大修道院に譲られてきましたが、1990年に初めて、自身の名を冠した
1500本のワインをビン詰めしました。

AA ピノ グリージョ
AA ゲヴュルツトラミネール

ジョセフ
AA ピノ ネロ リゼルヴァ

マゾン

スッドゥチロル・アイザックタ
レール

シルヴァネール

スッドゥチロル・アイザックタ
レール

リースリング・カイトン

スッドゥチロル・アイザックタ
レール

ヴェルトリナー

赤ワイン/D.O.C.

ピノ グリージョ ゲヴュルツ トラミネール ピノ ネロ

柑橘系フルーツや桃、ハネ
デューメロン、洋ナシなど
の果実味あふれるアロマ
ティックな香り。酸味とふ
くよかさのバランスが良
い。

ドライフラワーやバラの花
びらを思わせる芳しい香り
が広がります。生き生きと
してしっかりとした酸味の
ある素晴らしいバランスの
ワインです。

森の木の下に自生する小
さなベリーやブラックチェ
リーなどの甘く魅力的な香
り。まろやかで温かみがあ
り、複雑ながらも調和のと
れた味わい。

白ワイン/D.O.C.

収量を制限し、凝縮した葡
萄からワインは造られ、濃
密な果実味のなかに膨大
なミネラルを持ち、非常に
滑らかな質感と水晶のよう
な澄みきった味わいの、個
性的かつ魅惑的なワインに
なっています。で気品に満
ちた、素晴らしいシルヴァ
ネールです。

リースリングは”カイトン
Kaiton”という名前でビ
ン詰めされます。カイトンと
はケルト語で、クエンホフと
いうマーゾのあたりの旧称
です。知る人ぞ知る、イタリ
アのリースリングとして最
も人気の高いワインのひと
つ。

古くはオーストリア領だっ
た地域でもあり、ヴェルト
リナーも素晴らしいものを
造っています。果実味豊か
で優しくも独特の複雑さを
楽しませてくれるワインに
仕上がっています。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

シルヴァネール リースリング ヴェルトリナー

¥4,180¥6,820 小売
価格 ¥4,290 小売

価格 ¥4,290 小売
価格

小売
価格 ¥3,300 小売

価格 ¥3,850 小売
価格

白ワイン/D.O.C.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



世界最高峰のピノ ビアンコを造るワイナリー　イニャツ ニードリスト社
1923年設立の長い歴史を持つ大きな組合組織ワイナリー　ギルラン社

イニャツ
ニードリスト社

自社瓶詰めは1989年に開始。のべ6haの自社畑に、ヴァイスブルグンダー（ピノ・ビアンコ）、ソーヴィニヨン、シャルドネ、ラグレインなどを栽培。アッ
ビアーノ山周辺の標高450～600mの斜面で、徹底した低収穫を断行するワイナリー。

ズュートチロル ソーヴィニョン
ポルファー＆カルク

ズュートチロル ピノ ビアンコ
リメス

ミッテルベルグ
ヴァイス トリアス

ズュートチロル ラグライン
グリエス ベルガー ゲイ

ズュートチロル
ブラウブルグンダー リゼルヴァ

シャルドネ
プティ マンサン他

ラグライン ピノ ネロ

ステンレスタンクで約2週間
アルコール発酵。選択酵母、
マロラティック発酵なし。澱
と共に6ヶ月熟成していま
す。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

花の香りと青りんごのフルー
ツ味が有り、ドライで程よい
酸味のある味わい。

シャルドネは、バレルとト
ノーでアルコール発酵とマロ
ラティック発酵しています。
プティ マンサン、マンゾーニ
ビアンコは、ステンレスタン
クで発酵。ブレンド後に澱と
共に8ヶ月熟成。

フレンチ・オークの小さな樽
で熟成。グリエスというのは
ラグレインで有名なサブゾー
ンの名称。イニャツの姻戚関
係（妻であるエリザベスの実
家）の畑のため、このワイン
だけラベルが異なります。

フレッシュでチャーミングな
赤い果実の味わいと柔らか
いシルキーなタンニンが感じ
られる、エレガントな口当た
り。

小売
価格 ¥4,180

ソーヴィニョン ブラン ピノ ビアンコ

小売
価格 ¥6,050

ギルラン社

イタリアの最北端に位置するトレンティーノ・アルト・アディジェ州。トレントを中心とする「トレンティーノ」とアディジェ川上流の「アルト・アディジェ」が結び付いた名称となっ
ています。ドイツ系移民が多いためイタリア語に加えドイツ語も公用語として使われています。ギルランは1923年設立の長い歴史を持つ大きな組合組織で、240ヘクター
ルもの広大な畑にはそれぞれの土壌に適した土着品種や国際品種が植えられ、数々の高品質なワインを造っています。主要ワインガイドでも高評価を多く獲得しています。

¥5,500

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥4,840 小売

価格 ¥4,950 小売
価格

キュヴェ ビアンコ
448 s.l.m.

A.A.ソーヴィニョン インドラ
A.A.ソーヴィニョン

フローラ
A.A.シャルドネ

フローラ
A.A.ゲヴュルツトラミネール

フローラ

シャルドネ、ピノ・ビアンコ、
ソーヴィニョン・ブラン、モス
カートのブレンドは、フレッ
シュでデリケートな香りで、
酸、バランスのよさ、アロマ
ティックな香りがこのワイン
を引き立ててくれます。

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/D.O.C.

ソーヴィニョン種はこの地域
で100年以上栽培されてい
る品種。
ステンレスタンクで8ヶ月熟
成。新鮮で活気のある印象、
口あたりはなめらかです。

ソーヴィニョン ソーヴィニョン シャルドネ ゲヴュルツトラミネール

白ワイン/D.O.C.

歴史あるブドウ品種を3つ
の異なった土壌の畑からブ
レンド。ステンレスタンクで
の発酵、熟成。新鮮な酸とア
ロマティックな香り。
ソーヴィニョンのポテンシャ
ルを再確認できるワイン。

小売
価格 ¥4,400

特別に厳選されたシャルド
ネを使い、ステンレスタンク
での発酵、12ヶ月の大樽と
7ヶ月の瓶熟成をへて出荷。
熟した果実とたっぷりのミ
ネラル感。
繊細な肉料理に好相性をみ
せます。

フレッシュではっきりしたブ
ドウの個性を感じる香りは、
風味のある料理と相性が良
いです。スパイシーで、甘
酸っぱいアジア料理など。ラ
ベルのキャラクターも印象
的な1本です。

小売
価格 ¥2,200 小売

価格 ¥3,300 小売
価格 ¥4,180 小売

価格 ¥4,400

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

シャルドネ
ピノ ビアンコ他

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）



¥3,190 小売価格 ¥3,300 小売価格 ¥5,280 小売価格

南西を向く標高300mの畑で
暖かく、日照量も多い。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。

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

ソーヴィニヨン・ブラン シャルドネ、ピノ・ビアンコ
カベルネ ソーヴィニヨン、

カベルネ フラン、メルローなど

¥6,160小売価格

青リンゴのようなさわやかで
伸びのある酸味とナッツのよ
うなノジオラらしい味わいがひ
ろがります。

豊かなアロマとキレのある酸、
ミネラルの効いたスッキリとし
た味わい。一般的なゲヴェルツ
トラミネールとは一線を画す透
明感と清々しさが大変魅力的
です。

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。
強すぎない清らかで上品な
タッチのアロマ、みずみずしい
ソーヴィニョンブランです。

ステンレスタンクで発酵。野性
酵母のみ。出来の良いブドウ
だけをアッサンブラージュ。充
実した果実の深みと引き締
まったミネラルが心地よいで
す。

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

ミュラー・トゥルガウ ノジオラ

小売価格 ¥2,970 小売価格 ¥2,970

ピュアなブドウの旨味と酸とミ
ネラルの厳格さが見事に交錯
し、余韻も非常にデリケートで
品格すら感じさせる素晴らし
いミュラートゥルガウです。

¥3,080

ポイエル・エ・サンドリ社

1975 年にフィオレンティーノ・サンドリがトレンティーノに葡萄畑を購入。醸造家のマリオ・ポイエルと共に立ち上げたのが「ポイエル・エ・サンドリ」。ノジオラ種はトレンティーノ唯一の白の土着品種で、
昔から夏にノジオラを飲むのが定番。僕らが造るノジオラは完熟ブドウを使っているので、良い年ならば10年は熟成出来るそうです。ファエドは特別な地域。谷の合間で日陰が多いトレンティーノにお
いて谷が大きく開けてトスカーナと 同じくらいの日照量がある』。「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。』土壌と標高の組
み合わせによって適切な品種を選 びポテンシャルを最大化している。

ミュラー・トゥルガウ・パライ ノジオラ トラミネール・アロマティコ ソーヴィニヨン・ブラン ビアンコ・ファイエ ロッソ・ファイエ

¥7,590 小売価格 ¥4,950 小売価格 ¥4,950小売価格 ¥4,180

。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。

樹齢30～39年。収穫後、数十
通りの手法でマセレーション、
野生酵母による醗酵を行う。
圧搾後500Ｌの木樽にて1年
間熟成。
ノンフィルターにてボトル詰
め。

収穫後、セメントタンクの中で
約1か月、果皮と共に醗酵を行
う。他に全体の15%のブドウ
は4週間のアパッシメントを
行った後、除梗せずにセメント
タンクに加えて約1か月。圧搾
後、750Ｌの木樽にて1年間、
ボトル詰め後さらに1年間熟
成。

醗酵が終わるタイミングで、ア
ニーゾスのプレスで出た白ブ
ドウの果皮を加え、30日間の
マセレーション。白ブドウの要
素によってワインを守る、独自
の完成で造られるロザート。

ゲヴェルツトラミネール

白ワイン/I.G.T.

ロゼワイン/I.G.T.

マンツォーニ ビアンコ テロルデゴ テロルデゴ
ノジオラ

ピノ ビアンコ,シャルドネ
マルツェミーノ

マルツェミーノ
カベルネ ソーヴィニヨン他

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。
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。

小売価格 ¥3,630 小売価格 小売価格

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。

リフレッソ ローズィ

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

マンツォーニ ビアンコ
フォンタナサンタ

テロルデゴ フォラドーリ テロルデゴ グラナート アニーゾス ポイエーマ

赤ワイン/I.G.T.

テロルデゴの第一人者　フォラドーリ社   ノジオラの第一人者　ポイエル エ サンドリ社
トレンティーノという厳しい環境に向き合い続けた最高の造り手 ローズィ エウジェニオ社

フォラドーリ社

現当主のエリザベッタ・フォラドーリは、父親の死後20代の若さで当主となりました。父親が熱
中した土着品種テロルデゴは、当時は無名でしたが、この品種に人生を賭けることを決意し、
質を高めることに注力していきます。バリックの導入や収量の制限を行い、評価を高め、90年
代にはテロルデゴの伝道師として注目されていきました。「より良いワインを造りたい」と、土
壌の活性化と生物の多様性に着目し、10年以上前から自家製のプレパラシオンを使用したビ
オディナミ栽培を続けています。

ローズィ
エウジェニオ社

カンティーナのあるVolano（ヴォラーノ）の町はトレントから南へ２０ｋｍほど、ロヴェレートの
北にある小さな町です。アディジェ川の流れに沿った渓谷、斜面のきつさと土壌の痩せた、石
灰岩の多い様子が、北のドロミテに似ていることから、Piccolo Dplomiti（小さなドロミテ渓
谷）とも呼ばれる地域。父のブドウ作りが彼にとってのスタート、そして醸造家としての道を選
ぶ。いかに的確に、効率よく、合理的に、、、そのような言葉ばかりの醸造から解放されるきっ
かけとなったものは、土地の適性、ブドウ樹の計り知れない可能性を自ら体験したこと。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



１０月末に遅摘みしたブド
ウを２０００ℓ～３０００ℓ
の樽に移し替え約１年熟
成。このシュールリー期間
に複雑味とリッチなブー
ケが生まれる。凝縮感が
あり、異国風な果実やナッ
ツの香りが印象的。

4～8時間吟醸香を出す
ためスキンコンタクトを
行います。ステンレスタ
ンクで醗酵・熟成され、
ブドウ本来の香り・味わ
いをとても大切に造ら
れた、類のないソアヴェ
となっています。

トロピカルフルーツやリン
ゴの香りにミネラルの風味
が重なります。完熟した
ソーヴィニョンから造るた
め、果実味が非常に豊かで
ミネラルを強く感じます。

¥3,520¥3,850 小売
価格 ¥5,060 小売

価格 ¥2,640 小売
価格

白ワイン/D.O.C.

ソーヴィニョンコルヴィーナ
ガルガーネガ

トレッビアーノ ディ ソア
ヴェ

ガルガーネガ ガルガーネガ ガルガーネガ

除梗後プレスして低温マセ
ラシオン、低温に保ったまま
発行を行い、ステンレスタン
クで熟成。密閉式タンクにて
泡を付ける（シャルマ方式）
輝きを帯びた深いピンク
色。イチゴやラズベリー、野
バラの印象を伴うフレッ
シュで上品な香り。

小売
価格 ¥3,300 小売

価格 ¥2,310 小売
価格

トレッビアーノは9月中旬
に、ガルガーネガは10月
以降に手摘みで収穫しま
す。エレガントかつフレッ
シュな果実香でブドウの
花やサクランボ、サンブー
カの香りが特徴的。

『ガンベロロッソ』『ビベン
ダ』『エスプレッソ』3冠達
成（2018年版）、「計り知
れない尊敬に値するクラ
シコの模範的ワイン」と辛
口で有名な「エスプレッソ」
誌がソアーヴェ部門第1位
に挙げています。

ソーヴィニョン ヴルカイア

発泡ロゼ/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ゲス ロゼ スプマンテ
エクストラ ドライ

ソアヴェ クラッシコ
ソアヴェ クラッシコ

カルヴァリーノ
ソアヴェ クラッシコ

ラロッカ
ソアヴェ クラッシコ

白ワイン/D.O.C.

ピエロパン社

1890年から4世代にわたる歴史を持つソアーヴェで最も尊敬される造り手ピエロパン。「質の良いワインしか造ら
ない」がモットーで、それは畑の選び方にも表れています。所有する畑はソアーヴェ・クラシコエリアの斜面地の一等
地にあり、「すべての仕事は畑から始まる」というのがレオニルド氏の持論です。
大量生産に走りすぎたことによる質の低下で、いっときソアーヴェ全体が陥った評判の低下を嘆き、不屈の精神で
名誉回復に努めました。ブドウ畑自体に重点を置くことへのこだわり、常にさらなる高品質を追求する姿勢、醸造
工程の革新がピエロパンワインの個性を特徴づけています。

イナマ社

1950年、現オーナーのステファノ氏の父であるジュ
ゼッペ・イナマ氏がソアーヴェクラシコ地区の中心地「モ
ンテフォスカリーノ」の上部斜面の最良部分に畑を購入
して始まりました。彼の目的は「この良質の土地の、樹齢
の古いガルガーネガから、世界に通用する最高品質の
ワインを造ることにより、ソアーヴェクラシコを世界に通
用するレベルに再生させる」と言うことでした。

ピーチやマンゴーを思わせ
る豊かなトロピカルフルー
ツの香り、酸とミネラルが
しっかりとしており、バラン
スが良く取れています。

辛口ながらもハチミツの
ようなフレーバーを感じ
させる芳醇なフルーツの
味わい。塩味とミネラルが
造る強くて優しいワイン。

¥5,280 小売
価格 ¥2,068小売

価格 ¥2,860 小売
価格 ¥4,510 小売

価格

ソアヴェ最高の畑として知
られる「サルヴァレンツァ」
最高樹齢110年のブドウ
から造られます。木樽で発
酵、バリックで9ヶ月熟成。

葡萄は9月末に収穫。16
～18度に保ったステンレ
スタンクで、8～12日発
酵。最初はレモンのような
柑橘系の爽やかな香りが
ありますが、次第に熟した
フルーツや蜜のような凝
縮感ある香りへと変化し
ていきます。

ガルガーネガ ガルガーネガ
ガルガーネガ

トレッビアーノ ディ ソアヴェ
ガルガーネガ ガルガーネガ

モンテ　フィオレンティー
ネは、ルガーテの丘の北
にある標高210～
220mの単一畑で、南
西向きです。1940年代
に、捕虜になっていたフ
ルヴィオが、フランスか
ら帰ってすぐ購入した畑
で、テサリ家にとって特
別なワインです。

モンテフォルテ　ダルポー
ネ地区の自家畑からの最
良の葡萄だけを使ってい
ます。最良の葡萄を得るた
めに過熟状態になったと
ころで、収穫期の最後に摘
み取ります。アーモンドや
フローラルを思わせる風
味が豊かで、深い果実味
により保たれています。

¥3,300小売
価格

白ワイン/D.O.C.

ガルガーネガ

小売
価格 ¥2,860

ソアヴェ クラッシコ
モンテ アルト

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ソアヴェ クラッシコ
ソアヴェ クラッシコ

ラ フロスカ
ソアヴェ クラッシコ
サルヴァレンツァ

ソアヴェ クラッシコ
サン ミケーレ

ソアヴェ クラッシコ
モンテ フィオレンティーネ

白ワイン/D.O.C.

ヴェネト州　ソアヴェ・クラッシコの銘醸ワイナリー４社　特集

ジーニ社

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。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不使用。 豆類や雑草を掻き込むこ
と。数年に 1 度耕すことで 土壌を維持しています。

カ ルガーテ社

「カ ルガーテ」とは、ルガーテの丘の頂近くにある家を指し、畑仕事の拠点兼レチョート用
の乾燥室としたことから名付けられています。
1986年にカンティーナを設け、アジェンダとしてスタートしました。ラウラ（34歳）が輸
出、ミケーレ（35歳）と父のアメデオ（59歳）が畑仕事、ミケーレの叔父ジョヴァンニ（51
歳）がエノロゴを分担しています。スタッフは5人で、収穫時には40名で行います。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）



¥11,000¥4,950 小売
価格 ¥3,300 小売

価格 ¥5,170小売
価格

小売
価格

6月の終わり房を間引き
し、約50%をグリーンハー
ベスト、慎重に選び抜かれ
た健康で熟したブドウのみ
を使用します。収穫は9月
に1回、10月に2回と熟度
に合わせて2回に分けて行
われます。

完全に除梗した果実と果
汁を低温で漬け込み、ソフ
トプレスした後、マスト(ブ
ドウ果汁)とともにバリック
にて醗酵します。アリエ産
のオーク樽で8カ月間熟成
の後、シュール リー、バト
ナージュを行い、更に9カ
月の瓶熟します。

圧搾後、温度管理を行いな
がらマセラシオン発酵を行
い、ステンレスで５~６か月
発酵。チェリーコンポート、
赤い花、甘草、ドライハー
ブ、鉄などクリーンで
チャーミングな香り。
ジューシーでみずみずしい
果実味。

収穫後、アパシイメントを
40日間施し、圧搾後温度
管理を行いながらマセラシ
オン発酵を行う際に５－６
日程度 アマローネ の搾り
かすに浸す。　その後ステ
ンレス発酵４０－５０日。ア
マローネ に使用したフレン
チオークのバリックとト
ノーで１年熟成。

収穫後アパッシメントを９
０日間施し圧搾後温度管
理を行いながらマセラシオ
ン発酵を行い、ステンレス
で４０~５０日間発酵。その
後フレンチオークのバリッ
クとトノーで２年熟成。樽
はすべて新樽を使用。その
後瓶で１年以上熟成。

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥2,750 小売

価格 ¥4,950

白ワイン/I.G.T.

ガルガーネガ
シャルドネ他

ガルガーネガ
シャルドネ

ガルガーネガ

完全に叙梗した果汁を低
温で漬け込み、コールド・
マセラシオン、ソフトプレス
した後、16度にて発酵しま
す。そして自然酵母ととも
にステンレスタンクにて6
カ月間熟成した後、無濾過
で3カ月の瓶熟期間を設
けます。

アンセルミ社

 祖父が1945年に設立したワイナリーに1974年からワイン造りに本格的に加
わっています。1999年、世界のワイン地図にソアヴェの名前を書き込んだ立役
者にも関わらず、DOC脱退を決意。法的に高い収量が許され凡庸なワインが
多く醸されることが多くなったソアヴェの名称が、自身のラベルに書かれるこ
と憂いたことによるものでした。

カヴェディーニ
社

マルチェリチェ渓谷のヴァルポリチェッラの丘に位置するコルテ・カヴェディー
ニは、ウンベルトとパオラが管理する家族ワイナリーで、息子と娘のマルコとエ
レナも参加し素晴らしいワインを生産しています。

サン ヴィンチェンツォ カピテル フォスカリーノ カピテル クローチェ
ヴァルポリチェッラ クラシコ

スペリオーレ
ヴァルポリチェッラ クラシコ

スペリオーレ　リパッソ
アマローネ デッラ

ヴァルポリチェッラ クラシコ

¥2,178¥3,850 小売
価格 ¥2,640 小売

価格 ¥3,740小売
価格

小売
価格

古代品種である、トレッビ
アーノ・ディ・ソアヴェ
100％を使用。白い花、
ジャスミンの香り、なめら
かな口あたりで、アロマ
ティックな印象です。

黄色い花、エキゾチックフ
ルーツ、白桃の香りに、炭
やスモークを感じます。果
実味に富み、率直で誠実な
印象。火山性土壌のテロ
ワールが表現されており、
地球を感じさせるワインで
す。

樽を使わなくとも、深みの
ある濃厚な色合い、複雑味
のある香りと豊かな味わ
いを実現しています!心地
よい花のニュアンス、ミネ
ラル感のある爽やかなコク
が美味しいソアーヴェで
す。

収穫はぶどうを一房ずつ
細かくチェック、完全にき
れいな房だけを摘み取り
ます。それにより、彼らの
生み出すワインはガルガネ
ガのポテンシャルを最大限
に引き出した素晴らしいも
のとなりました。

余韻には果実のピュアな
風味にアーモンドのニュア
ンスが感じられます。実に
飲み心地の良いオーガ
ニックソアーヴェです。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ガルガーネガ ガルガーネガ ガルガーネガ

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥2,640 小売

価格 ¥3,740

白ワイン/D.O.C.

ガルガーネガ トレッビアーノ ディ ソアヴェ ガルガーネガ

緑がかった黄色麦わら色。
リンゴ、洋ナシ、サンザシな
どのかぐわしい香り。柑橘
系フルーツやミネラルを感
じるフレッシュで果実味溢
れるクリーミーな味わいで
す。

ソアヴェ
ボルゴレット

ヴェネト州　ソアヴェ銘醸ワイナリー３社＆カヴェディーニ社　特集

スアヴィア社

 1887年、ジョヴァンニの両親であるジョゼッペとセラフィーナがソアーヴェの丘と
モンテ・フォルテ・ダルポーネの丘の対面、フィッタの丘に家を建て、ブドウ栽培農家
としてこの地での生活をスタートしました。そして設立から約1世紀後の1982年、こ
の土地の重要性に気付いた息子ジョヴァンニと妻のロゼッタが元詰めをはじめ、ワイ
ナリー「スアヴィア」としての新たな歴史がはじまります。「スアヴィア」はソアーヴェの
古代名。19世紀よりこの土地に根付き生きてきたテッサーリファミリーの土地への
敬意の念が込められています。 タメッリーニ社

ワイナリーが正式に創立されのは1998年です
が、タメッリーニは昔からブドウ栽培を続けてき
ました。現在は3代目で、祖父はソアーヴェの共
同醸造所の創立者です。現在のオーナーである
タメッリーニ兄弟が自分の畑のポテンシャルを
信じ醸造、瓶詰めを自社ではじめました。

ファゾ
リ

ジーノ
社

1984年から有機栽培
でワイン造りを、
2006年にはビオディ
ナミ農法に取り組み始
めます。

ソアヴェ クラッシコ
ビアンコ ヴェロネーゼ

マッシフィッティ
ソアヴェ クラッシコ
モンテ カルボナーレ

ソアヴェ
ソアヴェ

レ ビーネ デ コスティオーラ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）



〒
176-

赤ワイン/I.G.T.

収穫後ただちにブドウは圧搾され、
数日のマセレーションの後、アルコー
ル発酵。およそ７日後、ステンレスタ
ンクに移され、定期的に澱引きを行
いながら、6月中旬までステンレスタ
ンクで落ち着かせられる。その後、
2.25～20ヘクトリットルのスラヴォ
ニアンオークで6ヶ月間熟成。

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

およそ７日後、ステンレスタンクに移
され3月中旬まで保存。3月中旬に
なるとワインはアマローネのヴィナッ
チャの上で短期間、再発酵。この2度
目の発酵はリパッソと呼ばれ、ワイン
にストラクチャーとアマローネに特有
の複雑さを与えるが、それだけでな
くすぐに楽しむことができるように
ワインが仕上がります。

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

小売
価格 ¥3,520 小売

価格 ¥4,400

ロッソ デル ヴェロネーゼ
ヴァルポリチェッラ クラシコ

スペリオーレ
ロッソ デル ヴェロネーゼ

パリオ
ロッソ デル ヴェロネーゼ

ルベオ
ロッソ デル ヴェロネーゼ

ピエトルス

赤ワイン/I.G.T.

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

小売
価格 ¥6,050

赤ワイン/I.G.T.

優れた房を選別して収穫した後、専
用の部屋でお盆にのせて90～100
日間乾燥させる。乾燥させられたブ
ドウは圧搾され、数日のマセレーショ
ンの後、およそ20日間続くアルコー
ル発酵。発酵の後、定期的に澱引き
を行いながら6月中旬までステンレ
スタンクで落ち着かせられる。

小売
価格 ¥9,350

ヴァルポリチェッラの伝統と国際性
が混ざり合ったこの個性的なワイン
は、深い赤色で、スパイスのアロマを
持つ。味わいにはすばらしいストラク
チャーがあり、かつエレガント。

砂糖漬けのダークチェリーの香りと
みずみずしい赤系果実の香り。鉄分
を思わせるニュアンスとチョークの
ような鮮烈なミネラル感。ボリューム
のあるアルコールと澄んだ美しい酸
味。

小売
価格 ¥5,830

カベルネ フラン
コルヴィーナ他

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

ガルガーネガ
トレッビアーノ他

カベルネ フラン
コルヴィーナ他

小売
価格 ¥47,740

ラルコ社

ヴェネトで、誰よりも“神話的生産者”との讃辞にふさわしい、クインタレッリ。ルーカ・フェドゥリーゴは、この巨匠に長年ブドウを
販売していた栽培農家に生まれ、14歳から十数年間クインタレッリで働き、巨匠の身近で栽培醸造を学んだ。初ヴィンテージは
1999年。アマローネは90日前後の乾燥の後、45日前後も続くアルコール発酵を経るなど、栽培・醸造法は徹底して伝統的。た
だしIGTルベオのみ、カベルネ・フランなどをコルヴィーナと共に乾燥させる。

¥12,650

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥7,700 小売

価格 ¥12,980 小売
価格

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

コルヴィーナ
コルヴィノーネ他

コルヴィーナ
コルヴィノーネ他

収穫と同時に24時間程度のマセラ
シオンを行い、天然酵母で自然に発
酵させます。地下貯蔵庫に置かれた
ステンレスタンクで清澄作業を経て、
冬の間寒冷な屋外に置かれ、翌春に
瓶詰めを行います。瓶詰め前にア
マービレ　デル　チェーレ（中甘口）を
5～10%ブレンドさせます。

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

収穫後1～2ヶ月間陰干ししたブドウ
を天然酵母で自然に発酵させ、その
後大樽で約12ヶ月間熟成させます。
ドライフルーツやベリー系の香りが
複雑に交じり合い、タンニンと酸の
バランスが良く、ソフトな味わいをも
ちます。

酵母を添加することなく自生の酵母
だけで醸造し、スラヴォニア産の古
い大樽で自然のままにゆっくりと熟
成させて造られます。伝統的なリ
パッソにより、味わいには複雑味が
増し、またワインには10年以上の熟
成に耐えうる強靭な酒質が生まれま
す。樹齢の比較的高い木から収穫さ
れたぶどうでゆっくりと熟成させて
造る贅沢な味わい。

この特定のテロワールがヴァルポリ
チェッラと同じような個性を与える
一方で、使用されるブドウ品種の割
合が若干異なります。生産量は極小
量。
山の頂上付近に広がる「カ デル メ
ルロ」と呼ばれる畑のブドウで造ら
れ、メルロとはこの地方に生息する
黒鳥(black bird)に由来。

最良年にしかアマローネは造らず、
また納得の行くクオリティでない年
にはリリースしません。90年代には
5ヴィンテージのみ生産。アーモンド
のほろ苦い香りやチェリーを思わせ
る繊細な香り、凝縮感のあるアロマ。
干しブドウやジャム、様々なスパイス
の交じり合った複雑で奥行きのある
味わい。味わい深く、余韻の長いワイ
ン。

小売
価格 ¥5,720

アリーチェ注目 ヴァルポリチェッラワイナリー特集！！

ジュゼッペ
クインタレッリ社

1924年に創業、ヴェローナ郊外の町ネグラールから260m程上ったヴァルポリチェッラ クラシコ地区の中心部に位置します。
前当主は3代目の故ジュゼッペ クインタレッリ氏は、自らを"伝統主義者"と称し、伝統的なワイン造りを忠実に継承したワイン造
りを行っていました。現在は、ジュゼッペ氏の長女の息子であるフランチェスコ氏が中心となり、長い伝統と経験から造り出され
る究極のワインを引き継がれ、栽培から醸造、ラベルを貼る作業まで多くのことが手作業で行われています。

ビアンコ セッコ プリモフィオーレ
ヴァルポリチェッラ クラシコ

スペリオーレ
 ロッソ カ デル メルロ

 アマローネ デッラ
ヴァルポリチェッラ クラシコ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となりま



小売
価格 ¥3,410

ゼナート社

セルジョ ゼナートにより創設されたワイナリー
は、現在子供達のナディアとアルベルトにより
運営されています。ヴァルポリチェッラとル
ガーナの常にトップレベルの高品質なワインを
生産し続けるワイナリーです。

ヴァルポリチェッラ
クラシッコ スぺリオーレ

リパッサ

赤ワイン/D.O.C.

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

甘いベリーの香りの後から
立ち昇ってくる樽香が、複
雑味を増しています。時間
を置くとさらにチョコレー
トやコーヒーの香りを楽し
めます。味わいは滑らかで
タンニンはビロードのよう
にきめ細か。余韻も長め。

小売
価格 ¥4,400

白ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥2,200 小売

価格 ¥6,600 小売
価格

デリケートで輝きの有るル
ビーレッド。熟した果実の
香りが特徴的。ドライで
ベースにチェリーやプルー
ンの香る洗練された印象を
伴う心地良いほろ苦さ、風
味がある。後口はまろやか
で余韻が残ります。

１０月第２週に収穫された
ブドウは、約３ヶ月間風通し
の良い屋根裏部屋で乾燥
され翌年１月に圧搾。発酵
後大樽とバリックで２４ヶ
月間熟成。瓶詰め後さら半
年寝かせてからリリース。

この上質なシャルドネを生
み出すブドウ畑は石灰質で
上質なミネラルを含んだ土
壌。ステンレスタンクで発
酵・熟成したものに、オーク
樽で発酵・熟成したものを
贅沢に30％ブレンド。

カカオやスパイスにプルー
ンやブラックチェリー。味わ
いは口当たりからパワフル
で、バランスも良く十分な
果実味を感じます。

マッソーニはゼナートの最
も古い畑の一つ。わずかに
緑色を含む輝くペールイェ
ロー。とてもリフレッシュで
可愛らしい花の香り。

シャルドネ
コルヴィーナ

ロンディネッラ他

赤ワイン/D.O.C.G 白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

¥2,420 小売
価格 ¥6,050

¥7,480 小売
価格 ¥2,970 小売

価格 ¥8,580

ヴィヴィアーニ社

現在ヴァルポリチェッラ・クラッシコ地区で最も若く精力的な
生産者の一人と言われているクラウディオ・ヴィヴィアーニ。
彼が所有する約７haの畑は標高３５０～４５０ｍの南南東向
き斜面に広がり、ブドウの育成にこの上なく適した条件を備
えています。 カンティーナ

ヴァルパンテーナ社

創立は1958年。ヴェローナから数分の所にあるヴァ
ルパンテーナ渓谷の協同組合。現在260の農家で
700ha（ヴェローナDOCのほぼ全て）のブドウ園を
経営しています。

トゥルビアーナ

ルガーナ
ヴィニェート マッソーニ

赤ワイン/D.O.C.

ヴァルポリチェッラ
クラシッコ

 アマローネ デッラ
ヴァルポリチェッラ

シャルドネ デル ヴェネト
バロンチーノ

アマローネ デッラ
ヴァルポリチェッラ

トッレ デル ファラスコ

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

¥4,180小売
価格 ¥4,070 小売

価格 ¥8,690 小売
価格

小売
価格

10月初旬に手摘み収穫。
12月末まで貯蔵庫にて陰
干し。アレーレと呼ばれる
伝統的な棚、またはトレイ
に広げ、30％水分を蒸発
させる。スロヴェニア産とア
リエ産の大樽で36ヶ月間
熟成。その後、約12か月間
瓶内熟成。

10月初旬に手摘み収穫。
12月末まで貯蔵庫にて陰
干し。アレーレと呼ばれる
伝統的な棚、またはトレイ
に広げ、30％水分を蒸発
させる。

温度調節をしたステンレス
タンクで果皮浸漬を約7日
間行い、日々、パンチング
ダウン。マロラクティック発
酵後、中程度のオーク樽で
約12ヶ月間熟成させます。
サクランボやスミレの香り。

各方面で高い評価を受け
ているマッツィのアマロー
ネのクリュ プンタ ディ
ヴィッラ 。通常のアマロー
ネよりは控えめなアルコー
ル度数ですが、驚くべき凝
縮した味わい。

葡萄が大量にあるため、3
回に分けて仕込みをしま
す。アマローネを仕込む時
期はとても寒く糖度も高い
ため、発酵にとても時間が
かかります。その後
5,000Lのフレンチオーク
の2年樽で15ヶ月熟成。

 アマローネ デッラ
ヴァルポリチェッラ クラシコ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. デザートワイン/D.O.C.

コルヴィノーネ
コルヴィーナ他

コルヴィノーネ
コルヴィーナ他

コルヴィーナ
ロンディネッラ他

マラーノの標高350ｍに
位置。南向きで日当たりの
良い畑。密度のある玄武岩
土壌。ガッツォのワインの印
象を与える重要な要素。2
年使用した大樽熟成。ガッ
ツォのワインは長期熟成に
耐える、最高品質のワイン
になります。

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ヴァルポリチェッラ リパッソ
クラシコ スーペリオーレ

ガッツォ

アマローネ デッラ
ヴァルポリチェッラ クラシコ

ガッツォ

レチョート デッラ
ヴァルポリチェッラ クラシコ

ガッツォ *500ML

ヴァルポリチェッラ クラッシコ
スペリオーレ サンペレット

 アマローネ デッラ
ヴァルポリチェッラ クラシコ

プンタ ディ ヴィッラ

アリーチェ注目 ヴァルポリチェッラワイナリー特集！！②

サン ルスティコ社

1900年代からヴァルポリチェッラエリアの一等地でワイン造りを続ける名門「サン ルス
ティコ」のアマローネです。イタリアンレストランのプロフェショナルに評価が高く、スタン
ダードクラスのアマローネですら、ゆうに30年以上の熟成にも耐えるポテンシャルがあり
ます。畑はマラーノとフマーネの丘陵地にあります。密度ある土壌(石灰質、第三期始世紀
時代の地層)でマローニェ(marogne)と呼ばれる乾いた石垣による段々畑に広がりま
す。 ロベルト マッツィ社

ヴァルポリッチェッラにある銘醸地ネグラール地区に
畑を所有。単一畑プンタ・ディ・ヴィッラからうみださ
れ、通常のアマローネよりは控えめのアルコール度数
ですが、驚くべき凝縮した味わい。力強さとともにブ
ルゴーニュ・ワインのような柔らかさとフルーティーな
魅力をあわせ持っています ルイジ リゲッティ社

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



¥2,310¥4,950 小売
価格 ¥7,150 小売

価格 ¥2,640小売
価格

小売
価格

デッラ・カーサに使用され
る特に品質の良いブドウを
選び、熟成期間も延長して
作られる。カーポ・ディ・ス
タートとは『国家元首』の意
味。公式晩餐会でこのワイ
ンを口にし、感銘を受けた
フランス大統領が授けまし
た。

深いルビー色、ブラックベ
リー、スパイシーでバニラが
かったたばこの香り ふくよ
かで丸みがあり、まとまり
のある味わい、柔らかなタ
ンニンと長い余韻。

フランス産バリック、2年
目・3年目の使用樽で24ヶ
月熟成。赤いベリー系の香
り、温かみがあり柔らかく
よく溶け込んだタンニンと
長い余韻。

10月の終わりにかけて収
穫し、約10日間醗酵。マル
ツェミーノとバルベーラは
異なった構造を持つため分
けてより長い15日間発酵。
マロラクティック発酵の後、
ブレンドし、ミディアムサイ
ズの樽で最低6ヶ月熟成さ
せます。

乾燥させた葡萄で造る
ヴェネト州の伝統的な甘口
ワイン。1月まで葡萄を乾燥
させます。新樽と1年樽で2
～3週間発酵させ、その後、
18ヶ月熟成させます。ナッ
ツ（アーモンド）、アーモンド
ビスケットの香り。

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.G. デザード白ワイン/I.G.T.

カベルネ ソーヴィニヨン
コルヴィーナ

ロンディネッラ他
ガルガネガ

ミュラートゥルガウ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥3,850 小売

価格 ¥7,480

赤ワイン/I.G.T.

カベルネソーヴィニヨン
カベルネフラン他

カベルネソーヴィニヨン
カベルネフラン他

メルロー

熟成はスロベニアンオーク
樽で１８ヶ月間すみれ色が
かったルビーレッド色、非常
に複雑で豊かな香りはヘー
ゼルナッツやバラ、麝香の
香りを持つ。味わいは豊潤
でなめらかで舌触りが大変
よく飲みやすい。

モンテッロ エ コッリ アゾラーニ
ヴェネガッツ
デッラ カーザ

モンテッロ エ コッリ アゾラーニ
ヴェネガッツ スーペリオーレ

カポ ディ スタート
メルロー カベルネ ソーヴィニヨン

バルドリーノ スペリオーレ
サンタ ルチア

パッシート ビアンコ
　デル ヴェネト 375ml

¥3,850 小売
価格 ¥5,500 小売

価格 ¥2,068 小売
価格

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

シャルドネ
ガルガネガ,フェルナンダ

トレッビアーノ他
ガルガネガ,フェルナンダ

トレッビアーノ他

¥2,860小売
価格

熟成はスロベニアンオーク
樽で１２ヶ月間。畑は海抜１
００～３００ｍに位置。鉄分
やミネラル豊富なモンテッ
ロの赤土。食事と一緒に良
いワインで、しかも重くない
タイプを合わせたい方に
ぴったりのワイン。

薄緑を放つ麦藁色。ピンク
グレープフルーツ、マンダリ
ンオレンジの皮の香り。 最
適な酸度とアロマアティッ
クな風味があります。

オーク樽で9ヶ月熟成。深い
麦藁色。完熟フルーツ、バニ
ラ、ほのかにアプリコットの
香り。きれいな酸とアロマ
ティックな味わい。

トレッビアネッロは9月に、
その後9月中旬にフェルナ
ンダを収穫し、ガルガネガ
は10月初めに全て手摘み
で収穫。除梗して圧搾し、4
つの葡萄をそれぞれ別々に
醸造し、酸素と触れないよ
うに造っています。清澄の
後10～15日間、約18度で
発酵。

¥2,068

ヴェスパイオーラ

バリックで熟成。ガルガネガ
は繊細さを失わないよう
に、大樽で熟成させます。ワ
インの香りを決めているの
はフェルナンダです。 冷凍
庫に入れ、マイナス20度で
凍らせます。凍らせること
によって、フェルナンダの真
の個性を引き出すことが出
来るのです。

マンツォーニ・ビアンコはラ
インリースリングとピノブラ
ンの交配種。上品でスッキ
リした香りと、カイザー梨、
ネクタリンや白い花を連想
させる豊かで複雑、エレガ
ントな持続性の在るブー
ケ。

マンツォーニ ビアンコ
モンテッロ エ コッリ アゾラーニ

カベルネ ソーヴィニョン
ブレガンゼ

ヴェスパイオーロ ビアンコ

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

マンツォーニ ビアンコ カベルネソーヴィニョン

小売
価格 ¥2,068 小売

価格

白ワイン/D.O.C.

カ ミキエル シャルドネ クストーツァ
クストーツァ スペリオーレ

アメデーオ

イタリアワイン生産量トップを競う地、ヴェネト州からおすすめワイナリーご紹介！！

ロレダン
ガスパリーニ社

創業者のガスパリーニ家はその家系から２人の
ドージェ、すなわち国家元首を輩出したこともある
名家でした。その末裔のあたるピエロ・ロレダン伯
爵が「ブドウ造りに絶好の条件を持つこの土地で
高品質なワインを造りたい」と思い立ち所有する
ブドウ園に新しい息を吹き込んだのは１９５０年代
初期のことでした。ヴェネガッツ社は他からブドウ
を購入することは一切しておらず、自社畑で栽培
し厳選したブドウのみを用いてワイン造りを行っ
ています。 ヴィッラ

アンガラーノ社

現在、一家が所有するヴィッラを最初に所有して
いたオーナーの名前がワイナリー名ヴィッラ・アン
ガラーノの由来です。バッサーノ・デル・グラッパの
最東端ブレンダ側に隣接する丘陵地帯で約700
年もの間伝統的手法の製造を続けてきました。 現
在イタリアで最も評価の高い醸造家の一人、マル
コ・ベルナベイにコンサルタントを依頼し、国際品
種と土着品種であるヴェスパイオーラ種から素晴
らしいワインを造りあげています。

カヴァルキーナ社

1948年にルチアーノの祖父が建設。タンクをステ
ンレスタンクに変更したり、設備を刷新したりして
きましたが、今でもそのセラーを使用。1962年、
伝統的な葡萄品種から、新しいブレンドの白ワイン
を造り、そのワインを「クストーツァ」と名付けまし
た。質よりも量が重要視されていた当時、このよう
な品質を重視したプレミアム的なタイプのワインを
市場に送り出すことは容易ではありませんでした
が、粘り強い努力の結果、1971年にＤ.Ｏ.Ｃ.に指
定されるまでになりました。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



小売
価格 ¥7,590

コッリオ フリウラーノ
ロンコ デッレ チメ

コッリオ ソーヴィニヨン
ロンコ デッレ メーレ

小売
価格 ¥5,720

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。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。

フリウラーノ ソーヴィニヨン

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。一部は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。

小売
価格 ¥3,960

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。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。

コッリオ カベルネ フラン

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。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。

小売
価格 ¥3,960

カベルネ フラン

コッリオ メルロー

メルロー

小売
価格 欠品 小売

価格 欠品

ピノ ネロ
レフォスコ

ダル ペドゥンコロロッソ

ピノ ネロ レフォスコ

桑の実に似た黒いベリー
の香りとスミレのニュア
ンスが際立つ。円やかな
口当たりを持ち、甘味が
少し感じられる濃密な赤
ワインである。寝かさず、
若いうちに楽しめること
をおすすめする。

シンプルでエレガントな
ピノ・ネーロ。黒スグリの
香りを繊細なヴァニラの
アクセントが引き立てる。
洗練した味わいだけでな
く、円熟味と渋味がほど
よくバランスをとってお
り、普段ワインを飲まない
方も気軽に楽しめるワイ
ンである。

9月第1週に手作業で収
穫。徐行し、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。

¥4,290

リボラ ジャッラ
シャルドネ 他

ピノ グリージョ マルヴァジア フリウラーノ

小売
価格 ¥2,068 小売

価格

イタリアで最も飲まれて
いるスパークリングワイ
ンである。このプロセッコ
は洋梨と青りんご、そし
て小さな白花の香りが非
常に清々しく感じられ
る。適当な甘さと泡立ち
を持ち、飽きずに飲み続
けることができる。どの
シーンにおいてもふさわ
しい。

フリウラーノは北イタリア
の土着品種で、イタリア以
外ではトカイと呼ばれて
いる。この品種の特徴は
骨格の強さであり、寿命
の長いワインになること
が可能だ。このフリウ
ラーノもそのようなワイ
ンである。

欠品

レグラ

コッリオ地区を率いるリーダー的生産者　ヴェニカ＆ヴィッラ・ルッシツ

プロセッコ
エキストラドライ

ラティサーナ
フリウラーノ

プリメノーテ
コッリオ ピノ グリージョ

ジェセラ
コッリオ マルヴァジア

ペトリス
コッリオ ソーヴィニョン

チェロ

レグタ社 は1928年エットレ・アンセルミによっ
て創業された。エットレは初めにヴェネト州ヴェ
ローナ市の近郊に葡萄園と果樹園を購入し、一
年間に約2千hLのワインを生産しました。現
在、アンセルミ兄弟は父親から教えられた知
識、経験、ブドウ畑に対する愛を通してレグタ
社を取り仕切っている。レグタ社

ジャンニとジョルジョがヴェニカ＆ヴェニカの小さな農園を世界中で評価されるワイナリーに育て上
げました。農家ならではの結束力と同時に、実業家としての才能も持ち合わせていたことが成功の要
因と言えます。オルネッラとジャンパオロはPR担当で、現在はセレーナとマルタ(それぞれジャンニと
ジョルジョの娘)が正式に働き始めていて、著名なブランドの価値を高めています。それぞれの品種
は別々に醸造され、全てのワインが均一に高い評価を得ていて、丁寧に注意深くワインを造っている
ことを示しています。ヴェニカ

エ ヴェニカ社

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ソーヴィニョン ブラン

8月最終週に手作業で収
穫。徐行し、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。

小売
価格 ¥4,620¥3,190 小売

価格 ¥4,290 小売
価格

小売
価格

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。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。

徐行し、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。

スパークリング/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



白ワインの聖地的エリア・オスラヴィア　おすすめワイナリー特集

 

ダミアン社

1998年よりカンティーナを立ち上げ、リボッラジャッラをはじめとしたフリウリ特有のブドウを栽培。土地への最大限の敬意、概念に囚われない醸造、果皮
の本質を見せるワイン、揺るぎない信念（頑固さ)をもつダミアン。「畑での仕事量こそがワインの根幹を成す」その言葉通り、畑仕事への追及はどの生産者
よりも激しい。

リボッラ ジャッラ マルヴァジーア ピノ　グリージョ ネカイ カプリヤ

完熟するまで樹上にて成熟を待
つ。一部貴腐化したブドウも合
わせて収穫。圧搾後、大樽にて
40 ヶ月の熟成。全体の50％
以上に貴腐が回ったという偉大
さを感じる2012。リースまで
に5 年という歳月を費やした、
渾身のヴィンテージ。

樹上にて限界まで一部貴腐化し
たブドウも合わせて収穫。成熟
した果実、果皮・種子と共に3カ
月、圧搾後、大樽にて42か月、
瓶内にて6カ月以上の熟成。

小売
価格 ¥6,050 小売

価格 ¥6,050

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

ピノ グリージョ フリウラーノ
シャルドネ

マルヴァジア他

ピノ グリージョ、樹齢30~40
年。収穫を可能な限り遅らせる
完熟したブドウを収穫。除梗し
て果皮・種子と共に約 1 か月の
醗酵。圧搾後、大樽にて18か
月、瓶内にて12か月の熟成。

収穫を可能な限り遅らせること
で、最大限に成熟した果実。果
皮には多くの貴腐の恩恵を受け
たブドウと腐敗果を徹底して選
果を行う。除梗して果皮・種子と
共に 3カ月。圧搾後、大樽にて
36か月、瓶内にて18か月の熟
成。

収穫を可能な限り遅らせること
で、最大限に成熟した果実。果
皮には多くの貴腐の恩恵を受け
たブドウと腐敗果を徹底して選
果を行う。除梗して果皮・種子と
共に3カ月、圧搾後、大樽にて
36か月、瓶内にて18か月の熟
成。

小売
価格 ¥6,050 小売

価格 ¥6,050 小売
価格 ¥6,050

ラ カステッラーダ社

スロヴェニアと国境を接するオスラーヴィアで､前当主ジュゼッペ・ベンサが経営するレストラン用に始められたワイン
造りは､1985年から彼の息子たちジョルジョとニコロに引き継がれた｡ ベンサ兄弟は 自然・土地・伝統に最大限の敬
意を払い､自然環境や生態系に悪影響を及ぼさぬよう有機農法を実践している｡白ワインにもこの地方でも70年代ま
で一般的に行なわれていた､木製の開放醗酵槽でのマセレーションと野生酵母によるアルコール醗酵を行い､ 大樽や
使い古した小樽で熟成､2酸化硫黄の添加もボトリング時に少量のみ､ノンフィルターでボトリングなど伝統的な醸造
法を用いています。 グラヴネル社

コッリオ
ビアンコ デッラ カステッラーダ

コッリオ リボッラ ジャッラ コッリオ ソーヴィニョン コッリオ フリウラーノ リボッラ ジャッラ

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

リボッラ ジャッラ マルヴァジーア

小売
価格

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

シャルドネ
ソーヴィニヨン他 リボッラ ジャッラ

醸していないピノ・グリージョに
少し醸したソーヴィニヨンとシャ
ルドネをブレンドし、それぞれの
品種の個性が突出しないように
バランスをとって造られるワイ
ンです。とろりとして濃密で、そ
れでいてドライな、個性的な味
わいにひきこまれます。

10月初旬に収穫。粉砕された
ブドウは2か月間、開放型スラ
ヴォニアオークの発酵槽で発
酵。 果皮と共にアルコール発酵
とマロラクティック発酵。 スラ
ヴォニアオークの大樽で24か
月熟成、ステンレススチールタン
クで10か月、ボトルで12か月。

小売
価格 ¥5,280 小売

価格 ¥5,280 ¥10,230

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/I.G.T.

ソーヴィニョン フリウラーノ リボッラ ジャッラ

８月下旬に収穫。ブドウは4日
間、開放型のスラヴォニアオー
クの発酵槽で発酵。その後マロ
ラクティック発酵をバリックとト
ノーにて行い、更に11ヶ月間熟
成。ステンレスタンクで12ヶ月。
ボトルで少なくとも12ヶ月寝か
せます。

8月下旬に収穫。破砕したブド
ウを4日間、開放型スラヴォニア
オークの発酵槽で発酵。 バリッ
クとトノーでマロラクティック発
酵を行い11か月熟成。ステンレ
ススチールタンクで12か月、ボ
トルで少なくとも12か月間。

ペールイエロー。オレンジの花や
バニラの香り。果実味がしっか
りした酸と豊富なミネラルでさ
らに引き立つ。リッチな味わい、
且つ切れのよい辛口白です。

小売
価格 ¥5,280 小売

価格 ¥5,280

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



小売
価格 ¥2,750

スパイス系な香りに小
さなヘリ゙ー系の香りが
相伴する。生き生きとし
た、適度な心地よいフ
レッシュな酸味。後に続
く余韻も適度に残りま
す。

¥2,750

白ワイン/I.G.T.

花や熟したフルーツ臭が
非常に好感的です。土着
の同品種らしい、丸みを
帯ひだ味わいのなかに
香り豊かなアーモントを゙
感しま゙す。

メルロー

 熟成香は熟したフルー
ツ、黄色系のナシやハナ゙
ナなと。゙酵母の香りも残
ります。 柔らかな丸さ
を帯ひだ味わいで様々
な味わいの要素のなか
に繊細さもあり、全体的
によくハラ゙ンスかどれて
います。

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

花を思わせる清楚で
すっきりとした、濁りの
ないシンプルな香り。
生き生きとしたフレッ
シュ感、清楚かつピュ
ア感のある味わい。

小売
価格 ¥2,530 小売

価格

ピノ グリージョ トカイ フリウラーノ ソーヴィニヨン ブラン
リホッ゙ラ シャ゙ッラ

シャルトネ゙

¥2,750 小売
価格 ¥2,530 小売

価格 ¥2,750

セイヨウツゲの木や白
桃、グレープフルーツと
いった柑橘類の香りが
広がります。複雑味を感
じる表情豊かなワイン。

ウェ゙ンキアレッツァ社

フリウリ＝ウェ゙ネツィア・シュ゙リア州、チウィ゙ター゙レに位置するオーカニ゙ックワインの生産者てず。同州においては、希少ともいえるオーカニ゙ックオリーウオ゙イルの
生産も行っています。 2013年より、ウェ゙ンキアレッツァて生゙産される全ての製品は、オーカニ゙ックとして認証されています。

ピノ グリージョ ウィ゙ーニャ デル テンポ ソーヴィニヨン ブラン リベッラ
レフォスコ 

ダルペトゥ゙ンコロ ロッソ
メルロー レッド リベッラ

マラスカチェリーやブ
ラックベリー、チョコレー
トが融合した芳醇な香
り。しっかりとしたタン
ニンのフレッシュで味わ
い深いワイン。

香りの全般はフルーツ
を感しま゙す。そこには、
チェリーやマラスカ、赤
色ヘリ゙ー系の香りを呈
する。ほのかなトースト
臭かぞれらの香りと組
み合わさっています。

スキオペッティーノ

赤ワイン/I.G.T.

レフォスコ

小売
価格 ¥2,530 小売

価格

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

ライチ、白い花、ドライ
ハーブの香り。フレッ
シュでしなやか、清々し
いアタック。セルフィー
ユ的な甘いほろ苦みが
アクセント。酸とミネラ
ルのバランスもよく、柑
橘の皮のような酸とス
パイシーさもアクセント。

赤ワイン/I.G.T.

シャルドネ メルロー
レフォスコ ダル 

ペデゥンコロ ロッソ

¥3,080

ゴールデンデリシャス、
レモンピール、カモミー
ル、ハーブティの香り。 
軽やかで新鮮味があり
つつ、凝縮ぶどうの楚々
とした甘みを感じる優し
いアタック。ドライハー
ブ風味が適度にワイル
ド。 後味はほどよいス
パイシーさで、余韻も伸
びやか。

淡めの麦わら色。青リン
ゴ、若い洋梨、スターフ
ルーツ、フレッシュエスト
ラゴン、白い花の香り。
新鮮味と完熟感がとも
に伝わる柔和なボディ。
生き生きとした酸やフ
レッシュハーブ的なほろ
苦みが込み上げほどよ
い野生味を感じ、艶やか
ながら引き締まる。

約6ヶ月間バリック熟
成。淡めの麦わら色。
滑らかで　伸びやかな酸
と繊細なミネラル。　リ
ンゴとトーストしたパン
の香り。かすかにバニラ
香。　アタックで果実の
甘さがありながらも、後
半もだれずに引き締ま
る。

１０月初旬収穫後、ステ
ンレス発酵。
苔桃、ダークチェリー、
鉄、黒胡椒の香り。つる
りとなめらかなアタッ
ク。　重すぎず、素直でク
リーンな果実味。スパイ
シーさ、タンニン、ほど
よい酸が融合しバラン
スよく引き締まるミディ
アムボディ。

ブラックベリーやシナモ
ン、黒胡椒、ドライハー
ブ、鉄、スモーキーな香
り。緻密ながらしっとり
と滑らかなストラク
チャー。伸びのある酸、
タンニン、黒胡椒をかん
だようなスパイシーさが
融合。 適度なワイルド感
ありつつ後をひく飲み
心地よさ。

小売
価格 ¥2,860 小売

価格 ¥2,860 小売
価格 ¥2,860 小売

価格 ¥3,740

白ワイン/I.G.T.
フリウラーノ

ソーヴィニョンブラン
他

品種ごとに収穫、醸造を
行い、熟成も別々に行い
ます。すべて単一品種
キュヴェを造るための工
程を経ているので、品質
は上級キュヴェと同等。
違いは、畑や品種ごとの
際立つ個性が控えめに
なり、バランスよく調和
していること。

小売
価格

小売
価格 ¥2,860 小売

価格 ¥2,860

Bortolussoの土壌はMaranoの干潟のカルシウムを豊富に含み、海に近いため年間を 通じてぶどうの樹は塩分を含んだ潮風
(Scirocco)にさらされ続けます。収穫は熟練者により選別をしながら手摘みで行われ、発酵・熟成はコンサルタント Luigino De 
Giuseppeのアドバイスを取り入れながら、厳密に温度管理された ステンレスタンクで行われます。海面より低い土地で造られた
セラーでは、 年間を通して温度と湿度を一定の条件で保ちながら、更なる熟成が行われます。

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

フリウリ沿岸部アンニア地区を代表する造り手 ボルトルッソ社
 コストパフォーマンスの良さと品質の高さ抜群のワイナリー ヴェンキアレッツァ社

ボルトルッソ社

トラミナー
アロマティコ

　リボッラ ジャッラ ソーヴィニョン
シャルドネ

サン オブ ウィンター
メルロー

レフォスコ ダル 
ペドゥンコロ ロッソ

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

トラミナー リボッラ　ジャッラ ソーヴィニョン

ニコラ
マンフェッラーリ社

ミッレウーヴェ ビアンコ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



リボッラ ジャッラ
スプマンテ

グラーヴェ マルヴァジア

小売
価格

¥2,178
小売
価格

¥2,200

コストパフォーマンスの良さと品質の高さ抜群
アリーチェおすすめフリウリ3ワイナリー

ボルトルッツィ社

イタリアの北東に位置し、秀逸な白ワインの産地として知られる、ヴェネッツィア・ジューリアのグラディスカ・
ディゾンゾォの地に1982年創業。元、ワインコンサルティングの父、ジョバンニ・ボルトルッツィを筆頭にアレッ
シオ、アルベルト、アンジェラの３人の子供達が支える、完全家族経営のワイナリー。所有する50haの農地では
葡萄はもちろん、リンゴなど他の農作物も生産（一つの作物だけをつくると土地がやせる為）し、ワイナリーでの
直販も行っています。

ピタルス社
1968年アンジェロの代にワイナリーを創設。1989年ブルーノ
の代に革新的な技術を導入し、現在のようなハイクオリティーな
ワイン造りを開始。大手の生産者ですが、ほとんどのワインは地
元で消費するバルク売りのもの。自社ブランドで販売するのは高
品質の選抜されたブドウで造られたワインになります。

ソーヴィニョン ブラン シャルドネ フリウラーノ メルロー カベルネ ソーヴィニョン

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

ソーヴィニョン ブラン シャルドネ

¥2,970

フリウラーノ メルロー

小売
価格

小売
価格

¥2,970
小売
価格

¥2,970

アントヌッティ社

一世紀にわたりフリウリ･グラーヴェのテロワールを表現し続ける生産者。１９２１年にイグナチオ・アントヌッティ
氏によって創立されて以来家族経営のスタイルを貫いており、現在はイグナチオの孫娘アドリアンナとその夫リ
ノを中心に、夫妻の３人の子供達 – 長男ニコラと次男リカルド、長女のカテリーナの家族全員がワイナリーの経
営に関わっています。

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

カベルネ
ソーヴィニョン

¥2,970

白ワイン/D.O.C.

グラーヴェ ソーヴィニヨン
グラーヴェ

トラミナーアロマティコ
グラーヴェ ピノ グリージョ

グラーヴェ　レフォスコ ダル 
ペドゥンコロ ロッソ

グラーヴェ ピノ ネロ
グラーヴェ

トラミネール アロマティコ
グラーヴェ　レフォスコ

グレープフルーツ、
ピーチやセイジ、トマト
の葉のフレッシュな香
りが魅力的。異なる三
つの畑の葡萄を使用
し、手詰みにて収穫。

豊潤な味わいでまと
まった酸、バランス、ボ
ディがあり余韻が長
い。通常より葡萄の収
穫を遅らせ、木樽を使
用することでさらなる
熟成も可能なワインで
す。

海抜250mにある南
西向きのバローロの畑
サン・ピエトロのネッビ
オーロから造られてい
る。イチゴやチェリー、
プラムなどの甘く力強
い果実。柔らかなタン
ニン豊かな味わいは
ゴージャスかつエレガ
ント。

マラスキーノチェリー、
ほんのりバニラの香
り。口の中では香りが
広がり、凝縮感があり
魅力的。二つの異なる
畑の葡萄を使用し、複
雑でボディのある味わ
いです。

マラスキーノチェリー、
ベリーのジャム、下草、
ほんのりトーストの複
雑で豊かな香り。口当
たりはデリケートでタ
ンニンはスムーズ。グ
ラディスカ・ディヅン
ツォの単一畑にて生
産。

スパークリングワイン/V.S.Q 白ワイン/I.G.T.

リボッラ ジャッラ マルヴァジア

フリウリ土着品種「リ
ボッラジャッラ」
100％の辛口スプマン
テ！フレッシュ、ミネラ
ル感、並外れた複雑さ
と骨格の確りとした味
わい。

パワフルなミネラル感
に、白桃やマスカットを
思わせるフローラル缶
のあるドライな味わ
い。

小売
価格

¥2,970
小売
価格

赤ワイン/I.G.T.

小売
価格

¥2,200
小売
価格

¥2,200
小売
価格

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

¥2,200

 ソーヴィニヨン トラミナー ピノ グリージョ

赤ワイン/D.O.C.

レフォスコ ダル 
ペデゥンコロ ロッソ

ピノ ネロ
トラミネール
アロマティコ

レフォスコ ダル
ペドゥンコロ ロッソ

 フレッシュで、青リンゴ
や柑橘、メロン、セージ
などのハーブのような
ニュアンスが感じられ
ます。酸味やミネラル
からのほろ苦さも心地
良く香りと味わいのバ
ランスが良いです。

ドライフラワー、バラ、
ラベンダー、ライチのよ
うな華やかなアロマ、
味わいにはきれいな酸
味、ミネラル、スパイ
ス、柑橘のようなリッ
チなニュアンスも感じ
られます。

小さな花、フルー
ティーなりんごのよう
なアロマ。白桃、洋梨の
ようなボリューム感が
ありながら、フレッシュ
でミネラルなドライな
印象、酸味は穏やか
で、アーモンドのよう
な余韻が残ります。

プラム、野生のブラッ
クベリー、マラスカチェ
リー、スミレやクローヴ
のアロマ。緻密なタン
ニンを感じます。若い
うちはタニックなので
デキャンタージュや事
前抜栓がオススメで
す。

ラズベリーやチェリー
を思わせる甘くフルー
ティーな香りととも
に、ジューシーな果実
味とやわらかなタンニ
ンが広がります。

白いバラやライチ、シ
ロップ漬けの甘い香り
と白胡椒のような刺激
的な香り。口に含むと
ピュアな果実味と程良
いミネラル感を思わせ
る味わい。

ワイルドベリーや草木
のニュアンスの香り、果
実味とタンニン。また、
酸のバランスがきれい
にまとまり、心地の良
い味わい。

赤ワイン/D.O.C.

小売
価格

¥2,200
小売
価格

¥2,200
小売
価格

¥2,310
小売
価格

¥2,200

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



無名なカルソのエリアを世界に知らしめた名ワイナリー カンテ社
土着品種にこだわり、カルソの自然を表現する最高の造り手 ヅィダリッヒ社

マルヴァジア プルルケ
ドサッジョ ゼロ

カッパ カッパ ロゼ
マルヴァジア ヴィトヴスカ シャルドネ

ヅィダリッヒ社

今では有名になったヴィトフスカ。 この品種を世間に広め
た造り手がベンジャミン ヅィダリッヒ。１９８８年に設立され
たヅィダリッヒ。父からカンティーナを引き継いだベンジャミ
ンは土着品種へ集中することを決意。 全面的に植え替えを
行い、当時まだポピュラーではなかった ヴィトフスカ、マル
ヴァジア、テラーノの栽培に傾倒していきます。 カンテ社

カンテの一族は1840年頃からこの地でワインを造っており、カンテが語られる際、必ず登場するのが、カルソの分
厚い岩盤をくりぬいた地下15mのセラー。風の循環を良くするため丸いフロアになっております。階層により温
度、湿度が違い、バリックは地下3階、大樽は地下2階、ステンレスタンクが地下1階と各層ごとにその役割がわかれ
ております。温度管理機能付きのステンレスタンクでなくても、このセラーのお陰でタンク内を適切な温度で保てま
す。カンテのワインは早くとも2年、物によって20年以上も熟成可能と言います。そのため複数のヴィンテージをス
トックしており、飲み頃になってから出荷する為、生産量は少量ながらも大きなセラーが必要となります。

ふくよかな完熟果実が
香り、豊富な酸や強烈
なミネラルが全体を形
作っています。シャルド
ネの品種の個性と、カ
ルソのテロワールが融
合した魅惑的なワイン
です。

リンゴや洋なしの果実
の香りと冷たいミネラ
ルのアロマ。硬質なミ
ネラル感と伸びやかな
酸。しっかりとしたスト
ラクチャーを感じられ、
非常に落ち着いた味わ
いです。

マルヴァジア ヴィトヴスカ

レモングラスの爽やか
な香りに柑橘系果実の
アロマ。徐々にフローラ
ルなアロマが開き、しっ
かりとした酸味が全体
を非常にフレッシュに
整えています。

シャルドネ

¥4,510
小売
価格

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥4,510

白ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥4,290

白ワイン/I.G.T.

小売
価格

小売
価格

マルヴァジア

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。

¥5,280

白ワイン/I.G.T.

可愛らしい赤系果実や
オレンジなどのアロマ
に数種のハーブ。アセ
ロラやチェリーなど赤
い果実のピュアな果実
味、シャープな酸とミネ
ラル。ほのかにタンニン
も感じられ複雑な味わ
いです。

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。

ソーヴィニヨン ブラン,
ヴィトフスカ他

ピノ ネロ

小売
価格 ¥4,510¥5,280

発泡ロゼ/V.S.Q.

テラーノ

白ワイン/I.G.T.

小売
価格

小売
価格

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。

ヴィトヴスカ

¥5,280 ¥6,710

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/V.D.T.

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。

小売
価格

赤ワイン/I.G.T.

テラーノ

赤い果実が口中で広が
り、花やスパイスがフィ
ニッシュまで優しく続
く。プラムや赤色果実、
梅しそ等の清涼感のあ
るピュアなアロマ。綺麗
な酸と濃い果実味が口
中でエレガントに広が
り、華やかで奥深い味
わいです。

小売
価格 ¥3,850

飲み手の想像を膨らま
せるため、品種構成、
醸造方法など全て秘密
となっていますが、樽
底に溜まった澱（酵母）
を無濾過で瓶詰めした
ものとのこと。カンテは
「飲む前によく振って」
とお勧めしています。

¥7,480

ヴィトヴスカ ヴィトフスカ カメン

赤ワイン/I.G.T.

プラムやカシスのよう
な果実のアロマに粒胡
椒のスパイス感。タイム
のようなハーブ香も感
じられる。滑らかな舌
触りに、ふくよかな果
実味。酸味が全体の味
を引き締めます。

エクストロ ロッソ

小売
価格 ¥3,410

テラーノ
メルロー他

ヴィトヴスカ 非公開

エディ ケーベル

コッリオ ビアンコ

白ワイン/D.O.C.

フリウラーノ
マラヴァジア イストリアーナ

他

毎年ベースに50～
70%のフリウラーノを
使いあとの2種で香り
と酸味を調整。土地の
広さの割に生産量が少
ないが、その香りとミ
ネラル感は日本人にも
好まれます。

小売
価格 ¥6,050

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



トラミネール
アロマティコ

ロザルバ レフォスコ

小売
価格

タオ

¥2,750

ロゼワイン/I.G.T.

イタリアで尊敬され信頼を集める北イタリア白ワインの巨匠、ジャンフランコ・ガッロ氏。1世紀もの間、ガッロ・ファミリーの手によって大
切に守られ、築き上げられてきた葡萄栽培とワインづくりは、1978年から参画した一族の3代目、ジャンフランコ・ガッロ氏の手によっ
て歴史的な改革が進められ、その惜しみない情熱と努力、愛情が世界中のワイン愛好家を魅了します。

¥2,750 小売
価格

小売
価格 ¥2,970

赤ワイン/I.G.T.

レフォスコ

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

レフォスコ

小売
価格 ¥4,400

フリウリ イソンツォ
フロールス ディ ウイス

フリウリ イソンツォ
ソーヴィニヨン ブラン

ピエーレ
白ワイン/D.O.C.白ワイン/D.O.C.白ワイン/D.O.C.

フリウリ イソンツォ
ソーヴィニヨン ブラン

ヴィエリス

¥5,500

バニラ、バターのような
アロマに完熟フルーツの
香り。芳醇な果実味と上
品な酸のバランスが素
晴らしく高いレベルで共
存しています。

蜂蜜、ハーブのようなア
ロマが豊か。柔らかい口
当たりとミネラルの硬さ
が入り混じる。果実味と
厚み、ボディが全体的に
しっかりとあります。

小売
価格

フリウリ イソンツォ
ドレエ フリウラーノ

小売
価格

バナナや百合などの甘
く魅惑的なアロマ。キレ
が良くシャープな酸と厚
い果実味が同時に楽し
める。引き締まったボ
ディを持つ高品質なシャ
ルドネ。

¥4,950 ¥5,940 小売
価格

小売
価格 ¥5,940小売

価格 ¥5,500 小売
価格 ¥5,830

白ワイン/D.O.C.

金木犀をはじめとした
花、モスカートのような
魅力的な香り広がる。ミ
ネラル豊かで硬さのあ
る味わいだが、厚みやボ
ディがしっかりしてい
る。綺麗な酸の余韻。

パイナップルやトロピカ
ル・フルーツのような芳
醇な香り。果物をそのま
ま頬張っているような
厚みのある果実味と心
地よい酸が楽しめます。

フリウリ イソンツォ
チャンパニス シャルドネ

フリウリ イソンツォ
シャルドネ

ヴィエ ディ ロマンス社

蜂蜜漬けのグレープフ
ルーツや金柑のような
強いアロマ。トロッとし
た厚みのある舌触り。豊
かな果実味が味わえな
がら、爽やかな余韻が続
きます。

ソーヴィニヨン ブラン ソーヴィニヨン ブラン
マルヴァジア イストリアーナ

リースリング他

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

シャルドネ シャルドネ フリウラーノ

フリウラーノ

小売
価格 ¥2,750 小売

価格 ¥2,750

白ワイン/I.G.T.

マルヴァージア

ゴリツィア東部のサンロレンツォ・イソンティーノで、親子3人によって営まれているワイナリー。30ヘクタール以上のブドウ畑から年生産本数約20万本。
当初から環境に負荷のかからない農業を心掛け、除草剤などは一切使わず、畑ではボルドー液のみ使用。極少量の堆肥しか与えませんが、その堆肥も現
在では自家製。畑は平地にあるのにもかかわらず、石質な土壌なので、水はけが良く、凝縮したブドウができます。ピエールパオロ

ペコラーリ社

自然環境を大切に、親子３人で有機農法を実践するワイナリー　ペコラーリ社
惜しみない情熱を注ぎ、“完璧”を追求する孤高の哲人　ヴィエ・ディ・ロマンス社

年間約5000本生産さ
れます。凝縮した豊かな
レフォスコ種の味わいが
ありながらもペコラーリ
らしい滑らかな味わい
が楽しめます。

年産約2万本で小樽で
6ヶ月熟成されます。果
実味が豊かで滑らかな
口当たりです。レフォス
コ種はこの地を代表す
る赤ワイン用ブドウのひ
とつです。

ロザルバは、レフォスコ
が果肉まで赤いブドウ
品種であることを利用し
て、一般的なロゼワイン
に用いられる、ブドウの
皮を果汁に浸す作業を
せずに造られています。

栗やリンゴ、金属的な強
いミネラルの香り。品種
独特のボリューム感とミ
ネラルの硬質感、酸のバ
ランスがとれていて、ぐ
いぐいと飲み進めさせ
る力のあるワインです。

トラミネールアロマティ
コ種は軽やかで心地良
い果実味と溌剌とした
香りがあります。2016
ヴィンテージからトラミ
ネール アロマティコと名
称が変わりました。

しっかりした構造のある
フリウラーノに対し、こ
ちらはより柔らかで広が
りのある味わい。熟した
柑橘類とハチミツの香り
が印象的で、後味にほん
のりと感じるほろ苦さ
が心地よいワインです。

レフォスコ

白ワイン/I.G.T.

フリウラーノ マルヴァージア トラミネール アロマティコ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



フリウリ＝ヴェネツィア-ジューリア州からおすすめワイナリーご紹介！

イエルマン社

1881年にオーストリアから移住したイエルマン家のワインを、世界各地で絶賛されるように導いた立役
者は4代目当主シルヴィオ・イエルマン氏です。コネリアーノにある醸造大学で勉学に励んでいた1960
年代後半は、「アルコール度数が高く、重たいだけのワイン」が主流でした。それに反発したシルヴィオ氏
は、「豊かなアロマを持ち、より近代的な味わいで強い個性を表現し、飲んだ人を魅了させるワインを造
りたい。」という、夢を掲げました。

リヴォン社

1964年にドリーノ・リヴォン氏がイタリア最東端コッリオの丘陵地に
畑を購入したことに始まります。それから少しずつ畑を増やし、リ
ヴォン社は成長を遂げてきました。1980年代に創業者であるドリー
ノの息子たち(現オーナー：ヴァルネオとトニーノ)が加わり、より品質
を追求したワイン造りへと転換しました。中でもトップクリュと呼ばれ
るレンジのワインはブドウの植樹率や収穫量を制限し、さらにより品
質の高いブドウのみを厳選して使用しています。

コッリオ リボッラ ジャッラ
ロンカルト

ピコティス

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

ヴィナーエ ヴィンテージ トゥニーナ ワー ドリームス カポ マルティーノ コッリオ フリウラーノ

赤ワイン/I.G.T.

スキオペッティーノ

手摘み収穫した葡萄を除
梗し、20℃に設定された
ステンレスタンクで18日
間発酵。16℃に設定され
たバリックで13ヶ月熟
成。紫がかったルビーレッ
ド色。野生の桑の実、ラズ
ベリーやブルーベリーの
香り。心地よいタンニンが
あり、しっかりとしたスト
ラクチャーと長い余韻が
特徴。

小売
価格 ¥4,950

16℃に設定されたステン
レスタンクで8ヶ月発酵、
同じタンクで8ヶ月熟成。
黄色い麦わら色。アカシア
の花、リンゴやレモンなど
のフローラルでフルー
ティな香り。ドライでフ
レッシュ、エレガントで包
み込むような味わい。

リボッラ ジャッラ
トカイ フリウラーノ他

ソーヴィニョン,シャルド
ネ

リボッラジャッラ他
シャルドネ主体

フリウラーノ主体
リボッラジャッラ,マル

ヴァジア他
フリウラーノ リボッラ ジャッラ

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

明るく輝きのある麦わら
色。軽い酸味のある味わ
いです。熟す前の桃を思
わせる甘酸っぱい香りも
あります。サービス温度は
10～12℃がオススメで
す。

イエルマンの名前を世界
中に広めたワイン。甘い果
実や柑橘系のニュアンス、
たっぷりとした味わい。上
品さの中に力強さがあ
り、コクとともにフレッ
シュさを感じます。一部大
樽で熟成。

バナナやスモモ、パイナッ
プル、リンゴ、さらに柑橘
系の果物など甘い果実の
アロマをふんだんに感じ
ます。さらにバニラやスパ
イシーなニュアンス、ミネ
ラルなどその香りの広が
りが素晴らしい。味わい
はまろやかで、しっかりと
した力強いボディー。バラ
ンスのとれた心地よい味
わい。

単一畑に植えられた4つ
の土着品種、フリウラー
ノ、マルヴァジア、リボッラ
ジャッラ、ピコリットを混
植混醸して造る、芳醇で
複雑味あふれる白ワイン。
バニラ、バター、蜂蜜、ライ
ム、キャンディ、嗅ぎ分け
られないほど多彩な要素
を持つアロマ。

手摘みで収穫し、低温マ
セラシオンを8時間行う。
18℃に設定されたステン
レスタンクで発酵、同じタ
ンクで5ヶ月熟成。黄緑が
かった麦わら色。デリケー
トなアロマ、アーモンドの
ニュアンス。ドライながら
もボディが感じられるバ
ランスのよい味わい。

¥3,960小売
価格 ¥4,290 小売

価格 ¥9,900 小売
価格 ¥10,120 小売

価格
¥

11,000
小売
価格 ¥3,190 小売

価格

フェウディ ディ ローマンス社

スロベニア西部からイタリア北東部にかけて流れ、アドリア海に注ぐこの川は同州のシンボル的存在で、歴史・文化の融合としてこの地の見どころの1つです。
1950年代、当時ほとんど価値がないと見過ごされていたこのイソンツォ川沿いに目を付けたのが、セベリーノ・ロレンツォ氏でした。「エメラルドの美しさ」と
謳われる水流豊かなイソンツォ川、緑豊かな大自然に可能性を見出し、フェウディロマンス社を設立。当初はわずか5ヘクタールの土地でしたが、フェウディロ
マンス社は大きく飛躍し、今では50万本以上のワインを約24カ国に輸出するまでに成長を遂げました。クリーンエネルギーなど自然環境へも配慮し、さら
なる豊かなブドウ栽培とワイン造りを目指し研究し続けています。

イソンツォ ピノグリージョ イソンツォ ソーヴィニョン イソンツォ レフォスコ リボッラ ジャッラ トラミナー アロマティコ イソンツォ ピノネロ

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥2,420 小売

価格 ¥2,420

白ワイン/I.G.T.

熟した柑橘系果実の爽や
かな香りの中に、アカシア
の花を思わせるアロマを
はっきりと感じます。フ
ルーティさの中にシャー
プな酸が際立ち、ドライな
がら柔らかでほのかな苦
みが心地よい味わいで
す。

輝きある、緑がかった麦
わら色。トロピカルフルー
ツやトマトの葉を思わせ
る香り。芳醇で魅力的な
味わい。

青紫がかったルビーレッ
ド色。野生のブラックベ
リーと下草のヒント。力強
く華やかな香りを持って
います。やわらかなタンニ
ンが印象的。

ピノ グリージョ ソーヴィニョン レフォスコ

小売
価格 ¥2,420

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

リボッラ ジャッラ トラミナーアロマティコ ピノネロ

緑がかった黄金色。レモン
やオレンジの花の芳醇な
香り、フレッシュでやわら
か、そしてのびやかで豊
かな酸味が特徴。
収穫後ワイナリーに到着
次第すぐに圧搾。一晩静
置。澱引きしたモストと酵
母を加え18℃で9日間発
酵。

豊潤で複雑なブーケ。フ
ルボディでビロードのよ
うな舌ざわり、ややドライ
ながら、しっとりとした重
厚感ある白。エレガントで
フローラルな余韻を感じ
ます。

おだやかなルビーレッド。 
フルーティーでデリケート
なアロマ。木樽熟成がも
たらす上品で複雑な味わ
い。 口当たりやわらか、
丸みを帯びた非常に滑ら
かでエレガントなワイン。
色素やタンニン抽出に理
想的な温度の約28度前
後で管理。13日後圧搾
し。スラヴォニアオーク樽
で8ヶ月熟成。

小売
価格 ¥3,410小売

価格 ¥3,410 小売
価格 ¥3,410

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となりま



¥4,950小売価格小売価格 ¥2,750 ¥3,300小売価格 ¥2,750セール価格 ¥3,850 小売価格

サン
パトリニャーノ社

サンジョヴェーゼ ディ ロマーニャ

アヴィ

赤ワイン/D.O.C.赤ワイン/D.O.C.

サンジョヴェーゼ

輝きのあるやや黒
味を帯びたガー
ネット。熟したスト
ロベリーやプラムな
どの甘美な印象。
開いてくるとバル
サミックな香りが際
立ち、クローヴ、ナ
ツメグ、杉、オーク
などの複雑さが続
きふくよか。口当た
りはパワフルで甘
味がありリッチ

泡立ちは素晴らし
く、とても長く続
く。リンゴ、レモン
の皮、オレンジの花
の香り。桃やキウイ
の味わいが心地よ
く複雑さがありま
す。

カベルネ
ソーヴィニヨン

メルロー
カベルネ フラン

スタート

ブラックベリーのコ
ンポート、なめし
皮、甘草、ほのかな
ロースト香。力強い
アタックに凝縮感の
ある果実味やスパ
イス、タンニンも豊
かで複雑、大変奥
行きのある味わい
が広がります。

発泡白/V.S.Q. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

醸造協会トップに君臨するリカルド・コタレッラ氏が手掛けた！
サン・パトリニャーノ社特集！！

モンテピローロ
サンジョヴェーゼ ディ ロマーニャ

オラ
ノイ

コッリ ディ リミニ

ブラックベリーなど
の黒系果実味の凝
縮感のある香り。メ
ントール、腐葉土な
ど、複雑な香りが豊
かに広がる。口当
たりは力強く甘み
がありスムーズ。ま
ろやかな果実味に
スパイシーさが際
立ち、滑らかな酸
味、がっしりとした
タンニンの余韻が
全体を引き立てま
す。

サンジョヴェーゼ

赤スグリ、ラズベ
リー、プラム、また
そのジャムの濃厚
な香。リコリス、な
めし皮、チョコ、樽
などの豊かな香り。
口当たりはボ
リュームがありエレ
ガント。大樽での熟
成でもたらされた
豊かな酸とタンニ
ン、果実の甘みが
バランスよく溶け
合った素晴らしい
ワイン。

サンジョヴェーゼ
メルロー
カベルネ

ソーヴィニヨン

サンジョヴェーゼ

紺碧のアドリア海を臨むエミリア・ロマーニャ州リミニの丘から高品質なワインの数々を送り出し、イタリア国内外の権
威あるガイドブックからも賞賛を受ける造り手である。1978年開設。リカルド・コタレッラ氏が畑の管理から醸造ま
での指導に当たり、若者たちと日夜努力を重ね、飛躍的にワインの質を向上させたことで一躍注目を浴びている。
「誇りの結晶」とも言えるワインはテロワールを見事に表現し、著名なレストランやワインバーでもオンリストされると
ともに、トレ・ビッキエーリをはじめとする栄誉ある賞を獲得しています。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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ランブルスコ サラミーノ
アンチェッロッタ

欠品・未定 小売
価格

レッジャーノ アマービレ 
スカリエッティ ボトル

ラ コッリーナ社

¥1,958 小売
価格 ¥2,640

ポデーリ
フィオリーニ社

ランブルスコ ベッコ ロッソ

微発泡赤/D.O.C.

ランブルスコ グラスパロッサ

ブルーベリーやチェリーを軸
にスミレが香ります。 しなや
かなアタックの辛口で中程度
のインパクト、サラサラした柔
らかい舌触りの泡。

小売
価格 ¥2,266

モンテ デッレ
ヴィーニェ社

微発泡赤/D.O.C.

¥2,288 小売
価格 ¥1,738

微発泡赤やや甘口/D.O.C. 微発泡赤/I.G.T.

ランブルスコ グラスパロッサ ランブルスコ グラスパロッサ他
ランブルスコ

ランチェッロッタ
ランブルスコ グラスパロッサ
ランブルスコ サラミーノ他

グラスパロッサ ディ カステルヴェトロ

 ランブルスコ
ランブルスコ ディ モデナ

フォルミージネ
ペデモンターナ社

アリーチェおすすめ！ランブルスコ特集！！

メディチ
エルメーテ社

かつてフィレンツェで権威をふるった名家、『メディチ家』所有のワイナリー。ランブルス
コの歴史を塗り替えたコンチェルトを筆頭に素晴らしいランブルスコを数々生み出す
トップ・ワイナリー。

レッジャーノ セッコ
クエルチオーリ

レッジャーノ セッコ
アッソーロ

レッジャーノ セッコ
コンチェルト

ランブルスコ セッコ
グラスパロッサ ディ カステルヴェトロ

 ランブルスコ パッショーネ

微発泡赤/D.O.C.

ランブルスコ グラスパロッサ

小売
価格

¥2,068 小売
価格

小売
価格

フルーティさを強く感じ、軽や
かな感じのワインとなり、体に
良いとされるポリフェノール
の含有量も多い。タンニンは
比較的少なめだが、早飲みで
も美味しく楽しめます。

生ハムやパルミジャーノ・レッ
ジャーノとの相性は抜群！凝
縮した果実味豊かな香りと、
しっかりとしたコクと味わいを
併せ持つ。

フルーティさとやわらかいタ
ンニン、しっかりとりしたボ
ディを感じる辛口のフリッツァ
ンテ（弱発泡性）ワインです。こ
のボトルは、フェラーリ創設期
に活躍し、数多くの魅力的な
車体デザインを生み出したセ
ルジオ・スカリエッティ氏に
よってデザインされました。

 ビオディナミで栽培された葡
萄を用いて、シャルマー方式で
造られるランブルスコです。
濃い紫の色合いで、フレッシュ
で健康的な果実味といきいき
とした泡立ちを楽しませてくれ
ます。

フルーティさを強く感じ、軽や
かな感じのワインとなり、体に
良いとされるポリフェノールの
含有量も多い。タンニンは比較
的少なめだが、早飲みでも美
味しく楽しめます。

フレッシュブルーベリー、カシ
スなどの、ベリー系の新鮮果
実溢れるアロマ。優しい泡立
ちと共に、果実味と乳酸系の
ふくよかな風味が口に広が
り、程よいタンニンとのバラン
スが良い。

職の都「エミリア・ロマーニャ」
のバラやイチゴの甘い香りと
フレッシュな味わいを持つ赤
の弱発泡性ワイン。しっかりと
したタンニン、ドライ感は食事
を選ばず楽しめる優れもので
す。

穏やかな泡立ちで、カシス、杉
のような清涼感のある香りの
弱発泡性ワイン。特にブルーベ
リーの果実香が感じられ、軽
やかなタンニン、軽快な酸の
バランスが非常に取れていま
す。

小売
価格 ¥1,628

微発泡赤/D.O.C.

小売
価格

マニカルディ社

微発泡赤/D.O.C.

¥1,155

ランブルスコ
イル クアレージモ

微発泡赤/D.O.C.

完熟した赤い果実などの甘く
まろやかな香り。アタックの瞬
間から自然で優しい果実味は
細やかな泡と共に口いっぱい
に広がります。

小売
価格

微発泡赤/I.G.T.微発泡赤/D.O.C.

¥1,958

ランブルスコ サラミーノ ランブルスコ マエストリ
ランブルスコ サラミーノ
ランブルスコ マラーニ

カヴィッキオーリ社 ドネリ社

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ
サンジョヴェーゼ
カナイオーロ他

サンジョヴェーゼ

¥3,080

生き生きとした色、フ
レッシュなアロマ、繊細な
個性を持つワインです。
力強いフルーツはミネラ
ルや甘草のニュアンスと
混じり合い、長い余韻と
きめ細かいタンニンが残
ります。

セメントタンクとステンレ
スタンクでの熟成によっ
て、トスカーナの伝統的
な料理に合わせて楽しむ
のに理想的な、フレッ
シュで果実味に富 んだ
ルビーレッドカラーのワ
インに仕上げられていま
す。

伝統、文化、キャンティの
テロワールを最大限に表
現することに力を注いで
生まれた、100%サン
ジョヴェーゼからなるワ
イン。2年目の旧樽（ト
ノー）、セメントタンクお
よびステンレスタンクで
12ヶ月、壜詰め後5ヶ
月。

終売 小売
価格

小売
価格 ¥13,200 小売

価格

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

サンジョベーゼ
カナイオーロ

程よく深みのある野イチ
ゴのアロマ。可愛らしい
果実味に酸が重なり上品
な表情を見せてくれる。
料理と一緒に楽しみたい
赤ワイン。

深いガーネット色。落ち
葉やキノコなど、熟成に
由来するアロマにブラッ
クチェリー、スパイスの
ニュアンス。良年ならで
はの力強く伸びのある果
実味。

濃いルビー色でレッド・
チェリーや苺のフレッ
シュなアロマが広がりま
す。ミディアムボディで
花、ミント、レッド・ベ
リー、レッド・チェリーの
ピュアで心地よいフレー
バーが特徴です。

小売
価格 ¥3,850

赤ワイン/D.O.C.G.赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥3,190 小売

価格 ¥7,150

サンジョヴェーゼ
メルロー サンジョヴェーゼ

ジョヴァンニ・ヴィダリは、両親が購入した広
大な土地にあるカンティーナとカーザフラッ
シ農園を1995年から管理しています。数年
がかりの熱意と経験の 結果、1999年の
ヴェントゥーノ・セーコロXXI Secolo IGT
がニューヨークのインターナショナル・ワイ
ン・セラーで100点満点中95点を獲得し
て、その名を高からしめました。

キャンティ クラッシコ コルベッツォーロ キャンティ クラッシコ チェッパレッロ
ロッソ ディ トスカーナ

モンサネーゼ
キャンティ クラッシコ

ポデーレ
ラ カッペッラ社

サンドナート村にある小さなワイナリーで
す。ブドウ畑8haオリーブ畑3haを所有。
1995年にロッシーニ家より買取、その名は
除々に有名になってきています。今後ます
ます楽しみなワイナリーです。 イゾレ エ

オレーナ社

1950年代初めに、デ・マルキ家は少しずつ
小作制度を廃止し、新しくブドウを植え、ワ
インセラーを拡大しました。現在では、イゾ
レ・エ・オレーナの畑はパオロ・デ・マルキとそ
の家族によって管理されています。

カーザフラッシ社

小売
価格 ¥2,640 小売

価格 ¥6,050 小売
価格 ¥6,490

2014年に誕生したキア
ンティリゼルヴァの上級
各付け、グランセレッツィ
オーネ。カシス、バニラ、
黒コショウの複雑な香
り。凝縮した果実味や酸、
タンニンが良いバランス
で現れます。

ドライフラワー、チェ
リー、軽快で新鮮なハー
ブ、ビスケットを想わせ
る香り。噛みしめられる
ような木のニュアンスの
あるタンニンを伴ったミ
ディアムボディ。クリーン
で厳粛なイメージ。

熟したチェリーにバニラ
やミネラルのアロマ。ボ
リューム感たっぷりの果
実味がしまりのある酸と
タンニンに支えられる。
余韻が長く、珈琲のよう
なフレーバーが続きま
す。

サクランボやフランボ
ワーズといった果実香が
豊か。黒胡椒のようなス
パイス香もあわせ持つ。
サンジョヴェーゼ種固有
のしっかりした酸味と心
地よく丸みのあるタンニ
ン分、豊かな果実味が広
がります。

トノーで24ヶ月間熟成。
少しガーネット色を含ん
だ深く鮮やかなルビー
レッド。しっかりした粘性
を持つ。スミレのような
花の香りが主体に、フラ
ンボワーズやカシスと
いったといった森の果実
香も強く感じる。

¥3,960 小売
価格 ¥13,200 小売

価格 ¥3,520 小売
価格

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.G.

キャンティ クラッシコ
リゼルヴァ

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ
コロリーノ

サンジョヴェーゼ
メルロー サンジョヴェーゼ

チェリーの果実香にハー
ブやバニラ、ハッカのよ
うなニュアンスが絡む。
赤い果実の風味が豊か
で、芯の通ったミネラル、
酸が味わいを引き締めま
す。

赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ
サンジョヴェーゼ

マルヴァジア ネーラ
サンジョヴェーゼ

マルヴァジア ネーラ

キャンティ クラッシコ
キャンティ クラッシコ

グラン セレッツィオーネ
キャンティ クラッシコ ペルカルロ キャンティ クラッシコ

トスカーナの銘醸ワイン産地　キャンティ・クラッシコ特集①

ヴィッラ
レ コルティ社 サンジュスト ア レンテンナーノ社 カーザ エンマ社

トスカーナにある侯爵家の中でも格上と位置づけされる名門侯爵家「コル
シーニ」。現皇子であるドゥッチョ・コルシーニ氏はワインに魅入られとなり
ました。侯爵家が1500年以上前から所有している畑に情熱を注いで造ら
れています。

現在のキャンティの基礎となる造り方を築き上げたリカーゾリ男爵家の所
有だったこの土地を、20世紀半ばに血縁のマルティーニ・ディ・チガラ家
が受け継ぎ、1980年代から元詰めを開始。1992年にルカを中心に３兄
弟が引継ぎさらなる高品質なワインを生産しています。

1972年、元来貴族であったエンマ・ビッザーリ伯から、現オーナーのブカ
ロッシ家が購入したのが始まりで、フィレンツェとシエナのほぼ中間、バル
ベリーノ・ヴァル・デルサという村にあります。ブドウ畑18haとオリーブ畑
2.3haを所有しています。そのブドウ畑は標高420ｍの丘陵部に位置し
ており、傾斜は総じて日照の長い南西に向き、砂利混じりの泥炭土で石灰
石も混交している土壌です。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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キャンティ クラシッコ
グロッソ サネーゼ

キャンティ クラッシコ
キャンティ クラッシコ
リゼルヴァ セル ラポ

赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.G.

¥3,740

サンジョベーゼ
サンジョベーゼ

マルヴァジア ネーラ他

小売
価格

トスカーナの銘醸ワイン産地　キャンティ・クラッシコ特集②

イル パラッツィーノ社

キャンティ地区ガイオーレ地区の標高 400ｍのところに、古くから地元でとして別格と
みなされている一角がある。イル・パラッツィーノの畑はここに広がります。 ズデルチ家
は一世紀以上にわたりこの畑を所有するが、本格的なワイン生産は約 30 年ほど前、ア
レッサンドロとアンドレアがこの畑を運営するようになってから始りました。 マッツェイ

フォンテルートリ社

12世紀からワイン造りを行っていたマッツェイ家がカス
テッロ ディ フォンテルートリを取得したのは1435年。
現在は、フィリッポ マッツェイ氏とフランチェスコ マッ
ツェイ氏の兄弟が24代目当主として歴史あるワイナリー
を経営しています。

ロッソ デル
パラッツィーノ

キャンティ クラッシコ
アルジェニーナ

サンジョベーゼ
メルロー

フレッシュな果実の印象があ
り、心地よさに特徴づけられて
います。ベリーの新鮮な香り、
多少軽やかさが感じられるが、
酸とタンニンのバランスが良
く、旨味のあるワインに仕上が
り。

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥2,530 小売

価格 ¥3,300

サンジョベーゼ
サンジョベーゼ
カナイオーロ

フレッシュ、非常にやわらかい
ミディアム・ボディ、丸みがあり
果実味を伴ったフィニッシュへ
続く。やわらかい飲み口が特徴
の優美なワインです。

石灰質土壌、泥灰土と石灰岩
に富む 
偉大なキャンティ クラッシコの
１つ。木製タンク内で20～25
日間の長いマセラシオン、発
酵・熟成はフレンチバリック（新
樽率30％）で18ヶ月間。

自社畑の厳選した区画のブド
ウから醸造。26-28°Cで温度
管理しながらステンレスタンク
で発酵。熟成は12ヶ月フレン
チオークの樽。エレガントなボ
ディ、ダークベリーやスパイス
の風味、凝縮感もあり滑らかな
口当たりのワイン。

通常のキャンティクラシコより
少しクラシックなスタイルに仕
上げています。しっかりとした
構成、サンジョヴェーゼらしい
清涼感ある果実味、森のよう
なアロマ、リッチなタンニン、力
強くエレガントな味わい。

欠品 小売
価格 ¥3,300

畑はエトルリア時代からラテン時代後期に起源を持つキアンティの 歴史的地区に位置します。この土
地でワイン造りが始まったのは1550年。 1865年からオーナーであるマロケージ・マルツィ家が代々
伝統を守りながら素晴らしいワインを生産しています。ポデーレ 

ポッジョ スカレッテ社

多くのワイナリーのコンサルティングを行い、イタリア醸
造技術協会理事や国際醸造家組合執行委員という要職
をも歴任してきたイタリアワイン界の重鎮、ヴィットリオ・
フィオーレ氏自身のワイナリー。

ビッビアーノ社

キャンティ クラッシコ
イル

カルボナイオーネ
キャンティ クラッシコ

キャンティ クラッシコ
 グラン セレツィオーネ

モントルネッロ

キャンティ クラッシコ
 グラン セレツィオーネ

ヴィーニャ デル カパンニーノ

赤ワイン/D.O.C.G.赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥3,080 小売

価格 ¥7,480

サンジョベーゼ サンジョベーゼ

色が非常に濃く、膨らみがあり
凝縮した香り、しっかりとした
ストラクチャー。チェリーやバラ
などのニュアンス豊富な果実
味、ふくよかなボディが魅力
的。

チェリー、ブラックベリー系の
香り、アーモンドや鉛筆のニュ
アンスを感じ味わいは長く広く
口内に広がる。隙間ないタンニ
ンが余韻となって続きます。早
くから楽しめるヴィンテージで
す。

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョベーゼ
コロリーノ

サンジョベーゼ サンジョヴェーゼ グロッソ

わずかに紫がかった濃く生き
生きとした ルビー色。メンソー
ルやフルーツの香りに、 スパイ
スやビャクシンの香りが重な
る。 しっかりとした骨格でタン
ニンバランスの とれた、豊か
で丸みのある上品な味わい。

熟した赤黒い果実や、タバコ、チョ
コレートなどのスパイシーさの中
に、ミネラルやバルサミックなど
複雑で豊かな香り。長く続く、非
常にエレガントで旨みのあるタン
ニンと爽やかな酸味のバランスが
良い、魅力的なワイン。グレート
ヴィンテージイヤーのみの生産。

¥5,940小売
価格 ¥5,940 小売

価格

輝きのある深紅色。クワの実や
プルーンの 香りと奥行きのあ
る気持ち良い飲み心地。 程よ
い酸味がフレッシュで生き生き
とした 印象を感じさせます。

小売
価格 ¥2,860

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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トスカーナの銘醸ワイン産地　キャンティ・クラッシコ特集③

バローネ
リカーゾリ社

キアンティ・クラッシコ地区に聳えるブローリオの城を拠点に１０００年に及ぶ歴史を持つリカーゾリ家。現在のキアンティの基礎を築き上げたのは"鉄の男爵"と呼ばれイタリア共和国の首相も務めた現オーナーの祖先でし
た。この由緒ある長い歴史の中で、当初より高い評価を得ていたブローリオのワイン。多大なる努力と研究と投資、そして情熱とプライドをかけて２０００年同社のフラッグシップワイン「カステッロ・ディ・ブローリオ」のリリー
スを機に見事に復活を遂げました。

トスカーナ
トッリチェッラ

キャンティ
キャンティ クラシッコ

ブローリオ

キャンティ クラッシコ
リゼルヴァ ロッカ

グイッチャルダ
カザルフェッロ

キャンティ クラッシコ
グランセレツィオーネ

カステッロ ディ ブローリオ

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥3,630 小売

価格 ¥1,738

シャルドネ
ソーヴィニヨンブラン他

サンジョヴェーゼ
サンジョヴェーゼ

メルロー他

濃い黄金色、ハチミツなどの
豊かなブーケ。フルーティな香
りと丸い味わいの中に繊細
さ。柑橘系果実と、ブローリオ
の土壌に由来するミネラルを
感じる味わい。

ざくろのように輝く赤色、熟し
た赤い果実の香り。複雑でふ
くよかな味わいと上質できめ
細かなタンニンが綺麗に混ざ
り合った偉大な赤ワイン。

タバコやバニラ、ホワイトチョ
コレート、地中海のスパイスの
印象と調和しつつ、チェリー、
イチゴの甘い香りが拡がり鼻
に抜ける果実味、ミネラル、ス
パイス感はブローリオの土地
特有の印象。

小売
価格 ¥2,970

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ
メルロー他

メルロー
サンジョヴェーゼ

カベルネ他

¥8,470

発酵及び熟成（１６ヶ月）はとも
に新しいオーク材の小樽で。リ
リースまで１３ヶ月間瓶熟。香
りは熟したフルーツやジャムの
香り、リコリス、トースト香へと
様々に展開していく。味わいは
力強くエレガント。

カカオ、ペッパー、シナモンの
香りが、熟れた赤い果実の芳
香と溶け合いバルサムやスパ
イス感が際立つ。樽熟による甘
くエレガントなタンニンと混
ざって、力強く、好ましい味わ
い。

熟成はオークの小樽（新樽）で
１６ヶ月間、瓶内で１３ヶ月間。
ベリー系果実やジャム、ヴァニ
ラ、コーヒーなどの調和のとれ
た複雑な香り。

¥7,920 小売
価格

小売
価格 ¥3,630 小売

価格

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/I.G.T.

クエルチャベッラ社

１９７４年キャンティ・クラッシコ地区の中心部に畑を購入。同社が所有する日当たりの良い畑では土
着品種の改良と共に外来品種の栽培も精力的に行われています。所有地の真ん中に建つ醸造所は中
世初期に建てられた古い農家を改築、増築し現在では最先端の醸造設備を備えています。 ファットリア

オルマンニ社

キャンティクラシコエリア西部、ポッジボンシからバルベリーノヴァルデルサに位置するワイナ
リー。戦争によりオルマンニ家がフィレンツェを追放されると、スカラッティ家、メディチ家の
統治を経て、19世紀に現在のオーナーであるブリーニ家の所有となります。現在のカン
ティーナは1914年に作られたもので、1924年にキアンティクラシコのコンソルツィオが発
足された時の創設メンバーでもあります。

バタール キャンティ クラッシコ
トスカーナ

カマルティーナ
キャンティ クラッシコ カナイオーロ ユリウス

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥13,200 小売

価格 ¥3,740

シャルドネ
ピノ ビアンコ

サンジョヴェーゼ
カベルネ

サンジョヴェーゼ
カベルネ

ビターアーモンド、レーズン、
熟れたメロンを思わせる香り
とリッチなミネラル感、レモン
のような爽やかな酸味を伴っ
た厚みのあるボディです。

熟成はフランス産バリックで１
４ヶ月間。色彩は鮮やかな紫が
かったルビーレッド、豊かな果
実香にヘーゼルナッツやリコリ
スの香りが感じられます。

ベリー系の熟れた果実の香り
にタールやリコリスが感じられ
る複雑な香り。強いながら非
常に洗練されたタンニン、広が
りと深みがあり飲みごたえの
ある味わいです。

小売
価格 ¥14,300

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

サンジョベーゼ カナイオーロ
サンジョヴェーゼ

メルロー他

¥5,280

フレッシュで伸びやかな酸と果
実味、こなれたタンニンが合わ
さり、バランスが取れたクラシ
カルなスタイルに仕上がって
います。

チェリーやキイチゴのような甘
酸っぱい香りが広がります。は
つらつとした酸と果実味が特
徴の、親しみやすい味わいで
す。

ステンレスタンクで醗酵後、バ
リックで15か月熟成。伝統的
ワインとは一線を画したセ
パージュながらオルマンニらし
さを感じられる完成度の高い
1本です。

¥3,300 小売
価格

小売
価格 ¥3,300 小売

価格

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/I.G.T.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒
176-

トスカーナの銘醸ワイン産地　キャンティ・クラッシコ特集④

フォントディ社

フォントディは、キャンティクラッシコ地区の中心、パンツァーノ イン キャンティにあり、1968
年からマネッティ家が所有。この土地への強い愛着と品質にかける際立つ情熱により、丹念な
畑でのブドウ栽培を行い、パンツァーノ地域のサンジョヴェーゼに精通し、その潜在性を引き
出しています。パンツァーノは円形劇場の形をしているため「コンカドーロ(黄金の盆地)」と呼
ばれています。

キャンティ クラッシコ シラー カーゼ ヴィア フラッチャネッロ キャンティ クラッシコ
キャンティ クラッシコ

リゼルバ
イル カンピテッロ

モンテラポーニは、キャンティ・クラッシコの中でも特に標高が高
く、繊細でエレガントなサンジョヴェーゼが生み出される銘醸地
ラッダ・イン・キャンティの丘に位置します。モンテラポーニの畑とセ
ラーは998年より存在しており、当時の所有者はトスカーナを治め
るウーゴ男爵でした。その後修道院の手に渡り、現在のオーナーで
あるブラガンティ家が購入したのは1974年のことです。モンテラポーニ社

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/I.G.T.

とても濃く鮮やかな色をしたこのワイ
ンはブラックベリーの果実、スモーク
した肉、ミネラルのアロマを持ち、甘
く、暖かくそして包み込むようなフィ
ニッシュに続きます。程よい酸と良質
で熟したタンニンを備えておりトス
カーナでのシラーの将来性が伺えま
す。

テロワールの個性を豊かに反映した
有機栽培のサンジョヴェーゼ100%
で造るキャンティクラシコ。品質への
強いこだわりを持つフォントディの醸
造哲学を象徴するワインです。バリッ
クで18ヶ月間熟成。

サンジョベーゼ シラー

赤ワイン/I.G.T.

「サンジョヴェーゼの真髄」と称えられ
るスーパートスカン最高峰のひとつ。
キャンティクラシコ地区のパンザーノ
にある「コンカドーロ」と呼ばれる最
高の条件の標高400mの畑に育つ樹
齢30年以上のサンジョヴェーゼを手
摘みで収穫。アリエ産とトロンセ産の
樽(新樽80%以上)で24ヶ月熟成。

赤い果実やスパイスなどの、圧倒され
るような凝縮感のある香り。ハーブや
フェンネル、エニシダのニュアンスも。
標高の高い、ガレストロ土壌で育った
ため、綺麗な酸や美しいミネラル感が
現れます。

小売
価格 ¥7,480

赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョベーゼ サンジョベーゼ サンジョベーゼ

ラーモレ
ディ・ラーモレ社

グレーヴェ イン キャンティ地区のラーモレの丘にあるカンティーナで、ワイン造りの歴史は14
世紀まで遡ります。ラーモレとは、この土地の名前であるとともに、この地で発見されたサン
ジョヴェーゼの遺伝子の名前。ラーモレ ディ ラーモレとは、サンジョヴェーゼのオリジナルと
いう意味を込めて付けられた名前です。ブルネロ ディ モンタルチーノのサンジョヴェーゼは、
このラーモレより移植した樹が始まりと言われています。

スミレやグリーンペッパー、ラズベ
リーの芳ばしい香りが感じられ、ガレ
ストロや石灰質土壌を表す綺麗なミ
ネラル感が、フレッシュな果実味と調
和し口中で広がります。

小売
価格 ¥4,620 小売

価格 ¥7,700 小売
価格 ¥13,200 小売

価格 ¥4,180

赤ワイン/D.O.C.G.

モンテヴェルティーネ社

モンテヴェルティーネの主な畑も、標高約450mと高い場
所に位置しています。
鉄鋼業を営んでいた現当主のマルティーノの父、セルジオ・
マネッティが、1967年に休暇を過ごすためのカントリーハ
ウスとして、2haの土地を購入したのがワイナリーの起源で
す。

キャンティ クラッシコ
キャンティ クラッシコ

リゼルヴァ
ヴィンサント デル

キャンティ クラッシコ
モンテヴェルティーネ レ ペルゴーレ トルテ

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

ラズベリーやブラックベリーのアロマ
が広がり、酸味と甘みのバランスがと
れている、端正で美しい仕上がりと
なっています。

¥3,410 小売
価格 ¥4,180

赤ワイン/I.G.T.

サンジョベーゼ サンジョベーゼ主体 トレビアーノ トスカーノ他
サンジョベーゼ

カナイオーロなど
サンジョベーゼ

心地よいベリー系の香り。 果実味が
ありバランスのとれた味わい。 非常
に滑らかでピュアなスタイルです。

甘口ワイン/500ｍｌ

糖度のレベルがベストな濃度になる
まで乾燥させます。カラテッリ16ヶ月
間発酵。その後、密閉された栗の樽に
て20ヶ月熟成。

小売
価格 欠品

ワイナリーの名を冠したモンテヴェル
ティーネ。厳選したサンジョヴェーゼ
にカナイオーロとコロリーノを少しブ
レンド、24ヶ月間スロヴェニアオーク
で熟成させています。キャンティ クラ
シコのリゼルヴァクラスを名乗れる熟
成とブレンド比率になりますが、名
乗ってはいません。

レ・ペルゴーレ・トルテの単一畑。チェ
リーやプラム、オレガノ、コーヒーなど
の芳醇で洗練されたアロマに、ほの
かなナッツのニュアンスが優雅に口中
に広がる。味わいは深くリッチで、甘
い果実に研ぎ澄まされたバランスと
酸味、タンニンが複雑で長い余韻へと
繋がる。

小売
価格

小売
価格 ¥5,500 小売

価格 欠品

赤ワイン/I.G.T.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



トスカーナの銘醸ワイン産地　サンジミニャーノ特集①

パニッツィ社

このワイナリーを開いたジョヴァンニ・パニッツィは2010年に他界している。12才の時に両親と共にトスカーナで夏休みを過ごした思い
出が心に残り、1978年、サン・ジミニャーノのサンタ・マルゲリータに土地を購入した。以後、ミラノで経営していた会社を手放して、ワイン
醸造に着手。4haからスタートした栽培畑も現在は20倍近くまで拡大している。2001年、ヴェルナッチャ・リセルヴァ`98が権威あるガン
ベロ・ロッソにてヴェルナッチャDOCGとして初めてトレ・ビッキエーリを獲得。パニッツィのヴェルナッチャは半分以上が輸出されている。
ワイナリーも設備投資の結果、大きく姿を変えたが自然環境とも共存している。

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ

サンタ マルゲリータ

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ

リセルヴァ
チェラーゾ ロゼ

キャンティ コッリ セネージ
リセルヴァ ヴェルトゥンノ

白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G.

パニッツィの歴史が始まった場所でも
あるサンタ・マルゲリータに由来するワ
イン。植え替えをする際に使用される
クローンは全てかのサンタ・マルゲリー
タ畑の樹を使用している。複雑で強く
マニョリア、メリッサなどの花系の香り
が導く南国系のテイスト。心地良くオー
ク香が広がり、アロマティックな持続性
が特徴。

小売価格 ¥3,300

ロゼワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売価格 ¥4,235 小売価格 ¥5,830 小売価格

ヴェルナッチャ
サンジョヴェーゼ

メルロー
サンジョヴェーゼ

白ワイン/D.O.C.G.

パニッツィが所有する畑の最良ブドウ
のみを使用し、バリック樽で熟成させ
たワイン。エニシダ、ハシバミ、グレー
プ・フルーツ、メロンなど様々なフルー
ツ香、そしてヴァニラ香が漂よう。力強
く偉大な集中力を誇り、完璧に均整が
とれている。

まるで冬の空のように澄んだ明るい色
合いが印象的。香りはまるで春の華や
かさを思わせ、夏に飲むのに適したロ
ゼ。スグリ、フランボワーズ、クワの実、
スミレなどの様々な要素が混じる。明
確な赤いフルーツ感を残す。

「ヴェルトゥンノ」とはエトルスキ時代
（ローマ時代前）の神の名前に由来す
る。スミレ色がかったルビー色豊かで
広大、複雑でエレガント。クワの実、ア
マレ―ナ、フランボワーズ、スミレなど
の香りに、スパイス香が加わる。繊細な
タンニンのエレガントさ、構造の豊かさ
が特徴。

小売価格 ¥3,410

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ

ソラティオ

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ

アブヴィネア ドーニ
キャンティ コッリ セネージ パレタイオ

サン・ジミニャーノ塔の街として有名なトスカーナ中部に現存する美しい中世の都市から１ｋｍ程離れた所に傑出した品質の高さでこの辺りで最も敬意を払われているワ
インメーカーの一つファルキーニ社があります。ファルキーニ社は古くからイタリアを代表する白ワイン、ヴェルナッチャ・ディ・サン・ジミニャーノの優れた生産者として有
名でしたが、９０年代に入ると「パレタイオ」や「カンポラ」といった、いわゆるスーパー・ヴィーノダターヴォラでもその名が知れ渡るようになりました。どのワインも毎年か
なり高い評価、得点を国内外で獲得しています。個性的で、力強く滑らかなストラクチャー等からファルキーニ社の畑から瓶詰めまでの丁寧さが伺えます。ファルキーニ社

小売価格 ¥2,178 小売価格 ¥3,190

¥2,750

小売価格 ¥2,068 小売価格 ¥3,410

ヴェルナッチャ ヴェルナッチャ

ブドウはパニッツィ社が所有する全て
の畑のもの（より熟成が早いブドウ）を
使用している。エニシダ、シナノキに始
まり、青リンゴ、グレープ・フルーツなど
様々なフルーツの香り。適切な酸味が
柑橘系フルーツ感を明確に表し心地良
いほろ苦さが持続する。

ソラティオ畑より。淡く黄色がかった麦
わら色。野生の青りんごを感じる軽快
なアロマと、フレッシュでバランスの取
れた果実味、ミネラルをたっぷり感じ
つつ非常に飲みやすいエレガントな辛
口白。アンティパスト、スープにパスタ、
白身の魚や肉のお料理に合わせて、ま
た食前酒にもぴったり。

発酵・熟成（６ヶ月）共にフレンチ・オー
ク材のバリックで行われる。リリースま
で最低６ヶ月間瓶内熟成。黄金色が
かった濃い麦藁色。非常に繊細で強い
香りはヴァニラ香や熟した果実、スパイ
スの香りを思わせる。辛口でふくよか
なボディ、持続性のある余韻。

ルビー･レッド色。赤い果実やブラック･
チェリーを思わせる果実味の豊かさ
と、ベルベットのように滑らかで温かな
舌触りが心地よい。辛口でしっかりし
たボディ。キャンティを代表するワイン
といえる。コロンバイアは自社畑の名
前。前菜からメインまで楽しめる。

トスカーナのサンジョヴェーゼの特徴
を尊重してバリックを注意深く使用し
ている。オークバリックで１２ヶ月間熟
成を経てリリース前最低１２ヶ月間瓶内
熟成。ザクロ色を帯びた濃いルビー・
レッド色、熟したマラスカや香辛料、
チョコレートが感じられるスッキリした
香り。

赤ワイン/I.G.T.

サンジョヴェーゼ

白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

ヴェルナッチャ
ヴェルナッチャ

シャルドネ
サンジョヴェーゼ

カナイオーロ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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トスカーナの銘醸ワイン産地　サンジミニャーノ特集②

イル・パラジョーネ社 モルモライア社 レ カルチナイエ社

ジョルジォ・コモッティは、元々葡萄畑を所有していたわけではありません
でした。ミラノで自動車学校を経営していた彼は、ある日トスカーナを訪
れた時に、一瞬でトスカーナと葡萄作りの虜になってしまったのです。
ジョルジョが選んだ40haの敷地は、1594年には存在していたとされ
る、歴史あるカステル・サンジミニャーノに位置します。海抜320mの敷地
には10haの葡萄畑、オリーブ畑、クルミ林、桜林があります。

サンタンドレアに９０haの敷地を所有するモルモライアは、立地条件に恵
まれた畑を３０ha所有しています。１９５９年に元ラリーレーサーであった
というジュゼッペ・パッソーニと妻フランカが引き継ぎ、１９９０年から葡萄
樹の植え替えやセラーの近代化を行いました。またベテランエノロゴ、フ
ランコ　ベルナベイをコンサルタントに雇いました。

オーナーのシモーネサンティーニは
シエナの醸造学校を卒業後、1985
年にワイナリーを創設、1986年に
植樹を開始し、1993年に最初のワ
インの醸造を始めました。1995年
からは有機栽培をスタート。2001
年からは有機認証を取得した醸造
を開始しました。

白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G.

ヴェルナッチャ ヴェルナッチャ

小売
価格 ¥2,420 小売

価格 ¥4,180

 長時間ソフトプレッシャー
を掛け、低い温度で36～
48時間浸透。ステンレスで
アルコール発酵。4ヶ月間バ
トナージュを週2回行い
シュールリーで熟成。

ステンレスでシュールリー
を6か月間行う。最後の過
程でフレンチバリックでマロ
ラクティック発酵を行いな
がらさらに熟成。最低4か
月瓶内熟成。

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ イドラ

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ リゼルヴァ

オリ

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ スアヴィス

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ アンタリス

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ

ヴェルナッチャ ヴェルナッチャ ヴェルナッチャ

白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/D.O.C.G.

小売
価格

全房にてソフトプレス後、温
度管理されたタンク内にて
発酵。ステンレスタンクにて
4ヶ月のシュール・リー。リン
ゴや白い花の甘く爽やかな
香り。後味にほんのりアー
モンドのような香ばしさ。

全房にてソフトプレス後、半
分はバリック、残りを15HL
の大樽にて発酵。バリック
に移して12ヶ月のシュー
ル・リー。ドライフルーツや
リンゴの香りとヴァニラの
ニュアンス。

薄い麦わら色。細やかだが
厚みのある香り。果実、グ
リーンアップル、白い花や
ハーブのニュアンス。味わい
はフレッシュで芳醇。やわら
かく飲み心地の良いヴェル
ナッチャです。

¥2,310 小売
価格 ¥4,180 小売

価格

キャンティ コッリ セネージ 
チェルム

キャンティ コッリ セネージ
リゼルヴァ ドラコ

キャンティ コッリ セネージ
アウリオ

トスカーナ ロザート
カウディウム

ヴェルナッチャ ディ
サンジミニャーノ リゼルヴァ

アイ サッシ

¥2,970

ステンレスタンクでアルコー
ル発酵と15日～20日間マ
ロラクティック発酵。12ヵ
月古樽で熟成、最低3ヶ月
間瓶内熟成。

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.G.

バリックでアルコール発酵
とマロラクティック発酵。そ
の後18ヶ月、新樽50%、古
樽50%で熟成し、6ヶ月間
瓶内熟成。

サンジョヴェーゼ サンジョヴェーゼ サンジョヴェーゼ他 シラー/メルロー ヴェルナッチャ

赤ワイン/D.O.C.G.

低温にて2日間のマセレー
ション発酵。その後、半分は
大樽、半分はステンレスタン
クにて12ヶ月熟成。プラム
やタバコの香り。

小売
価格 ¥3,850

6℃に保たれた状態で数時
間スキンコンタクト。果皮を
取り除いた後、温度管理さ
れたタンク内にて発酵しボ
トリング。アメリカンチェ
リーを思わせるようなエレ
ガントな香り。

ステンレスタンクのみで熟
成。ひときわピュアな仕上
がりです。充実した果実味、
ゆたかなボディがありなが
らも、伸びやかな酸が印象
的な、水晶のように澄んだ
味わい。

小売
価格 ¥2,420 小売

価格 ¥3,300 小売
価格 ¥2,310 小売

価格 ¥2,530

ロゼワイン/I.G.T. 白ワイン/D.O.C.G.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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ヴェルメンティーノ キャンティ サン フリアーノ プラティーレ ヴェントーゾ

トスカーナの銘醸ワイン産地　キャンティ・エンポリ地区

テヌータ
パレンティーニ社

1972年に現オーナーのリッカルドの父がワイナリーを設立しました。　パレン
ティーニの販売哲学は他のワイナリーと少し違います。販売は輸出に頼らず、
評価本やコンクールなどにもほぼ出品せず、ひたすらに地元のレストラン、エ
ノテカ、を中心に販売してきました。そのワインのほとんどはトスカーナで消
費されています。それほど地元にとって人気のワイナリーですが、海外ではほ
とんど無名な知る人ぞ知る生産者なのです。 ファットリア ディ

 ピアッツァーノ社

1948年創業。フィレンツェとピサの間にあ
るエンポリの南に60haの畑を所有してい
ます。そのうち30haがブドウ畑です。ブド
ウはトスカーナの伝統品種が中心で、サン
ジョヴェーゼ、カナイオーロ、マルヴァジア・
ネラ、マルヴァジア・ビアンカ、トレッビアー
ノトスカーナなど。

カベルネソーヴィニョン
トレッビアーノ
マルヴァジア他

サンジョヴェーゼ
カナイオーロ他

デリケートな品種なので
収穫のタイミングには細心
の注意を払い収穫。繊細
なミネラルと洋梨などの
フルーツのニュアンスが絶
妙です。

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/I.G.T.

選別されたクローンのサ
ンジョヴェーゼのみ使用。
ステンレスタンク内にて
15～25日間、自然酵母
よる発酵、その後ステンレ
スタンクにて1年間熟成。
ボトル内で７~8ヶ月熟成
後リリース。

サン・フリアーノは、カベル
ネ・ソーヴィニヨンの品種
ならではの強い骨格のあ
る味わいを引き出す為
に、長期の2年間以上の熟
成をさせてからリリースさ
れます。

濃いしっかりとした黄色い
色調。酸が穏やかでチー
ズのようなアミノ酸的旨
味がたっぷり詰まった白
ワイン。

醗酵はすべて皮付きの野
生酵母で行います。熟成
はセメントタンク、大樽、小
樽を使用します。温かみが
ありじんわりとした旨味が
詰まった赤ワインです。

小売
価格 ¥3,300 小売

価格 ¥2,530 小売
価格 ¥2,970 小売

価格 ¥1,958

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

ヴェルメンティーノ サンジョヴェーゼ

小売
価格 ¥1,958

ヴェネランドゥス
ヴィンサント

デッレンポレーゼ　
（375ml)

キャンティ
キアンティ

フィアスコボトル
（1500㎖）

赤ワイン/I.G.T.

サンジョヴェーゼ
カベルネ,メルロー

トレッビアーノ
サンジョヴェーゼ
カナイオーロ他

サンジョヴェーゼ
カナイオーロ他

ヴェネランドゥスはラテン
語の「愛されるべきもの」
から来ており、良い年のみ
の生産で、パレンティーニ
らしいエレガントな造り。
最良のブドウ由来の複雑
な味わいに魅了されます。

デザートワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥4,620

赤ワイン/D.O.C.G.

¥4,620

パレンティーニの誇る素晴
らしいヴィンサント。酸化
的なニュアンスは薄く、美
しいフルーツ味を帯びた
上品なヴィンサントです。

キャンティとして、土地の
味わいがしっかりと感じ
取れる1本です。熟成感の
ある風味豊かな香り。奥行
きがあり、シルキーで整っ
た果実のバランスで品格
が感じられます。

熟成感のある風味豊かな
香りが特徴的。シルキーで
整った果実味から、奥行き
深さと品格の高さが感じ
られます。

小売
価格 欠品 小売

価格 ¥2,310 小売
価格

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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サンジョベーゼ
カベルネ ソーヴィニョン

ドライトマトやブラックオリー
ブのような香り。しっかりとし
たタンニンで落ち着いた酸が
味わいを引き締めます。

小売
価格 ¥2,970 小売

価格 ¥1,408

イチゴやラズベリーの果実香
に黒コショウなどスパイシー
なニュアンスを感じる。生き
生きとした酸味があり、一本
筋の通ったボディが魅力で
す。

白ワイン/I.G.T.

完熟したベリーやビターチョ
コレートの香り。穏やかなタン
ニンで酸味と果実味のバラン
スが取れており、長く心地よ
い余韻が特徴です。

柑橘系が主体のグレープフ
ルーツやハーブの爽やかな香
りと、麦わら、はちみつの甘
味を感じる香り。
旨みがしっかりあり、味わい
のボリューム感もあり、バラン
スの良い味わいです。

赤ワイン/D.O.C.G.赤ワイン/I.G.T.

サンジョヴェーゼ
コロリーノ

オーナーの結婚祝い用に造ら
れたワイン。樹齢40年のコロ
リーノ種とトスカーナらしい
サンジョヴェーゼ種をフレン
チオークのバリックで12ヶ月
熟成+瓶熟12ヶ月。

テヌータ イルコルノ社

ミッナモーロ

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥2,750 小売

価格 ¥4,400

サンジョヴェーゼ
コロリーノ他

サンジョヴェーゼ
コロリーノ他

トレッビアーノ,マルヴァジア
アンソニカ

小売
価格 ¥4,004

¥1,045

キャンティ リゼルヴァ ヴェッチャーノ ピピリ
キアンティ

フィアスコボトル

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥3,080 小売

価格 ¥2,750 小売
価格

サンジョベーゼ
マルヴァジアネーラ

サンジョベーゼ
カベルネ ソーヴィニョン

自然酵母で発酵させ、ステン
レスで１２ヶ月熟成させた凝
縮感のあるワイン。ブラックベ
リー、チョコレート、アーモンド
の凝縮感のある濃厚な香り。

伝統品種のサンジョヴェーゼ
に、カベルネなどの国際品種
を程よくブレンドして仕上げ
た新しいスタイルのキアン
ティ。赤い果実やスミレの花、
スパイスの香りと豊かな果実
味が感じられる滑らかな飲み
心地が楽しめます。

白ワイン/I.G.T.

煮詰めたベリーの香りに、ほ
のかに甘く香ばしいバニラ
香。滑らかなタンニンで果実
味とのバランスが取れていま
す。

マセラシオンを約1週間施し
たタイプ。6ヶ月間のシュール
リー。６ヶ月以上熟成させ、
しっかりと色が抽出された外
観をもつ白ワイン。まるみの
ある酸味と果実味。

サンジョヴェーゼ
コロリーノ他

トレッビアーノ

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥1,958 小売

価格 ¥2,178

完熟したベリーやバニラの香
り。穏やかなタンニンで濃厚
な果実味に程よい酸味を感
じます。

サンジョヴェーゼ

トスカーナの銘醸ワイン産地　その他キャンティ地区

シルパッソ キャンティ ゴヴェルノ ビアンコ アナトリーノ ロッソ チブレオ キャンティ ドン アンジェロ

バルバネーラ社

1938年、トスカーナ南部、ウンブリア州近くのモンテ
チェトーナの斜面にあるヴァルディキアーラでワイン造
りを始めます。キャンティ地区の南部でモンタルチーノ
地区、モンテプルチアーノ地区に挟まれており、高品質
のブドウが育ちます。

トスカーナのアレッツォ県、キャンティとモンテプル
チァーノに挟まれた、トスカーナ農業の伝統が豊かに息
づく中世の街、カスティリオン・フィオレンティーノで事
業を営む小さな蔵です。

ベッリーニ社

ベッリーニ家は古くからこの地域で土地
を所有していた。農作物を19世紀後半
から販売していたが、なかでもワインを
特に重要視していました。

カルロ
タンガネッリ社

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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¥3,080 小売
価格

赤ワイン/I.G.T.

小売
価格

熟成はアリエ産のバリッ
クで１８ヶ月間。。複雑で
熟れた赤い果実やブ
ラックベリーの香りが樽
熟から得られたスパイ
シィな香りと理想的な
バランスを保っていま
す。しっかりとした骨格
を持つフルボディワイ
ン。

カベルネ ソーヴィニヨン

¥7,480

オルマイア

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格

芳醇な果実の香りと樽
熟からくるヴァニラや
チョコレートの香りがう
まく調和し時間と共に
エレガントに広がってい
く。厚みのあるボディ、
しっかりしているが攻撃
的過ぎないタンニン。

サンジョヴェーゼ
チリエジョーロ他

サンジョヴェーゼ グロッソ

紫がかった活き活きと
したルビー･レッド色。奥
行きのあるニュアンスに
富んだ香り。果実味豊か
でしっかりした骨格。後
を引く調和の取れた心
地良い味わい。

熟れたベリー系の香り
に樽からくるスパイス香
を帯びた若々しいワイ
ン香が重なり心地よく
華やかに広がる。わず
かにスパイシィさを感じ
させる豊かな果実味が
印象的。

サンジョヴェーゼ グロッソ

終売 ¥6,380小売
価格

¥3,080 小売
価格 ¥6,490

モンタルチーノのサン
ジョヴェーゼ・グロッソ
に、南トスカーナのマレ
ンマで注目の産地モン
テクッコのカベルネ・
ソーヴィニヨンとメルロ
のブドウをブレンド。

小売
価格 ¥2,178 小売

価格 ¥2,585 小売
価格

ワイルドベリーやスパイ
スの力強く豊かなアロ
マ。柔らかい口当たりで
骨格がしっかりとしてお
り、心地よい長い余韻
が続く。

様々なベリー系果実や
ミネラルの香り。赤く熟
した果実は非常に柔ら
かく、品の良いタンニン
ともバランスが良い。フ
ルーティな味わい。

1933年から記録に残る、モンタルチーノで最も古い歴史を持つ造り手です。ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ生産地区の最南端にあり、標高300
～350mの南斜面に広がる畑は、水はけも良く、ティレニア海からの風が吹き抜け、高品質のブドウが栽培されます。絶えず風が吹くことで、カビな
どの病気も発生しにくく、霧や遅霜、雹などの影響を受けにくい、素晴らしいテロワールに恵まれています。

スペツィエーリ
ロッソ ディ

モンタルチーノ
ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

サンジョヴェーゼ グロッソ
カベルネ・ソーヴィニヨン他

メルロー サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ

赤ワイン/D.O.C.

ブラックチェリーやブ
ラックベリーの色の濃い
果実や花、スパイスの贅
沢な香り。肉感的な口
当たりに続くのは、柔ら
かな完熟果実と優しく
シルキーなタンニン。

ブルネッロを作る段階
で造った2000本限定
のセカンドワイン。若々
しいタンニンとサンジョ
ヴェーゼのしっかりとし
た果実味があります。

赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ グロッソ

果実味を多く残しなが
らもエレガントな複雑さ
を兼ね備えています。口
当たりが非常にマイルド
で柔らかく熟成したワイ
ンの甘味が感じられま
す。

¥9,900小売
価格

小売
価格 ¥4,400

ロッソ ディ
トスカーナ

メルロー
ロッソ ディ

モンタルチーノ
ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

ロッソ ディ
モンタルチーノ

ヴェネト出身のロベルト・チプレッソがモンタルチーノで醸造家として
の活動をスタートさせたのは1986年。翌年の87年からは、早くも
チャッチ・ピッコロミニの醸造ディレクターに就任し、ブルネッロの醸
造家として華々しい成功を遂げます。そして、遂に1992年に仲間と
立ち上げたのが“Fattoria La Fiorita”。

フィオリータ社

コル ドルチャ社

トスカーナの銘醸ワイン産地　モンタルチーノ特集①

レッチャイア社

1983年にマウロ・パチーニにより設立されたこの醸造所がモットーとするのは「お値打ちな極上ワイン」。マウロは元々北トスカーナのルッカでワイ
ンを造っていたが、もっと品質の優れたワインを目指して最高の土地を探したところ、モンタルチーノのこの畑に辿り着いた。先祖代々受け継いだ
ルッカの畑を売ってレッチャイアを取得後、少しずつ畑を増やしていき、現在ではモンタルチーノとマレンマに計32haの畑を所有しています。

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

シロ
パチェンティ社

畑にはサンジョヴェーゼのみが植えられており、その
うち10％の畑のブドウ樹は、5年ごとに植え替えられ
るといいます。また、ほとんどのブドウは樹齢20年以
上のものであり、全体のほぼ半分の面積である10ha
の畑には、樹齢30年を超える樹が植えられているそ
うです。

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ

パーカーポイント90点
を下回ったことがない
という驚きのワイン。ブ
ラックチェリーなどを感
じさせるフルーティな風
味。樹齢35～40年の
ぶどうの樹。

小売
価格 ¥8,800

ロッソ ディ
モンタルチーノ

小売
価格 ¥6,270

樹齢15年のぶどうの
樹。果実の旨味と美しい
ミネラルが心地良いバ
ランスに優れた1本。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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トスカーナの銘醸ワイン産地　モンタルチーノ特集②

ブルネッリ
ルカ社

ブルネッリ家は1988年にわずか３ヘクタールのブド
ウ畑から始まった歴史の浅い蔵元ですが、年々評価
を上げ、現在では15ヘクタールにまで畑が増えてい
ます。

ポタッツィーネ社

ポタッツィーネとは、モンタルチーノの方言で「色鮮
やかな四十雀」を意味し、愛情をこめて孫を呼ぶとき
にも使う言葉。1993年創業、当主のジュゼッペは醸
造学を学んだ後、ブルネッロの生産組合や父のワイ
ナリーで栽培や醸造の経験を積みました。所有する
5haのブドウ畑のほとんどがブルネッロ・ディ・モン
タルチーノとなります。

カサノヴァ 
ディ ネリ社

ジョヴァンニ・ネリによってに設立された家族経営のワイナ
リー。卓越した個性、独自性、カサノヴァ・デイ・ネリらしい特
徴をもったワインを生産するために、現当主ジャコモ・ネリ
の情熱と専門知識、135エーカーのばらしいロケーション
にあるブドウ畑の組み合わせはまさに理想的なものです。

ロッソ ディ
モンタルチーノ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

ロッソ ディ
モンタルチーノ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

ロッソ ディ
モンタルチーノ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.

サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ

熟したフルーツ、香ばしい
パン、ヘーゼルナッツ、花の
香り。ドライでエレガント、
バランスのとれた味わい。

赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ

¥9,350

しっかりとした花の香りに、
若干の香辛料やミントを感
じられる。程よい酸がバラ
ンスがいい。

30日間、パンチダウンとポ
ンプオーバーを施しながら
時間をかけての醸しと発酵
が行われ、10HL、30HL、
50HLのスラヴォニア産の
樽の併用で10ヶ月の樽熟
成後瓶詰めされます。樽熟
成までは基本的にブルネッ
ロと同じ。

30日間、パンチダウンとポ
ンプオーバーを施しながら
時間をかけての醸しと発酵
が行われ、30hlと、50hl
のスラヴォニア産の大樽で
42ヶ月の樽熟成後瓶詰
め。最低8ヶ月の瓶熟成後
にリリース。

ブルネッロを作る段階で
造った2000本限定のセカ
ンドワイン。若々しいタンニ
ンとサンジョヴェーゼの
しっかりとした果実味があ
ります。

果実味を多く残しながらも
エレガントな複雑さを兼ね
備えています。口当たりが
非常にマイルドで柔らかく
熟成したワインの甘味が感
じられます。

¥5,940 小売
価格

¥
10,340

小売
価格 ¥3,960 小売

価格

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥3,300 小売

価格 ¥6,600 小売
価格

モンタルチーノ南部最大の町「カステルヌォーヴォ・ 
デラ・バテ」の司教で教会を運営し町周辺からオル 
チャ川までの荘園を全て保有。 19 世紀に入ると「フ
ランチェスコ・チャッチ」がこの荘 園を全て購入。そ
の後「ピッコロミニ・ダラゴナ家」と の結婚によって
「チャッチ・ピッコロミニ・ダラゴナ」が 誕生しました。

ロッソ ディ
モンタルチーノ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

ロッソ ディ
モンタルチーノ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

サンタンティモ ロッソ
アテオ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

イル コッレ社

イル コッレはアルベルト カルリが家族で経営する小
さなワイナリーです。収穫年ごとの違いやワインの個
性を感じられる伝統的スタイルのワインを造りたい
と考え、農薬や除草剤は使用しません。

カパンナ社

1957年創業のカパンナはモンタルチーノ北部の良
質産地として知られるモントソーリにある。モンタル
チーノのコンソルツィオの立上げにも大きく貢献して
きた歴史を持つ。現当主、パトリツィオ・チェンチオー
ニは言葉少なく誠実な人柄で知られています。 チャッチ ピッコロ

ミニ ダラゴナ社

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥4,290 小売

価格 ¥6,160

サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ

醗酵時には長期間のマセラ
シオンを行い、熟成には木
樽由来の味や香りの出やす
いバリックを嫌い大樽のみ
を使用しています。この大
樽はサイズが様々で、各年
の異なる収量にあったもの
を選んでいます。

樽の香りに頼らない葡萄本
来のアロマ、ゆっくり熟成し
てこそ引き出されるサン
ジョヴェーゼの個性がしっ
かりと感じられます。

カシスやブルーベリー、フ
ランボワーズなどの果実香
が主体。スミレやサクラの
ような花の香り。豊かな果
実味と心地よいタンニン分
を持つ。まろやかな酸味も
しっかりと感じとれます。

小売
価格 ¥4,180

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ グロッソ
メルロー

カベルネ ソーヴィニョン
サンジョヴェーゼ グロッソ

¥7,920

カシスやブルーベリー、苔
桃などの果実香が主体。ス
ミレのような花の香りも持
ち合わせています。硬質で
たくましいボディを誇る果
実味としっかりとしたタン
ニン分で酸味のヴォリュー
ムもあります。

香りは赤い花やベリー系の
フルーツ、ハーブなど。味わ
いはスーパータスカンのよ
うな濃密なボディではな
く、エレガンスとミネラル、
軽やかさが主張する、酸味
もきれいに整っていて旨み
もあるモンタルチーノのテ
ロワールがしっかりと感じ
られるます。

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
て行い、30度を越えない
ように調整。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。

¥3,190 小売
価格

小売
価格 ¥9,900 小売

価格

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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ロッソ ディ
モンタルチーノ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ

濃厚な熟れた赤いベ
リー系の香り。ブラック
チェリーなどを感じさせ
るフルーティな風味は、
エレガントでしなやか、
また少しタニックな印象
があります。

長期熟成のポテンシャ
ルを示しています。実に
芳醇な赤ワインで甘い
チェリー、プラム、ター
ル、甘草のアロマと風味
が詰まっています。

小売
価格 欠品 小売

価格 ¥9,460

ロッソ トスカーナ
トレフォロ

ロッソ ディ
モンタルチーノ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥2,750 小売

価格 ¥4,345

サンジョヴェーゼ
シラー他

サンジョヴェーゼ グロッソ

赤のフルーツや野生の
ベリーを思わせるフレッ
シュなアロマが広がりま
す。フレッシュな口当た
りで程よいボディがあ
り、スムーズなタンニン
が心地良く感じられま
す。

様々なベリー系果実や
ミネラルの香り。赤く熟
した果実は非常に柔ら
かく、品の良いタンニン
ともバランスが良い。フ
ルーティな味わい。

¥9,350

タレンティ社

小売
価格 終売 小売

価格 ¥4,180 小売
価格

小売
価格

小売
価格 ¥2,860¥7,590 小売

価格 ¥2,860

サセッティ リヴィオ
ペルティマリ社

一家に脈々と受け継がれる信念を貫き、現在も
唯一無二の個性を放つ長期熟成のポテンシャル
を備えた華やかなワインを造り続けています。

創始者のピエルルイジ・タレンティは36年間イル・ポッジョーネで働き、退職後、近くに約８ヘクタールの畑を購入して自らのブランドで
ワイン造りを始めました。以後、1998年に亡くなるまでモンタルチーノで活躍。現は孫のリッカルドが継いでおり、彼の代からワイン造
りに変化が現れています。モンテクッコ地域にも畑を購入し、新しいスタイルのワイン生産に力を入れています。

サンジョヴェーゼ グロッソ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ ピエーロ

赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 ¥22,000

赤ワイン/D.O.C.G.

バリックを使用していな
いものの、バリックを使
用しているかのような
バニラ香があり、ブルネ
ロらしい仕上がりに。

バリックを使用していな
いものの、バリックを使
用しているかのような
バニラ香があり、柔らか
い口当たりで骨格が
しっかりとしており、心
地よい長い余韻が続く。

小売
価格 ¥7,700

サンジョヴェーゼ グロッソ

シャルドネ
ヴェルメンティーノ他

サンジョヴェーゼ
カベルネ ソーヴィニヨン他

サンジョヴェーゼ グロッソ

いきいきとした果実味、
果皮由来の適度な重
み。それでいて、自然な
造りが活きた、抜群の
飲み心地のよさとさわ
やかさがあります。

サンジョベーゼ・グロッ
ソは、果皮が厚くしっか
りしたタンニンがある。
酸味もあり、若々しいの
ですが野性味のある味
わいです。お肉料理と
のペアリングが素晴らし
いとの評判です。

チェリーやフローラルな
印象。 色も比較的薄
め。 滑らかな口当たり。 
エキスたっぷりで重心
が高く、伸びやかな酸味
がエレガントな果実味と
調和。

ユリなどの白い花、桃、
カリンなどふくよかでか
すかに甘い香りと柑橘
系果実の爽やかなアロ
マが感じられ、イキイキ
とした酸と果実味、ク
リーミーで滑らかな口
当たりが楽しめます。

将来はブルネッロにな
る若いサンジョヴェーゼ
と、カベルネ、メルロー
のブレンドで造るデイ
リーに楽しめる赤。赤い
果実や花のような華や
かな香りと、スパイスや
ドライフルーツのような
ニュアンスがあります。

果実味とともに感じる
ハーブやスパイスのニュ
アンス。とてもしっかり
とした強い香り。とても
なめらかで引っ掛かり
の無いエレガントな味わ
い。

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G. 白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.G.

ピノ グリージョ サンジョヴェーゼ グロッソ サンジョヴェーゼ グロッソ

ピノ グリージョ
ロッソ ディ

モンタルチーノ
ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

ビアンコ トスカーナ ロッソ トスカーナ

トスカーナの銘醸ワイン産地　モンタルチーノ特集③

イル ポッジョーネ社

ラヴィーノ・フランチェスキが1800年代末に設立したワイナリー。1900年代初頭にはブル
ネッロ ディ モンタルチーノの販売を始めた長い歴史のある造り手で、ブルネッロ協会の設
立メンバーの一人でもあります。現在はレオポルドとリヴィアが、ラヴィーノの古き良き伝統
を尊重しつつ、新しい技術をもって取り組んでいます。エノロゴはブルネッロ協会会長を2回
務めたファブリッツィオ ビンドッチ氏が担っています。

アルテジーノ社

1414年からの農場を1970年にミラノの企業家であるジュリオ コンソンノが購入
し、ワイン造りのみのカンティーナとなったことに始まります。1972年に初めてのブ
ルネッロを瓶詰め、1970年代から90年代に徐々に現在の畑を取得し、2001年に
氏が亡くなるまで拡大を続けました。その後、イタリアの有名な薬局会社「アンジェリ
ニカ」を経営していたエリザベッタ ニュディ アンジェリーニが、所有していた薬局会社
を売却し、ワインビジネスに着手、アルテジーノを取得しました。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



アリーチェ厳選！　モンタルチーノ　スペシャルレアワイン特集

カーゼバッセ社 チェルバイオーナ社
ラ

チェルバイオーラ社 ポッジョ ディ ソット社
モンタルチーノの町の南西、サンタレスティトゥータにあ
ります。ェネト州トレヴィゾ出身、ミラノで仕事を続けた
ジャンフランコはワイン造りへの情熱から自分のワイン
のための土地を探し回り、1972年にカーゼバッセ農園
を購入しました。

19世紀中ごろまで、チェルバイオーナとチェルバイオー
ラはある家系が所有する農園の別々の一部だったの
だ。19世紀後半には、それぞれに別の所有者が現れた
ことで、別々のワイナリーとなった。

家族経営のカンティーナで、農業を学んだウンベルトサ
ルヴィオーニが友人に送るためにワイン造りを選択した
ことに始まります。

1989年に設立。32ヘクタールもの敷地内のうち、10ヘクタール余りの急斜面にブドウ畑が広がっています。高
い標高に加え、昼には海からの暖かい風が吹き、夜はアミアータ山からの冷たい風を受けるという、ブドウの生
育に理想的な昼夜の寒暖差のもと、ワイン造りが行われています。

トスカーナ ソルデーラ
ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ サルヴィオーニ

ロッソ ディ
モンタルチーノ

ブルネッロ ディ
モンタルチーノ

小売価格 小売価格

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ 
グロッソ

サンジョヴェーゼ
グロッソ

サンジョヴェーゼ
グロッソ

溌剌としたミネラル
と綺麗な酸により、
ロッソらしいフレッ
シュなスタイルなが
らも、シルキーで滑
らかなタンニンと黒
系果実のニュアンス
を纏った長い余韻が
複雑な味わいを醸し
出します。

口に含むと、力強い
タンニンを熟した果
実の甘やかな風味が
包み込むリッチな印
象。たっぷりとした美
しい酸と、上品なミ
ネラルが長い余韻を
形作ります。全ての
要素が高いレベルで
調和した逸品。

しっかりとしたル
ビー色。華やかな果
実味とともにスモー
キーなニュアンスも
感じる心地よいアロ
マ。シャープで洗練
された酸と印象的な
ミネラルが美しい果
実にのって広がって
いきます。華やかさ
と明るさも感じる、
美しい味わいのヴィ
ンテージ。

30ヵ月の大樽熟成
を得てリリースされ
る。ダークレッドチェ
リー、すみれ、火打
石、リコリス、そして
下草などの濃厚で複
雑なアロマ。果実の
ボリューム感、ジュー
シー感で口内が満た
され、そこにダーク
レッドチェリー、ター
ル、リコリスの何層に
も重なるフレー
ヴァーを感じる。

上品できめ細かい凝
縮したチェリーやプ
ルーンの果実味が感
じられ酸がしっかり
とあり余韻が長く残
ります。2000リット
ルオーバル型のオー
ク樽で38ヶ月熟成、
6カ月間の瓶内熟
成。

¥74,800

小売価格 小売価格 小売価格

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.G.

サンジョヴェーゼ
サンジョヴェーゼ 

グロッソ

2013

¥74,800

2011 ¥26,400
2012 2012 ¥28,050

2011 ¥74,800
2013 ¥23,100

2013 ¥26,400

¥20,350

2013

2018 ¥11,550

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒
176-

ビアンコ アンフォラ
ヴィーノ ノービレ

ディ モンテプルチアーノ

小売
価格

マルヴァジア,グレケット
トレッビアーノ

プルニョーロ ジェンティーレ
コロリーノ、カナイオーロ、その他

白ワイン/I.G.T.

少しゴールドがかった、鮮や
かな黄色。バランスの取れ
た、上品な軽めの辛口。アン
フォラでつくられる。2017
年ヴィンテージのビアンコは
全てアンフォラづくり。

濃いルビーレッド色、森の果
実の香り。ビロードの様な口
当たり、調和の取れたフルボ
ディ。オークの大樽で2年、
ボトリング後6ヶ月。

¥2,420 小売
価格 ¥4,180

赤ワイン/D.O.C.G.

イル カンビオ
ロッソ ディ

モンテプルチアーノ
ヴィーノ ノービレ ディ

モンテプルチャーノ リゼルヴァ

¥5,280

赤ワイン/D.O.C.G.

プルニョーロ ジェンティーレ
コロリーノ、カナイオーロ、その他

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.

プルニョーロ ジェンティーレ
プルニョーロ ジェンティーレ

カナイオーロ

ルビーレット色、強いスパイ
スや森の果実の香り。甘草の
香りが余韻に残る。ビロード
の様な口あたり。調和のとれ
た綺麗なタンニンを感じるフ
ルボディ。オークの樽で
30ヶ月、その後バリックで
6ヶ月、ボトリング後6ヶ月。

小売
価格 ¥7,150

赤ワイン/D.O.C.

小売
価格

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。

¥4,400 ¥8,580

赤ワイン/I.G.T.

ブルニョーロ・ジェンティーレ
カベルネ、メルローその他

プルニョーロ ジェンティーレ
カナイオーロ

小売
価格

小売
価格 ¥2,970

特に出来のいい年のその中
でも選び抜かれたブドウだ
けで造られる、長期熟成に適
したイル・コンヴェンティーノ
の自信作と言えるワイン。
オーク大樽で36ヶ月、その
後バリックに移して12ヶ月、
ボトルで6ヶ月熟成。

若々しいルビーの色調で華
やかな香りがあります。素朴
で軽やかなボディですがサ
ングイネートらしいバランス
の取れた綺麗な味わいで
す。

小売
価格 ¥3,080

赤ワイン/D.O.C.

プルニョーロ ジェンティーレ
カナイオーロ、メルロー

赤ワイン/D.O.C.G.

ヴィーノ ノービレ ディ
モンテプルチアーノ リゼルヴァ

トスカーナの銘醸ワイン産地　モンテプルチャーノ特集

ロッソ ディ
モンテプルチアーノ

ヴィーノ ノービレ
ディ モンテプルチアーノ

サンタ カタリーナ

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

プルニョーロ ジェンティーレ
カナイオーロ

小売
価格 ¥2,310 小売

価格 ¥2,750 小売
価格 ¥3,630

プルニョーロ ジェンティーレ
カナイオーロ

イル
コンヴェンティーノ社

2003年にイル・コンヴェンティーノのオーナーとなったアルベルト・ブリニ氏に、伝統的なワイン製法は、
現在受け継がれている。イル・コンヴェンティーノのブドウ畑は、海抜300～350m、面積約10へクター
ル～12ヘクタール。ブドウ栽培に適した気候と風土に恵まれ、さらに有機農法により、生まれたイル・コン
ヴェンティーノは、土地への愛情が注がれたワインと言えます。

サングイネート社

フォルソーニ姉妹によって営まれるワ
イナリーです。1997年ヴィンテージ
から自家ボトリングを開始しました。

ファネッティ社 デイ社

ブドウ栽培の歴史は古く、古くは中世よりられており、当時の生産量や販売
について詳しく定められた資料も残されている。 17 世紀の詩人フランチェ
スコ レディの著書「バッコ・イン・トスカーナ」に登場する、「モンテプルチャーノ
は全てのワインの王」という記述や、フランスの作家デュマの「モンテクリスト
伯」などにも登場することから、「 Nobile 高貴な」という言葉で表現される
ようになっていった。 1966 年に DOC 、 1983 年に 最初の DOCG の
一つとして数えられた。

1964 年アリブランド・デイがボッソーナを購入し、 葡萄を植えたのがデイの
始まり。ボッソーナは古 くから土壌の複雑性と立地からモンテプルチャーノ
最良の畑の 1 つと言われていた。 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。 1973 年にはボッソーナとは違う個性の畑マルテ ィ
エーナを購入。ガリレオは葡萄栽培だけでは物 足りなくなり 1985 年、趣味
でワイン造りを開始。

収穫後、大型のセメントタン
クにて約２週間のマセレー
ション。
野生酵母による醗酵を促
す。その後オリ引きを行い、
使い込んだ大樽（30hl）に
て２４か月の熟成。ノンフィ
ルターにてボトル詰め。

樹齢20年。収穫後、大型の
セメントタンクにて約２週間
のマセレーションを行い、野
生酵母による醗酵を促す。
圧搾後、使い込んだ大樽
（20～30hl）にて24か月
以上熟成。途中適宜オリ引き
を行い、ノンフィルターにて
ボトル詰め。

収穫後、約２～３週間のマセ
レーションを行い、野生酵母
による醗酵を促す。圧搾後、
使い込んだ大樽（20～
30hl）にて48 か月の熟成。
途中適宜オリ引きを行い、ノ
ンフィルターにてボトル詰
め。

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。

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。

ロッソ ファネッティ
ロッソ ディ

モンテプルチアーノ

プルニョーロ ジェンティーレ
カナイオーロ

ヴィーノ ノービレ
ディ モンテプルチアーノ

赤ワイン/D.O.C.G.

プルニョーロ ジェンティーレ
カナイオーロ

ガーネットがかった魅惑的な
ルビー色で赤い果実やスミ
レの花、ほんのりとしたスパ
イスを伴う奥深く緻密な香り
です。やわらかいタンニンと
滑らかな果実味で実に優雅
な味わいです。

小売
価格 ¥4,510

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



小売
価格

カベルネ・フラン
100%で造られる
スーパータスカン。
チョコレート、濃密な
カシス、エスプレッソ
と様々なアロマが感
じられる。濃密でシル
キーな舌触り、口に広
がる果実味が豊か。

帝王ガヤ熱望の地ボ
ルゲリで生まれるメ
ルロとシラーをブレン
ドした、ガヤ流「スー
パータスカン」。甘み
のある果実味が魅力
の濃縮感ある味わ
い。

カベルネ ソーヴィニヨン

カベルネ フラン他

¥8,250小売
価格

グイダルベルト

カベルネ ソーヴィニョン

メルロー

小売
価格 ¥7,150

プロミス

カベルネフラン

小売
価格 ¥4,290

トスカーナの銘醸ワイン産地　ボルゲリ特集

マガーリ

カベルネ ソーヴィニョン

カベルネ フラン他

小売
価格 ¥7,480

ボルゲリ サッシカイア

メルロー
カベルネ フラン他

小売
価格 ¥29,150

ライローネ バッコ イン トスカーナ アンティッロ ボルゲリ アティス レ ディフェーゼ

サン グイド社グアード アル メロ社

ヴェルメンティーノ

小売
価格 ¥2,530 ¥3,080

小売
価格 ¥6,050 小売

価格 ¥4,180 小売
価格

カベルネ ソーヴィニョン

カベルネ フラン他
カベルネ ソーヴィニョン

メルロー他
メルロー

カベルネ フラン他

ティネッロで自然発
酵、やさしくパンチン
グダウンを繰り返しな
がら長期間マセラシ
オン、その後オーク樽
で18ヶ月熟成。フ
ルーティでバルサミコ
のノートがあり、粋で
芳醇、凝縮感がありま
す。

#####

やさしくパンチングダ
ウンを繰り返しながら
台形のオークの発酵
槽（ティネッロ）とステ
ンレスタンクで発酵。
2年目のバリックで
10ヶ月、その後最低
6ヶ月の瓶内熟成を
経てリリースされま
す。

イタリアワインの帝王
ガヤがトスカーナのボ
ルゲリで造るシリー
ズ。ガヤの実力がいか
んなく発揮され、全世
界で高い評価を受け
るプレミアムワイン。

ハーブやスパイス、な
めし革などのニュアン
スが漂い、力強く複雑
な香りに魅了されま
す。口当たりはパワフ
ルながらも非常にエ
レガントな印象。緻密
なタンニンがしっかり
とした骨格を形成し、
味わいに深みをもた
らしています。

カシスやブラックチェ
リー、ブラッドオレン
ジの濃密な果実香に
加えて、西洋杉や甘
草、楠、シガーのニュ
アンスが重なることで
複雑な印象を与えま
す。

ブラックベリーや黒ス
グリの果実香に、スミ
レや土、甘草、スパイ
スのニュアンスが何層
にも折り重なってい
ます。綺麗な酸とミネ
ラル感、張りのある艶
やかなタンニンが豊
満な果実味に溶け合
うことで、見事なハー
モニーを演出してい
ます。

バリックで２４ヶ月間、
瓶詰め後に最低１２ヶ
月間熟成されます。長
期熟成が可能であり、
現状は非常にパワフ
ルでスケールの大き
い味わいです。

深みのある紫紅。カシ
スリキュール、濃縮し
たブルーベリーの果
実香。柔らかい口当た
り、ミネラルからくる
旨みが強い。フレッ
シュさ香りの華やか
さが際立つ赤ワイン
です。

ボルゲリ ロッソ
パレオ

ボルゲリ ロッソ
ボルゲリ ロッソ スペリオーレ

グラッタマッコ
ボルゲリ ロッソ

シラー/メルロー
サンジョヴェーゼ

ソフトプレス、マセラ
シオンは2～3日間。
発酵中は手作業でル
モンタージュ。225L
のオーク古樽で細か
い澱とともに6ヶ月熟
成。週1回、手で攪拌。 
ワインが落ち着いた
ら、数回移し変え。最
後に、大きな樽に移し
かえて1ヶ月ほど落ち
着かせボトリング。 
3ヶ月間ボトル内熟

小売
価格 ¥2,530 小売

価格

ボルゲリの丘に位置
する畑にて丁寧な剪
定により収穫量を減
らして手摘みした葡
萄を使用。余計な添
加物を加えずに発酵
し、１２ヶ月バリックで
熟成後、３ヶ月以上瓶
熟成。

元祖スーパータスカンとして30年以上にも渡り圧倒的な存在感を放
ち続ける「イタリアワインの至宝」サッシカイア。先代のマリオ･イン
チーザ侯爵のボルドーワイン好きが高じて、1944年にボルドーの
シャトー・ラフィットから持ち込んだカベルネ・ソーヴィニヨンの苗を
作付したのがサッシカイアのはじまりです。

トスカーナ州ボルゲリ地区の中心、最高の地域と言われているカスタニェート・カルドッチ地区に1999
年設立したワイナリーです。近くにはオルネライアがあります。オーナーであるミケーレ・シエンツァの家
族で運営しています。最新のテクニックと伝統を上手くミックスさせた上品で繊細なワインを造っていま
す。

白ワイン/I.G.T.

白ワイン/D.O.C.

カ マルカンダ社レ マッキオーレ社グラッタマッコ社

エウジェニオ カンポルミ氏が
1983年に設立しました。彼は貴
族がその大半の地を所有する中
にあって、ただ一人、地元の農家
として世界に名を轟かすカン
ティーナを造り上げました。

1977年創立。ワイナリーの土地は丘の上、海に面したカスタニェー
ト・カルドゥッチとボルゲリの間で、海抜100mに位置しています。こ
こは特に赤ワインの生産に向いた土地で、乾燥した温暖な気候で、夏
の終わりには昼夜の寒暖差が大きくなります。収穫時には、注意深く
手作業で選別されます。

赤ワイン/D.O.C.

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

ピエモンテの現代的なワイン造り
手であるガヤが、ボルゲリやモン
タルチーノの土地を買付けて立ち
上げたブランド。モンタルチーノ
地区に16ha、ボルゲリに
102haの土地を所有していま
す。

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

グラッタマッコ ビアンコ

優しく圧搾され一晩
寝かせたあと、低温に
保ち添加物を加えず
に発酵させています。
柑橘系、はちみつ、ミ
ネラル、麦わら、レモ
ングラスの爽やかな
香り。ヴェルメン
ティーノらしい、ドラ
イでしっかりとした酸
味のフレッシュな味わ
いです。

シラー
サンジョヴェーゼ

サンジョベーゼ
カベルネ ソーヴィニヨン他

カベルネ ソーヴィニ
ヨン

サンジョヴェーゼ

小売
価格 欠品・未定 ¥5,500

ヴェルメンティーノ

ボルゲリで最も古い
ヴェルメンティーノの
畑で収穫したブドウ
から造られ、野草の中
にシトラスやミネラル
を感じる味わいです。

小売
価格 ¥4,015

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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トスカーナの銘醸ワイン産地　ピザ＆モンテスペルトリ＆トルトーナ＆プラート特集

イ ジュスティ
エ ザンツァ社

2008年からは栽培方法を有機農法に転換し、現在は約10年に渡りワイナ
リーで助けるモニカマッソーニ女史と、2009年から参画し、キオッチョリ氏
から引き継がれたエノロゴ、パオロ カレッラ女史、パオロ氏が中心となり3人
でワイン造りを行っています。醗酵は自然の状態を保つ為に、あえて温度管
理をしないセメントタンクを使用し、18～21日間行います。また醗酵の途中
でブドウの種子を取り出す工程を行いワインのエグミを抑える独自の工夫を
行っています。

カステッロ
ソンニーノ社

フィレンツェ近郊のキャンティモンテスペトリにあり１２世紀からつづく領主で
ありながらワインに懸ける情熱も非常に高い作り手です。キャンティモンテス
ペートリからスーパータスカンのサンレオーネまで、この地のテロワールをう
まく活かしながら現在にも通用するワイン作っています。

ベルコーレ ペルブルーノ デュルカマーラ
キャンティ

モンテスペルトリ
レオーネ ロッソ サン レオーネ ロッソ

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

サンジョヴェーゼ
メルロー

シラー
カベルネ ソーヴィニヨン

メルロー
サンジョヴェーゼ

カナイオーロ,トレッビアーノ
メルロー,カベルネ

マルベック,アンチェロッタ
ブメルロー

サンジョベーゼ他

果実やバラなどの凝縮され
た香り、ボディがあってたく
ましさを感じるけども、とて
も飲みやすくてバランスの取
れた味わいです。8ヶ月間
オーク樽で熟成後、ボトルで
6ヶ月寝かせて造られます。

トスカーナの海岸地区に構
えるイ ジュスティ エ ザン
ツァを代表するシラー
100%のペルブルーノ。やわ
らかな果実感と、シラーとい
う品種個性を存分に楽しめ
る包み込まれるような味わ
いが魅力です。上品なアロマ
から続くやわらかくの密な味
わい。長い余韻が楽しめま
す。

イタリアを代表するドニゼッ
ティの歌劇の一つ、愛の妙薬
に登場する恋の熱を静める
薬を売る薬屋の名前から付
けられた ジュスティ エ ザン
ツァのフラッグシップ「デュ
ルカマーラ」。木樽で18ヶ月
間熟成して造られます。熟し
た果実の豊かな香り。

ざくろのように輝く赤色、熟
した赤い果実の香り。複雑で
ふくよかな味わいと上質で
きめ細かなタンニンが綺麗
に混ざり合ったワインです。

マセラションは１５日間行い、
その後セメントタンクとステ
ンレスタンクで熟成。

マセラションは２８日間行
い、フランス産バリックで１２
～１５ヶ月熟成後6ヶ月瓶熟
成。

小売
価格 ¥6,380

テニメンティ
ダレッサンドロ社

1988年には醸造家アッティリオ シェンツァ氏の指導のもと、この土地に最適の品種を探すための実験
「ミクロヴィニフィカツィオーネ」をサンジョヴェーゼ、カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、シラーの4つの
品種で行います。 その結果は顕著に表れ、この土壌と最適な品種はシラーだという結論に至りました。 
この成功は、1999年にイタリア初のシラー品種によるDOC、「コルトーナDOC」の誕生へとつながりまし
た。

テヌータ ディ
カペッツァーナ社

804年からトスカーナの地で続く貴
族の畑で、1200年も前からこの地で
生産されています。

¥8,250 小売
価格 ¥2,420 小売

価格 ¥2,640小売
価格 ¥3,740 小売

価格 ¥5,170 小売
価格

ビアンコ デル ボルゴ
ビアンコ デル ボルゴ

プライヴェート コレクション
ボルゴ シラー イル ボスコ コルトナ シラー

トレッビアーノ
ディ カペッツァーナ

バルコ レアーレ
ディ カルミニャーノ

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

ヴィオニエ ヴィオニエ シラー シラー トレッビアーノ
サンジョヴェーゼ

カベルネ ソーヴィニヨン他

バリックで６ヶ月間熟成の
後、ステンレスタンクで落ち
着かせる。粘土の多いフォン
タルカの畑に植樹された若
いヴィオニエを用いていて、
２０１０年リリース。老若男女
あらゆる人に食前・食中にこ
の地方のテロワールを感じ
ながら飲んでほしいワインで
す。

古くからの付き合いのある
日本、オランダ、スエーデン、
アメリカのみに輸出。イタリ
アではダレッサンドロのセ
ラーとレストラン、もしくはコ
ルトーナ地区でのみ入手可。

イル・ボスコと比較するとマ
セラシオン期間は短く約１５
日間。果実の持つ素直なコク
と、広がり、口当たりの良さ
を表現。１９９７～２００２年
にかけて植樹したシラーを
使用。その中でも最も若いブ
ドウを用いています。

樹齢の高い樹よりブドウを９
月下旬から１０月にかけて収
穫。１５～２０日間のマセラシ
オンを行った後、バリックに
移してマロラクティック発酵
を終え、続いて約１２ヶ月間
フレンチ・オークのバリックで
熟成。凝縮感がありコショウ
などのスパイシーな香りと
たっぷりとした果実味。

琥珀のような深みのある黄
金色のワイン。アーモンドや
黄色の野の花、バニラなどの
香りが印象的です。しっかり
とした構成のある味わいで
凝縮感があり、なめらかで洗
練された風味で、バランスの
良いワイン。余韻は長く持続
性があります。

紫がかったルビーレッド色。
フルーツのエレガントで甘美
な香りと少しオークの風味が
感じられます。程よいボディ
の甘いタンニンと酸味のバ
ランスが大変よくとれてお
り、果実味が豊富なやわらか
な味わい。

小売
価格 ¥2,640 小売

価格 ¥3,520 小売
価格 ¥3,520¥2,640 小売

価格 ¥6,380 小売
価格 ¥5,170 小売

価格

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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卸
価格

白桃、パッションフルー
ツ、ハーブのようなエキゾ
チックな香り。ふくよかな
果実味や爽やかな酸が楽
しめる、ミネラル感溢れる
辛口白ワインです。

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.赤ワイン/D.O.C.G.

トレッビアーノ

¥2,530 卸
価格

ステンレスタンクにて醸
造、熟成。チェリー、スミレ
の花、黒コショウなどのス
パイスといった複雑な香
りが楽しめる。引き締まっ
た酸とタンニンが楽しめ、
凝縮感のある果実香が余
韻に残ります。

アリカンテ,カリニャーノ
アリカンテ ブーシェ

¥13,750 卸
価格 ¥3,740

モレッリーノ・ディ・スカン
サーノを代表する作り
手、プピッレより待望のリ
ゼルヴァが入荷！2年大
樽熟成後、1年瓶内熟成。
タバコ、ナツメグなどの複
雑な香りに、赤い果実の
豊かな味わい、まろやか
な甘みが余韻に続きま
す。

僅か4haの単一畑で葡萄
を栽培。100%バリック
で18ヶ月熟成。カシスや
ブラックチェリーなどの
凝縮された黒い果実の香
りとスパイスのニュアンス
が複雑にからみあってい
る。とてもきれいにバラ
ンスが取れており、タンニ
ンも滑らかです。

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。混植混醸ならっで
はのなめらかさが魅力。
11ヶ月セメントタンクで
熟成。

卸
価格 ¥6,050 卸

価格

¥3,190 卸
価格 ¥2,420

モレッリーノ ディ スカンサーノ アッヴォルトーレ

ソーヴィニヨン ブラン
プティ マンサン他

サンジョヴェーゼ
アリカンテ,チレージオーロ

モレッリーノ ディ スカンサーノ 
レゼルヴァ ポッジョ ヴァレンテ

サッフレディ ケポス アンペレイア

サンジョヴェーゼ
メルロ,シラー

赤ワイン/D.O.C.G.赤ワイン/I.G.T.赤ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T

サセッティ リヴィオ
ペルティマリ社

サンジョヴェーゼ

27度に温度管理したス
テンレスタンクで発酵。樽
は使用せずステンレスタ
ンクで4ヶ月熟成させた
後、瓶詰めし、出荷まで
2ヶ月瓶熟させています
豊かなフルーツの香りが
あります。

ヴェルメンティーノ
ヴィオニエ

赤ワイン/I.G.T.

サンジョヴェーゼ
チリエジョーロ

熟した果実、甘くスパイ
シーでダークチェリーの
香り。果実味があふれ飲
みやすく、バランスのとれ
たエレガントな味わい。心
地よいフレッシュさと酸
味も魅力。

卸
価格 ¥2,750¥5,720

標高600mの畑で最も
樹齢の高いカベルネ・フ
ランを中心にサンジョ
ヴェーゼ、アリカンテ・ネ
ロ、カリニャン、アリカン
テ・ブシェをアッサンブ
ラージュ。16ヶ月間大樽
とセメントタンクで熟成。
12ヶ月瓶内熟成してから
出荷。

赤ワイン/I.G.T.

カベルネ フラン

卸
価格 ¥2,970 卸

価格

サンジョヴェーゼ主体
サンジョヴェーゼ

カベルネ ソーヴィニヨン
シラー

赤ワイン/D.O.C.G.

よく熟したチェリーやブ
ラックオリーブ、スパイス
の香り。熟した果実味と
いきいきとした酸ととも
にアルコールのボリュー
ム感を豊かに感じる温か
みのある味わいがありま
す。

1988年にアドルフォ・パ
レンティーニと、現在イタ
リアを代表するエノロゴ
の一人であるアッティリ
オ・パーリが生み出した
スーパータスカンです。熟
したフルーツやバニラの
複雑な香り。フルボディ
で良いヴィンテージにし
か造りません。

赤ワイン/I.G.T.

¥7,700

イストリチャイア
マレンマ トスカーナ

トスカーナの銘醸ワイン産地　マレンマ特集

ポッジョ アルジェンタート モレッリーノ ディ スカンサーノ ビアンコ ディ アンペレイア
ウンリトロ
1000ml

トスカーナ バディランテ ヴェルメンティーノ

シモーネ・カステッリがスカン
サーノ地区に1998年に創立し
たワイナリー。有名なエノロゴで
あった父からノウハウを受け継
いぎ、ナチュラルで美しいワイン
を造り上げています。

ポデーレ
414社

フォラドーリ家のオーナー兼醸造家のエリザベッタ・フォラドーリが
中心となって友人達と共に設立したワイナリー。ワインに使用する
ブドウを選び、それに合った土地を探し求めた末、トスカーナ南部
マレンマ地区、中世のエトルリア人の居住地だった村に醸造所を設
立。

アンペレイア社

1960年代、現オーナーであるエリザベッタ・ジェペッティ氏の義父
アルフレッド氏は、スカンサーノ村ペレタ地区にある、2haの畑を
購入し、自家消費用や顧客贈答用としてワインを造り始めました。
「この地で偉大なワインを造りたい、その目標に生涯をかけよう」
という思いを抱きます。

ファットリア
レ プピッレ社

今日のモリスファームズを築き上げた現当主ジュリオ・パレン
ティーニの父アドルフォの業績は計り知れません。様々な改革や従
業員のマインドを変えていくことに非常な労力を使いました。モ
レッリーノ・ディ・スカンサーノが、'07年からD.O.C.G.に格上げ
されたのは、モリスファームズと他の2つの生産者によるもの、と
高く評価されています。

モリスファームズ社

モレッリーノ ディ スカンサーノ

卸
価格 ¥2,200 卸

価格 ¥2,640

葡萄はグロッセートから
のものを使っています。
もう少しリッチにしたいと
考えて2002、2003年
にヴィオニエを植え、
2009年からブレンドし
ています。フレッシュであ
りながらなめらか、スパイ
シーでミネラル。

赤黒果実、スパイス、イン
クなどの香り。非常に柔
らかで滑らかな口当た
り、旨みがあってシルキー
なタンニンがぐっとワイン
を引き締めてくれます。
軽めのボディながらそれ
を感じさせない満足感の
ある仕上がりです。

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 熟
成はセメントタンクとエナ
メル樹脂タンク。熟成後、
アッサンブラージュしてボ
トリング。

卸
価格 ¥4,290

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。

卸
価格 ¥2,640 卸

価格

カべルネ ソーヴィニヨン
メルロー,プティ ヴェルド

アリカンテ,カリニャーノ
アリカンテ ブーシェ

サンジョヴェーゼ
メルロー

赤ワイン/D.O.C.G. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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モンテプルチャーノ
サンジョヴェーゼ

モンテプルチャーノ
シラー、メルロー　他 ヴェルディッキオ

¥1,848 ¥6,160 ¥7,260

モンテプルチャーノとサン
ジョヴェーゼあ織り成す絶妙
な味わい。紫がかった濃い
ルビーはスミレの花のニュア
ンスと透明感あふれるフレッ
シュさが魅力。

20日間ステンレススチール
の樽で作られ、18ヶ月樽で
熟成。ブラックベリー、スパイ
スの香りでタンニンはまろや
かでエレガント。フレッシュ感
がいつまでも続くような味
わい。

3週間ステンレススチールの
樽で作られ、18ヶ月熟成.。
ブラックベリー、ラズベリー、
レッドペッパー、カカオ、メン
ソールの香り。まろやかで柔
らかいタンニンを感じられま
す。

小売価格 小売価格 小売価格 小売価格

¥1,958

遅摘み辛口ヴェルディッキ
オ。香りはパイナップル、ハ
チミツ、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。

白ワイン/D.O.C.

ヴェルディッキオ

¥5,940

ヴェルディッキオ

 赤ワイン/D.O.C.  赤ワイン/I.G.T. デザート白/D.O.C.

¥6,050

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。

白ワイン/D.O.C.

¥2,970

ステンレススチールの樽で
発酵。ハチミツや砂糖漬けの
フルーツ、スパイスや胡椒の
ような香り、アーモンドのよ
うなコクのある味わい。長く
続く素晴らしい余韻です。

小売価格小売価格

ロッソ ピチェーノ
ロッソ ピチェーノ

イル マスキオ ダ モンテ
マルケ ロッソ パトス

パッシート 
リーナ ビアンコ 375ml

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

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

 赤ワイン/D.O.C.

¥1,848 ¥3,080 ¥3,520 ¥7,700 ¥2,860

旨みが凝縮した果実味とミ
ネラルを感じ、ヴェルディッ
キオ本来の厚みとミネラル
の力強さがしっかりと凝縮
されています。

ミシュラン3星のリストランテ　「ウリアッシ」御用達ワイナリー　サンタ・バルバラ社
ヴェルディッキオ種の可能性を信じポテンシャルを引き出した功労者　サルタレッリ社

ブリュット ヴェルディッキオ
ヴェルディッキオ デイ

カステッリ ディ
イエージ クラッシコ

1960年、葡萄栽培農家として設立された「サルタレッリ」。1972年
遂に葡萄での販売を止め、自分達でボトリングまで行うようになっ
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、父親が亡くなったのを機にカンティー
ナを引き継いだ。

サルタレッリ社

元銀行家という異色の経歴を持つオーナー、ステファノ・アントヌッチ率いる、サンタ・バルバラ。 バルバラ周辺の土着品種である、ヴェル
ディッキョ、モンテプルチャーノ、ラクリマと、偉大な国際品種であるメルロー、カベルネ、シャルドネを栽培。消費者の想像力を大いにくす
ぐる、メッセージ性のあるワイン造りをターゲットにしています。

サンタ バルバーラ社

ヴェルディッキオ ヴェルディッキオ

リンゴ、洋ナシなど樹なりの
フルーツがフレッシュな印象
を与えます。 味わい中盤以
降にミネラルを感じ、後味に
フレッシュなフルーツと共
に、このワインの特徴ともい
える品の良い苦みを伴いま
す。

リンゴ、グレープフルーツ、
ハチミツの香り。ボリューム
があり、熟れた果実感とフ
レッシュな酸が心地よい。樹
齢45年のビアンケッロを遅
摘み、樽とステンレスで熟
成。

熟した桃、セージ、レッドペッ
パーの調和のあるフルー
ティな香り。滑らかさとフ
レッシュさの絶妙なバラン
ス。

白ワイン/I.G.T.

小売価格

ヴェルディッキオ デイ
カステッリ ディ イエージ

クラッシコ

ヴェルディッキオ デイ
カステッリ ディ イエージ
クラッシコ レ ヴァッリエ

ソーヴィニヨンブラン
アニマーレ チェレステ

カステッリ デイ イエージ
ヴェルディッキオ

リゼルヴァ クラッシコ
タルディーヴォマ ノン タルド

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ヴェルディッキオ ヴェルディッキオ ヴェルディッキオ

小売価格

スパイスと野菜の香りがミッ
クスした強めのトロピカルフ
ルーツの香り。わずかな苦味
を伴います。

シャルマー方式ながら、通常
よりも長く6カ月に渡って澱
とともに熟成。ヴェルディッ
キオ本来の質実剛健な味わ
いに、豊かな泡と熟成感が
躍動感と複雑さを添えてい
ます。

スパークリング/D.O.C.

小売価格 小売価格

ソーヴィニヨンブラン

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

小売価格 小売価格

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒
176-

ガロフォリ家がこの地でワイン造りとその販売を始めたのは1871年でした。現オーナーのカルロとジャンフランコ兄弟は４代目としてその歴史と伝統を尊び守りな
がら、ブドウにプラスとなる最新の技術や設備を導入し、さらなる発展に努めています。彼らはこの土地で生まれ、この気候と土で育まれてきたこれらの品種をこよ
なく愛して信じ、素晴らしいワイン造りを続けています。ガロフォリ社

レ テッラッツェ社

ヴェルディッキオ
モンテプルチャーノ
サンジョヴェーゼ

¥1,188¥3,520
小売
価格

ブドウは不要な部位
を取り除いてから破
砕し、発酵、少しの間
澱の上で寝かせま
す。若飲みが基本。フ
ルーティーで軽やか
な口当たりは、デイ
リーワインとして最
適。コスト・パフォーマ
ンスの高さが光る一
本です。

小売
価格

ヴェルディッキオ デイ カステッリ 

ディ イエージ クラッシコ

ポディウム

ヴェルディッキオ デイ カステッリ 
ディ イエージ クラッシコ 

リゼルヴァ

セッラ フィオレーゼ

アンティカ
オステリア ロッソ

ロッソ コーネロ
ピアンカルダ

小売
価格 ¥4,620

熟成はフランス産バ
リックで18ヶ月。熟し
た赤い果実の濃厚で
複雑な香りがスパイ
ス感、樽のバニラの
ニュアンスとともに広
がる。

赤ワイン/D.O.C.

「

赤ワイン/D.O.C.

¥2,530

熟成は樽で約1年間。
その後瓶内で6ヶ月。
熟れた果実、プラム
などの複雑でリッチ
な香り、タンニンが
しっかりしていながら
洗練されたドライな
味わい。

ロゼスパークリング/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

フレンチオークの小
樽で熟成されていま
す。しっかりとした味
わいのモンテプル
チャーノ。果実と樽の
香りが絶妙に融合。
きれいな酸、タンニン
も親しみやすい。

モンテプルチアーノ
50％、メルロ25％、
シラー25％から出来
た果実の甘みと濃縮
感のあるボディが特
長です。

継続的に立ち上る多
数の美しい泡、洗練
されてエレガントな野
生のイチゴ、ざくろな
どのフルーツと、フィ
ニッシュにはパンの香
り。ボディはしっかり
しており、フレッシュ
でバランスが取れて
います。

レモンやオレンジなど
柑橘系の果実や青り
んごのアロマの中に、
かすかにフレッシュな
タイムを思わせる
ハーブのニュアンス
が感じられます。

フレンチオークの小
樽で熟成されていま
す。しっかりとした味
わいのモンテプル
チャーノ。果実と樽の
香りが絶妙に融合。
きれいな酸、タンニン
も親しみやすい。

¥6,380

赤ワイン/I.G.T.

シャルドネ モンテプルチアーノ

マルケ州コーネロ地区を代表する2大ワイナリー　ガロフォリ＆レ テッラッツェ社

コーネロ リゼルヴァ
アゴンターノ

スパークリング/I.G.T. 白ワイン/I.G.T. 白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.G.

ブリュット スプマンテ
アンティカ

オステリア ビアンコ

小売
価格

収穫されたブドウは
直ちにソフトプレスさ
れ、果汁をフィルター
濾過した後ステンレ
スタンクで発酵。フ
ルーティーで軽やか
な口当たりは、デイ
リーワインとして最
適。コスト・パフォーマ
ンスの高さが光る一
本です。

珍しいブラケットの辛
口です。2～4日間マ
セラシオンを行い、ス
テンレスタンクで発
酵。香はライチやバラ
のようですが、口中
はドライな味わいで
す。少し冷やして前菜
に合わせて。

ヴェルディッキオ
トレッビアーノ

ヴェルディッキオ
ヴェルディッキオ

小売
価格 ¥2,640

小売
価格 ¥1,188

小売
価格

モンテプルチアーノ モンテプルチアーノ

赤ワイン/I.G.T.

モンテプルチアーノ
メルロー他

ロゼ ブリュット
ロザントゥーム

シャルドネ
レ カーヴェ

ロッソ コーネロ
コーネロ リゼルヴァ

サッシ ネーリ
カーオス

赤ワイン/D.O.C.G.

小売
価格 欠品

小売
価格 ¥3,410

小売
価格 ¥3,410

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.

白くきめ細やかな持
続性のある泡。熟れ
た白桃の風味を伴
う、若々しく果実味あ
ふれる凝縮感のある
香り。

¥3,520

熟成はステンレスタ
ンクで5ヶ月。香りは
濃厚で、熟れた黄色
い果物の香りにハチ
ミツと柑橘系の上品
な香りが合わさって、
複雑さ、余韻の長さ
を与たえています。

モンテプルチアーノ
ピノ ネーロ

レ・テラッツェはマルケ州、ヌマーナに1882年創立された歴史ある生産者。モンテプルチアーノ種主体の
ロッソ・コーネロをワインを造る、 トップクラスの生産者です。 オーナーのアントニオ・テルニ氏は大のボ
ブ・ディラン好きでも知られています。

ヴェルディッキョ ディ 
マテリカ

ヴェルディッキョ ディ マテリ

カ

リゼルヴァ ミルム

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ヴェルディッキオ ヴェルディッキオ

以前は塩田であっ
た。その特異な条件
を生かしミネラリーで
酸度の高さと共に高
い熟度を併せ持ち、
アニスや、石油のよう
な独特の風味を持つ
唯一無二のワインを
産んでいる。

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。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。

小売
価格 ¥2,970

小売
価格 ¥4,730

ラ
モナチェスカ社

モナチェスカの畑は以前は塩田だった
事もあり、ミネラルと酸、塩味を感じさ
せ、複雑なアロマを持つ長期熟成型のワ
インとなります。

モンテプルチアーノ

小売
価格 ¥7,370

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



ヴェルディッキオ

ヴェルディッキオ ラクリマ アレアティコ アレアティコ/サクランボ ヴェルディッキオ

フレッシュなフルーツや春
に咲く花、アーモンドの香り
が広がります。しっかりとし
た酸とミネラル、ドライな後
口が楽しめる。

小売
価格 ¥2,178

白ワイン/D.O.C.

ビアンケッロ ビアンケッロ

白ワイン/D.O.C.

¥3,190

アリーチェ注目のマルケ州生産者ご紹介

ヴェルディッキョ デイ カステッリ 
ディ イエージ クラッシコ 

アルビアーノ

ヴェルディッキョ デイ カステッリ 
ディ イエージ クラッシコ 

ルザーノ

ビアンケッロ ディ メタウロ
ボッカリーノ

ビアンケッロ ディ メタウロSP.
カンポダルキ アルジェント

ヴェルディッキョ デイ カステッリ 
ディ イエージ クラッシコ

穏やかな丘陵地帯とブドウ栽培に適したテロワールに恵まれ、
ラクリマ・ディ・モッロダルバとヴェルディッキオ・カステッリ・
ディ・イエージ・クラシコの中心にあります。マロッティ・カンピ家
はここで一世紀以上に渡り土地を所有していましたが、その内
52haをブドウ畑としていました。また１９９９年には新しいワイ
ナリー施設を設立し、テロワールの遺産ともいうべきワインとワ
イン文化を伝えるための努力をしています。

マロッティ カンピ社

アドリア海とアペニン山脈の真ん中、ペーザロの標高400ｍの
なだらかな山岳地帯の数ヶ所に美しい畑を持ちます。醸造家に
は地元で活躍するジャンカルロ・ソヴェルキア氏を迎え、インク
ロッチョ・ブルーニ54を始め、その領域で発掘された土着品種
を使ったワイン造りを行っています。ブドウは自然栽培法、半地
下に作ったセラー内の最新設備を駆使し、クオリティー重視の
エレガントで柔らかいワインを生み出します。

テッラクルーダ社

代々農家のフェリーチ家。恵ま
れたテロワール、父親の熱意と
センス、そして息子のレストラン
での経験とヴィジョンから作ら
れるヴェルディッキオは各ワイ
ン市で絶賛されている。

アンドレア
フェリーチ社

イエージ地区の穏やかな丘
に囲まれたアピーロにある
8つの区画のブレンド。キウ
イやエキゾチックなフルー
ツ、野生のフェンネルやタイ
ムのフレッシュなアロマ。

小売
価格

小売
価格 ¥3,850

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥1,958 小売

価格 ¥2,200

ヴェルディッキオ ヴェルディッキオ

グレープフルーツなどの柑
橘系果実のフルーティな果
実味が溢れ、やがて白い花
や白桃を思わせる甘い果
実の香りが立ち込めてきま
す。

白ワイン/D.O.C.

ヴェルディッキョ デイ カステッリ 
ディ イエージ クラッシコ

リゼルヴァ　サルマリアーノ

ラクリマ ディ モッロダルバ
オルジョーロ

ペルゴラ アレアーティコSP.
オルタイア

ヴィショラ　(500ml)

リンゴ、グレープフルーツ、
ハチミツの香り。ボリューム
があり、熟れた果実感とフ
レッシュな酸が心地よい。

柑橘系果実や花の香りに加
えて、ほのかにアーモンド
のニュアンスも感じられま
す。果実味と酸味、そしてミ
ネラルのバランスが絶妙。

コッレステファノ社

ヴェルディッキオ ディ
マテリカ

白ワイン/D.O.C.G 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ステンレスタンクで発酵後、
そのままシュール・リー状態
で寝かせた後、20%をバ
リック、80%をステンレス
タンクでそれぞれ12ヵ月熟
成。

白ワイン/D.O.C.

¥3,080

選収穫されたラクリマ
100%のみを使用、フレン
チ・オークの小樽で12ヶ月
間もの長い間、じっくりと
熟成を行います。さらにボ
トリング後も6ヶ月以上の
瓶熟成を経てリリース。

バラのポプリにシナモンな
どのスパイスの香り。果実
の凝縮感と印象的なミネラ
ル感、まろやかなタンニン
と穏やかな酸と、しっかり
としたボディー。

 サクランボと赤ワインで作
る、ルネッサンス時代から
伝わるマルケの伝統的なデ
ザートワイン。サクランボの
高い香り。

緑がかった淡い麦わら色の
外観。香りには清涼感のあ
る青リンゴや柑橘類にハー
ブ、ミネラルのアロマが感
じられます。マテリカの個
性とも言えるミネラル感が
たっぷりと感じられます。

¥4,180 小売
価格 ¥3,300 小売

価格

甘口 デザート/（酒精強化）

小売
価格 ¥3,080 小売

価格 ¥3,080 小売
価格

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となり
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ガルビ ロッソ ピチェーノ

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

シャルドネ
ソーヴィニョン他

モンテプルチアーノ
サンジョヴェーゼ

温度コントロールしながら一
晩スキンコンタクト、白ワイ
ンと同様に発酵。 その後ス
テンレスタンクで６ヶ月熟
成。フレッシュなチェリー、イ
チゴのような赤い果実や、 
バラの花のような香り。

伝統的な方法で発酵温度を
コントロールしながら天然酵
母で発酵、イタリア産の大樽
で１２カ月間熟成。３年の熟
成を経て飲み頃となります。

１２日間ステンレスタンクに
て発酵。それぞれのブドウ品
種の持つアロマを際立たせ
るため、温度管理を行いま
す。発酵後、ブレンドし、翌年
の春先にボトリング。

ステンレスタンクで長期間の
マセラシオンを行ったあと、
一部フレンチオークで10ヶ
月間熟成。その後、ワイナ
リーで寝かせ、飲み頃のタイ
ミングでリリース。

小売
価格 ¥1,958 小売

価格

品種ごとに仕込みます。除
梗してから、ポンピングオー
バーと温度管理が出来る
100hlのステンレスタンク
で発酵。醸しは約28日間で
す。フランスのメーカー　ベ
ルトミューのバリック（新樽
も使用）で18ヶ月熟成させ
ます。

¥2,640

ロゼワイン/I.G.T.

モンテプルチアーノ
サンジョヴェーゼ

モンテプルチアーノ
サンジョヴェーゼ

小売
価格 ¥1,848

小売
価格

モンテプルチアーノ
サンジョヴェーゼ

小売
価格 ¥1,848 小売

価格 ¥2,068 小売
価格 ¥1,518

バルーンで優しくプレス、果
汁は一旦冷却後ステンレス
タンクで温度管理しながら
発酵。発酵後そのままタンク
で一定期間静置した後瓶詰
めし、１～２ヶ月間瓶熟成さ
せます。

プレスの前に低温浸漬、アロ
マを引き出し酸化を防ぐた
め、ドライアイスで冷却しな
がら破砕。タンクから移動し
た果汁はミディアムサイズの
オーク樽で１０日間天然酵母
で発酵、イタリア産大樽で
６ヶ月、さらに３ヶ月瓶熟成。

ぶどうは低温浸漬後、温度
コントロールされたタンクで
天然酵母で約１０日間発酵。
その後ステンレスタンクで
６ヶ月熟成。

白ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥2,420

マルケ州ピチェーノ地区を代表する３大ワイナリー
ヴェレノージ＆ボッカディガッビア＆チウチウ社

赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥3,300

ペコリーノ
モンテプルチアーノ
サンジョヴェーゼ

赤ワイン/D.O.C.

ロッソ ピチェーノSP.
ロッジョ デル フィラーレ

¥1,408 小売
価格 ¥1,848 小売

価格 ¥4,950

白ワイン/I.G.T.

マルケ ロザート

赤ワイン/D.O.C.

モンテプルチアーノ
サンジョヴェーゼ

赤ワイン/D.O.C.

パッセリーナ

白ワイン/D.O.C.

エヴォエ
オッフィーダ ペコリーノ

メルレッタイエ
ロッソ ピチェーノ

バッカス

ペコリーノ

ロッソ ピチェーノSP.
ゴティコ

美しい緑に囲まれた彼らの畑はロッソ・ピチェーノ・スペリオーレの生産地の中心に位置します。設立当初はわずか１０ヘクタールの小規模ワイナリーでしたが、ワイ
ンの評判と共に短期間で急成長を遂げ、現在自社畑は１６０ヘクタールまで拡大し、ナタリーノの志を受け継ぐ２人の息子、マッシミリアーノとウォルターの兄弟を
中心に年間１００万本のワインを造り出しています。

チウ チウ社

ヴェレノージ社

僅か9haの畑で、ロッソ・ピチェーノ・イル・ブレッチャローロ（I251）とファレーリオ（I250）の二
種のみでスタートしました。当初は資金も無く、親の援助も得られず、ワイン造りの知識もなく、産
地としても無名だったため、今日のような成功を収めるまでには大変な苦労がありました。昼は
畑とセラーで働き、夜は懸命にワイン造りの勉強をしました。現在、家族経営のワイナリーとして
はマルケ州で2番目の規模となり、世界48ヶ国に輸出するまでとなりました。 ボッカディ

ガッビア社

1950年までワイナリーを所有していたの
は、かのナポレオン直系の子孫が所有して
いたワイナリー。その後競売にかけられた
のちに、現在のオーナー、エルヴィディオ・
アレッサンドリがワイナリーを引き継ぎ、品
質志向の素晴らしいワイナリーへ―と成長
させました。

収穫した葡萄は小箱に入
れ、セラーへ運ぶまで低温に
保ちます。プレスする前に、
コールドマセラシオンを行な
います。樽で発酵させてい
ます。熟成は、50％をフレン
チオーク樽、残りをステンレ
スタンクで7〜8ヶ月行い、
複雑さを出しています。

ペコリーノ レーヴェ ロッソ ピチェーノ
ロッソ ピチェーノSP.
イル ブレッチャローロ

モンテプルチアーノ
サンジョヴェーゼ

赤ワイン/D.O.C.

除梗してから、ポンピングと
温度管理出来る200hlのス
テンレスタンクで発酵。醸し
は20日間行います。ロッ
ジョ(I603)とゴールド
（I712）に使った1年樽を使
い、16ヶ月熟成させていま
す。

。除梗した後、葡萄を、ルモ
ンタージュと温度コントロー
ルの可能な200hlのステン
レスの発酵槽に入れます。ス
キンコンタクトは約20日間
行います。すみれ色のニュア
ンスのあるルビー色。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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ローマから北へ約100Kmのウンブリア州との州境に位置する、ヴィテルボ県チヴィテッラ・ダリアーノ
村(Civitella d'Agliano)とオルヴィエート(Orvieto)に約130ヘクタールの葡萄畑を所有します。
『陸の孤島』と称されるように、この地域の自然の美しさは大都市ローマ、フィレンツェに近接していな
がら、都市化や産業発展の影響を受けず奇跡的に森や湖、川が点在し、また近郊都市では断崖絶壁の崖
の上の都市オルヴィエートを代表に石畳の続く細い路地と小さな教会が時を告げる鐘の音、息を呑む
ような中世の街並みの景観を今に残す歴史的な街からモットゥーラのワインは産出されています。

セルジオ
モットゥーラ社

カステッロ デッラ サラ
チェルヴァロ デッラ サラ

カステッロ デッラ サラ
ピノネロ

カステッロ・デラ・サラは、アンティノリが所有するウンブリア州の
ワイナリー。中世の面影を残すカステッロ・デラ・サラ城は、1300
年代から近郊のオルヴィエートの街を統治してきたモナルデス
キー家のアンジェロによって1350年に建てられました。カステッロ 

デッラ サラ
アンティノリ社

オルヴィエート クラシコ
トゥラグニャーノ

ポッジョ デッラ コスタ

長い経験に基づきパラッツォーネ
では正当なオルヴィエートを表現
する為に5種類の伝統品種を、そ
れぞれの特性に合った区画に植
えた。最新技術を取り入れなが
ら、一方では手作業で葡萄の質
を高める努力も続けています。

¥2,420 小売
価格

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。

小売
価格 ¥5,390

グレック

野生のミント、セージ、タイム等、
清涼感のあるハーブの香りが印
象的。ダンシングハリネズミがモ
チーフ。汚染されていない綺麗な
土地を好むハリネズミがセルジオ
モットゥーラの葡萄畑にはハリネ
ズミが沢山生息しています。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥2,750 小売

価格 ¥3,190

花の香りとパイナップルやマン
ゴーといったエキゾチックな香り
が印象的。フレッシュ&フルー
ティーなテイストながら、心地よ
い苦みや旨みが溶け込み深みの
ある味わい。

赤ワイン/I.G.T.

シャルドネ,グレケット ピノネロ

「ガンベロ・ロッソ」において最高
評価のトレ・ビッキエリを20回以
上受賞している、アンティノリを
代表する白ワイン。長期熟成を想
定した白ワインとして造られた
チェルヴァロは、後に「イタリアの
白ワインの歴史を変えた」とさえ
言われています。

偉大なワインメーカー、アンティノ
リ社が、ウンブリア産のピノ・ノ
ワールで造る赤ワイン。優しい果
実味を官能的に感じられる、魅力
的な１本。

小売
価格 ¥9,240 小売

価格 ¥7,150

深いルビー色が熟成と共にガー
ネット色に変わっていく。果実味
豊かな濃厚な香り。ドライで程よ
い酸による爽やかな口当たり。熟
成と共に繊細さが増し、個性に調
和が生まれる。数年寝かすとより
美味しさが増す。

プロカニコ,ヴェルデッロ他 グレケット

白ワイン/I.G.T.

小売
価格

白ワイン/I.G.T.

グレケット

¥3,520¥3,520

ラトゥール ア チヴィテッラ

欠品

¥4,950小売
価格

ウンブリア州　名門ワイナリー
パラッツォーネ＆セルジオ モットゥーラ＆カステッロ デッラ サラ

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/D.O.C.

グレケット プロカニコ,グレケット他

白ワイン/D.O.C.

ヴィオニエ プロカニコ,グレケット他

小売
価格

パラッツォーネ社

オルヴィエートで古くから“質に拘っているのが”名門パラッツォーネ。１９６９年にイル・パラッツォーネ荘園を購入し、植替え、量から質への転換をオルヴィエートで最初に行った。
土壌は貝の化石を多く含む多孔質石灰石を主とした泥灰粘土質。標高は３００～４００m。オルヴィエートDOC全体はまだまだかつての名声を取り戻したとは言えない様だが、現
当主ジョヴァンニの奮闘により、周りの生産者にも多大な影響を与え少しづつですが、優良生産者が増え高品質のオルヴィエートが増えてきています。

標高280m、その中で最も優れ
たグレケットの畑から収穫。色調
は黄金がかった麦わら色。黄桃な
ど熟した果実やハーブの香り。味
わいはミネラル感とグリセリンを
感じさせる酸味がバランスよく、
軽くタンニンを思わせる渋みもあ
ります。余韻も長め。

オルヴィエート クラシコ
スペリオーレ 

テッレ ヴィネアーテ
ヴィオニエ

オルヴィエート クラシコ
スペリオーレ

カンポ デル グアルディアーノ
ムスコ

プロカニコ,マルヴァジア

白ワイン/I.G.T.

カンポ デル グアルディーノとい
う単一畑は非常に複雑で、10m
ごとに地質が変わっています。年
間600ケースのみ生産。10月初
めまで収穫を遅らせることによっ
て、例外的な深みを味わいに持
たせています。数あるオルヴィ
エートの中で最高の畑の一つで
す。

１９９４年ファーストリリースのイ
タリアでは珍しいヴィオニエ
100％。
白い花、白桃の香りが華やかに広
がる、完成度の高いヴィオニエ。

白ワイン/I.G.T.

小売
価格

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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コストパフォーマンス抜群のワインを送り出す安定のポッジョ・レ・ヴォルピ社
ラツィオ州で早くから高品質ワインを手掛け、国際品種も古くからチャレンジするカサーレ・デル・ジリオ社

フラスカーティ
スーペリオーレ

フラスカーティ スーペリオーレ 

リゼルヴァ エポス ドンナルーチェ ベッローネ サトリコ

ポッジョ 
レ ヴォルピ社

１９７０年代にアルマンド・メルジェにより創立された会社は「誠実に働く人間の努力に報いてくれる土地で生産をし
ている」いう信念のもと、高品質のワイン生産者に成長。家族の伝統を継承する息子フェリーチェが１９９０年代初め
に、国内外の最も興味深いワイン用ブドウを深く研究した後、醸造に革新的過程を導入し、ポッジョ・レ・ヴォルピブラ
ンドを立ち上げました。約４０ヘクタールの畑を有し多様なワインを生産するワイナリー。

1930年代にラツィオ南部の湿地帯を干拓して造成された、アグロ・ポン
ティーノに構える農園をサンタレッリ家が1968年に購入し、ワイナリー「カ
ザーレ デル ジリオ」が設立されました。その後、現オーナーの代になった
1985年、偉大なワイン造りを求めてビッグプロジェクトをスタートしました。

カザーレ
デル ジリオ社

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

新鮮なフルーツの強く華やかな
香りが心地よく、酸と果実味が
マイルドに調和した爽やかな飲
み口。

色調はやや緑を帯びた麦藁色。
木になったまま干し葡萄状に
なった葡萄に由来する甘い
アーモンドの香りとトロピカル
フルーツの印象が融合した濃
厚で複雑なブーケ。遅摘みブド
ウならではの豊満で柔らかい
口当たりにリッチな風味。

マルヴァジア,トレッビアーノ
ソーヴィニョン

マルヴァジア カンディア
マルヴァジア ラツィオ

トレッビアーノ

小売
価格 ¥1,738 小売

価格 ¥2,970

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.白ワイン/I.G.T.

シャルドネ,ソーヴィニョン
トレッビアーノ

シャルドネ、ソーヴィニョン、ト
レッビアーノの3品種のブレン
ド(比率は年によって変わりま
す)。それぞれの品種の特徴が
バランス良く表現された飲み
心地の良い味わい。甘く爽やか
な果実のアロマ、フレッシュで
コクがあり、程よいミネラル感
が特徴。

小売
価格 ¥2,420

白い花や熟れた果物の香りか
ら始まり、続いてライチや杏
子、バルサミコなどの香りも感
じとられます。味わいはアタッ
クにしっかりとした果実味があ
り、旨みやミネラル感。力強くア
ロマティックさもありますが、
全体的にエレガントにまとまっ
ています。

砂質土壌で温暖な気候と海か
ら吹くミネラルに富んだ風の影
響を受けたミクロクリマのテロ
ワールに育つラツィオの古代品
種ベッローネで造る豊かな味
わいの白ワイン。

マルヴァジア,グレコ
シャルドネ

ベッローネ

小売
価格 ¥2,178小売

価格

ローマ ビアンコ ローマ ロッソ
ローマ エディツィオーネ

リミタータ
チェサネーゼ

赤ワイン/I.G.T.赤ワイン/I.G.T.白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

¥6,380

2011年に認可されたばかりで
ラツィオで最も新しいDOCと
なります。歴史的な地ローマか
ら産まれた『ルカマローニ』98
点ワインという事もあって、世
界市場は熱狂と共にローマ 
ロッソを迎えています！

海風の影響を受ける丘陵地で
火山滓(ポラゾン)、砂を含む火
山性土壌の畑から。温度管理の
下マセラシオン、ソフトプレスで
搾汁後、ステンレスタンクと生
産地・容量の異なる木樽で2年
以上熟成。

マルヴァジア プンティナータ
モンテプルチャーノ
シラー,チェサネーゼ

モンテプルチャーノ
シラー,チェサネーゼ

トロピカルフルーツの凝縮感の
ある香りがあふれ、甘いアーモ
ンドやヘーゼルナッツ、柑橘類
への花へと変化していきます。
フローラルな風味、果実味が広
がり、やわらかい口当たりと豊
かなミネラルを感じます。

チェサネーゼ

ツィオ州の土着品種の一つで、
アッフィーレやピリオあたりの
丘陵斜面で栽培されています。
深いルビーレッドをしており、
強いマラスキーノチェリーの香
り、白胡椒や黒胡椒、スミレの
香りがします。

小売
価格 ¥2,530 小売

価格 ¥2,750 小売
価格

小売
価格 ¥2,970小売

価格 ¥2,420

¥3,080

シラーツ

赤ワイン/D.O.C.

シラー

除梗・破砕後、特徴的な香りと
色を効果的に抽出するため約
10℃で2日間マセラシオンしま
す。適度にデレスタージュしな
がら、26-28℃に温度管理し
た タンクでアルコール発酵しま
す。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒176-
0023　

アブルッツォ州　名門ワイナリー特集

マシャレッリ社

1978年アブルッツォ州サンマルティーノで創業。ジャンニ マシャレッリが、祖父ジョヴァンニから受け継いだアブルッツォ州サンマルティーノの土地
で1978年に設立したワイナリーです。このサンマルティーノにある畑は祖父が植えた樹齢50年以上のトレッビアーノや、フラッグシップのヴィッラ
ジェンマの単一畑もあり、マシャレッリにとって非常に重要な土地となっています。

 モンテプルチアーノ
ダブルッツォ

 コッリーネ テラマーネ
モンテプルチアーノ

ダブルッツォ イスクラ

モンテプルチアーノ
ダブルッツォ

マリナ チヴェティッチ

シャルドネ
マリナ チヴェティッチ

モンテプルチアーノ
ダブルッツォ

ヴィッラ ジェンマ

モンテプルチアーノ シャルドネ モンテプルチアーノ

驚異的なワイン。はや飲み用
ですが、豊かでしっかりとし
たストラクチャー。果実豊か
な香り、上品なタンニン。手
ごろな価格帯ながら、飲み
応えたっぷりの味わいはま
さにオススメ。

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G

20日間ステンレス発酵し、
20から30日マセラシオン。
バリックで12ヶ月熟成。タン
ニンが豊富で非常に力強い
味わいながら、全体的にエレ
ガントな印象。

ジャンニが祖父から受け継
いだサンマルティーノにある
単一畑。桁外れの力強さと
驚くほどのエレガントさが見
事に融合された素晴らしい
味わい。

20年樹。標高390メート
ル。15日間樽発酵、フランス
産バリックで23ヶ月熟成。
新樽率100％トロピカルフ
ルーツ、ナッティーな香り。
濃密な味わいですが、エレガ
ントな酸が全体を引き締め
ています。

ジャンニが祖父から受け継
いだサンマルティーノにある
単一畑。桁外れの力強さと
驚くほどのエレガントさが見
事に融合された素晴らしい
味わい。

小売
価格 ¥2,640

モンテプルチアーノ モンテプルチアーノ

小売
価格 ¥10,010

コッレ
フリージオ社

母なる大地、健全なブドウ、手入れの行き届いたブドウ畑をモットーに３代目にあたる２人の若者が、先代の意思を引き継ぎ、ワインへの情熱を持っ
た地元行政の幹部と共にフリーザ丘陵地で６年前に着手した地元に根ざしたワイン造りはマイエッラ山脈とアドリア海に挟まれたブドウ栽培に最適
な環境の下最新技術を導入し、素晴らしい成果を見せています。太陽、雨など自然要素と畑の地理上の環境との完全な適合により健康、自然に配慮
した有機栽培法を取っています。

¥6,710

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥5,280

小売
価格 ¥5,060

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.

トレッビアーノ
ファランギーナ他

小売
価格 ¥1,848

赤ワイン/D.O.C.

発酵はフレンチオークのバ
リックで、その後シュール
リーの状態で１２ヶ月間熟
成。熟れた桃やアプリコット
ジャムを思わせる濃厚な香
りとともに、はちみつやヴァ
ニラの香りが広がります。

小売
価格 ¥4,400

スミレ色を帯びたルビーレッ
ド色。軽いスパイス感を伴う
ベリー系果実やブラックベ
リー濃厚な香り。ストラク
チャーに優れた、バランスの
良い持続性のある味わいで
す。

ベリー類、黒イチゴ、ザクロ、
黒トリュフを思わせるアロマ
が、胡椒やクローブのスパイ
シーな印象を伴って嗅覚に
拡がる。口当り柔らかく滑ら
か。余韻にリッチなカカオの
印象を残します。

小売
価格 ¥4,180

モンテプルチアーノ モンテプルチアーノ

トレッビアーノ
ダブルッツォ

トッレ ディ キエッティ
ペコリーノ

トッレ ディ キエッティ
セミス ビアンコ

モンテプルチアーノ
ダブルッツォ

モンテプルチアーノ
ダブルッツォ セミス

白ワイン/I.G.T.

緑がかった麦わらイエロー
色。梨、桃、トロピカルフルー
ツを思わせるフルーティー
な芳香。フレッシュで持続性
のある味わいはバランスが
良く優れたストラクチャーが
あります。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/I.G.T.

黄金色を帯びた麦わらイエ
ロー色。グリーンティーや熟
れた桃を思わせる濃厚な香
り。バランスが良く持続性の
ある味わいです。

トレッビアーノ ペコリーノ

小売
価格 ¥1,848

小売
価格 ¥2,178

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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アブルッツォ州　名門ワイナリー特集

バローネ　ディ
ヴァルフォルテ社

アブルッツォ州の貴族、ソリッキオディ ヴァルフォルテ家が 14 世紀から所有し、伝統と技術革新な情熱を何世代にも渡り守り続けている、新鋭
ブィックワイナリー「バローネ ディ ヴァルフォルテ」。ぶどう畑は、アドリア海とグランサッソ山脈の間のアブルッツォ州の中心部に、52 ヘクタール所
有。特にアドリア海までは 1km の距離で、土壌には海と山の恩恵がたっぷりと含まれており、長年に渡りモンテプルチアーノダブルッツォ、トレッビ
アーノ種などを収量を抑えて、ミネラル感溢れる高品質なブドウを栽培しています。

トレッビアーノ
ダブルッツォ

 アブルッツオ　ペコリーノ チェラスオーロ　ダブルッツォ
モンテプルチアーノ

ダブルッツォ

コッリーネ　テッラマーネ
モンテプルチアーノ

ダブルッツォ ”コッレサーレ”

モンテプルチアーノ モンテプルチアーノ モンテプルチアーノ

淡い麦わら色で白桃やパッ
ションフルーツの様な香り、
心地よくキレある酸とほの
かな苦み後味もしっかりと
した白ワインです。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C. ロゼワイン/D.O.C.

20日間ステンレス発酵し、
20から30日マセラシオン。
バリックで12ヶ月熟成。タン
ニンが豊富で非常に力強い
味わいながら、全体的にエレ
ガントな印象。

色はルビーレッド色と紫の
ハイライト。いちご、さくらん
ぼを感じさせる香り、華やか
な果実味がありながら、アフ
ターはやわらかな酸味があ
るロゼワイン。

マセレーション 15 日 熟成：
ハンガリー産オーク樽で 2 
か月。清澄度が高く、カシス
の香りとスモーキーなニュア
ンス。
アルコール感と酸味のバラ
ンスが良く、渋みもしっかり
とボリュームとボディを感じ
る赤ワインです。

マセレーションは 25 日、ハ
ンガリーオーク樽で 18 ヵ
月熟成。ドライカシス、ハー
ブ、スパイスの香り。酸は穏
やかで、木樽熟成がもたら
す上品で複雑な味わい。溶
け込んだタンニンが心地よ
く、余韻の苦みが後味を引
き締める、エレガントな仕上
がりです。

小売
価格 ¥2,310

トレッビアーノ ペコリーノ

小売
価格 ¥3,300

イッルミナーティ社

1890年創業。イッルミナーティ家のワイン造りに対する情熱は、100年以上前、アブルッツォ州とマルケ州の州境に近い、コントログエッ ラで産声
を上げました。東にはアドリア海に浴し、西にはアペニン山脈最高峰のグランサッソ(2.915m)が聳え、挟まれた大地は美しくなだらかに丘陵を描
き、角度を変えながら風を受ける丘ごとにミクロクリマが生まれ、この地域で最も高貴に育つといわれるモンテプルチャーノを始め、この地域の伝
統品種を栽培、醸造しています。

¥2,310

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥2,310

小売
価格 ¥2,310

小売
価格

赤ワイン/D.O.C.

モンテプルチアーノ

小売
価格 ¥2,980

赤ワイン/D.O.C.G.

アルコール発酵、醸しはやや
長めに行い、MLF が完了し
た後、スラヴォニア産の
25hlの樽に移して約6カ月
熟成の後ボトリングします。
ボトルで2-3カ月程度寝か
せます。

小売
価格 ¥4,380

ジャンニが祖父から受け継
いだサンマルティーノにある
単一畑。桁外れの力強さと
驚くほどのエレガントさが見
事に融合された素晴らしい
味わい。

CSは10月初旬、MPは10
月中旬頃、慎重かつ細心の
注意を払って収穫します。品
種ごとに分け28-30℃に
管理したステンレスタンクで
発酵します。MLF後、それぞ
れのワインをブレンドし、産
地が異なるいくつかのオバ
リック(225L)で約18カ月
熟成します。

小売
価格 ¥1,848

モンテプルチアーノ
モンテプルチアーノ

カベルネソーヴィニョン

コントログエッラ 
コスタルーポ

コントログエッラ 
ダニエレ

モンテプルチアーノ
ダブルッツォ

コッリーネ　テッラマーネ
モンテプルチアーノ

ダブルッツォ リゼルヴァ”ザンナ”

コントログエッラ
ルメン

赤ワイン/D.O.C.

シャルドネは8月後半から9
月初めに、それ以外の葡萄
は9月後半に収穫します。除
梗破砕後、ソフトプレスでモ
ストを取り分け発酵槽に。
18℃から20℃に温度管理
したステンレスタンクでアル
コール発酵します。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

除梗・破砕後、15時間スキ
ンコンタクトをし、温度管理
した環境でスラヴォニア産
の25hlの木樽で発酵、熟成
します。ボトリング後、約8-
9ヶ月間セラーで熟成させ
ます。

トレッビアーノ
シャルドネ他

トレッビアーノ
シャルドネ他

小売
価格 ¥1,738

小売
価格 ¥3,850

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）
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小売
価格

カンパーニャ州銘醸ワイン産地 タブルノ特集

赤ワイン/D.O.C.G.

アリアニコ

¥3,080 小売
価格 ¥3,080 小売

価格 ¥2,750小売
価格

ファランギーナ デル サンニオ
コーダ ディ ヴォルペ

アミネオ
グレコ ベネヴェンターノ フィアーノ ベネヴェンターノ

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。

¥3,080

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ファランギーナ フィアーノ

小売
価格 ¥2,915 小売

価格 ¥3,289

ファットリア
ラ リヴォルタ社

タブルノ ファランギーナ サンニオ フィアーノ

完熟した洋梨を思わせる甘み
のある果実、ナッツや、ハチミ
ツなどのアロマが豊かに広が
ります。口当たりもまろやか
で、穏やかで美しい酸のある、
リッチでエレガントな味わいが
楽しめます。

白い花やトロピカルフルーツ、
柑橘系などを思わせるフレッ
シュな果実の香りがあり、セー
ジやミネラルのアロマ、フレッ
シュな果実の味わいが印象
的。口いっぱいにミネラルと
骨格のある味わいが広がりま
す。

アリアニコ デル タブルノ

赤ワイン/D.O.C.G.

アリアニコ

小売
価格 ¥2,937 小売

価格 ¥3,839

ステンレスタンクで発酵させ
た後、フランス産とスロヴェニ
ア産の2,3年 使用済みオーク
樽で18ヶ月、瓶内で6ヶ月熟
成させます。チェリーやプラム
など品種由来の典型的な香り
と、滑らかなタンニンのある果
実味溢れる味わいです。

サンニオ
ピエディロッソ

ラズベリーやブラックベリーを
思わせる果実香やスパイスな
どの香りがあり、フレッシュな
果実の味わいとほのかなタン
ニンが感じられる、軽やかな味
わいのワインです。

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。

ピエディロッソ
アリアニコ

赤ワイン/D.O.C.

ファランギーナ,フィアーノ他

ベネヴェンターノ ビアンコ
ソーニョ ディ リヴォルタ

白ワイン/I.G.T.

グレコ フィアーノ

白ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥4,125

リヴォルタの夢という名のこ
のワインは、自分たちにしか造
れないワインを造りたいとい
う想いが込められています。
白い花やハチミツ、ほのかな
スパイシーさなど複雑な香り
としっかりしたミネラルのある
力強さを感じるワインです。

カンティーナ
デル タブルノ社

中世に農民が農地改革を訴え、大地主と戦い勝利したという醸造所のある地域の歴史に由来します。リヴォルタは19世紀初頭から現在までコトロネーオ家が所有
し、農家としてブドウなどの栽培を行っていました。現在の当主パオロ コトロネーオ氏が1997年にワイナリーとしてワイン造りを開始。カンパーニャの土着品種に
こだわりを持ったワイン造りを行っています。

1901 年に設立された「ベネヴェント」地区の農業組 合がこの地域の農業の要としてワイン造りに着目した のが「カンティーナ・デル・タブルノ」の始まり。1972 
年にフォリアニスにカンティーナを設立。品質 向上の為の研究所も同時に開設された。そこに雇 われたのがルイジ・モイオでした。小規模の生産者協同組合として
ワイン造りを始めた が、人気の組合となり今では330人の葡萄栽培農家が加盟し、450haも の広大な畑を管理。栽培方法や収穫のタイミング等全て組合が管
理しています。

 完熟した段階で収穫したブド
ウを除梗、破砕後ソフトプレ
ス。じっくりとマセラシオン発
酵。続いてマロラクティック発
酵。1～2度使用済みのバリッ
クとトラディショナルなオーク
樽で熟成。 赤い果実やタバ
コ、黒胡椒を連想させる 独特
な力強い香りと味わい。

完熟したリンゴとその蜜、ネク
ターなどの果実香が華々しく
広がり、伸びやかな酸味が清
涼感をもたらす。均衡の取れた
味わい。余韻の長さは中程度。

南東向き、粘土混じりの石灰
質土壌の畑。色彩は黄色みを
帯びた麦わら色。非常に果実
味の豊かな香りとバランスの
取れたふくよかな味わい。

アリアニコ デル タブルノ
フィデリス

白ワイン/I.G.T.

ファランギーナ コーダ ディ ヴォルペ

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥2,750

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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0023　

カンパーニャ州 アリーチェ注目のおすすめワイナリー

¥6,820 小売
価格 ¥4,400

ファランギーナ
ベネヴェンターノ

アリアニコ
ベネヴェンターノ

イルピニア アリアニコ
チンクエ クエルチェ

タウラージ ヴィーニャ
チンクエ クエルチェ

イルピニア カンピ
タウラジーニ サトリコン

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

アリアニコ アリアニコ アリアニコファランギーナ アリアニコ

繊細な花やアーモンド
の印象が好ましいアロ
マと共に拡がる。しっか
りとした酸が感じられ
る、フルボディーワイ
ン。バランスが良くク
リーンな味わい。

好ましい複雑なアロマ
が拡がり、赤い果実や
繊細な花の印象と共に
スミレやフレッシュな果
実の香りのブレンドが
印象的。

スミレ、ブルーベリー的
な黒系果実の香り。時
間がたつにつれてスパ
イスやミネラル、カカオ
のニュアンスも感じら
れるようになります。

上品でピュアな果実味
と酸、バランス良く、ア
フターも長くポテンシャ
ルの高さを感じさせて
くれます。

樹齢の高い「タウラージ 
プロフューモ」に対し
て、ルイージテッチェの
樹齢10年程の若木の
葡萄から造るがサティ
リコンです。享楽的な性
格の半人半獣の精霊
「サテュロス」に由来す
る名前です。

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格

小売
価格 ¥2,178 小売

価格 ¥2,178 小売
価格

カンパーニャ 
アリアニコ

ベニート
フェッラーラ社

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。 現在は「ガブリエラ」
と夫「セルジオ」が栽培から醸造 まで全てを担当しています。

¥3,520

1980年代以降の近代化の波の中で、多くの造り手
が最新技術を駆使し、製品として安定はしているが、
魂やイルピニアという寛大な土地がもたらしてくれ
る特性や唯一性に欠けたワインを生産していまし
た。しかし、彼らはボルドー液以外の薬剤を一切使用
しない、草生栽培・自然農法にこだわっています。

イ ペントゥリ社

２０年に亘るブドウ栽培で得た知識と情熱を
伝えたいという希望からワイナリーは、カス
テルヴェネレに２００２年に誕生しました。環
境を尊重しつつ、そして何よりも、「他の飲み
物と違うワインのみが醸し出す事の出来る感
覚、興奮を皆様に味わって頂きたい」という
ワインの質にこだわったワイン醸造を目指し
て現在に致ります。

サルヴァトーレ
モレッティエーリ社

海抜550ｍの高地にある7haの畑を、モン
テマラーノに持っています。タウラージのア
ペラシオンには、古来より最高とされるク
リュがふたつあるが、モンテマラーノはその
ひとつです。ここでブドウが完熟するのは11
月の第一週で、このためワインに、力強い威
厳と濃密な味わいが生まれます。 ルイージ

テッチェ社

タウラージ ポリフェーモ

赤ワイン/D.O.C.G.

アリアニコ

1930年代に植えられ
た貴重な古木で、この
地域の伝統的な仕立て
ラッジエラ アヴェリン
エーゼ式の、約1ヘク
タールの畑のブドウで
造られるワインです。

小売
価格 ¥7,700

¥3,740

グレコ カンパーニャ
ドゥエ キッキ

グレコ ディ トゥーフォ
テッラ ディ ドゥーヴァ

アリアニコ カンパーニャ
パッソ デル ルポ

カンパーニャ
ファランギーナ

ファランギーナ アリアニコ

赤ワイン/D.O.C.白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.G.

グレコ グレコ

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、毎年安定していま
す。

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。

小売
価格 ¥2,750 小売

価格

赤ワイン/I.G.T.

小売
価格

テッラネーラ社

紀元前の古代ローマ帝国時代、ギリシャ人がエノトーリア・テルスと称賛していたこ
の土地を敬愛し、ワイナリーを設立しました。

¥2,750 小売
価格 ¥1,958 小売

価格 ¥1,958

アリアニコ

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。

南国のトロピカルフ
ルーツを思わせるよう
なフルーティーな果実
味にハーブのニュアン
スが心地よい。

チョコレートやヴァニラ
の香り、たっぷりとした
果実味に、しっかりとし
たタンニン分が渾然一
体となって飲む人の心
をとらえます。

白ワイン/I.G.T.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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0023　東

〒176-
0023　東

小売
価格 ¥3,300

ロゼワイン/D.O.C.

ファランギーナ
ビアンコレッラ他

ティントーレ
ピエディロッソ他

ピエディロッソ
ティントーレ他

ストラクチャーのしっか
りといたミネラルの旨
味を感じさせる白ワイ
ンです。ステンレスタン
クのみで発酵 熟成して
います。

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。

ピエディロッソとティン
トーレは樹齢80〜
100年程度。ステンレ
スタンクのみで発酵・熟
成。

白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥3,300

小売
価格 ¥3,520

サン フランチェスコ社

2004年に設立された若いカンティーナで、代表はこの地を熟知するボー
ヴェ ガエターノ氏。ソレントでも非常に優れた土壌を持つと言われるトラモ
ンティに位置する。ソレント半島の中心部でティレニア海からすぐの断崖絶
壁の上部、標高550メートルに畑を所有。

コスタ ダマルフィ
トラモンティ ビアンコ

コスタ ダマルフィ
トラモンティ ロッソ

コスタ ダマルフィ
トラモンティ ロザート

赤ワイン/I.G.T.

グレコ 
フィアーノ

アリアニコ
カベルネ ソーヴィニヨン

アリアニコ他

厳選したフィアーノと
グレコはクリオマセレー
ション（発酵前低温浸
漬）させてから品種ご
とに分けて発酵を行
う。醗酵が終了次第ブ
レンドを行い7～8ヶ月
間シュールリーの状態
で週1回攪拌を行いな
がら熟成。

特別に試験栽培された
サンチプリアーノの畑
のアリアニコと、リッカ
ルド・コッタレッラ氏と
親密な関係にあるべネ
ヴェント・クラシコ地区
の栽培者からのアリア
ニコで仕上げました。

ロバートパーカーから
「これは南イタリアの
サッシカイアだ！」と称
賛され、18年連続して
トレビッキエリを獲得
するなど、常に最高の
評価を受けている南イ
タリアを代表する赤ワ
インです。フランス産バ
リックで10ヶ月、瓶内
で6ヶ月熟成。

¥11,550
小売
価格 ¥4,180

小売
価格 ¥4,180

小売
価格

モンテヴェトラーノ社

自分でもワインを造ってみたいと思い、会の仲間であったレンツォ・コッタ
レッラ氏に相談を持ち掛けた。そしてシルヴィアは当時無名であったレン
ツォの兄、リッカルド・コッタレッラ氏とワイン造りに着手します。

コーレ ビアンコ コーレ ロッソ モンテヴェトラーノ

カンパーニャ州銘醸ワイン産地 イスキア＆サレルノ特集

小売
価格 ¥2,530

小売
価格 ¥2,530

小売
価格 ¥3,190

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

イスキアの土着品種、
ビアンコレッラとフォラ
ステラから造られた白
ワイン。フリーラン
ジュースを冷却し、低
温発酵させました。凝
縮したデリケートなブ
ドウの香り、フレッシュ
できれいな酸味が特徴
です。

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ビアンコレッラ

ゆっくりとしたマロラ
ティック発酵がワイン
に厚みと複雑さを与え
ています。花やフルー
ツの香り、ミネラル豊
富でキリッとした酸味
のある味わい。エレガ
ントでボディのしっかり
としたワインです。

イスキアの土着品種ビ
アンコレッラを主体に
造られた、繊細できれ
いな酸味が特徴の白ワ
イン。花やフルーツの
ブーケ、余韻にアーモ
ンドが感じられる芳醇
でエレガントな味わい
です。

シュール・リーの状態で
2-3ヶ月間熟成の後、
次年の3月半ばごろま
でに瓶詰め。果実味豊
かでスパイシーな香り。
非常にフレッシュ感あ
ふれるバランスのとれ
た味わい。絶妙なほろ
苦さも。

ワインはシュール・リー
の状態で1－2ヶ月間
寝かせてからボトリン
グ。優しいアロマと繊
細な果実味を感じさせ
る香り。バランスのと
れた酸と絶妙なほろ苦
さが特徴のフレッシュ
で風味豊かな味わい。

低温のまま皮を取り除
き選別酵母を用いて
20℃に温度管理の下
アルコール発酵。シュー
ル・リーの状態で2-
3ヶ月間熟成。果実や
花を感じさせる繊細な
香り。

白ワイン/D.O.C.

ビアンコレッラ
ウーヴァ リッラ他

ビアンコレッラ
フォラステラ他

ビアンコレッラ
フォラステラ他

イスキア ビアンコ
イスキア ビアンコ
スーペリオーレ

イスキア ビアンコ
スーペリオーレ

テヌータ クオット

ピエトラトルチャ社

ピエトラトルチャ社の創業地は島西部のフォーリオ。熱意ある若者たちが島
に伝わる伝統を再興すべく、7ヘクタールの畑に地元品種のブドウ樹を植え
たことに始まります。現在では サンミケーレ研究所の援助を得ながら秀逸
なワインを造りだしています。

カーサ
ダンブラ社

カーサ・ダンブラ社は古代ギリシャ人が伝えた土着ブドウとイスキア島独特
のワイン造りの伝統を受け継ぎ、高品質なワインを造り続けています。ワイ
ンの特徴は、”トゥーフォ・ヴェルデ”（緑の溶岩）と呼ばれる溶岩土壌がもた
らす豊富なミネラルと、寒暖差のある畑で育つ土着ブドウがもたらすしっか
りとした酸味と繊細な味わいです。

小売
価格 ¥2,970

イスキア ビアンコ
イスキア ビアンコ
ビアンコレッラ

イスキア ビアンコ
フラッシテッリ

小売
価格 ¥3,080

小売
価格

白ワイン/D.O.C.

ビアンコレッラ
フォラステラ

ビアンコレッラ
フォラステラ他

¥4,730

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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カラブリア州　トップワイナリー特集

リブランディ社

素晴らしい粘土質の土壌と、昼夜の寒暖差をもたらすイオニア海とシーラ山地の間という地形に恵まれた、ブドウ栽培に最適な
土地として知られています。リブランディ家はこの地で４代に渡りブドウを栽培し、「ワインを通じてカラブリア州が持つ豊かな土
地、歴史、文化を伝えたい」と土着品種から造られたワインの魅力を伝え続けています。 イッポーリト社

1845年設立。カラブリアの中でも最も古
い、大変歴史のあるカンティーナです。チ
ロに100haの畑を所有。

チロ ビアンコ
ヴァル ディ ネート
ビアンコ クリトーネ

チロ ロッソ クラッシコ
チロ ロッソ リゼルヴァ

ドゥーカ サンフェリーチェ
ヴァル ディ ネート ロッソ

グラヴェッロ

赤ワイン/D.O.C.

ガリオッポ

野生のベリー類やスミ
レ、スパイスの香りが複
雑に絡み合うワイン。リ
ベル・パーテルとは、ラ
テン語で「自由の父」と
いう意味で、「ワインと
ブドウ畑の神」を意味
しています。

小売
価格 ¥2,640

チロ ビアンコ チロ ロッソ クラッシコ

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

柑橘類や花の香り、バ
ランスのとれた酸味と
苦みが心地よい、果実
味豊かで爽やかな味わ
いです。

カラブリアでの国際品
種栽培を成功させた白
ワイン。トロピカルフ
ルーツや花、ハーブの
複雑な香りと爽やかさ
のある凝縮した味わい
が魅力的です。“クリ
トーネ”はカラブリアに
住んでいたソクラテス
の愛弟子の名前です。

イタリアで最も古いブ
ドウ品種のひとつであ
るガリオッポから造ら
れるカラブリアを代表
する赤ワイン。ベリーの
香り、スパイス香、良質
なタンニンが感じられ
るエレガントなワインで
す。

中世ナポリ王国のサン
フェリーチェ公爵が所
有していた畑の樹齢平
均30〜40年の古木
から収穫されたブドウ
を使った、コストパ
フォーマンスの高いワ
イン。フルーツやスパイ
スの複雑でエレガント
な香りとしなやかなタ
ンニンが印象的です。

ブレンド後アリエ産バ
リック（小樽）で熟成。
ベリー、ハチミツ、スパ
イスなどの豊かな香
り、力強さとエレガント
さを兼ね備えた凝縮感
のある味わいです。

輝く麦わら色のこのワ
インは、熟したトロピカ
ルフルーツや白い花の
香りが心地よい地中海
ならではのフレッシュ
でミネラル感溢れるワ
インです。

グレコ ビアンコ
シャルドネ,ソーヴィニョ

ン
ガリオッポ ガリオッポ

ガリオッポ
カベルネ ソーヴィニョン

グレコ ビアンコ

赤ワイン/I.G.T. 白ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥3,520 小売

価格 ¥5,280 小売
価格 ¥2,640小売

価格 ¥2,310 小売
価格 ¥2,970 小売

価格 ¥2,310

テヌーテ
フェッロチント社

カラブリア州とバジリカータ州にまたがるポッリーノ山脈の麓、コセンツァ地方カステロヴィッラ
リ。酪農や果物の栽培を行なう数件の農家からなるカンポヴェルデ社が手がけるワイナリーが、
テヌテ・フェッロチントです。葡萄栽培の歴史は古く、「始まりは記憶にも記録にも無い」そうです
が、現在の土地の所有者であるノラ家が別荘をこの地に構えた1800 年代には、すでに葡萄畑
があったようです。 オドアルディ社

ノチェラ・テリネーゼは紀元前4,500年から続く歴史ある大変古い産地。
サヴートに55ha、スカヴィーニャに40ha、全体で95haの畑を所有。
1994年から改革が始ま り、品質改良を進め、土地ミクロクリマや土着品
種の特徴を生かしたワイン作りを目指すようになりました。

ティンパ デル プリンチペ マリオッコ カベルネ ソーヴィニヨン
アリアニコ ロゼ
ドルチェドルメ

カラブリア ロッソ テッラ ダミア

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. ロゼワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥2,420 小売

価格 ¥2,420 小売
価格

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

グレコ ビアンコ
モントニコ

マリオッコ カベルネ ソーヴィニヨン アリアニコ
ガリオッポ,アリアニコ

マリオッコ

ガリョッポ、マリオッコ 
ネレッロ カップッチョ、

グレーコ ネーロ

ステンレスタンクで醗
酵・熟成。
土着葡萄を綺麗に仕上
げたワイン。華やかな
香りと締りのある酸が
特徴です。

¥3,080¥2,640 小売
価格 ¥2,420 小売

価格 ¥2,970 小売
価格

ステンレスタンクで醗
酵・熟成。
北カラブリアの土着葡
萄マリオッコをバラン
ス良いワインに仕上げ
ました。

ステンレスタンクで醗
酵・熟成。
程良く熟したミディア
ムボディのカベルネ。
青過ぎず、適度なタン
ニンを持ち合わせたワ
インです。 

ステンレスタンクで醗
酵・熟成。
アリアニコから造る辛
口のロゼ。お料理の邪
魔をしないキレを持ち
合わます。

ダークチョコレートや焦
がした樽に干しプルー
ンの香り。濃厚で濃密。
熟したフルーツやドラ
イフルーツを思わせる
果実味とスイートタン
ニン。豊満な赤ワイン。

4つの異なる畑のブド
ウをブレンド。ステンレ
スタンクにて発酵。ミン
トやトロピカルな南国
のフルーツに、ザクロ
や丁子の香り。アタック
から濃厚な果実味とス
パイス。スイートタンニ
ンの長い余韻。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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0023　

アリアニコ
ミュラー・トゥルガウ

トラミネール・アロマティコ

小売
価格 ¥2,750 小売

価格
小売
価格 ¥4,180小売

価格 ¥2,750

標高の高い丘陵地にある寒暖差
のある畑で栽培したブドウを、低
温でマセラシオン後、ゆっくりと
タンクで発酵させました。花やフ
ルーツなどの複雑で力強いアロ
マと、芳醇でありながら、爽やか
な味わいが特徴です。

この地を愛したシチリア国王の
フェデリコ2世の息子の名に由来
して名づけられた“レ・マンフレ
ディ”。フランス産バリック（小樽）
での熟成から生まれる、濃いル
ビー色とチェリーやハーブ、バニ
ラなどの広がりのある複雑な香
りが印象的です。

マルヴァジア・ビアンカ アリアニコ アリアニコ

¥2,530 小売
価格 ¥3,300

爽やかな青リンゴ感が主体。その
中に少しトロピカルなフルーツの
アロマが溶け合ったように感じ
られます。フレッシュで爽やかで
フルーティな果実味。土壌のミネ
ラルがしっかりと溶け込んだ少
しビターなコクを感じる余韻。

サクランボの明るいアロマとほ
のかにハーブや土感のあるミネ
ラルの雰囲気とスパイス感。シン
プルながら上品な香りです。サク
ランボの明るいアロマとほのか
にハーブや土感のあるミネラル
の雰囲気とスパイス感。

ブラックベリーやチョコ、黒トリュ
フ、樽のややスモーク感のある
シックな香り。良く熟した雰囲気
が充満しています。豊潤な果実
味とシルキーなタンニン。アリア
ニコの濃密なコクをはっきりとス
トレートに表現しつつ柔和な質
感。

赤ワイン/I.G.T.

カーサ
マスキート社

イタリア半島のヒールの付け根部分に位置するバジリカータ州のポテンツァ県マスキート地区に、カー
サ・マスキートは2000年に創立されました。カーサ・マスキートのワインはヴルトゥーレの丘陵地帯、
古くは火山溶岩で形成されたミネラルを多く含む粘土質の地質から生まれます。この地方に伝わる伝
統的な方法と現代技術との融合が、この土地の個性を良く表したワインを生みだしました。土壌はケイ
土を多量に含んだ砂利、砂からなる火山・沖積層。年間1600時間という長い日照時間と年間600ミ
リという少ない降雨量の自然条件の下、一株一株厳しい剪定を行います。 レ マンフレディ社

旧テッレ・デッリ・ズヴェーヴィ社から2012年に改名しま
した。新ワイナリー名であり、ワインの名前にもなっている
「レ・マンフレディ（マンフレディ王）」は神聖ローマ帝国領
土内のシチリア王国、フェデリーコ2世の息子の名前で
す。 古代ローマ人に称えられたアリアニコの名は、通称
「ヘレーニカ」とよばれたオリエント産の台木に由来すると
いわれています。

赤ワイン/D.O.C.白ワイン/I.G.T.

マルヴァジア ルカーナ バジリカータ ロッソ
アリアニコ デル ヴルトゥーレ

ポルターレ アッドゥカ
ビアンコ バジリカータ

マンフレディ
アリアニコ デル ヴルトゥーレ

レ マンフレディ

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

アリアニコ アリアニコ アリアニコ

白ワイン/I.G.T.

小売
価格 終売 小売

価格 ¥2,640 小売
価格 終売 小売

価格 ¥7,150

１６～１８℃に温度管理のもとス
テンレスタンクでアルコール発
酵。そのまま澱と共に５か月間熟
成。ほんのり緑がかった輝きを
帯びた麦わらイエロー。小さな白
い花やフルーツの印象を伴う凝
縮感と長い余韻が特徴。

有機農法で栽培した樹齢６～８
年のブドウを使用。熟成はバリッ
クで１２ヶ月間。美しい光沢を帯
びた鮮やかなルビー・レッド。複
雑で凝縮感のある芳香の中に、
サクランボやプルーンといった
赤い果実、コショウなどの香辛料
やタバコの香りが織り交ざりま
す。

熟成は８０％をスロヴェニア産
オークの大樽、残り２０％はフラ
ンス産オークのバリック。瓶詰め
後最低６ヶ月間自社セラーで寝
かせてからリリース。かすかに
ガーネットがかった明るいル
ビー・レッド色。

熟成は５０％スロヴェニア産オー
クの大樽で、残り５０％はフラン
ス産オークのバリックで行われ
る。瓶詰め後最低１２ヶ月間セ
ラーで寝かせてからリリース。深
く濃いルビー・レッド色。

バジリカータ州 アリーチェおすすめワイナリー特集

パテルノステル社

イタリア半島を長靴にたとえて土踏まずの位置にあたるバジリカータ州、その北部一帯でこの州唯一のＤＯＣワインアリアニコ・デル・ヴルトゥーレが生産されています。古代ルカーニアを思わ
せるパノラマが広がるバリーレにあるパテルノステル社の畑と醸造所。ワイン貯蔵庫は凝灰岩の土地を掘ってつくられた古く珍しい形のまま残されています。偉大なる創立者アンセルモ・パテ
ルノステル氏の名はワインに残り、現在もパテルノステル家の手によってこの南イタリアのブドウ"アリアニコ"は厚みのある素晴らしいワインに生まれ変わり続けています。

ヴルカニコ
アリアニコ デル ヴルトゥレ

ジューヴ
アリアニコ デル ヴルトゥレ

シンテジ
アリアニコ デル ヴルトゥレ

ドン アンセルモ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ファランギーナ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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プーリア州 アリーチェおすすめワイナリー特集

ロッカ デイ モリ社 ボトロマーニョ社 コンティ ゼッカ社
サン

マルツァーノ社

D.O.C.コペルティーノの中の、モンテローニ　ディ　レッチェにある全くの家族
経営の生産者です。現在、兄が社長、弟がエノロゴで、この二人を中心に7名の
スタッフで運営しています。その年の作柄によって、造るアイテムを変えていま
す。良いヴィンテージにしか上のクラスのワインは造りません。

ボトロマーニョ社はプーリア州の州都バーリの南西部グラヴィーナ・イン・プーリ
アにあります。１９９１年法律家であったアゴスティーノ氏がこの地のワイン生産
協同組合に資本参加し、ボトロマーニョ社を設立、グラヴィーナのワイン産業は
見事に復興を果たしました。現在同社はこの地域のＤＯＣワイン、グラヴィーナ
を生産する唯一のワイナリーです。

4兄弟の研究とインスピレーションから
プーリア州の地品種とカベルネ・ソー
ヴィニヨンをブレンドした極上のワイン
が造れないかに没頭し始めます。

サレント半島に位置するワイナリーで、
1962年に創業した共同組合。現在は
1200以上の栽培農家を抱えていま
す。

コペルティーノ ロッソ
サリチェ サレンティーノ

ロッソ
グラヴィーナ

 グラヴィーナ
ポッジョ アル ボスコ

ルナ  エッダ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥1,848 小売

価格 ¥1,958

ネグロアマーロ
モンテプルチャーノ

ネグロアマーロ
マルヴジア ネーラ
ディ レッチェ他

グレコ
マルヴァジア ビアンカ

大きな木の桶を使って温
度管理の下で発酵し、醸
しは30〜45日間行いフ
レンチオークとロシアン
オークの樽で6ヶ月、瓶で
6ヶ月熟成させていま
す。

フレンチオークのバリック
で6ヶ月、さらに瓶で6ヶ
月熟成させます。かなり
ビターな樽の風味で、甘
さをかなり強く感じま
す。

色彩は輝きを帯びた麦藁
色、花や果物などの爽や
かでフルーティーな香り
を持つ。生き生きとした
爽快なバランスの取れた
味わいの辛口。

小売
価格 ¥2,178

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/I.G.T.

グレコ マスコリーノ
グレコ,マルヴァージア

マルヴァジーア ビアンカ
シャルドネ

シャルドネ
フィアーノ ミニュトーロ他

¥2,750

グラヴィーナのクリュ、
ポッジョ・アル・ボスコの
畑より。標高６００ｍ、１９
９１年植樹。８１年からク
ローンの選別、改良を行
い１０年間に渡る研究の
結果生まれた。

マルヴァジアとシャルド
ネをブレンドし樽で熟成
して造る「ルナ」。クリーン
でみずみずしい果実感と
樽由来のボリューム感の
ある円やかな味わいが特
徴です。

華やかな白い花のアロマ
と、完熟したリンゴの香り
が複雑に混じりあう。
オークのニュアンスと果
実味が見事に溶け合い、
官能的な味わいを生み出
しております。

¥2,475 小売
価格

小売
価格 ¥3,630 小売

価格

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/I.G.T.

サレント ロッソ スルサム
スクインツァーノ

リセルヴァ ウイリエーザ
ネーロ ディ トロイア ピエール デッレ ヴィーニェ カンタルピ リゼルヴァ

コレッツィオーネ
チンクアンタ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/I.G.T.

プリミティーヴォ
モンテプルチャーノ

ネグロアマーロ
サンジョヴェーゼ

ウーヴァ ディ トロイア

温度管理の下発酵し、30
〜45日醸しをします。プ
リミティーヴォはアメリカ
ンバリックで、モンテプル
チャーノはフレンチバリッ
クで1年熟成させ、さらに
瓶で1年熟成させます。

赤ワイン/I.G.T.

アリアニコ
モンテプルチアーノ

ネグロアマーロ
マルヴァジアネーラ他

プリミティーヴォ
ネグロアマーロ

¥3,300

オークの大樽で発酵さ
せ、醸しは45日行いフレ
ンチオークの樽で2年、瓶
で1年熟成。すこし野生的
でスパイシーな風味で、ア
マローネのような凝縮感
があります。

突出したアロマと豊かで
複雑な香りを持ち、洗練
されたタンニンが様々な
料理とのマッチングを可
能にしている。

ホーエンシュタウフェン王
朝のフリードリッヒ二世
の片腕であった男でこの
地方のブドウ栽培・醸造
の歴史と伝説に密接な関
わりを持っていたといわ
れるピエールに捧げるた
めにつくられた。

カンティーナに隣接する
カンタルピエステートの
畑のネグロアマーロを主
体に、マルヴァジアネー
ラ、カベルネソーヴィニョ
ンなどをブレンド。

ブラックベリーやプルー
ンを煮詰めた様な、濃縮
した果実味が口の中で、
ゆったりとトロけるよう
な口に広がります。バニ
ラやリコリスなどの樽由
来のアクセントが余韻に
残ります。

¥2,178 小売
価格 ¥3,740 小売

価格 ¥2,310 小売
価格

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥2,310 小売

価格 ¥3,300 小売
価格

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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赤ワイン/D.O.C.

紫色を帯びた濃いル
ビーレッド色。フルーツ
や花を思わせる濃厚な
香り、柔らかく滑らかで
まろやかな味わい。

活き活きとしたタンニン
があり、滑らかな口当た
り。清涼感あるクリーン
な仕上がり。プリミ
ティーヴォの力強さがう
まく表現された上質な味
わい。

熟成から得られる丸みの
ある味わい。しっかりと
したボディ、上品で深み
のある仕上がり。

バリックで10ヶ月間熟
成。プリミティーヴォらし
いたっぷりとした濃厚な
果実味、ジャムやドライイ
チジクなどの熟したニュ
アンスに加え、シナモン
やタバコなどのスパイ
シーなアロマ。

プリミティーヴォ
ネグロアマーロ

マルヴァジア ネー
ラ

¥2,530
小売
価格 ¥2,310

赤ワイン/I.G.T.

¥1,738小売
価格 終売 小売

価格

ヴェルデカ シャルドネ プリミティーヴォ

小売
価格 欠品・未定

小売
価格 ¥2,640

小売
価格

¥3,300小売
価格 ¥2,178

小売
価格 ¥2,970

小売
価格 ¥3,520

熟れた果実味と柔らか
い樽のニュアンスを持つ
フルボディー。深いル
ビー色。突出したエレガ
ントさにカシスやブルー
ベリーの濃厚な香りやバ
ニラの香りが漂います。

プリミティーヴォとして
初めてプーリアの外の世
に出たワイン。鉄分豊富
な赤土、テラロッサが生
みだす濃厚な旨みを持
つ一本です。カシス、サク
ランボ、バルサミコ、バニ
ラの香り。カカオや柔ら
かいタンニン、果実の
しっかりとした熟成感と
力強い凝縮感がありま

小売
価格 ¥2,090

ネグロアマーロ
モンテプルチアーノ

プリミティーヴォ プリミティーヴォ

小売
価格 ¥2,970

赤ワイン/I.G.T.

アルベレッロ

赤ワイン/I.G.T.

プリミティーヴォ
ネグロアマーロ

ブドウのジューシーでフ
レッシュなベリー感がそ
のまま楽しめるワイン。
透明感あるルビーレッ
ド。ベリージャムやプルー
ン、カカオの香りにほん
のり甘くジューシーな果
実味と柔らかいタンニン
を持つフルーティーなワ
インです。

プーリア州の土着品種
ヴェルデカ。緑のハー
ブ、エキゾチックな白い
果実の香りとミネラル
感。高めの酸に少しの苦
みを持ち、春夏にふさわ
しい爽やかな白ワインで
す。

南イタリアのしっかりし
たシャルドネをバリック
熟成しました。メロンやリ
ンゴ,ココナッツやバニラ
の香り。口に入れると
スッキリとしたミネラル
感があり、樽のふくよか
さと上手く溶け合ってい
ます。

ヴェルデカ プリオ タッコ バロッコ 1952 
ブリンディジ リゼルヴァ

フェッリーネ社

1998年にフェリーネを設立したオーナーのグレゴリー・ペルッチ
は、このプリミティーヴォの国際的なレベルへの発展に最も影響
と功績を残した人物の一人です。フェッリーネ社のプリミティー
ヴォ・ディ・マンドゥーリアは、そのDOCを代表するワインの一つ
として最も広く知られています。

プリミティーヴォを遅摘
みし、プリミティーヴォの
凝縮感と果実味を抽出し
て造られたワイン。カシ
ス、プルーン、カカオなど
の高い香り。口に入れる
と強い太陽を感じる熟れ
たブドウのエキスが口
いっぱいに広がり長い余
韻が残ります。

ススマニエッロ プリミティーヴォ

プリミティーヴォ ディ
マンドゥーリア

フェッローネ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/I.G.T.

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

アリアニコ

サンピエトラーナ社

小売
価格

豊かな果実味とエレガン
トでバランスの取れた味
わい。香り高くスパイ
シーです。味わいは柔ら
かくふくよかです。甘味
を感じるタンニンがバラ
ンスよく存在します。ウ
サギやシカ、熟成した
チーズなどと良く合いま
す。

¥1,958

赤ワイン/D.O.C.

サンピエトラーナはプーリア州のワインの産地であるサレンティーノ半
島にあります。ブリンディジとレッチェの間にあるサンピエトロ・ヴェル
ノティコにワイナリーを構え、協同組合で190haもの畑を持つ組合ワイ
ナリーです。

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

ポッジョ レ ヴォルピ社
　（マスカデルタッコ）

１９７０年代にアルマンド・メルジェにより創立された会社は「誠実に働く人間の努力に報いてくれる土地で生産をしている」いう信念のもと、高品質のワイン生産
者に成長。家族の伝統を継承する息子フェリーチェが１９９０年代初めに、国内外の最も興味深いワイン用ブドウを深く研究した後、醸造に革新的過程を導入し、
ポッジョ・レ・ヴォルピブランドを立ち上げました。約４０ヘクタールの畑を有し多様なワインを生産するワイナリー。

プリミティーヴォ

プーリア州 コストパフォーマンス抜群のワイナリー特集

プーリア アリアニコ
プリミティーヴォ ディ

マンドゥーリア
サーリチェ サレンティーノ

ロッソ リゼルヴァ
タトール ススマニエッロ プリミティーヴォ ディ マンドゥーリア 

リゼルヴァ リフィリティ
プリミティーヴォ ディ マンドゥーリア

ラ ルッパイオ

赤ワイン/D.O.C.

プリミティーヴォ

手摘みで収穫。温度管理
の下、ステンレスタンクで
マセラシオンの後、ステ
ンレスタンクと大樽で熟
成。ブラックチェリーやイ
チゴ、ローズマリー、スミ
レや腐植土といった香り
が特徴的。滑らかな口当
たりの複雑味のある味
わい。

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥2,750 小売

価格

100％ススマニエッロ種
使用。熟した赤い実の果
実や黒いちご、森の茂み
や赤い花の香りにアロマ
ティックなハーブ、ほん
のりと柑橘系の印象も。
優美で力強さもあり、丸
みのあるタンニンに、フ
レッシュさと果実味も加
わり深い味わい。

熟成期間は24か月以
上、そのうち木樽の大滝
で9か月以上。赤スグリ
の花、香辛料が入り混じ
り、黒鉛やココアパウ
ダーを底辺に感じる非常
に複雑な香り。果実味と
スパイシーな風味を伴う
バランスのとれたフルボ
ディ。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



イタリ
アワ

ヴァルディヴェッラ社

ムニール

白ワイン/I.G.T

カタラット他

柑橘系果物の香り、ハーブ、
ジャスミンの花のような香り
など、非常にアロマに富んで
います。樽を使わずとも厚み
があり、口の中で存在感が
あります。

小売
特価 ¥2,310

シチリア州　若きリーダー　クズマーノ社

赤ワイン/I.G.T.

メルローカタラット

白ワイン/I.G.T.

アンジンベ ヤレ クビアインソリア ルチド カタラット

クズマーノ社は、２０００年に創業したばかりですがその品質とコストパフォーマンスの高さで非常に人気があるワイナリーです。兄のアルベルトと弟のディエゴ
の２人の兄弟によって運営される同社はシチリア内に８カ所のブドウ畑を所有しています。『シチリアは大陸である』という彼らは、それぞれの土地のテロワール
を生かしたブドウを栽培し、地ブドウには大きな樽、外来品種には小樽を用いるなど伝統を大切にしながらもチャレンジし続ける将来が楽しみなワイナリーで
す。

インソリア

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

インソリア

白ワイン/I.G.T.

赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

小売
特価

小売
特価¥4,400 ¥5,170

熟したイチゴのような香
りと柔らかなスパイシー
さを併せ持った深みの
ある味わい。

力強く余韻の長い高級
感のあるワイン。この世
で初めて造られたワイ
ンのイメージから「ノア
の方舟」よりインスピ
レーションを得てノアと
名づけられました。

ネロ ダーヴォラ
メルロー

カベルネソーヴィニョン

パイナップルなどのトロ
ピカルフルーツの強く
華やかな香りが特徴的。
はっきりとした厚みの
ある味わいで、特に魚
介類のパスタにぴった
りです。

小売
特価

小売
特価 ¥2,420 ¥3,850¥1,298

熟成はシュールリーの状
態で4ヶ月間、その後ボ
トリング。桃っぽい特徴
や強烈な花の印象を
持った、ミディアムボ
ディで程よいコクのある
地中海らしいワイン。

クズマーノ社

ジューシーで果実味あ
ふれる香り。ドライでミ
ネラル感に富み、ブドウ
の完璧な完熟度を感じ
る凝縮したバランスの
取れた味わい。

メルロー

¥3,190 小売
特価 ¥1,298¥1,298

インソリア
シャルドネ

シャルドネ

白ワイン/I.G.T.

¥1,298 ¥2,750

このインターナショナル
なブドウ品種は、シチリ
アの土壌で造られたと
き、特にその力強さが
発揮される。エレガント
で凝縮感があり、ベリー
系果実や胡椒の香りが
特徴的。

シラー

地中海のメルローを感
じさせる個性的な香り
と、丸みのある優しいボ
ディが特徴。

フィクッツァの森の中に
ある畑で取れたインツォ
リアのみから造られま
す。大樽で発酵させ、そ
のまま澱とともに６ヶ月
間寝かせた後、瓶詰め
されます。

アルコール度数が高く、
酸が優しいのが特徴。色
と果汁も濃い南の太陽
をいっぱい浴びたシャ
ルドネを感じることがで
きます。

小売
特価

小売
特価

ネロ・ダーヴォラ
シラー

赤ワイン/I.G.T.

ノア

小売
特価

小売
特価

ネロ ダーヴォラ

ネロ ダーヴォラ シラー ベヌアーラ サガナ
赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

熟成は80％をステンレ
スタンク、残りの20％
を大樽で5ヶ月間。ベ
リー系果実の芳醇で複
雑な香りと力強いなが
ら丸みを帯びた味わい
を備えています。

¥1,298小売
特価

シチリアで最も古い品
種の一つ。地中海の太
陽を思わせる個性的な
特徴を備える。香り高く
丸みのあるボディ。熟し
た果実やジュニパーベ
リーの香りが印象的。

ネロ ダーヴォラ

小売
特価

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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シャルドネグリッロ
アックシィ

エクストラ ドライ
インツォリア

ネロ ダーヴォラ

インツォリア

¥1,375

ネロ ダーヴォラ

プラムやカシスのよう
な果実のアロマに粒
胡椒のスパイス感。タ
イムのようなハーブ香
も感じられる。滑らか
な舌触りに、ふくよか
な果実味。酸味が全
体の味を引き締めま
す。

シチリア島で口伝えさ
れてきた愛を歌った
楽譜があしらわれて
います。太陽の恵みを
たっぷりと受けた芳
醇な果実味とコクの
あるボディが楽しめる
本格派フルボディで
す。

ネロ ダーヴォラ
カベルネ ソーヴィニヨン

赤ワイン/I.G.T.

ネレッロ マスカレーゼ

赤ワイン/I.G.T.

フェウド
アランチョ社

フェウド・アランチョはシチリアというイタリアの中でも特に自然環境に恵まれた土地と、最先端の設備と技術
を終結させた新進気鋭のワイナリー。1000haという広大な畑を有しながら一つ一つの区画に適した栽培方
法・醸造方法を採用するなど、徹底した品質向上努力を惜しまず実践しています。その結果実現された素晴ら
しいコストパフォーマンスによって、世界的に認められている、今大注目のブランドです。

グレカニコグリッロシャルドネグリッロ

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.白ワイン/I.G.T.

¥1,375

ダリラ ネロ ダーヴォラ

ロチェーノ グレカニコ

ロチェーノ
ネロ ダーヴォラ

シチリア州　コストパフォーマンス抜群のワイナリー特集

小売特価 小売特価 小売特価¥968

シチリアを代表する地
品種、グリッロから造
られる辛口の白ワイ
ン。モモやアプリコッ
ト等のジューシーな香
り。余韻に心地よい苦
味が口の中を引き締
め、スッキリとした後
味が特徴です。

シチリアを代表する地
品種、グレカニコから
造られる辛口の白ワ
イン。透明感があり、
桃のようなジューシー
さと、フレッシュな柑
橘系の酸が広がりま
す。爽やかで飲みやす
い白ワインです。

シチリア西部の2,000軒を超える農家を束ねる協同
組合で、シチリア州の中でも最大規模の生産者の1つ
とされています。カンティーネ・エウロパのコンセプト
は最高品質のブドウを造ること。徹底した品質管理、最
新の醸造施設、土壌や栽培、そして研究を重ねること
で高品質、かつシチリアのブドウとテロワールの魅力を
余すことなく表現したワインを造っています。

白い花やミネラルの
香り。レモンのような
キリっとした酸と、洋
ナシやメロンを想わせ
る果実味が豊かで、夏
野菜のような瑞々し
さが素晴らしい白ワイ
ン。飲み頃温度は
10℃。

グリッロ

ロチェーノ グリッロ

白桃のようなジュー
シーで魅力的な果実
の香りに、紅茶やジャ
スミンのフレーバー。
全体的に丸みのある
印象で、豊かな酸味は
穏やかでボリューム感
が高い。ほんのりビ
ター感が残ります。

パイナップルやアプリ
コット、青リンゴなど
様々なフルーツの風
味がいっぱい。フレッ
シュ&まろやかで、飲
み応えも十分。完熟果
実の魅力たっぷりの
白ワインです。

赤ワイン/I.G.T.

ロチェーノ                       
        ネレッロ マスカレー

ゼ

スパークリングワイン/V.S.Q. 白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T.

小売特価 ¥1,375 小売特価¥1,628

フレッシュで繊細な黄
色いフルーツのアロマ
にユリやアカシアのフ
ローラルなアクセン
ト。柔らかくきめ細か
な泡が、リンゴや洋ナ
シの様な溢れる果実
味を優しく包み込み
ます。

小売特価

シラー カントドーロ

小売特価 小売特価 小売特価¥1,738 ¥1,375

グリッロ
ヴィオニエ

赤ワイン/I.G.T.白ワイン/I.G.T.

シチリア島で口伝えさ
れてきた愛を歌った
楽譜があしらわれて
います。華やかなトロ
ピカルフルーツのアロ
マに上質な酸とミネラ
ルのバランスが魅力
的な素晴らしいワイン
です。

非常に豊かな香りが
印象的。イチゴやカシ
スの果実に黒胡椒の
アクセント。果実由来
の甘みと上品な酸の
バランス。ソフトなタ
ンニンで舌ざわりが
滑らかです。

カンティーネ
エウロパ社

¥1,375 ¥1,738 ¥968 ¥1,188

¥968

小売特価 小売特価 小売特価

シチリア島を代表する
地方種ネロ ダーヴォ
ラから造られる、果実
味豊かなコスパの高
い極旨辛口赤ワイ
ン！美しい赤紫色で
カシスやチェリーのよ
うな完熟した果実の
香り。滑らかなタンニ
ンが特徴です。

シチリアを代表する地
品種、ネレッロ・マスカ
レーゼから造られる
ジューシーで香り豊か
な赤ワイン。濃いル
ビー色、熟した赤果実
とスミレの香り。タン
ニンが細かく飲みや
すいです。

シラー

赤ワイン/I.G.T.

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒
176-

赤ワイン/D.O.C.

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。1910年に植樹された歴史
的畑で樹齢は100年を越える。
醸造はロヴィテッロと全く同じで
す。

小売
価格 ¥7,150

100％ネレッロ・マスカレーゼ。
昼夜の寒暖さが大きく、夏に雨
が多く湿度の高い畑。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い、ステ
ンレスタンクで15日間発酵。

グアルディオーラの畑より。フレ
ンチ・オーク樽（２５％新樽）でマ
ロラクティック発酵と１８ヶ月間
の熟成。フィルターをかけずにボ
トリング。

小売
価格 ¥7,040 小売

価格 ¥3,740

ロゼワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ネレッロ マスカレーゼ
ネレッロ カプッチョ

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
います。仕立はアルベレッロ。発
酵は野生酵母。熟成は70％ステ
ンレスで30％は古小樽で行いま
す。

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

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。
エトナ・ロッソより1年以上長く熟
成させてから出荷。

ネレッロ マスカレーゼ
ネレッロ カプッチョ

ネレッロ マスカレーゼ
ネレッロ カプッチョ

小売
価格 ¥3,300 小売

価格 ¥6,380

ネレッロ マスカレーゼ
ネレッロ マスカレーゼ
ネレッロ カプッチョ

白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

エトナ ロッソ
グアルディオーラ

熟成は、ステンレスタンクで６ヶ
月間、フレンチオークのトノーと
バリック、２０～３５ｈℓの樽で
６ヶ月間。しっかりしたストラク
チャーでエレガントな口当たり、
調和のとれた味わいです。

ネレッロ マスカレーゼ
ネレッロ カプッチョ

小売
価格 ¥3,630

エトナ ロッソ エトナ ロッソ ロヴィテッロ
エトナ ロッソ セッラ
デッラ コンテッサ

エトナ ロザート

スパークリングワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥5,500

カリカンテ
カタラット他

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。

¥3,630小売
価格 ¥10,560小売

価格 ¥3,300 小売
価格

カリカンテ

エトナ ロッソ

白ワイン/D.O.C.

カタラットは使わずエトナ東側の
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。
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
ターとして使用してます。

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
許されています。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。

ペールイエロー。オレンジの花や
バニラの香り。果実味がしっかり
した酸と豊富なミネラルでさら
に引き立つ。リッチな味わい、且
つ切れのよい辛口白です。

シチリア州　エトナおすすめワイナリー特集①

ベナンティ社

現在も活動を続ける活火山エトナの斜面に広がる、火山性の独特の土壌に樹齢の高い木が残る畑。歴史ある
シチリアの名醸地としてのエトナの、今の隆盛の礎を築いた先駆者、ベナンティ。この地の伝統的な葡萄造り
の在り方を尊重しつつも、徹底した土壌の調査や品種のクローン研究、先端の醸造技術の導入の末に生み出
したのは、この土地とその固有の品種が持っている、本来の力を見事に引き出したワイン。 テッレ

ネーレ社

エトナ山の５０万年以上に渡る噴火活動の結果、非常に多様で
特殊な土壌を得たこの一帯は、ブルゴーニュ地方のそれに良
く似て、畑による特徴の違いが顕著であり、それぞれの『ク
リュ』を語ることが出来ます。２０００年以上もの歴史を持つ重
要なワイン生産地エトナ。

メトド クラシコ ブリュット
ノブレッセ

エトナ ビアンコ
エトナ ビアンコ スペリオーレ

ピエトラマリーナ
エトナ ビアンコ

カリカンテ カリカンテ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒
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小売
価格

エトナ　ロッソ

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

¥3,080

赤ワイン/D.O.C.

ネレッロ マスカレーゼ
ネレッロ カプッチョ他

ネレッロマスカレーゼ ネレッロマスカレーゼ

キュヴェ名は”石のワイン”
を意味する。畑はフェウド・
ディ・メッツォと呼ばれる、
特に古木が残っているエリ
アで、ブドウのサバ以下で
もあったサルヴォの祖父が
小作人として手入れをし、
いつか手に入れたいと願っ
ていた畑を、1998年に購
入。

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。

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。

小売
価格

欠品 小売
価格 ¥3,740 小売

価格

エトナ・ロッソ
ヴィヌペトラ

エトナ　ロッソ
アルクリア

¥6,160 小売
価格 ¥7,150

エトナ　ビアンコ
ヴィーニャ ディ ミロ

エトナ　ビアンコ エトナ　ロッソ エトナ　ビアンコ

エトナ山の東側にあるミロ
の街。サルヴォの長年の夢
がかない、ようやくミロに
カンティーナを構えること
が出来た。昔ながらの、醸
造所と畑（ブドウだけでは
ない）が一体となったパル
メントを修繕し、畑も植え直
してます。

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

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

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

赤ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

卸
価格 ¥3,190¥3,960

エトナ　ビアンコ
ピエトラリッツォ

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

カリカンテ

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

白ワイン/D.O.C.

小売
価格 ¥4,290

カリカンテ カリカンテ ネレッロマスカレーゼ カリカンテ

小売
価格

シチリア州　エトナおすすめワイナリー特集②

イ ヴィニェーリ
社

エトナ大学で醸造学を研究するかたわらで、ベナン
ティやグルフィなどシチリア東部を代表するワイナ
リーのコンサルタントを長年務めたサルヴォ フォー
ティ氏が2000年に設立したワイナリー。エトナ山の
標高1200mにある2.5ヘクタールの自社畑にネ
レッロマスカレーゼ、カリカンテ、グレカニコと少量
のフランス品種を栽培しています。除草剤や殺虫剤
は使用せず、エトナの家畜小屋から直接仕入れた羊
の堆肥を用いるビオロジック農法でICEAの認証を
取得しています。 グラーチ社

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。
畑はエトナの北斜面。今イタリアで最も注目を集めて
いる産地と言えるかも知れない「パッソピシャーロ」
地 区に位置。 2004 年に購入した所有畑は標高 
660m の畑「アル クリア」と標高 1000m を越え
る畑で「フランク・コーネ リッセン」の隣の畑「バルバ
ベッキ」の 2 つ。 トルナトーレ社

1865年からブドウの生産を行って来た老舗ワイナ
リーです。1910年にエトナ山の標高1000mの北側
斜面、カスティリオーネ シチリアに2haの畑を購入
しました。同じ時期にオイル工場も建設、ワイナリー
の伝統を守りながら近代化を推し進めて来ました。
現在は約60haの敷地面積を誇ります。そのうち
48haがブドウ畑、8haがオリーブ畑です。黒ブドウ
は樹齢5～30年、白ブドウは樹齢5年です。1ha辺
り6千本の樹が植えられています。土壌はエトナの特
徴である火山性、エトナの土着品種と伝統品種が植
えられています。

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



イタ
リア

スプマンテ 
チンクワンタ

ラ フェルラ
インツォリア

ラ フェルラ
ネロダーヴォラ

グリッロ80%
カタラット20%

小売
価格

小売
価格 ¥3,630

ネロ ダーヴォラインツォリア ネロ ダーヴォラ

小売
価格 ¥1,848 小売

価格 ¥1,848

シチリア土着品種グリッ
ロの華やかで芳醇な香
りと、穏やかな酸味のカ
タラット種で作り上げた
フルーティで柔和なボ
ディのスプマンテです。
果実味あふれる香り、ド
ライでミネラル感に富ん
だバランスの取れた味
わいです。

伝統に忠実でありなが
らモダンで革新的。
インツォリアらしい芳醇
な香りが広がります。
しっかりとした風味、際
立ったミネラルが印象
的です。

プラムやモレッロチェ
リーの華やかな香り、ブ
ラックペッパーやハーブ
のブーケが豊かに広が
ります。しっかりとした
果実味、柔らかなタンニ
ンを感じるバランスのと
れた味わいです。

優雅でエレガントなタン
ニンを含みモダンで魅
力的なワイン。華やかな
赤い果実の香り、バルサ
ミコやスパイスのニュア
ンスを感じます。フレン
チオーク樽で12ヵ月、
瓶内熟成6ヶ月

チェントゥーノ

スパークリング/I.G.T.

小売
価格 ¥8,140 小売

価格 ¥8,250

ネロ ダーヴォラ
エローロ

テッレ シチリアーネ 
イカノ

ネロ ダーヴォラ
フォンタネッレ

リゼルヴァ

ネロ ダーヴォラ
メルロー

ネロ ダーヴォラ

小売
価格 ¥2,596

プラムやスパイスの強い
アロマ、強く個性的で甘
いタンニンを感じます。
熟した果実やジュニパー
ベリーの香りが印象的。

果実由来の甘みと上品
な酸のバランス。熟した
イチゴのような香りと柔
らかなスパイシーさを併
せ持った深みのある味
わい。

ドライプルーンを思わせ
る凝縮した果実の香り
に、カカオ、スミレの花、
黒蜜など様々な要素が
溶け合う。力強い果実味
の中に生き生きとした
酸味が広がり、エレガン
トだが濃厚な味わいで
余韻も非常に長い。

¥3,740 小売
価格 ¥5,060

赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C.

ネロ ダーヴォラ

小売
価格

¥3,630 小売
価格 ¥3,960 小売

価格 ¥2,068 小売
価格 ¥3,630 小売

価格 ¥4,290

白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T.

¥3,520

カベルネ
ソーヴィニヨン

アロマティックでふくよ
かなカタラット、ピノ・ビ
アンコをベースに少量
のソーヴィニヨンですっ
きりとした後味に。この
レオーネは蔵元を代表
するフラッグシップ的存
在、味わいもしっかりし
た白ワインです。

ミネラル感あるベースに
しっかりとした酸味を
持った エレガントなつく
り。現当主のアルベルト
氏の祖父母である
Giuseppe Franca 
夫妻の金婚式＝ノッツェ
ドーロを記念して造 ら
れたワイン。

黒胡椒やカシス、またイ
チゴの香り甘い果実を
思わせながらもタイトな
タンニンが印象をまとめ
る。レガレアリビアンコ
と肩を並ばせるタスカ
ダルメリータを代表する
ワイン。

果実の凝縮感があるも
のの、ネロ・ダヴォラの
甘味を前面に押し出す
ことなくエレガントな仕
上がりになっている。
「ラムーリ」とはシチリア
の方言で「アモーレ」、
「愛」を意味する。

植栽密度4000本/Ha 
通常の赤ワインの醗酵
に続きマロラクティク醗
酵を行う。225リットル
のフランスのアリエ/ト
ロンセ産バリック（全体
の30％が新樽で残りは
２〜３年目の樽を使用）
14ヶ月熟成。

淡い麦藁色、品種特有
の香りとキリッとした酸
が心地よい爽やかな飲
み口。少し低めの温度で
野菜や魚介類の前菜、
パスタと合わせて。

バリック(225リットル
の樽)で熟成させ、品格
のあるスタイルが特徴
的。黒系フルーツとスパ
イスやハーブのエキゾ
チックなアロマ、エレガ
ントな酸がワインの質感
を際だたせ、充実したエ
キスの美味しさを支え
ています。

カタラット,ピノ ビアンコ他
インツォリア

ソーヴィニヨン  タスカ
ネロ ダーヴォラ ネロ ダーヴォラ

ネロ ダーヴォラ
カベルネ ソーヴィニヨン

ネロ ダーヴォラ
ペッリコーネ

クルト社

シチリア島の南、ネロ・ダーヴォラ種に最適と言われている
土地に畑を持ち、この土地で300年以上ワイン造りを続け
ている。

カニカッティ社

カニカッティのブドウ畑は、アグリジェントからパレルモとカルタニセッタまで地域が広大なの
で、特性ごとにエリアを細かく分類し、生産者協同組合が管理をしています。栽培段階では、
一定の品質が保てるようワイナリーのスタンダードな規定を定めています。それに従って農
家ではブドウが熟していく段階ごとに状態をチェック、収穫前にすべての状況を把握してベ
ストな収穫時期を見極めます。そして、適した醸造を行い安定した高品質のワイン生産、優れ
たコストパフォーマンスで提供できるのは、生産者協同組合ならではの強みです。

小売
価格

シチリア州　アリーチェおすすめワイナリー特集

タスカ
ダルメリータ社

タスカ・ダルメリータの歴史は1830年にドン・ルーチョ・タスカ氏とドン・カルメロ・マストロジョヴァンニ・タスカ氏の兄弟が、パレルモとカルタニセッタの中
間にあるスクラーファニ・バーニにあるレガレアーリの土地1200haを購入したころに遡る。特にルーチョ氏の敏腕な経営によりタスカ一族は発展し、シチリ
アの農地改革に大きく貢献した。彼の息子である2代目ルーチョ氏の時に初めてアルメリータ伯爵の称号を授かっている。現当主のアルベルト氏は、テヌー
タ・レガレアーリの他にサリーナ島、エトナ、モツィアにも畑を所有し、イタリアにおけるワインつくりのリーディングカンパニーとして注目度も高まっています。

ダルメリータ
レオーネ

ノッツェ ドーロ
レガレアーリ

ネロ ダーヴォラ
カベルネ

ソーヴィニヨン

白ワイン/I.G.T. 白ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/I.G.T. 赤ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ダルメリータ
ラムーリ

チィニウス
ロッソ

デル コンテ

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税抜価格です。（アルコールは１０％となります）
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ピトス ロッソ

赤ワイン/D.O.C.

ネロダーヴォラ
フラッパート

赤ワイン/I.G.T.

ネロダーヴォラ
フラッパート

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。

チェラスオーロ
ディ ヴィットリア

小売
価格 ¥4,620

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。
自然なワイン造りに力を
注ぐ、 シチリアを代表す
る造り手。 高い完成度を
誇る、透明感とエレガン
トさが際立つワイン。

小売
価格 ¥3,740

赤ワイン/I.G.T.

小売
価格 ¥4,620

小売
価格 ¥3,960

ラミ

白ワイン/I.G.T.

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。

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。

白ワイン/I.G.T.

インツォリア
グレカニコ

ピトス ビアンコ

グレカニコ

白ワイン/I.G.T.

カタラット
シャルドネ

小売
価格

コス社

ヴィットーリアの地で最新鋭の醸造設備、バリックでの熟成など高品質のワインを生み出し注目を集めたのが『コス』!現在は、
ヴィットーリアの土地の個性をより素直に表現させるため、 畑では薬剤の非使用。そして醸造も「樽からの影響を避ける」ため
に、ほぼ全てのワインをセメントタンク、もしくは素焼のテラコッタの壷「アンフォラ」で行っています。

ネロ・ダーヴォラ 
メルロー

小売
価格 ¥1,078

チェリー、フランボワー
ズ、野バラ、スパイス、バ
ルサミックな香り。やや
重口。うまみのある甘
さ、豊かなタンニン、力強
さがある。口の中ではバ
ルサミック、スパイスの香
りに包まれる。リッチで
バランスの良いワイン。

¥2,750

輝きを持った黄金色。メ
ロンや桃、バニラ香など
甘く繊細で複雑な香り。
非常にアロマティックで、
エレガントさを感じる
フィッリアート社でもっと
も重要で、成功を収めて
いる白ワイン。

野生の花、柑橘系果実や
熟したばかりの洋ナシの
香り。スワリングすること
でアンズの香りが出てく
る。やや辛口でボリュー
ム感のある口当たり。エ
レガントな酸と凝縮感が
ある風味豊かな白ワイ
ン。

白ワイン/I.G.T.

カタラット
インツォリア

小売
価格 ¥1,078

ネロ・ダーヴォラ
シラー

深く凝縮したルビー色。
完熟した赤い果実やスパ
イスの重量感のある香
り。たっぷりとした果実
味と滑らかなタンニンを
楽しめる、新時代のシチ
リアの赤ワインを代表す
る一本。

小売
価格

ヴィーニャ ヴェルデ

グリッロ

凝縮した輝きをもつ濃い
ルビー色。赤く熟したフ
ルーツの香りと甘く柔ら
かいスパイス香。存在感
のある、ソフトで柔らか
いタンニンが果実味と共
に長く楽しめるワイン。

凝縮した濃いザクロ色
で、タバコや熟した果実
の香り。口当たりは柔ら
かくタンニンとアロマ
ティックな余韻が長く続
くバランスの取れたワイ
ン。

白ワイン/I.G.T.

欠品

すっきりとした酸味と軽
やかな味わいの白ワイン
で、主に魚介料理や魚を
使ったパスタ料理に等に
良い相性のワインです。

小売
価格 ¥6,160

赤ワイン/I.G.T.

マルコ デ
バルトリ社

ワイン法などによって縛られた既成概念に疑
問を持ち、それを壊すことで生まれた彼のワイ
ンは、マルサーラにおいては唯一アイデンティ
ティーを確立していると言えます。

ネロ ダーヴォラ

赤ワイン/I.G.T.

カベルネ ソーヴィニヨン
メルロー

小売
価格 ¥3,080

小売
価格 ¥5,500

赤ワイン/I.G.T.

シチリア州　アリーチェおすすめワイナリー特集

エンポリオ ビアンコ
サンタゴスティーノ

ビアンコ
エンポリオ ロッソ

サンタゴスティーノ
ロッソ

アルモニウム カメロット

フィッリアート社

シチリアの西部、トラーパニに程近いパチェコに1985年から醸造所を構える。シチリア固有のブドウ品種の『ポテンシャルを引き出す』、『シチリアの土地に
あった国際品種の活用』以上の企業哲学の下、常に安定した品質で世界各国で高い評価を受けている注目のワイナリー。

グラッポリ デル グリッロ

白ワイン/I.G.T.

グリッロ

柑橘類、アーモンド、ドラ
イフルーツの香りと、塩
味を感じる豊かなミネラ
ルを擁すしっかりとした
辛口のワインです。

小売
価格 ¥4,290

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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¥4,950

小売
価格 ¥2,970

ワイン香や熟したリンゴの
香りを持つデリケートな
香り。味わいは辛口、酸味
は少なくフレッシュさが爽
快。バランスも良く、根底
にアーモンドが感じられ
ます。

元々は自家消費用に造っ
たワインでしたが、顧客か
ら分けて欲しいと要望が
あったのがきっかけで商
品化しました。麦わら色
で、りんごのような香りが
あります。葡萄本来の甘
さを感じ、とても集約感
がある構成です。

赤ワイン/D.O.C.

熟成はセメントタンクで約
６ヶ月間、後、瓶内で２～
３ヶ月ほど寝かせる。濃厚
な香は、植物的な印象と、
リコリスの微かなニュアン
スが目立つスパイスの控
えめな濃縮感を伴って持
続する。

ヌラグス ディ カリアリ
サルデーニャ ディ
ヴェルメンティーノ

モニカ ディ サルデーニャ

白微発泡ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ヴェルメンティーノ

¥1,958

色調は淡い麦わらイエ
ロー。優美で持続性のあ
る泡。白い果肉のフルー
ツ香と心地良いトースト
香を伴う凝縮感のある
ブーケ。フレッシュでエレ
ガントな味わい。余韻も長
く続く。

スパークリングワイン/D.O.C.

¥1,738小売
価格

早摘みしたブドウをごく
軽くプレスしたマストで造
られる微発泡性の白。ア
ルコール度数も少し低い
ため、フレッシュで飲みや
すい。料理を問わず合わ
せやすいのも特徴的。

小売
価格 ¥2,530¥2,178

サンタ マリア
ラ パルマ社

サンターディ社パーラ社

創業当初は他の生産者と同じくワインを北イタリアに売っていましたが１９９０年に息子のエンリコとマリオに事業
が引き継がれてからは全てのブドウ樹をサルデーニャの地ブドウ品種に植え替え、最新鋭の設備を備えワイナリー
の改良も行いました。今では数々の賞を受けるなど注目の存在となっています。

白ワイン/D.O.C. 赤ワイン/D.O.C.

ヴェルメンティーノ
カンノナウ
ボバレ他

小売
価格

ヴェルメンティーノ ヴェルメンティーノ

小売
価格

ブラックベリーやビター
チョコや干したプラム、ド
ライフラワー、シナモン、
甘草等の深く複雑な香
り。コンポートのような凝
縮感のある果実味、ゲー
ムや鉄分、野性味を持ち
つつも腰高で上品さを感
じます。

¥2,970小売
価格 ¥1,738

カンノナウ

アラゴスタ
スプマンテ ブリュット

アラゴスタ フリッツァンテ
ヴェルメンティーノ ディ
サルデーニャ アラゴスタ

スルチスの低地の畑のブ
ドウを使用し、マロラク
ティック発酵後、瓶詰前に
セメントタンクで熟成され
ています。フルーティなア
ロマが広がり、余韻にはリ
コリスの香りが続きます。
堅固なボディながらみず
みずしさが感じられます。

赤ワイン/D.O.C.

小売
価格¥1,848

赤ワイン/D.O.C.

カンノナウ

¥4,400

3〜4ヶ月1年樽のバリッ
クで、その後8〜9ヶ月新
樽で熟成させます。干し
葡萄、チョコレート、キャラ
メル、エスプレッソの風味
があります。アマローネの
ようなニュアンスも感じら
れます。

天然酵母を使い、ステン
レスタンクで発酵します。
1ヶ月以上澱と共に寝か
せ、バトナージュします。
大樽に移してワインを落
ち着かせます。干葡萄の
ようなニュアンスを持ち、
チョコレート、ミルクキャ
ラメル、エスプレッソなど
の様々な香り。

小売
価格

カリニャーノ

カンノナウ ディ
サルデーニャ

カリニャーノ デル
スルチス グロッタ ロッサ

カリニャーノ

カリニャーノ デル 
スルチス 

リゼルヴァ ロッカ ルビア

赤ワイン/D.O.C.赤ワイン/D.O.C.

熟成は一部はセメントタ
ンク、一部はステンレスタ
ンクで約６ヶ月間。クリア
な濃いルビーレッド色。熟
した赤い果実や、植物的
なニュアンスを伴うフレッ
シュな芳香。辛口でソフト
な味わい。ストラクチャー
に優れ、芳醇な余韻が持
続。

サルデーニャ島の南部にある州都カリアリから西へ約60kmに位置するサ
ンターディの町に1960年に設立。1980年まではバルク売りだけでした
が、1980年に大きな転機が訪れます。それはイタリアを代表する醸造家で
サッシカイアを造ったジャコモタキス氏をコンサルタントに迎えたこと。これ
をきっかけにサンターディのワイン造りは180度変わります。

小売
価格

ヴェルメンティーノ ディ
サルデーニャ マンザニーレ

カンノナウ ディ
サルデーニャ リローヴェ

サルデーニャ州 アリーチェおすすめワイナリー

ジュゼッペは、法律家の博士号を持ち小さな村の行政に関わる仕事をしていたので、まったくワインに
ついて勉強したことがありませんでした。しかし、とにかくいい葡萄を造りたいとの思いから、ワイン造
りに集中することにし、常にいい葡萄を造ることと、土地性を感じさせるスタイルのワイン造りを目指し
ています。

３２６の生産者で構成される協同組合。主にサルデーニャワインの代名詞と
も言えるカンノナウやヴェルメンティーノを栽培。彼らの誇る高貴さとは、ブ
ドウ造りの厳しい作業の中に、またその結晶であるブドウの実の中に、そし
てそのブドウから出来るワインの中にこそ存在するのです。

カンノナウ ディ
サルデーニャ クラッシコ

デューレ

ジュゼッペ
ガッバス社

ヴェルメンティーノ モニカ

小売
価格 ¥1,628 小売

価格

緑がかった明るい麦わら
色。濃厚で持続性のある
繊細な果実の香り。植物
的なフレッシュな印象。口
当たり爽やかで果実味と
酸とのバランスが抜群の
辛口白ワイン。魚介類を
使った軽めのお料理に合
わせて。

白ワイン/D.O.C. 白ワイン/D.O.C.

ヌラグス

¥1,958

菩提樹やバルサムを思わ
せる花や植物系の濃厚で
持続性のある香り。植物
的な印象が前面に出た
リッチで厚みのあるバラ
ンスの取れた味わい。芳
醇な余韻が長く残る。

小売
価格

カリニャーノ デル 
スルチス リゼルヴァ

 テッレ ブルーネ

赤ワイン/D.O.C.

カリニャーノ
ボヴァレッドゥ

接木していない自根の古
木からのみ産みだされる
「テッレ ブルネ」の95%
はサルデーニャ南部に育
つ土着品種カリニャーノ
種、残り5%も土着品種の
ボヴァレッドゥから成りま
す。

小売
価格 ¥11,000

カンノナウ ディ
サルデーニャ リゼルヴァ

アルボーレ

赤ワイン/D.O.C.

カンノナウ
ムリステッロ

自社畑の中でも一番古い
樹齢の葡萄を使用してい
て、根が深いので葡萄が
ゆっくり熟していきます。
ムリステッロは、ボヴァー
レ　サルドとも呼ばれるサ
ルデーニャの品種。新樽
と古い樽で10ヶ月熟成し
ています。

小売
価格 ¥4,950

※全て７５０ｍｌ ヴィンテージはお問い合わせください。表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



ベルジャンホワイト

330ml 330ml

イタリアクラフトビール特集

バラデン　《ピエモンテ州》 フレア　《ウンブリア州》

イザック スーパービター ロックンロール ビアンカ フェデリコ Ⅱ

ピュアモルトエール ピュアモルトエール

華やかで薫り高い。オ
レンジピール、コリアン
ダーの爽やかな香りと
味わい。

濃厚でフルボディ。バ
ナナやアーモンドを連
想させる甘美な香りと
味わい。

スパイシーではじける
味わい。ホップの強い
苦みとスパイシーさを
感じます。

フレッシュかつフルー
ティな味わいが特徴
で、爽やかな酸味があ
ります。

フレッシュかつほろ苦
い味わいが特徴で、草
葉のような余韻があり
ます。

330ml 330ml

Alc.5.0% Alc.8.0% Alc.7.5% Alc.5.0% Alc.5.9%

¥858 小売価格 ¥858

ナツィオナーレ ノーラ ズッカ コスタンツァ バストラ

小売価格 ¥715 小売価格 ¥715 小売価格 ¥715 小売価格

330ml

ハーブスパイスエール
パンプキン

エール

330ml

ベルジャン
アンバーエール

アメリカン
ペールエール

イタリアンエール

330ml 330ml

ピュアモルトエール ピュアモルトエール

100％イタリアの素材
だけで造られた、イタ
リアンスパイスの優し
いハーモニー。

オレンジピール、レモ
ングラス、グレープフ
ルーツのような香りと
味わい。柔らかみのあ
る蜂蜜のような甘味。

バラデン誕生の地、ピ
オッツォ村の名産のカボ
チャを使用したビール。
原材料の１７%とたっぷ
り使用し、すっきりとし
た飲み口の中にバランス
の伴った甘みが優しく広
がります。

フレッシュな味わいが
特徴で、フルーティさ
と少しの苦みが感じら
れる。

ドライな力強い味わい
で、キャラメルやヘー
ゼルナッツのような余
韻があります。

330ml 330ml

Alc.5.0% Alc.6.8% Alc.7% Alc.5.2% Alc.6.9%

小売価格 ¥858 小売価格 ¥858小売価格 ¥715 小売価格 ¥715 小売価格 欠品

※表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒
176-

イタリアンビール特集
モレッティ社

≪フリウリ ヴェネツィア ジューリア州≫

1859年に創立されたイタリアでもっとも古い歴史を持つビールメーカー。現在ではイタリア全土
で広く親しまれています。

モレッティ 
ノーマル

ラ ビアンカ ラ ロッサ
リモーネ
ラドレル

IPA

ピルスナー ヴァイツェン ドッペルボック レモンビール IPA

330ml/4.6% 330ml/5.0% 330ml/7.2% 330ml/2.0% 330ml/5%

ホップが効いていて最後に
しっかりとした苦味も感じられ
る。フレッシュさとまろやかさ
が心地よい。瓶タイプ。

ホップが効いていて最後に
しっかりとした苦味も感じられ
る。フレッシュさとまろやかさ
が心地よい。瓶タイプ。

アルコール度の高いしっかりと
した飲みごたえ。濃い琥珀色で
カラメル香が後味に残るほろ
苦さが特徴。

モレッティ・リモーネ・ラドレル
のアルコール度数は2％。普段
ビールを飲みなれていない方
もトライしやすい、甘酸っぱく
てライトなテイストです。レモン
の産地として有名な、イタリア
のシチリア島。ラドレルに使用
されているレモン果汁は、
100％シチリア産です。

イタリアの大麦から作られる
IPAタイプを、モレッティは「イ
タリアン・ペール・エール」と名
付けました。
ドライホッピングによるホップ
本来のフローラルな香りと苦
み、煎った麦芽の甘みが特徴
のビールです。

¥495 小売価格 ¥550

メッシーナ社
≪シチリア州≫

アントニアーナ社
≪ヴェネト州≫

メナブレア社
≪ピエモンテ州≫

ビッラ・メナブレアは2016年で創設170年を迎えました。 ビー
ルの品質はそのころからと変わることなく、昔ながらの愛される
味わいを保ち続けています。

小売価格 ¥407 小売価格 欠品 小売価格 欠品

エクスポート

330ml/5.2% 330ml/4.8%

小売価格

330ml/4.7%

メッシーナ
マーレキャー

ロ

330ml/6.5% 330ml/5.0%

細かな泡立ちと繊細な
テイストを持ちながらも
苦味も効いています。

地中海、水面の優しい
輝き、ナポリのような古
く活気のある町の魅力
を彷彿とさせるアロマ
豊かな香り。

わずかにﾊﾞﾆﾗ香を持
つ。フローラルでフルー
ティなラガータイプ。

高いアルコール度の豊
かなビール。爽やかな後
味のスッキリとした味わ
いが特徴。

苦味はほのかで程よく、
コクがありまろやかで
豊かな味わい。香りは
トースト香が勝りバラン
スが良い。

ストロング 
ラガー

アンバー

ピルスナー ラガー ペールラガー ストロングラガー アンバー

小売価格 ¥550 小売価格 ¥550小売価格 ¥495 小売価格 ¥550 小売価格 ¥528

※表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



小売価格

蒸留酒/ALC.41％/700ml

モスカート シャルドネ シャルドネ メルロー

厳選されたシャルドネ
の搾り滓を温度管理
されたステンレスタン
クで発酵、蒸留。その
後ステンレスタンクで
半年〜1年熟成させ
ます。焼きたてのパン
や青りんごの香りが
感じられる、エレガン
トで洗練された味わ
いです。

蒸留酒/ALC.41％/700ml

アリーチェおすすめグラッパ特集①

ノニーノ社

ノニーノ社は1897年にオラツィオ・ノニーノが創業。1973年に創設者のひ孫であるベニート・ノニーノと妻のジャンノーラが、品質の優れた単一品種のヴィナッチャ（ブドウ
の搾り滓）を伝統的単式蒸留器で蒸留し、香り高い高品質なグラッパを美しい瓶に詰めて発売しました。これは後に『グラッパ革命』と呼ばれる革新的な出来事で、現在のグ
ラッパのイメージを形づくるものとなったのです。

グラッパ 
モノヴィティーニョ

モスカート

グラッパ
モノヴィティーニョ
シャルドネ ビアンコ

グラッパ 
モノヴィティーニョ
シャルドネ バリック

グラッパ
モノヴィティーニョ

メルロー

アクアヴィーテ
モノヴィティーニョ

マルヴァジア ウーエ

アクアヴィーテ
モノヴィティーニョ
フラゴリーノ ウーエ

蒸留酒/ALC.38％/700ml

すべて自社畑で造る
熟したフラゴリーノを
最適なタイミングで収
穫し、香りを逃がさな
いようゆっくりと蒸留
し、ステンレスタンク
で半年〜1年間熟成。
ブルーベリーや森の
果実を思わせるフ
ルーティなアクア
ヴィーテです。

マルヴァジア フラゴリーノ

蒸留酒/ALC.38％/700ml

¥7,700 小売価格

トラミネールアロマ
ティコから作られ、そ
の後5年間熟成。限ら
れた生産量になって
います。繊細でビロー
ドのような香りやバ
ラとジャム香り。

小売価格¥10,450小売価格

トラミネール アロマティコ

¥7,700

蒸留酒/ALC.44％/700ml 蒸留酒/ALC.48％/700ml

ディスティッレリア
アクイレイア社

アクイレイアの蒸留所はフリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州、ウーディネから南南東へ30kmほどの、海岸に
テルツォ・ディ・アクイレイアに位置する。ディスティッレリアは蒸留所の意味であり、アクイレイアはこの町の
名に由来する。このアクイレイアという町は紀元前180年頃、古代ローマ帝国の植民都市として建設され、交
易の拠点として繁栄した。

グラッパ ズニャーペ
ダル ケコ リミタータ

グラッパ ラ チェンテナーラ
グラン リセルヴァ 10アンニ

グラッパ
ズニャーペ ダル ケコ

グラッパ アンティカ
アクイレイア

グラッパ チヴィディーナグラッパ フラヴィア

蒸留酒/ALC.40％/500ml 蒸留酒/ALC.38％/1000ml

蒸留酒/ALC.41％/700ml

バリック（小樽）で
12ヶ月熟成させるこ
とにより、淡い琥珀色
に色づいたシャルドネ
のグラッパです。パン
やバニラ、ペースト
リー生地を思わせる
洗練されたエレガント
な香り。

収穫されたばかりの
熟したマルヴァジーア
を、温度管理された
ステンレスタンクで発
酵し蒸留。フレッシュ
感があり、アプリコッ
トや梨を思わせるア
ロマが感じられるアク
アヴィーテです。

やわらかくフレッシュ
なうちにステンレスタ
ンクで蒸留し、その後
半年〜1年熟成させ
てから瓶詰め。バラの
花びらやさくらんぼ
の種を思わせる柔ら
かく円熟した香りで、
ブドウのフルーティさ
を感じる味わいです。

小売価格¥6,050 小売価格 ¥6,050小売価格 ¥6,050 小売価格 ¥6,050

蒸留酒/ALC.41％/700ml

新鮮なモスカートの
搾り滓を、温度管理さ
れたステンレスタンク
で発酵、蒸留。その後
ステンレスタンクで半
年〜1年熟成。エレガ
ントでアロマティッ
ク、バラやタイム、バニ
ラのニュアンスが感じ
られる柔らかく繊細
な香りです。

小売価格 ¥6,490 小売価格 ¥7,150

10ヶ月以上2700L
～3200Lのスロヴェ
ニアオーク樽により熟
成。繊細で率直で、柔
らかく繊細で魅力的
な味わい。

スロヴェニア・オーク
製の樽で熟成させた
物とフレンチオーク樽
で熟成させた物をブ
レンド。アプリコット、
ナッツの香り。

蒸留酒/ALC.44％/700ml 蒸留酒/ALC.41％/700ml

カベルネ ソーヴィニヨン
メルロー
レフォスコ

シラー
メルロー

小売価格 ¥4,620 小売価格 ¥4,950

カベルネ ソーヴィニヨン
メルロー
レフォスコ

レフォスコ

2700L～3200Lの
スロヴェニアオーク樽
により1年間熟成。地
場の黒ぶどうのみを
使用。僅かに香る樽
の甘い香りが心地よ
い。

ステンレスタンクにて
樽1年間熟成。地場の
黒ぶどうのみを使
用。すっきりとしたキ
レのある味わい。

¥4,862 小売価格 ¥4,862

ベピ
トソリーニ社

1918年に生まれたベピ・トソリーニは、生
まれた土地を愛する愛好家。最初の長男
ジョヴァンニと、孫ジュゼッペ、ブルーノと
リサは、彼の足跡をたどり、3世代にわた
り、製品の進化や蒸留所での新しい提案
を受けて、生産し続けています。

蒸留酒/ALC.40％/700ml

様々なブドウの搾りかす
メルロー

カベルネ他

黄金色の輝きのある
琥珀色を帯び、澄ん
だ透明な色調。ヴァニ
ラやタバコ、フルーツ
の砂糖漬けを思わせ
る魅惑的な香りがあ
り、エレガントで、持
続性のある味わい。

グラッパ ヴィテ
ドーロ バリック

新鮮な果実の香りと
フローラルなアロマを
持つ柔らかく調和の
取れた、フリウーリを
象徴するグラッパで
す。手作業による伝統
的な方法で、スチーム
加熱、単式蒸留釜で
蒸留。その後、6ヶ月
間以上熟成させます。 

※表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



〒176-
0023　

蒸留酒/ALC.40％/700ml

ディスティレリア グアルコ社

パオロ・グアルコ氏が、アルト・モンフェラートにグアルコ蒸留所を設立した1870年にまで遡ります。グアルコ蒸留所
は、彼の息子パオロ2世が、そしてその後に息子のデュイリオが、代々父の仕事を引き継いでいきました。しかし一方
でパオロ2世のもう一人の息子、マテオ1世は独自で、「グアルコ・マテオ蒸留所」を造り、その後彼の息子バルトロメオ
に引き継がれました。

グラッパ ディ コルテーゼ

蒸留酒/ALC.40％/500ml

無色で飲み口の軽やかなコ
ルテーゼは、ミネラル感もあ
り、ドライでバランスが良くと
てもエレガントに仕上がって
います。イタリア製のオーク樽
で数カ月熟成されます。

小売
価格 ¥6,600 小売

価格

他にはない、樽によって生れ
たスパイス香とアルコール感
が調和し、45％以上とは思
えない上品で、コクのあるグ
ラッパに仕上がっています。

樽熟成していないタイプ、ア
ルコール度数は40%。ネッビ
オーロ80%にブラケット
10%とモスカート10%をブ
レンドしたものをベースに作
られています。

樽によって、5年熟成。アル
コール度数40%。　
アルコールが滑らかで、ほの
かにブドウの甘みを感じるの
が特長。

樽によって、5年熟成。アル
コール度数40%。　
アルコールが滑らかで、ほの
かにブドウの甘みを感じるの
が特長。

スロヴェニア・オーク製の樽で
数か月熟成をさせたタイプ。
グアルコ家に代々伝わる伝統
的な造り方と情熱が詰まった
自信作。薄い黄色で、非常に
奥深い香りが広がります。強
すぎず、心地よい口当たりで
すが、味わいは力強く、熟成
による深みを感じます。

ハーブで香り付けした、アロ
マタイズドタイプです。蒸留所
の畑で栽培された、4種類の
ハーブ(シダ、ルタ、ルイザ、
ペッペラの枝)を入れて、瓶内
で香りをつけていますドライ
で、力強くもバランスの良い
味わいです。 そして、想像以
上にエレガントでまろやか。

グラッパらしい力強さを持ち
つつもやわらかく、まろやか
な香りと味わい。口に含んだ
ときの香りと味わいのバラン
スが非常に良く、心地よい余
韻が長く続きます。 

欠品

グラッパ ディ ドルチェット
ドヴァーダ

グラッパ アル
クアトロ エルベ

グラッパ
ストラヴェッキア

蒸留酒/ALC.42％/700ml 蒸留酒/ALC.49％/700ml 蒸留酒/ALC.42％/700ml

小売
価格

ドルチェット
バルベーラ

¥6,600

ドルチェット
バルベーラ

小売
価格 ¥3,960

コルテーゼ ドルチェット

ネッビオーロ
ブラケット,モスカート

ネッビオーロ
ブラケット,モスカート

ネッビオーロ ドルチェット

小売
価格

小売
価格 ¥4,840 ¥4,950

ネッビオーロ種・モスカート種
とブラケット種の混合蒸留酒
に、クリームとヘーゼルナッツ
を合わせたリキュール。

蒸留酒/ALC.40％/700ml

グラッパ ディ バローロ
リゼルヴァ　２０年熟成

グラッパ ディ ネッビオーロ グラッパ ディ ドルチェット

蒸留酒/ALC.40％/700ml

アリーチェおすすめグラッパ特集②

蒸留酒/ALC.46.5％/700ml

ネッビオーロ

¥5,610 小売
価格 ¥5,610 小売

価格 ¥15,290

ディスティッレリア
ヴュー モーリン社

1920年の世界第一次世界大戦後に､当時は小麦粉引き会社として創立。その後1代目が、1943年から蒸留機のエネル
ギーとしてその水車を利用した蒸留所を設立。現在は3代目のエレナ氏。近隣のワイナリーが持ち運んで来たブドウ滓を集
め、その上に砂を乗せてアルコール発酵を再促進させる。その後､蒸留機Alambiccoを使用して製造しています。

小売
価格

リクオレ アッラ
ノッチョーラ

グラッパ ディ ビアンカ

リキュール/ALC.17％/500ml

※表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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ピエモンテ州
モンバルッツォ

今ではなだらかな丘とブドウ畑の広がるピエモンテ州のランゲ地区とモンフェッラート地区の中間地点ニッツァモンフェッラート村にベルタ社が創立されたのは
戦後間もない1947年のことでした。多くの人が望みを失っていたこの時代に、希望を失わず未来の消費を考え働き続けた偉大なブドウ栽培かのおかげでベル
タ社は品質の高いブドウの搾りかすを手に入れることができました。以来彼らとの協力と友情をもとにベルタ社は発展を続けてきました。

蒸留後、ミディアム・
トーストしたアリエ・ト
ロンセ産バリックで7
年3ヶ月間熟成。琥珀
色。マラスカ・チェ
リー、森の果実、カカ
オやバニラを思わせ
る複雑で上品な丸み
のある香り。豊かで
調和の取れた味わい
で余韻も長い。

¥6,600 小売
価格¥17,600小売

価格

バローロ用
ネッビオーロ種 蒸留後、ミディアム

トーストしたアリエ・ト
ロンセ産バリックで7
年4ヶ月間熟成。琥珀
色。セージ、森の果
実、グレープフルーツ
やバニラの香り。シル
クのような舌触りで
余韻も長い。

バローロを作った後のネッビ
オーロの搾りかすからのグ
ラッパ。蒸留後、バリックで
10～12ヶ月間熟成。澄んだ
琥珀色がかった黄色。ソフト
でヴァニラやココアの香り。
エレガントで調和のとれた力
強い味わい。

アルバ産
ネッビオーロ種

¥4,950

500ml 無色

バローロ用
ネッビオーロ種

ベルタ社グラッパ特集　限定品もあります

アンニヴェルサリオ 
70周年記念ボトル

バルベーラ・ダスティモスカート・ダスティ

Alc.43Alc.43

トリ・ソーレ・トレ、ロッ
カニーヴォ、ブリック・
デル・ガイアンの優れ
たブレンドから生ま
れるグラッパ。1200
ℓの大樽で8年間、
100ℓの木樽で2年
間の計10年間熟成。
琥珀色、繊細さと力
強さを持つ豊潤な香
り。様々な印象の中
に熟した果実や小さ
な実の果実、ココアや
バニラが際立つ。香り
からくる印象が味わ
いにも感じられる
リッチな味わいは圧
倒的。

Alc.43%

500ml 茶色

オルトレ
イル ヴァッロ

ソーロ
ペルジャン

Alc.43 700ｍｌ 茶色

小売
価格

小売
価格

1500ml
Alc.43%　　　茶色

創業者パオロのオリ
ジナルレシピによる
サンブーカ。デリケー
トなアニシード（アニ
スの果実）の香りが糖
分とアルコールと絶
妙に溶け合っていま
す。食前酒のみなら
ず、ディナーの後さっ
ぱりしたい時にも最
高です。

バローロ用及び
バルバレスコのネッビオーロ

リキュール

蒸留後、ミディアム
トーストしたアリエ・ト
ロンセ産バリックで7
年3ヶ月間熟成。琥珀
色。黒スグリやアプリ
コットやマラスカ・
チェリーのような熟し
た果実の香りと共に
カカオやバニラを感
じさせる個性豊かな
円い香りと味わいを
持つ。

¥17,600小売
価格

小売
価格

Alc.40%

700ml 無色

モスカート種

¥4,950

700ｍｌ 茶色

厳選したグラッパを
最高のウィスキーを
寝かせた樽で熟成。
まず花のようなブー
ケをそして最後に
ピートスモーク、モル
ト、ハチミツを感じさ
せる香りに干しブド
ウ、ドライフルーツ、
アーモンドを伴う柔ら
かで繊細なアロマ。グ
ラッパならではの甘
いアロマも。

小売
価格 ¥10,450

ヴァルダヴィ ニッビオ ラ ガルバッソラ エリージ

小売
価格 完売

Alc.43

ソリ ドルガ
ブリック デル

ガイアン

ディ アニゼ
サンブーカ

Alc.43 700ｍｌ 茶色 Alc.40 700ｍｌ

¥
20,900

700ｍｌ 茶色

ロッカニーヴォ

700ｍｌ 茶色

ベルタ社

小売
価格 ¥6,600

バルベーラ種

小売
価格 ¥17,600

トレ ソーリ トレ

10月に蒸留後、ステンレスタ
ンクで5～6ヶ月間熟成させ
る。無色透明。調和のとれた
エレガントな香りとアロマ
ティックでソフトな飲み口。

Alc.40%

ベルタ社創立70周年を記念してパオ
ロ・ベルタ10ヴィンテージ分をブレン
ド！熟した果実、チェリーやタバコ、カ
カオ、バニラがバランスよく融合し
た、複雑で広がりのあるアロマが展開
する。香りに見いだされる同じ印象の
味わいが口の中に広がり、包み込ま
れるようなリッチで魅力的な味わい。

¥4,950

Alc.40%

700ml 無色

小売
価格

小売
価格

バルベーラ・ダスティを10
年、バローロ用ネッビオーロ
を5年カベルネソーヴィニヨ
ンを3年間と種類もヴィン
テージも異なるグラッパをバ
リックでそれぞれ熟成してブ
レンド。優美で複雑なアロマ
に感動を覚える。

¥6,160

500ml 茶色

バルベーラ・ダスティ　50％
バローロ用ネッビオーロ　25％
カベルネソーヴィニヨン　25％

Alc.44%

11月に蒸留後、ステンレスタ
ンクで5～6ヶ月間熟成させ
る。無色透明。エレガントで調
和のとれた香り。

11月に蒸留後、ステンレスタ
ンクで5～6ヶ月間熟成させ
る。調和のとれたエレガント
な香り。ほのかに樹やフレッ
シュな花を感じるソフトな味
わい。

※表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



　　　年間少量入荷！！マローロ社のグラッパ限定入荷

マローロ社
MAROLO

グラッパ ディ モスカート グラッパ ディ ネッビオーロ

品種：モスカート 品種：ネッビオーロ

ピエモンテ州
700ｍｌ 43% 700ｍｌ 43%

花やフルーツの活き活きしたア
ロマ。オレンジやバラ、セージや 
コリアンダー。ピエモンテのラン
ゲ地区、アスティ地区のモスカー 
トの搾り滓から造られます。非常
に香り高く、冷蔵庫で冷やして 
お楽しみいただけます。

バローロ、バルバレスコ、ロエロの
搾り滓を使用。6ヶ月のオーク 樽
での熟成を経て、明るい琥珀色を
した、豊かな香りを持つグラッ パ
に仕上がります。果実のニュアンス
が傑出していながらも、魅力 的な
樽の柔らかい香りを持つグラッパ
です。

小売
価格 ¥6,710 小売

価格 ¥6,600

43%700ｍｌ 43% 700ｍｌ 43% 700ｍｌ

品種：ネッビオーロ

小売
価格

モスカート・ダスティの搾り滓を
蒸留し、シチリア島のパッシート・ 
ディ・パンテレリアに使用した樽
で 5 年間熟成。トロピカルフ
ルーツ、 桃、イチジクの香りが優
雅に広がります。

琥珀色で、非常に滑らかでフ
ルーツとスパイスの香りの広が 
りが卓越しておりドライフルーツ
やシロップ漬けのレーズン やプ
ルーン、柑橘系の果実のニュアン
スも。

35周年記念ボトル。オーク樽で13
年間熟成されたバローロ・ブッシア
のグラッ パ。とても芳醇で気高い
印象のグラッパでアーモン ド、タ
バコ、アニスの甘い香りやリコリス
の香りが 完璧に融合しており味わ
い。

小売
価格 ¥8,030 小売

価格 ¥13,200

ピエモンテ州、アルバの中心地から北に
4km程、サンタ・テレザにある小さな蒸留
所。1977年がファーストリリースで、現
オーナーのパオロ・マロー ロ氏が立ち上
げました。丁寧に絞られた高貴品種の搾
り滓を、新鮮なうちに蒸留し、世界的に高
い評価を受けています。樽熟成のグラッ
パの先駆的 存在でエレガントなアロマと
美しい琥珀色のグラッパはコニャックやウ
イスキーにも全く劣ることない素晴らしい
品質です。エリオ・アルターレ、 ジャコモ・
コンテルノ、アルド・コンテルノ、パオロ・ス
カヴィーノ、アゼリアといったピエモンテ
州の有名生産社をはじめ、多くの優良生
産社か らのブドウ搾り滓を仕入れていま
す。

アプレス　５年 グラッパ ディ バローロ　１２年
グラッパ ディ バローロ

”ブッシア”

品種：モスカート

¥24,200

品種：ネッビオーロ

※表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



¥5,170小売価格 ¥8,250 小売価格 ¥8,800 小売価格 ¥9,350 小売価格 ¥9,900 小売価格 ¥3,300 小売価格

700ｍｌ

バーボンの樽で5年間
熟成。
ゴールドは古典的なス
タイルのモルトウイス
キー。 ファーストフィル
のBourbon樽だけで
熟成されたこのウイス
キーは、鮮やかな黄金
色。時を超越した特徴の
ある香りと優美さが特
徴。このウイスキーは地
上庫で熟成するため、夏
と冬の気候差が最大の
影響を及ぼし、豊かな甘
さを輪郭に、絶妙で穏や
かな風味が構築される。
夏の果物と甘いバニラ
の調和のとれたマリ
アージュは、オークから
来る美しくほのかなス
パイシーさを伴い完成
する。

マルサラ・ヴェルジネの
樽で5年間熟成。
ヴィーナはワイン樽で熟
成したウイスキー。
「ヴィーナ」はラテン語で
「ワイン」を意味し、この
商品は他とは異なる特
徴的な香りのパレットを
表現する。辛口のマルサ
ラ・ヴェルジネ用に使わ
れていた樽を厳選しこ
の高貴なヴィーナ「マル
サラ」エディションが誕
生。フルーツケーキの持
つアロマが特徴で、上質
なクルミと甘いサルタ
ナ・ブドウが、シナモン、
プラム、オレンジの皮を
使ったチェリー・コン
ポートの味わいと香りを
包み込む。

バーボンの樽、フィニッ
シュにPX-Sherryの樽
で4年間熟成。ソーレは
米国からファースト・
フィルのBourbon樽で
2年間熟成、スペインか
らの最高のPedroXim
énez Sherry樽でさ
らに2年間熟成し完成。
「ソーレ」とはイタリア語
で「太陽」を意味し、シェ
リー作りの2つの重要な
段階を表現している。収
穫後、ブドウはスペイン
の暑い太陽の下で乾燥
され、甘みが凝縮したブ
ドウを用いて造ったワイ
ンはその後頻繁に樽を
変えながら長年熟成さ
れる。この古代から受け
継ぐ熟成方法はSolera
と呼ばれている。

マルサラの樽で２年、
フィニッシュにアイラの
スコッチ・ウィスキーの
樽で１年間熟成。アルバ
はイタリア語で「夜明け」
の意味であり、スコット
ランド・ゲール語の名前
でもある。このウィス
キーはシチリア島の最高
級マルサラ樽で２年間
熟成され、アイラ島の厳
選された樽で仕上げら
れている。イタリアの豊
かでフルーティなフレー
バーとスコットランド島
の独特なスモーキーさ
が融合した調和のとれ
た味わい。

イタリアにおいては、断
トツのNO.1シングルモ
ルトウイスキー。グレン
グラントのモットーは、
Simplicity(飾り気の
ないこと)。新鮮なモル
トフレーバーと透き通っ
た液色が特徴。ライトで
ソフトな親しみやすさの
中に、果実のフルー
ティーさが加わったシン
グルモルト。そのバラン
スの良さから、国際的な
数々の賞を受賞してい
ます。

イタリアにおいては、断
トツのNO.1シングルモ
ルトウイスキー。グレン
グラントのモットーは、
Simplicity(飾り気の
ないこと)。新鮮なモル
トフレーバーと透き通っ
た液色が特徴。ライトで
ソフトな親しみやすさの
中に、果実のフルー
ティーさが加わったシン
グルモルト。そのバラン
スの良さから、国際的な
数々の賞を受賞してい
ます。

グレングラント　１０年

700ｍｌ 700ｍｌ 700ｍｌ 700ｍｌ

ゴールド ヴィーナ ソーレ アルバ
グレングラント　
アルボラリス

700ｍｌ

　ウィスキー特集　プーニ
イタリアで一番飲まれてるスコッチウィスキーグレングラント

プーニ社

PUNI蒸留所はイタリアにおいて最初で唯一のウイスキー蒸留所で、2010年に設立された家族経営の会社です。アル
プス山脈の真ん中、オルトラー山脈の近くにある、ヴィンシュガウ渓谷のGlurnsの小さな町の郊外に位置し、夏と冬の
間にはかなりの気温差があり、これらの気候変動は成熟プロセスを大いに助けます。「イタリアの高地」は並外れたウイス
キーを作るのに理想的な場所と言えるでしょう。穀物の栽培はヴィンシュガウ渓谷で長い伝統があり、その特徴的な乾
燥気候と低い降水量で、この渓谷は重要なライ麦栽培地域として知られていました。PUNI蒸留所はマッシュビルで地
元産のライ麦のみを使用しています。蒸留所は、その名前をVinschgau渓谷を流れる近くのPuni川から取っていま
す。イタリア産モルトウイスキーが初めてリリースされたのは2015年10月のことです。

グレングラント社

1840年、スペイサイドのローゼスという町のはずれ
に、ジョンとジェームズのグラント兄弟はウイスキー蒸
溜所を創業しました。その品質ゆえに急速に評価を高
めたウイスキーは、スコットランドはもとより、イタリア
やアメリカ、遠く南米のギアナにまで出荷されました。
まだシングルモルトがスコットランド以外ではほとん
ど知られていなかった時代のことです。

※表示は税込み価格です。（アルコールは１０％となりま

す）



イタリア
ワイン、

¥7,480 小売価格 ¥6,600小売価格 ¥3,850 小売価格 ¥5,500 小売価格

シルヴィオカルタ社500ml シルヴィオカルタ社700ml

モンタナ松やハイマツ、ミン
トから来るフレッシュな芳し
さが続きます。モスカート
由来の柔らかで滑らかな
タッチ、カルダモンやコリア
ンダーからもたらされるエ
レガントで長い余韻。

柑橘の香りが特徴的で、オ
レンジやマンダリンの香り
が豊かにトップノートを飾
ります。奥にはジュニパー
ベリーの香りがしっかりあ
り、仄かに蜜蝋のニュアンス
があります。

赤いフルーツ系のジン。
ラズベリー、ザクロ、野イチ
ゴ、ミント、カルダモン、オレ
ンジなどベリーでフルー
ティーな香りが魅力。

スパイシー系なジン。
コリアンダー、クミン、ミント
の香り。ヴェルモットのボタ
ニカルを真似て造ったジ
ン。マルティーニの様な柔
らかな苦みが感じられま
す。

小売価格 ¥7,480 小売価格

ポリ社　700ml

小売価格 ¥7,480 ¥7,480 小売価格 ¥6,820
サルディーニャ州サルディーニャ州 ヴェネト州ヴァッレダオスタ州

マルコーニ４６

ヴェルナッチャの熟成で用
いた栗の樽由来の香りが特
徴的。すった生姜に檸檬を
加えた生姜湯のような香り
に、樽熟成由来のコクのあ
る甘い香りとジュニパーが
重奏的に香ります。

地下1400メートルからア
ルプス山脈の雪解け水「蒼
い水=アクアヴェルディ」を
使ったクラフトジン。柔らか
い甘みと心地良いボタニカ
ル感が絶妙です。

ボイジン
ジン

”ピッグスキン”
アクア

ヴェルディ

ヴァルドタイネ社1000ml

トスカーナの有機小麦と、
土地特有の7種類の植物を
使用。ジュニパー、コリアン
ダー、アンジェリカなど、際
立ったジュニパーの香り、
柑橘系の余韻も特徴的で
す。

イタリアで今最もホットなクラフトジン特集

ピエモンテ州 ピエモンテ州 ピエモンテ州 トスカーナ州

ジン”ガダン” ジン”エヴラ”
ジン

”ブラゲール”
ジネプライオ

アグリコロ社　700ml アグリコロ社　700ml アグリコロ社　700ml レヴァンテ社　500ml

ジュニパーの力強い香りと
花の香りが特徴。ボタニカ
ル：ジュニパー、ラベン
ダー、バラ、アイリス、スミレ

※表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）
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アマーロ 
ダランチャ ロッサ

アマラ

アマーロ シチリアーノ
アヴェルナ

アマーロ シビッラ
アマーロ デッレ
エルボリスタ

アマーロ プニコ
ヴェッキオ アマーロ

デル カーポ
アマーロ ディ エルヴァ

エ ラディモ

¥6,600

小売価格

アリーチェおすすめリキュール特集①

アマーロ アマーロ モンテネグロ
アマーロ デルビッライ

オ
アマーロ ディ エルベ

サン ニコラオ
アマレット アマレット アマレット

700ML

1000ML 750ML 500ML

竜胆草（リンドウの
根）からくるリコリ
スの苦味を感じる
香り、ペッパーミン
ト、オレンジのバラ
ンスのとれたフ
レーバー。

700ML

ヴィッラヴァルダ社
（ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ A A州）

創業者パオロのオ
リジナルレシピに
よるアマーロ。
様々なハーブ類、
香り高い根植物、
ナチュラルな香料
をアルコールに漬
け込み蒸留してい
ます。

杏の核抽出のエッ
センス使用したア
マレットリキュール
の元祖。アーモン
ドの中にアプリ
コットの繊細な味
わいと香り。

チェリーをスピ
リッツに漬け込ん
だら一年を通して
楽しめるという考
えから始まったト
スキ社のリキュー
ル造り。現在では
あらゆる種類のフ
ルーツや木の実も
用いてます。

700ML

ディサロンノ社
（ピエモンテ州）

トスキ社
（エミリア ロマーニャ州）

レモン、ビターオレ
ンジ、多くの香草
や薬草を浸漬させ
て造られていま
す。心地よい苦味
のある独特の味わ
い。

700ML

¥6,600 ¥2,750 ¥2,420

小売価格 小売価格 小売価格

700ML 700ML

500ML 700ML

グラドプーラト社
（ピエモンテ州）

オレンジピールや
キナ、ショウブの
葉、オレンジ、レモ
ン、ビターオレン
ジ、タンジェリンの
皮で風味がつけら
れています。

ベルタ社
（ピエモンテ州）

小売価格 小売価格

¥3,740 ¥4,400¥3,850

モンテネグロ社
（エミリア ロマーニャ州）

甘味もかなりある
ので飲みやすい。
十数種類の薬草を
アルコールに漬け
込み砂糖を加えて
作られる。食後酒
としてストレートで
飲まれる他、水や
炭酸で割って食前
にも最適。

ナルディーニ社
（ヴェネト州）

小売価格

¥5,500 ¥3,300 ¥3,520

小売価格 小売価格 小売価格

¥12,100

小売価格 小売価格 小売価格 小売価格

¥5,280 ¥3,850 ¥4,180

柑橘類も原料に
使っているので他
社のアマーロに比
べフルーティで、
食前酒やカクテル
ベースにも使いや
すいアマーロで
す。

カッフォ社
（カラブリア州）

アーモンドやバニ
ラの豊かな香りと
上品 な甘さ、フ
ルーティーな味わ
いが特徴です。。
オン・ザ・ロック、フ
ローズン、トニック
ウォータ割りな
ど。

ヴィッラヴァルダ社
（ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ A A州）

プニコ社
（シチリア州）

ヴァルネッリ社
（マルケ州）

主力製品は、アロ
マと消化の良い
ハーブをベースに
した地中海風のリ
キュールです。

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。

500ML500ML

ロッサ社
（シチリア州）

アヴェルナ社
（シチリア州）

ヴァルネッリ社
（マルケ州）

1868年の創業以
来受け継がれる秘
伝のレシピによる
伝統的なリキュー
ル。多くの香草や
薬草を浸漬させて
造られています。
心地よい苦味のあ
る独特の味わいで
す。

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
調整しています。

ブラッドオレンジ
ピールを香り高い
ハーブの抽出液と
砂糖とブレンド、
風味豊かなフルボ
ディの味わいの透
き通ったゴールド
色,ナチュラルなリ
キュールに仕上げ
ます。

700ML

※表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



小売価格

小売価
格 ¥3,850小売価格

小売価
格

小売価格 小売価格 小売価格 小売価格

700ML 700ML

フェルネット ブランカ社
（ロンバルディア州）

「フェルネット ブランカ」
をベースにペパーミント
エッセンシャルオイルを
加え、爽快な味わいに
仕立てたビターリキュー
ル。

¥4,180 ¥6,600小売価格 小売価格

パッリーニ社
（ラツィオ州）

ヴェルモット
ディ トリノ

サンブーカ
ディ アニゼ

サンブーカ フィーナ
コラヅィンガリ

ブランカメンタ
ベルガミア リクオーレ

アル ベルガモット
リクオーレ　クレマ
ディ ノッチョーラ

コッキ社
（ピエモンテ州）

ベルタ社
（ピエモンテ州）

モスカート種のワイン
をベースに、数種の
ハーブ、スパイスを漬
け込んだ甘口食前
酒。 甘さとビターな
味わいと共に柑橘
類、ココアやルバーブ
の香りが口中に広が
ります。

創業者パオロのオリ
ジナルレシピによる
サンブーカ。デリケー
トなアニシード（アニ
ス果実）の香りが糖分
とアルコールと絶妙
に溶け合っています。
食前酒のみならず
ディナーの後さっぱ
りしたい時にも最高
です。

カッフォ社
（カラブリア州）

生クリームとヘーゼル
ナッツのリキュールがグ
ラッパに入ってます。甘
みが強く飲みやすい。
ロック、ストレートで。

コラヅィンガリ社
（ラツィオ州）

秘伝のレシピはサン
ブーカ・フィーナの生産
と自然な熟成に必須の
ものであり、そのおかげ
で このリキュールは際
立った個性を持ち、甘く
同時にドライであり、デ
リケートであり、強さを
持ち、芳香をもつ。

¥4,840

700ML 700ML 700ML 500ML

ヴュー モーリン社
（ピエモンテ州）

¥2,750¥5,500 小売価格 小売価格

ベルガモットはカラブ
リア特産品の柑橘類で
す。キャップを開けた
だけで辺り一面に豊か
な香りが広がり、食後
酒だけでなくドルチェ
の香り付け、お料理の
ソースなどにもお使い
いただけます。

ミルティッリアルコール　96
リクオーレ　ディ

エスプレッソ
グラン　カッフェ

マラスキーノ アルケルメス フラーゴリ

アリーチェおすすめリキュール特集②

最も香りが良く美味し
い野イチゴから作られ
る完璧な天然の果実
入りリキュール。食前
酒としてスパークリン
グワインと割って。消
化にも良いリキュール
は食後のお口直しに
も。冷たくしても、常温
でも美味しく頂けま
す。

¥2,420

パッリーニ社
（ラツィオ州）

パッリーニ社
（ラツィオ州）

上質なコーヒーと純
粋なアルコールのみ
から造られた、コー
ヒーリキュール。食後
酒としてやティラミス
作りに、またそのまま
ジェラートにかけて、
などと用途は様々。

¥4,400 ¥2,420

お菓子作りに、オリジ
ナルのリキュール作り
に、そして保存食に、
非常に上質なアル
コール。

1000ML 700ML

¥1,650 ¥3,300 ¥2,530

700ML 500ML

トスキ社
（ｴﾐﾘｱ ﾛﾏｰﾆｬ州）

最も香りが良く美味し
いブルーベリーから作
られる完璧な天然の果
実入りリキュール。食前
酒としてスパークリング
ワインと割って。カクテ
ルにしたり、アイスク
リーム、フルーツサラダ
にかけたりと色々楽し
めます。

パッリーニ社
（ラツィオ州）

マチェドニアやフルーツ
タルト作りのアクセント
に。またチェリーやブド
ウを保存するときにも
よく使われます。

トスキ社
（ｴﾐﾘｱ ﾛﾏｰﾆｬ州）

ズッパイングレーゼには
欠かせないリキュール。
１８世紀にイタリアのト
スカーナ州ドミニコ会修
道院で造られていた薬
草酒であると言われて
いる。鮮やかな赤色で
爽やかな香りが特徴
的。コチニール不使用。

700ML 700ML

※表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



小売
価格 ¥2,178

アペロール

バルビエーリ社
（ヴェネト州）

700ML

イタリアを中心に
ヨーロッパで人気
を集めているハー
ブリキュールで
す。ビターオレンジ
やスイートオレン
ジ、ハーブを使用
し軽やかな甘さと
さっぱりとした後
味が特長です。

アリーチェおすすめリキュール特集③

ミルト ベナロンガ
リモネッロ
ベナロンガ

ミルト
トレモンティス

リモンサルド
トレモンティス

ミルト ディ
サルデーニャ ９２６

リコラーイス
アニス セッコ
スペシャーレ

小売
価格 ¥6,380¥2,750小売

価格
小売
価格 ¥2,750

700ML 700ML

マートルの実から
造られるリキュー
ル。マートルの芳し
い香りに、かすか
にユーカリ、ジュニ
パー、くるみなど
のバルサミック系
のエッセンシャル
オイルの甘く重厚
な深いアロマを感
じる。

トレモンティス社
（サルデーニャ州）

トレモンティス社
（サルデーニャ州）

厳選して収穫され
たフレッシュなレ
モンの果皮から造
られるリモン
チェッロ。濃厚で
力強いレモンの香
りに柑橘系のエッ
センスを感じる。
甘さやレモンの爽
やかな味わいが広
がる。

ラウ社
（サルデーニャ州）

選りすぐったミル
トの実を砂糖と一
緒にアルコールに
漬け込んで作りま
す。ミルト特有の
濃厚なアロマと微
かな渋味を伴う甘
い口当たりに後口
に残るほろ苦さが
特徴です。

リクオーレ アル 
メローネ

¥4,290 小売
価格 ¥3,080

700ML

リモンチェッロ 
ディ カプリ社

（カンパーニャ州）

つくり方はいたっ
てシンプル。レモン
の皮を純度の高い
アルコールで１～
２週間醸し、皮を
こした後、シロップ
で割って出来上が
り。

セルヴィーレ 
ギアッチャート社

（ロンバルディア州）

ガスパーレ社
（ピエモンテ州）

飲み口はトロリと
クリーミィな、禁断
の味わいです。ソ
レント半島に4代
続く家族経営のレ
モン農家が昔なが
らの手法で作る
オーガニックのリ
モンチェッロ。

リキュールに縦長
マスクメロンを漬
け込んだリキュー
ル。
芳醇なメロンの甘
い香りと味わいで
す。 香りと風味が
よくわかるスト
レートや、炭酸で
割った「大人のメ
ロンソーダ」も大
人気です。

キャラウェイ、カル
ダモン、コリアン
ダーなどに加え、
ビターオレンジ
ピールが主原料。
独特のほろ苦い味
わいと鮮やかな赤
色が特長です。

500ML 1000ML

イル コンヴェント社
（カンパーニャ州）

カンパリ

¥4,620 小売
価格 ¥2,750小売

価格 欠品 小売
価格 ¥4,598 小売

価格

700ML 700ML

リクオーレ ストレガ
リモンチェッロ

アマルフィ
リモンチェッロ 

ディ カプリ
リモンチェッロ

イル　コンヴェント

トレモンティス社
（サルデーニャ州）

小売
価格 ¥4,290 小売

価格

700ML

トレモンティス社
（サルデーニャ州）

マートルの実から
造られるリキュー
ル。ユーカリやジュ
ニパーなどのエッ
センシャルオイル、
くるみなどの香り
を含む。甘味とビ
ター感のバランス
が取れた味わい。

700ML

熟した芳醇なレモ
ンの果皮から造ら
れるリモンチェッ
ロ。濃厚で力強い
レモンの香り。甘
さや辛みのバラン
スがよい、レモン
の爽やかな味わい
が広がる。

小売
価格 ¥4,400

ヴァルネッリ社
（マルケ州）

500ML 700ML

カッフォ社
（カラブリア州）

古くから伝わる伝
統的なレシピに基
づき「カラブリア
のピュアリコリス
のリキュール」を生
産した最初の蒸留
所で、リコリスの
根、アルコール、砂
糖のシンプルなつ
くり方。

厳選したアニス
シードから造られ
る特別なリキュー
ル。ソーダ割りや
グレープフルーツ
と共に食前酒に、
アイスクリームに
かけたりと幅広く
使われています。

小売
価格 ¥3,300 小売

価格 ¥3,300

700ML

ストレガ社
（カンパーニャ州）

マンスィ社
（カンパーニャ州）

着色料・香料・保存
料を一切使わな
い、伝統的な手づ
くりの味。  清清し
いレモンの香りに
すっきり心地よい
苦味と甘みのバラ
ンスが絶妙。

ジャマイカ・ペッ
パー、サニオなど７
０種類以上もの
ハーブや天然香料
やスパイスを純度
の高いアルコール
で漬け込みシロッ
プを加えサフラン
で黄金色に色づけ
された香り高いリ
キュールである。

700ML

※表示は税込価格です。（アルコールは１０％となります）



　

ホームページ
http://www.tre-

frecce.co.jp

お問い合わせ・ご注文は☟☟

TEL：03-5848-9814

FAX：03-5848-9815

E-MAIL：info@tre-frecce.co.jp

Specializzata in vini e prodotti italiani

イタリアワイン＆食材の専門店

エノテカ アリーチェ
〒176-0023 東京都練馬区中村北1-2-4


