
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次のナパ ヴァレーになると確信した 

トゥプンガトに情熱を注ぐ 

アンデルーナ セラーズの前オーナーで国際的に知られるアメリ

カ人実業家、H．ワード レイが 2000 年にメンドーサを訪れた際、

「この土地が次のナパ ヴァレーになるに違いない」と確信しまし

た。そして、「どうしてもこの地でワイン造りをしたい」という情熱

が彼を掻き立て、ここに畑を所有して葡萄の栽培していたルティー

ニ家と共にワイナリーを造ることを決めました。そして、2003 年

にアンデルーナ セラーズを設立しました。 

 

 

プレミアム ワインを産するエリアに 

現在、トゥプンガトがあるメンドーサは国全体の約 80％のワインを生産しており、アルゼンチンワインを牽引するワイン産地です。

その中でもプレミアム アルゼンチンワインの代表格として世界からも注目を浴びる産地がウコ ヴァレーです。トゥプンガトは

ウコ ヴァレーの 3 つのサブリージョンのひとつで標高が高く、豊富な日照量と昼夜の激しい気温差があります。そのため、果皮

が厚くなり、全ての成分がより多くなります。夜間は成長が止まるので、収穫まで酸を保てるようになります。葡萄がしっかりと

完熟し、しかも酸が残っているというのは、他のエリアにない特徴で、プレミアム ワインが生まれる理由の一つと言えます。 

 

標高 1300m 

トゥプンガトのグアルタジャリー 
さらに、トゥプンガトの中の限定された区

画「グアルタジャリー(Gualtallary)」とい

う場所にアンデルーナ セラーズは位置し

ています。土壌は砂や粘土ですが、表面が

石灰質で覆われた丸い石がたくさん含まれ

ていることが特徴です。この土地の優位性

は、ワイン評論家のティム アトキンスや

タンザー、ジェームス サックリングが記

事を書いているほどです。 

 

 

メンドーサ 

トゥプンガト 

ワインメーカー：マヌエル ゴンサレス（左） 

&ハンズ ヴィンディング ディールズ（右） 

 

トゥプンガトが次のナパ ヴァレーになると信じ、ワイナリーを設立 

1,300mでのワイン造りは、まさに挑戦でした 

アルゼンチン／メンドーサ 

アンデルーナ セラーズ 



 

 

経験豊富なワインメーカー 

2011 年からワインメーカーを務めるのは、メンドーサ生まれのマヌエ

ル ゴンサレス（写真右）です。彼はメンドーサのいくつかのワイナリー

で、例えば Trivento（トリヴェント）で 8 年間、Pulenta（プレンタ）

では 3 年間、ヘッド ワインメーカーとして働いた後、アンデルーナに

加わりました。メンドーサのワイナリーではアルベルト アントニーニ

やミシェル ロランなどのトップワインメーカーから指導を受けました。 

マヌエルは、高地での葡萄栽培に得意としており、グアルタジャリーの

石灰質土壌に注力し、他のワイナリーには出来ない個性を表現していま

す。彼の加入によりアンデルーナのワインの品質が劇的に向上しました。 

2015 年からはハンズ、ヴィンディング ディールス（写真左）もワイン

メーカーとして加わり、さらなる品質向上に務めています。 

 
 
 
 
 

 

フィロスール シャルドネ 2017 

Filosur Chardonnay                         ＜スクリューキャップ＞ 

メンドーサのウコ ヴァレーに位置する標高 1,300ｍの畑の葡萄を使用しています。収量をコントロールし、粒の小さく実の

締った葡萄が出来るようにしています。収穫した葡萄は注意深く選別します。発酵は選別酵母を使い、14 度に温度コントロー

ルしながら行います。マロラクティック発酵はしていません。グリーンを帯びた輝きのある淡いオリーブカラー。洋梨やパイ

ナップルを思わせる豊かなアロマ、そして白い花を思わせるエレガントな香りが広がります。口に含むと非常にフルーティでバ

ランスのとれた酸が心地よく感じられます。「フィロスール」とは、アコンカグア山の南側の斜面のことで、最も難しい登山の

経路ですが、絶景です。難しいこと、困難なことに挑戦することの美しさ、達成感や充実感などの意味が込められています。 
 

【白・辛口】国／地域等：アルゼンチン／メンドーサ   

葡萄品種：シャルドネ  熟成：ステンレスタンク 

品番：A-134／JAN：4935919061346／容量：750ml ¥1,760(本体価格¥1,600) 

 
 
 
 
 

アンデルーナ シャルドネ 2016 

Andeluna Chardonnay 
手摘みで収穫した葡萄を人の手で選別し、発酵は約 15 度にコントロールしたステンレスタンクで行ないます。100％フレンチ

オークの新樽で 6 ヶ月熟成させています。また、全体の 50％をマロラクティック発酵させています。緑がかった黄金色。はっ

きりとしたトロピカルフルーツやバニラの香りが感じられます。生き生きとしてバランスがとれ、フルボディで複雑さがありま

す。香り、味わい共に、しっかりとフレンチオークを感じることが出来ます。 
 

【白・辛口】国／地域等：アルゼンチン／メンドーサ   

葡萄品種：シャルドネ  熟成：フレンチオークの新樽で 6 ヶ月 

品番：A-124／JAN：4935919061247／容量：750ml ¥1,760(本体価格¥1,600) 

 
 
 
 

 
 

フィロスール カベルネ ソーヴィニヨン 2017 
Filosur Cabernet Sauvignon 
メンドーサのウコ ヴァレーに位置する標高 1,300ｍの自家畑の葡萄を使用しています。アルゼンチンの平均的な収量は 15t/ha

ですが、こちらは 10t/ha。発酵前に低温マセラシオンを行います。発酵は天然酵母と選別酵母を使い、26 度前後に温度コント

ロールしたステンレスタンクで行います。その後、2 年樽のフレンチオークで 3～6 ヶ月熟成させます。ボトリングしてから最

低 3 ヶ月瓶熟させてからリリースします。濃いルビーレッド。熟した果実味の中にホワイト ペッパーやクローヴを思わせる

スパイスの要素が混ざり合っています。果実味とタンニンのバランスが素晴らしく、とても心地よい飲み口です。 
 
【赤・フルボディ】 国／地域等：アルゼンチン／メンドーサ   

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン  熟成：フレンチオークで 3~6 ヶ月 

A-133／JAN : 4935919061339／容量／750ml                 ¥1,760(本体価格¥1,600) 

 
 

私たちのカベルネ ソーヴィニヨンの特徴は 

標高 1300m という条件がもたらすスパイシーな要素と樽の風味が突出しないバランスの良さです 

 

日本市場のために、特別に樽熟成させました 

しっかりと樽の風味が感じられる、特別仕立てのワイン 

ステンレスタンクで熟成させた、親しみやすい味わい 

1,300ｍが生み出す、豊かなアロマと凝縮した果実味があります 



 

 

 
 

アンデルーナ マルベック 2017 
Andeluna Malbec 
発酵前に低温でプレマセラシオンを行います。ステンレスタンクで 26 度前後に保ちながら発酵させ、そ

の間、1 日 3 回のポンピング オーバーを、1～2 回デレスタージュを行ないます。熟成はフレンチオーク

の樽で 6 ヶ月、その後最低でも 6 ヶ月瓶で寝かせてからリリースします。濃い紫色、熟したプラム、レッ

ドカラント、ブラックベリーや花を思わせる濃厚なアロマ。樽熟成によるバニラ、チョコレートが感じら

れます。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：アルゼンチン／メンドーサ  

葡萄品種：マルベック  熟成：フレンチオークで 3 ヶ月 

A-119／JAN : 4935919061193／容量：750ml     ¥1,760(本体価格¥1,600) 

 

 
 
アンデルーナ メルロ 2017 
Andeluna Merlot 
発酵前に低温でプレマセラシオンを行います。天然酵母と選別酵母を使い、ステンレスタンクで 26 度前

後に保ちながら発酵させ、その間、1 日 3 回のポンピング オーバーを行い、デレスタージュは 1～2 回行

ないます。熟成は、フレンチオークの樽で 3~6 ヶ月、その後、最低でも 3 ヶ月瓶で寝かせてからリリース

します。濃いルビーレッド。ブラックベリーやカシスの黒い果実とブラックペッパーのスパイシーなアロ

マが、樽からくるコーヒーやチョコレート、スモークの香りと絶妙に混ざりあっています。全体のバラン

スが良く、甘く上品なタンニンが感じられます。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：アルゼンチン／メンドーサ  

葡萄品種：メルロ  熟成：フレンチオークで 3 ヶ月 

A-118／JAN : 4935919061186／容量：750ml     ¥1,760(本体価格¥1,600) 

 

 

 
 

 
アンデルーナ マルベック アルティトゥ 2015 
Andeluna Malbec Altitud  
収量はとても低く、これにより集約感が出ます。葡萄は畑で選別しながら、早朝に収穫します。醸造

の前に、再度選別します。その後、低温で醗酵前の醸しをします。醗酵は、天然酵母で約 26度に温度

管理しながらステンレスタンクで行います。一日にルモンタージュを 3回、さらにデレスタージュを

1～2回行います。フランス産オーク樽で 12 ヶ月熟成、その後最低8ヶ月ボトルで熟成させます。ス

ミレがかった濃い赤色。イチジクやプラムの濃縮された香り。フランス産オーク樽によるバニラ、コー

ヒー、チョコレートの風味があります。甘い口当たり、熟したタンニン、長い余韻があります。 
 
【赤・フルボディ】 国／地域等：アルゼンチン／メンドーサ  

葡萄品種：マルベック  熟成：フレンチオークで 3 ヶ月 

A-126／JAN : 4935919061261／容量：750ml  ¥2,860(本体価格¥2,600) 
 

 

 

 

 

 

アンデルーナ メルロ アルティトゥ 2014 
Andeluna Merlot Altitud  
収穫は早朝に行い、葡萄は 2 度にわたって選別します。まず畑で選別し、セラーに運んでから、発酵

前にもう一度、選別します。発酵前に低温でプレマセラシオンを行います。天然酵母を使い、ステン

レスタンクで 26 度前後に保ちながら発酵させ、その間、1 日 3 回ポンピング オーバーします。デレ

スタージュは毎日 1～2 回行ないます。熟成はフレンチオークの樽で 8～12 ヶ月、さらに瓶内で最低

でも 6～8 ヶ月寝かせてからリリースします。濃いルビーレッド。花やスパイス、ブラックベリーの香

りは、バニラやチョコレート、スモークの香りとバランス良く混ざり合っています。口に含むと甘く、

やわらかなタンニンが感じられ、複雑で長い余韻があります。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：アルゼンチン／メンドーサ  

葡萄品種：メルロ  熟成：フレンチオークで 3 ヶ月 

A-121／JAN : 4935919061216／容量：750ml   ¥3,080(本体価格¥2,800) 

 

マルベックの持つ甘さ、熟したタンニンがあり、とてもバランスのとれた味わいです 

 

 

ダークプラムとダークチェリーのフレーバー、クリーミーなテクスチャーを引き立てるスパイスの

香りが広がります。濃いチョコレートのニュアンスがありリッチなフィニッシュで満たされます。

飲み頃は今から 2022年。          「ワインスペクテーター2018.06.15」で 91 点 

 

ワインスペクテーターで              獲得 

 

 

しっかりとした骨格だけなく、高級感のある上質なタンニンがあります 

 

 

「マルベックだけでなくメルロも知って欲しい」と語る、自信作 

 

91pts 


