
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

サレント ビアンコ エレナ 2016 
Salento Bianco Jelena ※無くなり次第 2017VT へ 
 

発酵、熟成ともにアカシアのバリック（新樽、1 年樽）で行います。アカシアの樽を使うのは、樽の香り

が付きすぎず、ソフトでエレガントなスタイルに仕上がるからです。全ての品種は一緒に発酵、熟成させ

ます。樽熟成した後は、フィルターを通さずに瓶詰めします。黄桃のシロップ漬け、バニラの香り。丸み

のある果実感があり、レモンのようなしっかりとした酸、タンニンを僅かに感じます。「きれいな酸のニュ

アンスを出したいので、15～16 度位が（飲むのに）一番いい温度。冷やし過ぎないことが大切」とマッシ

ミリアーノは話していました。 
 

【白・辛口】国／地域等：イタリア／プーリア  生産者：ロッカ デイ モリ 

葡萄品種：グリッロ 40%、ビアンコ ダレッサーノ 30%、シャルドネ 30% 

熟成：アカシアの樽（225L）で熟成 

品番：I-582／JAN：4935919055826／容量：750ml ¥1,980(本体価格¥1,800) 
 
 
 
 
 

ミュスカデ セーヴル エ メーヌ シュール リ トラディション 2015 

Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie Tradition 
 

収穫した葡萄は空気圧プレスでやさしく圧搾します。プレスした果汁を一晩置き、澱下げをします。発酵

はフレンチオーク樽（2～10 年樽）で行います。樽は 225L と 400L を使います。15～18 度で 20～30 日間

発酵させます。温度を下げてキープし、マロラクティック発酵はさせません。きれいな澱とともに、8～

9 ヶ月樽熟成させます。さらにボトルで熟成させたのち、リリースします。金色がかった輝きのある黄色。

かすかに樽からのバニラ、ヘーゼルナッツやアーモンドのアロマ。口に含むと非常にフレッシュでバラン

スのとれた味わいが感じられます。心地よく、長い余韻があります。最低でも 15 年、さらにそれ以上熟

成可能です。    ★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2018」で 1 星 
 
【白・辛口】国／地域等：フランス／ロワール ミュスカデ セーヴル エ メーヌ  

生産者：ドメーヌ ド ラ フォリエット 葡萄品種：ムロン ド ブルゴーニュ  

熟成：樽で 8～9 ヶ月、その後ボトルで熟成 

品番：FB-933／JAN：4935919219334／容量：750ml  ¥2,200(本体価格¥2,000) 

 
 
 
 
 
カステロ デ メディナ フェルメンタド エン バリッカ 2014 
Castelo de Medina Fermentado en Barrica ※無くなり次第 2018VT へ 
 

225L のフレンチオークの新樽で発酵、6 ヶ月樽でバトナージュしながら熟成させます。その後、最低 3 ヶ

月瓶熟させます。グリーンがかったゴールデンイエロー。樽熟成によるバニラや新鮮な木の香り、刈った

ばかりの草や麦わら、フェンネル、そしてアニスのアロマが広がります。口当たりはまろやかでとてもス

ムーズ、素晴らしくバランスがとれています。長い余韻があり、しっかりとした骨格が感じられます。 

★｢ペニンガイド 2019｣で 91 点 ★「サクラアワード 2017」でゴールド 
 

【白・辛口】国／地域等：スペイン／ルエダ  生産者：ボデガス カステロ デ メディナ 

葡萄品種：ベルデホ 90%、ソーヴィニヨン ブラン 10% 

熟成：新樽で 6 ヶ月 

品番：S-165／JAN：4935919071659／容量：750ml ¥2,200(本体価格¥2,000) 

樽で発酵、熟成させた、しっかりと骨格のあるベルデホ 

「完璧な年」と語る 2015年。長期熟成の可能性を秘めたミュスカデ。 

「良いワインも重要だが、記憶に残るワインを造りたい」 
という思いから、このワインが出来ました 

樽発酵・樽熟成 
冬に飲みたい白ワイン 

発酵から樽で行うことで、樽の小さな隙間から入ってくる空気によって、ワインを酸化に慣れさせ、熟成に移ってもストレスがなく、

ワインが緩やかに酸化をする効果があります。さらに発酵後、酵母の死骸（オリ）が木樽の内側をおおい、木樽の風味成分がワイ

ンに移りにくくなり、バランスの良い樽の風味をワインに与えるだけでなく、ワインの深み増す効果もあります。今回は、樽発酵、

樽熟成による、リッチでバランスの良い樽の風味をもった、これからの時期にピッタリの白ワインをご紹介いたします。 



 

 

 

 
 
 
コスティエール ド ニーム ブラン キュヴェ エクセレンス 2017 

Costières de Nîmes Blanc Cuvée Excellence  
 

収穫は、3回に分けています。1～2回目は部分的に収穫し、3回目はより熟した葡萄を収穫します。

こうして収穫時期をずらし、全てをブレンドすることで、フレッシュかつコクのあるワインに仕上

げます。樽（新～2 年樽）に、2～5％バリック型ステンレスタンク、さらに 2％アンフォラも使用

して発酵させます。発酵が終わった段階でテイスティングをし、良い樽の物だけを使用します。熟

成も同じ樽を使用し 4～5 ヶ月行います。樽発酵は酸素を取り入れる点からとても良い効果があり

ますが、樽の香りが強くなりすぎないように、その大きさや形なども重要になります。大きさとし

ては、発酵にはバリックが適していると考えています。また、発酵には、ワインにフレッシュさを

与えるため、バリック型ステンレスタンクとアンフォラをほんの僅か使用します。桃やプラムのア

ロマ、口当たりはまろやかで、かすかに樽の風味が感じられます。「私はこの白を愛している」とシ

リルは話していました。 ★「ル ギド アシェット デ ヴァン2019」で 2星 

★「コンクール デ グラン ヴァン ド ラングドック ルション 2018」で金賞 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

生産者：マス デ ブレサド 葡萄品種：ルーサンヌ 70%、ヴィオニエ 30％ 

熟成：樽で 4～5 ヶ月 

品番：F-143／JAN：4935919041430／容量：750ml ¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

 

 

 

 

 

ソアーヴェ クラッシコ モンテ アルト 2015 
Soave Classico Monte Alto  ※無くなり次第 2016VT へ 
 

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。60％を 20hl の大

樽で、40％をバリック（2 年樽）で発酵、6～8 ヶ月澱と共に熟成させます。魅力的なワインで、す

ばらしいアロマと味わいが特徴です。その輝く色合いはイマジネーションを引き出し、生き生きと

した深みのあるノーズが、バリックで熟成させたことを感じさせます。マロラクティック発酵をし

ているので酸が穏やかです。ほのかに青草の香りがあり、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。「10 年は熟成できるポテンシャルがある」とオーナー

のミケーレ テサリは話していました。 

★「イ ヴィーニ ディ ヴェロネッリ 2018」で 3 星／90 点 

★「ガンベロ ロッソ ヴィーニ ディタリア 2018」で赤 2 グラス* 
 

【白・辛口】 国／地域等：イタリア／ヴェネト   生産者：カ ルガーテ 

葡萄品種：ガルガネガ  

熟成：60％を 20hl の大樽、40％をバリックで 6～8 ヶ月 

品番：I-095／JAN：4935919050951／容量：750ml ¥3,300(本体価格¥3,000) 

 

 
 
 
 
    
 
 
 
レ グラン ブラン フュ ド シェーヌ 2015 
Les Grands Blancs futs de Chene  
 

セミヨン 100％を使用し樽発酵、樽熟成させたキュヴェです。葡萄の平均樹齢は 50 年、植密度は

4700 本/ha。土壌は粘土シルト質です。収穫は区画ごとに手摘みで行います。発酵は、フレンチオー

クの新樽で行います。熟成もそのまま樽で 6 ヶ月行います。フィルターをかけずにボトリングし、

瓶で 1 年間寝かせることで樽と果実味のバランスがよくなります。「発酵から樽で行うことでワイン

を酸化に慣れさせると、樽熟成させた際に樽の香りがワインに付きすぎない」とフレデリックは話

していました。熟した柑橘系の果実のエレガントなアロマと樽の要素がバランスよく混ざり合って

います。口に含むと深みがあり、非常に豊かな果実味があります。 

★「ル ギド アシェット ド ヴァン 2018」で 1 星 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／ボルドー 

生産者：フレデリック＆ファビエンヌ マリエ    

葡萄品種：セミヨン  熟成：フレンチオーク(新樽)で 6 ヶ月  

有機栽培認証：ユーロリーフ、AB マーク 

品番：FC-094／JAN：4935919310949／容量：750ml ¥3,740(本体価格¥3,400) 

ボルドーでも珍しい 
セミヨン 100％、樽発酵、樽熟成の辛口ワイン 

「2015年は過去最高の出来。 
10年は熟成できるポテンシャルがある。」と語る自信作 

 

「樽に求めることは、ボディと深みもたらすことで、 
樽の風味が目立たないのが理想だ」 

 


