
 

～ 2019年 2月 来日セミナー開催 ～ 

テッレ デル バローロ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
テッレ デル バローロの歩み 

テッレ デル バローロは 1958 年に、約 20 の生産者が集まり設立されました。厳しい経済状況の中、需要がなく葡

萄の売り先がなく困り果てた葡萄栽培農家がたくさんいました。そのような状況下においてテッレ デル バローロは

多くの葡萄栽培農家の手助けになり、このエリアのワイン造りを発展させる良い結果を残しました。現在では、400 以

上の契約農家が所属しており、ネッビオーロ、バルベーラ、ドルチェットといった品種からピエモンテの主要な銘柄の

ワインを造り出しています。 

テッレ デル バローロでは「毎年クオリティが上がるように努

力すること。そして、魅力的な価格で提供すること。」をポリシー

とし、従来から、手頃な価格で安定した品質のバローロを生産し

ていましたが、近年では品質向上に目を見張るものがあります。

バローロやバルバレスコの他に、例えばバルベーラやネッビオー

ロで造る高品質のエントリーレベルワイン、さらにはオーガニッ

クワインやバローロやバルバレスコの特別なクリュなど、素晴ら

しい品質のワインを誕生させています。その立役者となったのが、

2007 年からエノロゴを務めるダニエーレ ポンツォです。 

 

 

さらなる品質向上の立役者となった醸造家、ダニエーレ ポンツォ 

ダニエーレ ボンツォはアルバの醸造学校を出た後、カヴィオラなどで経験を積み、2003 年

にテッレ デル バローロへ加入しました。2007 年からメインのエノロゴとして働いていま

す。「品質を向上させるために設備投資や様々な試みをしてきました。モダンな要素を否定す

る訳ではないですが、出来上がったものをみると伝統的な味筋を守っていることがわかっても

らえると思う。」と語ります。彼が行った改革は、例えば、「農家へ栽培方法を指導」「畑での

選別を徹底」「ワインの状態を細かく管理できるようタンクを小さなものへ変更」などが挙げ

られます。また、樽熟成の研究室を設置し、定期的に同じワインの樽熟成による違いをチェッ

クしています。そうすることで各ワインに最適な樽を選んでいます。 

 

 

安定した品質のバローロ、バルバレスコだけでなく 

各クリュのテロワールを追求したワイン造りも目指す実力派 

テッレ デル バローロの創設者 
アルナルド リヴェラ氏 



 

バローロのクリュのテロワールや追求した最上級ブランド “アルナルドリヴェラ” 

所有する畑の中から、素晴らしい畑を厳選して造る高品質ワイン 

アルナルドリヴェラ シリーズは 2013 年からスタートしたテッレ デル バローロの新しいプロジェクトです。最高の品質のワインを造るため、

栽培農家の中で、特に優れた畑を持っている数軒と新たな契約を交わしました。その内容は、従来の葡萄の量に対して支払うのではなく、畑の面積

に対して対価を支払うというものです。これによって栽培農家は収入減の心配なく、思い切った収量制限を行うことが出来、質の高い葡萄を育てる

ことが出来ます。バローロの 11 村全てに畑を持つ特性を活かしたテッレ デル バローロの新たな取り組みで、生産者組合でありながらバローロ

のクリュに特化したワインや良い区画の葡萄を厳選して造るバルベーラをリリースしています。 

 
 

ワインスペクテーター2018 TOP100に選出 

アルナルドリヴェラ シリーズをはじめとする、テッレ デル バローロの高品質

なワイン造りは、多数の専門誌でも取り上げられています。例えば、バローロ ウ

ンディチコムーニ アルナルドリヴェラ 2013（I-843）が「ワインスペクテーター

2018 TOP100」に選出(93 点／54 位)されました。 

その他、「ガンベロ ロッソ 2018」ではバローロ ヴィーニャリオンダ アルナル

ドリヴェラ 2013（I-844）が最高評価トレビッキエーリを獲得、「ヒュー ジョン

ソン ポケット ワイン ブック 2019」では★から ★★評価になるなど、専門誌

でも評価を得ています。 

バローロ、ウンディチ コムーニ アルナルドリヴェラ 2013 がワインスペクテー

ター2018 で TOP100 に選出されたことは、彼らの取り組みが世界的にも評価され

た証で、特にアメリカ市場では影響が大きく、バローロ ウンディチ コムーニ ア

ルナルドリヴェラ 2013 の現地在庫は既に完売しています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バルバレスコ リゼルヴァ 2011 

Barbaresco Riserva 
 

バルバレスコのリゼルヴァは、50 ヶ月以上の

熟成期間が義務付けられています。その内、

5,000L の大樽で 24 ヶ月熟成させています。規

定上、バルバレスコエリアで熟成させなけれ

ばならないため、ワインを購入し、テッレ デ

ル バローロ用の樽を置いてもらい、ダニ

エーレが管理を指示しています。きれいなル

ビーからガーネット色。とてもパワフルで、

タンニンもしっかりとしています。 

 

【赤・フルボディ】 等級：D.O.C.G. 

葡萄品種：ネッビオーロ 

品番：I-435 

JAN : 4935919054355 

容量：750ml 

 

¥3,024（本体価格¥2,800） 

 

 

バローロ リゼルヴァ 2009 
Barolo Riserva 
 

バローロ リゼルヴァは、62 ヶ月以上の熟成

期間が義務付けられています。テッレ デル 

バローロらしい典型的なクラシックな味わい

のバローロで、ガーネット色、かすかな甘さ、

程よいタンニンがあり、バランスがとれ、し

かもしっかりとした味わいです。いろいろな

おいしさの要素が詰まっています。特別な価

格でお分けいただいている、たいへんお値打

ちなバローロ リゼルヴァです。 

 

【赤・フルボディ】 等級：D.O.C.G. 

葡萄品種：ネッビオーロ 

品番：I-391 

JAN : 4935919053914  

容量：750ml 

 

¥4,320（本体価格¥4,000） 

 

 

BARBARESCO & BAROLO 

年熟成 ７ ９ 年熟成 



 

 
 
 
 
 
 
 

ピエモンテ バルベーラ 2015 
Piemonte Barbera 

 

畑はアルバ周辺のランゲの丘にあります。土壌は粘土石灰質、仕立てはギヨー。バルベーラの持つ典型的な果

実味を抽出するため、短時間で発酵（4 日間）させます。マロラクティック発酵期間も短くしています。タン

クで熟成させます。濃い赤色、しっかりとしていながら、フレッシュな果実味が感じられ、重すぎず、ストレー

トに美味しさが伝わってくるワインです。 
 

【赤・ミディアムボディ】 国／生産地域：イタリア／ピエモンテ 

等級：D.O.C.   葡萄品種：バルベーラ  
 
品番：I-483／JAN : 4935919054836／容量：750ml     ¥1,404(本体価格¥1,300) 

 
 

＜テッレ デル バローロの一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※業界関係者を対象としたセミナーです。一般消費者の方はご参加いただけませんので、ご了承くださいませ。 

商品 CD ビンテージ 商品名 色 容量 本体価格 

I-483 2015 ピエモンテ バルベーラ 赤 750 \1,300 

I-291 2015 バルベーラ ダルバ スペリオーレ  赤 750 \1,600 

I-861 2015 バルベーラ ダルバ スペリオーレ ＜イノシシラベル＞ 赤 750 \1,600 

I-827 2012 バルベーラ ダルバ ヴァルディセーラ 赤 750 \1,800 

I-828 2015 バルベーラ ダルバ ヴァルディセーラ アルナルドリベラ 赤 750 \3,200 

I-621 2014 ネッビオーロ ダルバ  赤 750 \1,900 

I-380 2013 バルバレスコ 赤 750 \2,600 

I-435 2011 バルバレスコ リゼルヴァ  赤 750 \2,800 

I-270 2012 バローロ  赤 750 \3,500 

I-631 2013 バローロ  赤 375 \2,300 

I-391 2009 バローロ リゼルヴァ 赤 750 \4,000 

I-853 2012 バローロ モンヴィリエーロ   【120 本限り】 赤 750 \4,800 

I-850 2018 ロエロ アルネイス アルネロ  【4 月上旬入荷予定】 白 750 \2,100 

着席形式のテイスティングセミナーです 

各会場 14：30～16：00 
※完全ご予約制／参加費￥1,000／名 ※詳細は添付の案内にてご確認ください。 

 

東 京 2月18日 

大 阪 2月20日 

名古屋 2月19日 

福 岡 2月21日 

テッレ デル バローロの醸造責任者 

ダニエーレ ポンツォ来日 

実は、敢えて生産者のセラーで少し寝かせてからリリースしています 
※現在、イタリア国内では 2017ヴィンテージを販売 

 

毎年春に現地を訪問し、ダニエーレと共にテイスティングの上、リリース時期を相談しています。 

 

バルベーラにとって 
素晴らしいヴィンテージとなった 2015年 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブルネル家の歩み 

ブルネル家はシャトーヌフ デュ パプの土地に300年以上の歴史

を持ち、何世代にもわたり葡萄栽培、ワイン造りを行ってきた一族

です。現在のオーナーであるアンドレ ブルネルの父で前当主の

リュシアンは新たに畑を広げ、家族経営の小規模なドメーヌから現

代的なワイナリーへと発展させる重要な役割を果たしました。1954

年、リュシアンは、ワインのプロモーションに役立つと考え、シャ

トーヌフ デュ パプの畑に特徴的な玉石を意味する「レ カイユ

（Les Cailloux」をドメーヌ名に採用しました。 

1971 年、リュシアンの息子アンドレがドメーヌを引き継ぎ、父の

功績を受けて、さらに発展させ、シャトーヌフ デュ パプのトッ

プ ドメーヌのひとつへと成長させました。さらに、アンドレはヴァ

ン ド ペイやコート デュ ローヌにも力を入れました。長年の

知識、経験に基づき、優れた区画を見極め、ヴァン ド ペイやコー

ト デュ ローヌの畑を買い足し、ネゴシアンとしてではなく、自

家畑の葡萄で造る良質で手頃な価格のヴァン ド ペイ、コート 

デュ ローヌを世に送り出し、成功をおさめています。 

 

伝説のワイン“キュヴェ サントネール”の誕生 

アンドレ ブルネル（ドメーヌ レ カイユ）は、アメリカのワイン評論家、

ロバート パーカーJr.が 80 年代にローヌ ワインの評価をつけ始めるとす

ぐに高い評価を得ました。 

そして 1989 年、アペラシオンの北部に位置するファルゲロル（Farguerol）

の区画の葡萄の樹齢 100 年を記念して特別なワイン、「シャトーヌフ デュ 

パプ キュヴェ サントネール」を造りました。このキュヴェは、その後、

ロバート パーカーJr.が 100 点を付けるなど、伝説のワインとな

りました。また、最新ヴィンテージの 2016 年も、98－100 点を

獲得しています。偉大なヴィンテージにのみ造られる入手困難なワインで

す。（これまでに生産されたヴィンテージは 1989、1990、1995、1998、

2000、2001、2003、2005、2006、2007、2010、2012、2015） 

このように、アンドレ ブルネルは世界中で高い評価を受け、シャトーヌフ 

デュ パプのトップ ドメーヌとしてゆるぎない地位を確立しました。 

世界で僅か 164 軒 

ロバート パーカー Jr.が選ぶ「世界の偉大なワイナリー」のひとつ 
アンドレ ブルネル（ドメーヌ レ カイユ）は、ロバート パーカーJr.が世界中の伝説的なワイナリーを中心にまと

めた著書『ロバート パーカーが選ぶ世界の極上ワイン』（原題”The World‘ｓ Greatest Wine Estates”）にも取り上げ

られています。この本の出版当時の 2005 年、すでに「アンドレ ブルネルはシャトーヌフ デュ パプの輝かしい希

望の光のひとりである」と評価されています。ロバート パーカーJr.もその著書の中で次のように述べています。 

「彼はシャトーヌフ デュ パプにおける、より真摯な生産者のひとり。1980 年代以降、力を増してきている。パワ

フルだがリッチでエレガントな凝縮感のあるワインをつくっている（中略）彼のシャトーヌフ デュ パプは通常は出

荷された時から飲めるが、10-15 年は熟成できる。」 

 

 

キュヴェ サントネールの畑 

ANDRÉ BRUNEL 
 

アンドレ ブルネル 

世界が認める南ローヌのトップ ドメーヌ 

若いうちから美味しく 

熟成させて、さらに素晴らしい 

シャトーヌフ デュ パプ 



 

“テロワールを選び、品種の個性を引き出すワイン造り 

目指すは、「若いうちから美味しく、長期熟成のポテンシャルも秘めたシャトーヌフ デュ パプ」 

葡萄を植える際には、個々の区画について、土壌の組成、水はけの度合い、日照などの条件を細かく分析し、特徴を把握します。それぞれの畑の

区画では、テロワールに最も適した葡萄品種を植えています。その土壌が 1 種類だけに適す場合もあれば、数種類の品質に適応する場合もありま

す。出来上がるワインをイメージし、それにふさわしい個性が出るようにテロワールを選んでいます。 

収穫する際は、過熟になることを避けながら、完熟した状態で摘み取ります。シャトーヌフ デュ パプの場合、全体の 80％を除梗しています。 

醸造に関しては果実味とタンニンの適正なバランスが保たれるようにしています。また、新樽の比率を控えめにして個々の品種の個性を大切にし

ています。シャトーヌフ デュ パプは、パワフルでありながらエレガント、長期熟成のポテンシャルを持ちながら、若くても楽しめるワインを

目指して造っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

シャトーヌフ デュ パプ ブラン レ カイユ 2017      【限定200本】 
Châteauneuf du Pape Blanc Les Cailloux 
 

平均樹齢は 20 年~30 年、収量は 30hl/ha です。ルーサンヌはワインにアロマ、フィネス、そしてエレガントさを与え

ます。一方、グルナッシュ ブランは骨格と力強さをワインにもたらします。丸石の多いこのエリア特有の土壌のおか

げで、長期熟成の可能性を持った白ワインが生まれます。早朝に手摘みで収穫し、酸化しないように、収穫した葡萄は

すぐにプレスし、コンクリートタンクで発酵させます。マロラクティック発酵は行いません。熟成は澱とともにタンク

で 6 ヶ月行います。花や白い果実、ハチミツを思わせるアロマにミネラルの要素が感じられます。このワインを味わう

人は、豊かなアロマ、そして複雑さに驚かされるでしょう。  
 

【白・辛口】国・地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

葡萄品種：ルーサンヌ 80％、グルナッシュ ブラン 20％    

熟成：タンクで澱と共に 6 ヶ月  

品番：FC-194／JAN：4935919311946／容量：750ml  ¥7,560(本体価格¥7,000) 

 
 
 
 
 

 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ ルージュ レ カイユ 2012 
Châteauneuf du Pape Les Cailloux  ※無くなり次第 2013 年へ切り替わり【限定 200 本】 
 

手摘みで収穫、収穫量は 30hl/ha です。グルナッシュは 70％、他は全て除梗し、コンクリートタンクで発酵させます。

シラーは樽（1～2 年）、他はコンクリートタンクで 18 ヶ月熟成させます。紫紅色、タンニンが強くて酸もあり、まさに

フルボディで凝縮しており、傑出した味わいをもっています。若くてもおいしく飲め、10～15 年の熟成能力があります。

凝縮した目の詰まった果実味があります。酸はフレッシュさがありながら、バランスはよく、少し苦さのあるタンニン

と、香りを立たせボリュームを与えるアルコールがあります。 
 
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

葡萄品種：グルナッシュ 70％、ムールヴェードル 17％、シラー10％、サンソー3％ 

熟成：シラーは樽（新樽ではない）、他はコンクリートタンクで 18 ヶ月 

品番：FB-748／JAN：4935919217484／容量：750ml            ¥7,344(本体価格¥6,800) 
 

 

シャトーヌフ デュ パプ全体でも生産量が僅か 5％と言われる白 

そんな中で、トップクラスの品質は“まさに希少品” 

2017年ヴィンテージの入荷量は、僅か 240本です 

“若いうちから美味しく、熟成させて、さらに磨きを増す” 

ブルネル家の哲学がこのワインに込められています 

「デカンター February 2019」 

 

94ｐｔｓ 
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ワインアドヴォケイト #215 

ワインスペクテーター 2014.11.15 

アンドレ ブルネル代表するフラッグシップワイン  
CHATEAUNEUF DU PAPE 

LES CAILLOUX 
― レ カイユ ― 



 

 

 

 
 

 

 

コート デュ ローヌ ブラン 2016 
Côtes du Rhône Blanc 
 

8 月の末から早朝にのみ収穫します。収穫時期は品種によって異なります。ルーサンヌは特に早めに収穫が始まり、グル

ナッシュ ブランは 9 月上旬。クレレットは 9 月中旬に収穫します。果汁は 12 度まで温度を下げ、澱引きします。発酵

は、コンクリートタンクを使い約 18 度で行います。マストは、別々に発酵させ、その後ブレンドして瓶詰までタンクで

6 ヶ月澱と寝かせます。ピーチや洋梨の甘さを感じさせる香りと、しっかりとしたボディがあり、華やかで果実味あふれ

る味わいは、とても見事です。「ローヌは暑い地域だからフレッシュな葡萄を育てることは非常に難しい。アロ

マティックなワインはたくさんあるが、このワインのようにアロマティックでフレッシュなワインは多くな

いよ。」とブルネルは語ります。 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ  

葡萄品種：ルーサンヌ、グルナッシュ ブラン、クレレット  

熟成：コンクリートタンクで澱と共に 6 ヶ月 

品番：FB-757／JAN：4935919217576／容量：750ml  ¥2,160(本体価格¥2,000) 
 

 
 

＜アンドレ ブルネルのワイン一覧＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※業界関係者を対象としたセミナーです。一般消費者の方はご参加いただけませんので、ご了承くださいませ。 

商品 CD ビンテージ 商品名 色 容量 本体価格 

FC-194 2017 シャトーヌフ デュ パプ ブラン レ カイユ 白 750 \7,000 

FB-757 2016 コート デュ ローヌ ブラン  白 750 \2,000 

FB-748 2012 シャトーヌフ デュ パプ レ カイユ 赤 750 \6,800 

FC-095 2014 シャトーヌフ デュ パプ レ カイユ 赤 750 \6,500 

FB-993 2012 シャトーヌフ デュ パプ レ カイユ 【2本限り】 赤 1500 \14,000 

FB-193 2016 ヴァン ド ペイ ド ヴォークリューズ グルナッシュ 赤 750 \1,200 

FB-378 2016 コート デュ ローヌ ルージュ エスト ウエスト 赤 750 \1,600 

FB-763 2015 コート デュ ローヌ ルージュ キュヴェ ソムロング 赤 750 \2,000 

FB-334 2015 コート デュ ローヌ ヴィラージュ キュヴェ サブリーヌ 赤 750 \1,900 

東京、大阪、福岡会場  ①13：00～ ②16：00～ 

名古屋会場       ①14：00～ ②16：00～ 
※予約不要です。各回 20 分ほどのスタンディング形式のセミナーです。お気軽にご参加ください。 

 

東 京 2月18日 

大 阪 2月20日 

名古屋 2月19日 

福 岡 2月21日 

アンドレ ブルネルの息子、次世代のドメーヌを担う 

ファブリス ブルネル来日 

このワインのように、アロマティックでフレッシュなワインを造るのは非常に難しい 

シャトーヌフ デュ パプ ブランを彷彿させる品質 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サントネ ブラン レ ヴィエイユ ヴィーニュ 2012 

Santenay Blanc Les Vieilles Vignes 
葡萄は、主にプルミエ クリュ ボールガールの上部に位置するクロ ド ラ コムの区画からのものです。土

壌は主に粘土と石灰岩です。葡萄は破砕せず、ニューマティックプレスを使い、ゆっくりと抽出するために低い

圧力で圧搾します。低温で静置し、ゆっくりと澱引きします。その後 500L のフレンチオークの樽（15％新樽）

に入れます。澱と共に 12 ヶ月熟成させています。瓶詰の 1 ヶ月前に、異なる樽のワインをステンレスタンクに入

れブレンドします。月のカレンダーに従って、ワインにフレッシュさとミネラルを得るため「果実の日」に瓶詰

します。ドライでフルボディ。干した果実や煮た果実、蜂蜜の香り。素晴らしい酸があり、バランスが取れてい

ます。長いミネラルを感じる余韻があります。 
 

【白・辛口】 国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ／コート ド ボーヌ 

生産者：ヴァンサン ジラルダン   葡萄品種：シャルドネ    

熟成：500Ｌのフレンチオークで 12 ヶ月 

品番：FB-818／JAN : 4935919218184／容量：750ml    ¥4,968（本体価格¥4,600） 

 

 

サントネは大柄でフルボディなイメージだが、このワインはとてもリッチなスタイル 

ムルソーのスタイルを求める方にお勧め 
～ヴァンサン ジラルダンの醸造家 エリック ジェルマンのコメント～ 

あまり知られていないアペラシオンは 
実は「宝の山」 

ヴァンサン ジラルダンの醸造家エリック ジェルマンが語る、ブルゴーニュのマイナーＡＯＣの特徴 

 

 

2011 年から続いた不作の影響で、ブルゴーニュの有名

なアペラシオンの価格は高騰を続けてしまいました。

このままでは人々がブルゴーニュワインから離れて

いってしまうと思い、そうした中で、ヴァンサン ジ

ラルダンが光を当てたのが、ブルゴーニュでまだあま

り知られていないエリアのアペラシオンでした。陰に

隠れたエリアのポテンシャルをいち早く見出した彼ら

ですが、醸造家であるエリック自身が語った、ワイン

を選ぶ際のポイントをご紹介いたします。 

サン ロマン 

サントネ 

マランジュ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サン ロマン レ ヴィエイユ ヴィーニュ 2014 
Saint Romain Les Vieilles Vignes 
 

サン ロマンには 2 つのエリアがあります。その中で将来的に 1 級へ昇格すると言われているオーセイ デュ

レス側の良いエリアの葡萄を使用しています。500L の樽（新樽比率 15％）で発酵、熟成させています。緑を

帯びた淡い黄金色、菩提樹、白い花、ミネラルの香り、豊かな酸があり、まろやかなミネラルを感じます。き

れいな飲み口の新鮮な味わいがあります。ジラルダンでも成功を収めている 1 本です。 
 

【白・辛口】 国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ／コート ド ボーヌ 

生産者：ヴァンサン ジラルダン   葡萄品種：シャルドネ 

熟成：500Ｌのフレンチオークで熟成 

品番：FC-081／JAN : 4935919310819／容量：750ml ¥5,400(本体価格¥5,000) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
マランジュ ヴィエイユ ヴィーニュ 2014  
Maranges Vieilles Vignes 
 

サンピニー レ マランジュ村（Sampigny Les Maranges）とドゥジーズ レ マランジュ村（Dezize les 

Maranges）の畑からの葡萄を使用しています。畑は中程度の斜面にあり、土壌は粘土と多くは石灰岩で構成さ

れています。収穫は手摘みで行います。葡萄の選別は 2 回、畑での収穫時、セラーに運ばれてから選果テーブ

ルで行います。部分的に除梗します。発酵は天然酵母を使い、ステンレスタンクで約 3 週間行います。柔らか

くプレスした後、フレンチオーク樽（新樽比率 15％）に丁寧に移します。そのまま樽で澱とともに 10～12 ヶ

月熟成させます。清澄と濾過はせず、月のカレンダーに従い、「果実の日」にボトリングします。 
 

【赤・フルボディ】国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ／コート ド ボーヌ 

生産者：ヴァンサン ジラルダン   葡萄品種：ピノ ノワール 

品番：FC-087／JAN : 4935919310871／容量：750ml          ¥4,536(本体価格¥4,200) 
 
 

「当社とジラルダンの出会い」 1992 年秋、私どもの元に 2 本のワインが届きました。それは 1991 年のマランジュ クロ 

デ ロワイエとサントネ クロ デ タンプリエでした。その 2 本のワインの深く濃厚なカラーと凝縮したはちきれんばかりの果

実味、しなやかで絹のようなタンニン、信じられないほどの余韻の長さなど、すべてにおいて私どもは圧倒されました。すぐに渡

仏しなければという思いをおさえ、1993 年春の訪問となりました。 

 

 

ワインに塩っぽさが感じられる。フレッシュだけど持続性がある。 

ピュリニィ モンラッシェのスタイルを求める方にお勧め。 
～ヴァンサン ジラルダンの醸造家 エリック ジェルマンのコメント～ 

 

力強くがっちりしているスタイル 

ポマールのようなリッチなスタイルを求める方にお勧め。 
～ヴァンサン ジラルダンの醸造家 エリック ジェルマンのコメント～ 
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ビーニャ

ファレルニアの運命を変えた

S

【赤・フルボディ】国

ビーニャ ファレル

ファレルニアの運命を変えた

シラーでした

Syrah
 
自らのルーツであるイタリアのアパッ
シメント技術を取り込んだ
ルで造る独創的なワインで日本でも知
られるビーニャ
実はファレルニアの名を世界に知らし
めたのはシラーでした。
までに「ワイン
でベストワインに選出、
や「ワインアドヴォケイト
価を得ています。
ルジオ フレッサティ
ラーは運命を変えたワイン。カルムネー
ル、ピノ ノワールと共に重要な品種。」
と語ります。今回はファレルニアが注目
を集めるきっかけとなったシラーに焦
点を当ててご紹介いたします。
 
 

 

 

 

 

 

＜フレッサティ
全体の 50％をフレンチオークで
ています。スパイシーなペッパーの要素があるので、スパイシーな料理と非常に合わせやすいです。⼒強すぎ
るということは
このワインには特に思い入れ
でしたが、このワインのファースト
(Wines of Chile Awards
した。それまで、エルキ
んでしたが、この賞により一躍注目を集め、生活が一変しました。
 
シラー レセルバ
Syrah Reserva
品番：W-033

【赤・フルボディ】国
 

過去の評価：「
「

このワインが高い評価を得た時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いました。

ファレルニア

ファレルニアの運命を変えた

シラーでした 

yrah
シラー

自らのルーツであるイタリアのアパッ
シメント技術を取り込んだカルムネー

独創的なワインで日本でも知
られるビーニャ ファレルニアですが、
実はファレルニアの名を世界に知らし
めたのはシラーでした。シラーは

ワイン オブ チリ 
でベストワインに選出、「デカンター

ワインアドヴォケイト」でも
価を得ています。ワインメーカーの

フレッサティ（写真）
ラーは運命を変えたワイン。カルムネー

ノワールと共に重要な品種。」
と語ります。今回はファレルニアが注目
を集めるきっかけとなったシラーに焦
点を当ててご紹介いたします。

＜フレッサティのコメント＞ 

％をフレンチオークで
ています。スパイシーなペッパーの要素があるので、スパイシーな料理と非常に合わせやすいです。⼒強すぎ
るということはなく、お一人でもボトル
このワインには特に思い入れがあります。最初から全ての情熱を込めて造ったワインです。

このワインのファースト
(Wines of Chile Awards の
した。それまで、エルキ ヴァレーにあるワイナリーに試飲にくるジャーナリストやワイン関係者などいませ
んでしたが、この賞により一躍注目を集め、生活が一変しました。

レセルバ 
Syrah Reserva 

033／JAN：4935919080330

【赤・フルボディ】国／地域等：チリ

過去の評価：「ワインアドヴォケイト
「デカンター」で

私の運命を変えた
このワインが高い評価を得た時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いました。

 

ファレルニアの運命を変えたのは

 

yrah
シラー 

自らのルーツであるイタリアのアパッ
カルムネー

独創的なワインで日本でも知
ファレルニアですが、

実はファレルニアの名を世界に知らし
シラーは、これ

 アワーズ」
デカンター」

でも高い評
ワインメーカーのジョ

（写真）は、「シ
ラーは運命を変えたワイン。カルムネー

ノワールと共に重要な品種。」
と語ります。今回はファレルニアが注目
を集めるきっかけとなったシラーに焦
点を当ててご紹介いたします。 

 

％をフレンチオークで 6 ヶ⽉熟成させています。樽での熟成は控えめにし、葡萄本来の良さを活かし
ています。スパイシーなペッパーの要素があるので、スパイシーな料理と非常に合わせやすいです。⼒強すぎ

、お一人でもボトル 1 本を楽しみながら
があります。最初から全ての情熱を込めて造ったワインです。

このワインのファースト ヴィンテージである
の Best in Show)

ヴァレーにあるワイナリーに試飲にくるジャーナリストやワイン関係者などいませ
んでしたが、この賞により一躍注目を集め、生活が一変しました。

 2012 

4935919080330／容量：
地域等：チリ／エルキ

ワインアドヴォケイト」で 90

で 17（90）/20 点

私の運命を変えた
このワインが高い評価を得た時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いました。

のは 

yrah 
 

ヶ⽉熟成させています。樽での熟成は控えめにし、葡萄本来の良さを活かし
ています。スパイシーなペッパーの要素があるので、スパイシーな料理と非常に合わせやすいです。⼒強すぎ

本を楽しみながら
があります。最初から全ての情熱を込めて造ったワインです。

ヴィンテージである 2002
Best in Show)に選ばれた時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いま

ヴァレーにあるワイナリーに試飲にくるジャーナリストやワイン関係者などいませ
んでしたが、この賞により一躍注目を集め、生活が一変しました。

／容量：750ml        
エルキ ヴァレー  

90 点（2007 年、2011

点（2008 年、2010

私の運命を変えた
このワインが高い評価を得た時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いました。

ヶ⽉熟成させています。樽での熟成は控えめにし、葡萄本来の良さを活かし
ています。スパイシーなペッパーの要素があるので、スパイシーな料理と非常に合わせやすいです。⼒強すぎ

本を楽しみながら空けていただけると思います。
があります。最初から全ての情熱を込めて造ったワインです。

2002 年が、2005
時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いま

ヴァレーにあるワイナリーに試飲にくるジャーナリストやワイン関係者などいませ
んでしたが、この賞により一躍注目を集め、生活が一変しました。 

        
  葡萄品種：シラー

2011 年ヴィンテージ）
2010 年、2011 年ヴィンテージ）

私の運命を変えた
このワインが高い評価を得た時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いました。

ヶ⽉熟成させています。樽での熟成は控えめにし、葡萄本来の良さを活かし
ています。スパイシーなペッパーの要素があるので、スパイシーな料理と非常に合わせやすいです。⼒強すぎ

いただけると思います。
があります。最初から全ての情熱を込めて造ったワインです。

2005 年の 1 月にチリのベストワイン
時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いま

ヴァレーにあるワイナリーに試飲にくるジャーナリストやワイン関係者などいませ

        ¥2,268

葡萄品種：シラー 

年ヴィンテージ） 

年ヴィンテージ）

私の運命を変えたワイン
このワインが高い評価を得た時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いました。

ヶ⽉熟成させています。樽での熟成は控えめにし、葡萄本来の良さを活かし
ています。スパイシーなペッパーの要素があるので、スパイシーな料理と非常に合わせやすいです。⼒強すぎ

いただけると思います。 
があります。最初から全ての情熱を込めて造ったワインです。当初は大変な毎日

月にチリのベストワイン
時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いま

ヴァレーにあるワイナリーに試飲にくるジャーナリストやワイン関係者などいませ

2,268(本体価格¥2,100

年ヴィンテージ） 

ワイン 
このワインが高い評価を得た時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いました。

ヶ⽉熟成させています。樽での熟成は控えめにし、葡萄本来の良さを活かし
ています。スパイシーなペッパーの要素があるので、スパイシーな料理と非常に合わせやすいです。⼒強すぎ

当初は大変な毎日
月にチリのベストワイン

時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いま
ヴァレーにあるワイナリーに試飲にくるジャーナリストやワイン関係者などいませ

 
2,100) 

このワインが高い評価を得た時、無名な地での今までの苦労が報われたと思いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
標高
流の影響を受け、海からの冷たい風が吹く為、標高が最も低いにも関
わらず、一番冷涼な畑です。また年間
出ます。霧は大変重要で、樹に湿度を与えるのと同時に強すぎる日光
から樹を守ってくれる役目をします。霧のため温度が通常より
度下がるため、より涼しくなります。また、
と非常に少ないため、灌漑は不可⽋です。
があり、主にシラー、ピノ
スリング、一部ペドロ
て、花崗岩が多く、粘⼟質⼟壌も混ざっているため⼟に保⽔⼒があり、
葡萄の根を伸ばすことができます。
 

シラー
Syrah Reserva Titon Single Vinyard
品番：

【赤・フルボディ】
熟成：全体の
※アルコール度数が高いため、少し低めの
 

＜フレッサティのコメント
シングル
区画の葡萄だけを使⽤しています。また収量も制限しているため、素晴らしい集約感があります。この区画のテロワー
ルが持っている個性は、ワインに色濃く表れています。まず、色がとても濃いです。これはエルキ
な日照量を持っていることを反映しています。⾹りにはフローラルな要素や、ブラックペッパーやブラックオリーブ
のスパイシーな要素が感じられます。このスパイシーな要素は、⼟壌からの影響であり典型的なニューワ
ラーには⾒られないものです。
実は北部ローヌのシラーのスタイルを目指して造っています。ただ濃いだけでない、美しい味わいがあります。この
選び抜かれたティトンの⼟壌はとても素晴らしいので、ワインメーカーである私の⼒量がほとんど重要とされないほ
どです。この先
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

標高 350ｍ、海岸から
流の影響を受け、海からの冷たい風が吹く為、標高が最も低いにも関
わらず、一番冷涼な畑です。また年間
出ます。霧は大変重要で、樹に湿度を与えるのと同時に強すぎる日光
から樹を守ってくれる役目をします。霧のため温度が通常より
度下がるため、より涼しくなります。また、
と非常に少ないため、灌漑は不可⽋です。
があり、主にシラー、ピノ

ング、一部ペドロ
て、花崗岩が多く、粘⼟質⼟壌も混ざっているため⼟に保⽔⼒があり、
葡萄の根を伸ばすことができます。

シラー レセルバ
Syrah Reserva Titon Single Vinyard
品番：W-067／JAN

【赤・フルボディ】 
熟成：全体の 10％をフレンチオークで
※アルコール度数が高いため、少し低めの

フレッサティのコメント
シングル ヴィンヤード（単一畑）のシラーです。これはティトンの畑の中から、最も優れた区画を選び出し、その
区画の葡萄だけを使⽤しています。また収量も制限しているため、素晴らしい集約感があります。この区画のテロワー
ルが持っている個性は、ワインに色濃く表れています。まず、色がとても濃いです。これはエルキ
な日照量を持っていることを反映しています。⾹りにはフローラルな要素や、ブラックペッパーやブラックオリーブ
のスパイシーな要素が感じられます。このスパイシーな要素は、⼟壌からの影響であり典型的なニューワ
ラーには⾒られないものです。
実は北部ローヌのシラーのスタイルを目指して造っています。ただ濃いだけでない、美しい味わいがあります。この
選び抜かれたティトンの⼟壌はとても素晴らしいので、ワインメーカーである私の⼒量がほとんど重要とされないほ
どです。この先 10 年から

 

シングル

北部ローヌを意識した美しい味わい
ｍ、海岸から 18ｋｍ離れた場所にあります。フンボルト海

流の影響を受け、海からの冷たい風が吹く為、標高が最も低いにも関
わらず、一番冷涼な畑です。また年間
出ます。霧は大変重要で、樹に湿度を与えるのと同時に強すぎる日光
から樹を守ってくれる役目をします。霧のため温度が通常より
度下がるため、より涼しくなります。また、
と非常に少ないため、灌漑は不可⽋です。
があり、主にシラー、ピノ ノワール、ソーヴィニョン

ング、一部ペドロ ヒメネスを栽培しています。岩がごろごろし
て、花崗岩が多く、粘⼟質⼟壌も混ざっているため⼟に保⽔⼒があり、
葡萄の根を伸ばすことができます。

レセルバ ティトン
Syrah Reserva Titon Single Vinyard

JAN：4935919080675

 国／地域等：チリ／エルキ
％をフレンチオークで

※アルコール度数が高いため、少し低めの

フレッサティのコメント＞ 
ヴィンヤード（単一畑）のシラーです。これはティトンの畑の中から、最も優れた区画を選び出し、その

区画の葡萄だけを使⽤しています。また収量も制限しているため、素晴らしい集約感があります。この区画のテロワー
ルが持っている個性は、ワインに色濃く表れています。まず、色がとても濃いです。これはエルキ
な日照量を持っていることを反映しています。⾹りにはフローラルな要素や、ブラックペッパーやブラックオリーブ
のスパイシーな要素が感じられます。このスパイシーな要素は、⼟壌からの影響であり典型的なニューワ
ラーには⾒られないものです。 
実は北部ローヌのシラーのスタイルを目指して造っています。ただ濃いだけでない、美しい味わいがあります。この
選び抜かれたティトンの⼟壌はとても素晴らしいので、ワインメーカーである私の⼒量がほとんど重要とされないほ

年から 20 年、熟成可能なポテンシャルがあります。

ドンナ
Donna Maria Syrah Appassimento
品番：

【赤・フルボディ】
 

シングル 

北部ローヌを意識した美しい味わい
ｋｍ離れた場所にあります。フンボルト海

流の影響を受け、海からの冷たい風が吹く為、標高が最も低いにも関
わらず、一番冷涼な畑です。また年間 200〜220 日は、午前中に霧が
出ます。霧は大変重要で、樹に湿度を与えるのと同時に強すぎる日光
から樹を守ってくれる役目をします。霧のため温度が通常より
度下がるため、より涼しくなります。また、降⾬量は年間
と非常に少ないため、灌漑は不可⽋です。ティトンには

ノワール、ソーヴィニョン
ヒメネスを栽培しています。岩がごろごろし

て、花崗岩が多く、粘⼟質⼟壌も混ざっているため⼟に保⽔⼒があり、
葡萄の根を伸ばすことができます。 

ティトン シングル
Syrah Reserva Titon Single Vinyard

4935919080675／容量：
国／地域等：チリ／エルキ 

％をフレンチオークで 10 ヶ⽉  
※アルコール度数が高いため、少し低めの 16 度〜

ヴィンヤード（単一畑）のシラーです。これはティトンの畑の中から、最も優れた区画を選び出し、その
区画の葡萄だけを使⽤しています。また収量も制限しているため、素晴らしい集約感があります。この区画のテロワー
ルが持っている個性は、ワインに色濃く表れています。まず、色がとても濃いです。これはエルキ
な日照量を持っていることを反映しています。⾹りにはフローラルな要素や、ブラックペッパーやブラックオリーブ
のスパイシーな要素が感じられます。このスパイシーな要素は、⼟壌からの影響であり典型的なニューワ

実は北部ローヌのシラーのスタイルを目指して造っています。ただ濃いだけでない、美しい味わいがあります。この
選び抜かれたティトンの⼟壌はとても素晴らしいので、ワインメーカーである私の⼒量がほとんど重要とされないほ

年、熟成可能なポテンシャルがあります。

ドンナ マリア
Donna Maria Syrah Appassimento
品番：W-066／JAN

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／エルキ

 ヴィンヤード

北部ローヌを意識した美しい味わい

フレッサティならではのシラー

ｋｍ離れた場所にあります。フンボルト海
流の影響を受け、海からの冷たい風が吹く為、標高が最も低いにも関

日は、午前中に霧が
出ます。霧は大変重要で、樹に湿度を与えるのと同時に強すぎる日光
から樹を守ってくれる役目をします。霧のため温度が通常より 5

降⾬量は年間 20〜30
ティトンには 125ha の畑

ノワール、ソーヴィニョン ブラン、リー
ヒメネスを栽培しています。岩がごろごろし

て、花崗岩が多く、粘⼟質⼟壌も混ざっているため⼟に保⽔⼒があり、

シングル ヴィンヤード
Syrah Reserva Titon Single Vinyard 

／容量：750ml  
 ヴァレー  葡萄品種：シラー

  アルコール度数：
度〜18 度でお召し上がることをおすすめします。

ヴィンヤード（単一畑）のシラーです。これはティトンの畑の中から、最も優れた区画を選び出し、その
区画の葡萄だけを使⽤しています。また収量も制限しているため、素晴らしい集約感があります。この区画のテロワー
ルが持っている個性は、ワインに色濃く表れています。まず、色がとても濃いです。これはエルキ
な日照量を持っていることを反映しています。⾹りにはフローラルな要素や、ブラックペッパーやブラックオリーブ
のスパイシーな要素が感じられます。このスパイシーな要素は、⼟壌からの影響であり典型的なニューワ

実は北部ローヌのシラーのスタイルを目指して造っています。ただ濃いだけでない、美しい味わいがあります。この
選び抜かれたティトンの⼟壌はとても素晴らしいので、ワインメーカーである私の⼒量がほとんど重要とされないほ

年、熟成可能なポテンシャルがあります。

マリア シラー 
Donna Maria Syrah Appassimento

JAN：4935919080668

国／地域等：チリ／エルキ

 ＜フレッサティのコメント
このワインは、ヴァルポリチェッラで使われている「アパッシメント」という技術を活
かして造られています。使⽤する葡萄の
て、タンニンは非常にソフトになり、凝縮感が生まれます。ただし、収穫した葡萄を湿
度や温度がコントロールされた部屋の中で乾燥させるというヴァルポリチェッラで⾏
われているアパッシメントの⽅法と異なり、私達は葡萄を樹にぶら下げたまま乾燥させ
ます。いわゆる、遅摘みの状態にします。エルキ
という葡萄を畑で自然に乾燥させるために最適な
ニークな⽅法を⽤いることが出来るのです。フルボディですが、重すぎることはありま
せん。味わいには、干し葡萄のような印象があり、しなやかです。少し「甘い」と感じ
るかもしれませんが、残糖量は
は質の良いタンニンが、“甘く”感じられるのです。とても親しみやすく、飲みすすみやす
いワインのため、幅広い料理とあわせることができるでしょう。

ヴィンヤードからフレッサティの新しい挑戦

北部ローヌを意識した美しい味わい

イタリアの

フレッサティならではのシラー

ｋｍ離れた場所にあります。フンボルト海
流の影響を受け、海からの冷たい風が吹く為、標高が最も低いにも関

日は、午前中に霧が
出ます。霧は大変重要で、樹に湿度を与えるのと同時に強すぎる日光

5〜7
30 ㎜
の畑

ブラン、リー
ヒメネスを栽培しています。岩がごろごろし

て、花崗岩が多く、粘⼟質⼟壌も混ざっているため⼟に保⽔⼒があり、

ヴィンヤード

  ¥2,484(本体価格
葡萄品種：シラー

アルコール度数：14.5％ 

度でお召し上がることをおすすめします。

ヴィンヤード（単一畑）のシラーです。これはティトンの畑の中から、最も優れた区画を選び出し、その
区画の葡萄だけを使⽤しています。また収量も制限しているため、素晴らしい集約感があります。この区画のテロワー
ルが持っている個性は、ワインに色濃く表れています。まず、色がとても濃いです。これはエルキ
な日照量を持っていることを反映しています。⾹りにはフローラルな要素や、ブラックペッパーやブラックオリーブ
のスパイシーな要素が感じられます。このスパイシーな要素は、⼟壌からの影響であり典型的なニューワ

実は北部ローヌのシラーのスタイルを目指して造っています。ただ濃いだけでない、美しい味わいがあります。この
選び抜かれたティトンの⼟壌はとても素晴らしいので、ワインメーカーである私の⼒量がほとんど重要とされないほ

年、熟成可能なポテンシャルがあります。 

 2013 

Donna Maria Syrah Appassimento 
4935919080668／容量：

国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー

フレッサティのコメント
このワインは、ヴァルポリチェッラで使われている「アパッシメント」という技術を活
かして造られています。使⽤する葡萄の
て、タンニンは非常にソフトになり、凝縮感が生まれます。ただし、収穫した葡萄を湿
度や温度がコントロールされた部屋の中で乾燥させるというヴァルポリチェッラで⾏
われているアパッシメントの⽅法と異なり、私達は葡萄を樹にぶら下げたまま乾燥させ
ます。いわゆる、遅摘みの状態にします。エルキ
という葡萄を畑で自然に乾燥させるために最適な
ニークな⽅法を⽤いることが出来るのです。フルボディですが、重すぎることはありま
せん。味わいには、干し葡萄のような印象があり、しなやかです。少し「甘い」と感じ
るかもしれませんが、残糖量は
は質の良いタンニンが、“甘く”感じられるのです。とても親しみやすく、飲みすすみやす
いワインのため、幅広い料理とあわせることができるでしょう。

からフレッサティの新しい挑戦

北部ローヌを意識した美しい味わい

イタリアのアパッシメントの技術を取り込んだ

フレッサティならではのシラー

ヴィンヤード 2012 

本体価格¥2,300

葡萄品種：シラー  

度でお召し上がることをおすすめします。

ヴィンヤード（単一畑）のシラーです。これはティトンの畑の中から、最も優れた区画を選び出し、その
区画の葡萄だけを使⽤しています。また収量も制限しているため、素晴らしい集約感があります。この区画のテロワー
ルが持っている個性は、ワインに色濃く表れています。まず、色がとても濃いです。これはエルキ
な日照量を持っていることを反映しています。⾹りにはフローラルな要素や、ブラックペッパーやブラックオリーブ
のスパイシーな要素が感じられます。このスパイシーな要素は、⼟壌からの影響であり典型的なニューワ

実は北部ローヌのシラーのスタイルを目指して造っています。ただ濃いだけでない、美しい味わいがあります。この
選び抜かれたティトンの⼟壌はとても素晴らしいので、ワインメーカーである私の⼒量がほとんど重要とされないほ

／容量：750ml  ¥
ヴァレー  葡萄品種：シラー

フレッサティのコメント＞ 
このワインは、ヴァルポリチェッラで使われている「アパッシメント」という技術を活
かして造られています。使⽤する葡萄の
て、タンニンは非常にソフトになり、凝縮感が生まれます。ただし、収穫した葡萄を湿
度や温度がコントロールされた部屋の中で乾燥させるというヴァルポリチェッラで⾏
われているアパッシメントの⽅法と異なり、私達は葡萄を樹にぶら下げたまま乾燥させ
ます。いわゆる、遅摘みの状態にします。エルキ
という葡萄を畑で自然に乾燥させるために最適な
ニークな⽅法を⽤いることが出来るのです。フルボディですが、重すぎることはありま
せん。味わいには、干し葡萄のような印象があり、しなやかです。少し「甘い」と感じ
るかもしれませんが、残糖量は 5〜6g/ℓ
は質の良いタンニンが、“甘く”感じられるのです。とても親しみやすく、飲みすすみやす
いワインのため、幅広い料理とあわせることができるでしょう。

からフレッサティの新しい挑戦

北部ローヌを意識した美しい味わい

アパッシメントの技術を取り込んだ

フレッサティならではのシラー

 

2,300) 

度でお召し上がることをおすすめします。 

ヴィンヤード（単一畑）のシラーです。これはティトンの畑の中から、最も優れた区画を選び出し、その
区画の葡萄だけを使⽤しています。また収量も制限しているため、素晴らしい集約感があります。この区画のテロワー
ルが持っている個性は、ワインに色濃く表れています。まず、色がとても濃いです。これはエルキ ヴァレーが十分
な日照量を持っていることを反映しています。⾹りにはフローラルな要素や、ブラックペッパーやブラックオリーブ
のスパイシーな要素が感じられます。このスパイシーな要素は、⼟壌からの影響であり典型的なニューワールドのシ

実は北部ローヌのシラーのスタイルを目指して造っています。ただ濃いだけでない、美しい味わいがあります。この
選び抜かれたティトンの⼟壌はとても素晴らしいので、ワインメーカーである私の⼒量がほとんど重要とされないほ

¥1,728(本体価格
葡萄品種：シラー 

このワインは、ヴァルポリチェッラで使われている「アパッシメント」という技術を活
かして造られています。使⽤する葡萄の 40％を乾燥させることによって、複雑味が出
て、タンニンは非常にソフトになり、凝縮感が生まれます。ただし、収穫した葡萄を湿
度や温度がコントロールされた部屋の中で乾燥させるというヴァルポリチェッラで⾏
われているアパッシメントの⽅法と異なり、私達は葡萄を樹にぶら下げたまま乾燥させ
ます。いわゆる、遅摘みの状態にします。エルキ ヴァレーは、乾燥していて風が吹く、
という葡萄を畑で自然に乾燥させるために最適な環境が整っているため、このようなユ
ニークな⽅法を⽤いることが出来るのです。フルボディですが、重すぎることはありま
せん。味わいには、干し葡萄のような印象があり、しなやかです。少し「甘い」と感じ

6g/ℓ ほどしかありません。この「ドンナ
は質の良いタンニンが、“甘く”感じられるのです。とても親しみやすく、飲みすすみやす
いワインのため、幅広い料理とあわせることができるでしょう。

からフレッサティの新しい挑戦 

北部ローヌを意識した美しい味わい

旧価格¥

アパッシメントの技術を取り込んだ

フレッサティならではのシラー

ヴィンヤード（単一畑）のシラーです。これはティトンの畑の中から、最も優れた区画を選び出し、その
区画の葡萄だけを使⽤しています。また収量も制限しているため、素晴らしい集約感があります。この区画のテロワー

ヴァレーが十分
な日照量を持っていることを反映しています。⾹りにはフローラルな要素や、ブラックペッパーやブラックオリーブ

ールドのシ

実は北部ローヌのシラーのスタイルを目指して造っています。ただ濃いだけでない、美しい味わいがあります。この
選び抜かれたティトンの⼟壌はとても素晴らしいので、ワインメーカーである私の⼒量がほとんど重要とされないほ

本体価格¥1,600)

 

このワインは、ヴァルポリチェッラで使われている「アパッシメント」という技術を活
％を乾燥させることによって、複雑味が出

て、タンニンは非常にソフトになり、凝縮感が生まれます。ただし、収穫した葡萄を湿
度や温度がコントロールされた部屋の中で乾燥させるというヴァルポリチェッラで⾏
われているアパッシメントの⽅法と異なり、私達は葡萄を樹にぶら下げたまま乾燥させ

ヴァレーは、乾燥していて風が吹く、
環境が整っているため、このようなユ

ニークな⽅法を⽤いることが出来るのです。フルボディですが、重すぎることはありま
せん。味わいには、干し葡萄のような印象があり、しなやかです。少し「甘い」と感じ

ほどしかありません。この「ドンナ
は質の良いタンニンが、“甘く”感じられるのです。とても親しみやすく、飲みすすみやす
いワインのため、幅広い料理とあわせることができるでしょう。 

北部ローヌを意識した美しい味わい 

¥2,400 

アパッシメントの技術を取り込んだ 

フレッサティならではのシラー

) 

このワインは、ヴァルポリチェッラで使われている「アパッシメント」という技術を活
％を乾燥させることによって、複雑味が出

て、タンニンは非常にソフトになり、凝縮感が生まれます。ただし、収穫した葡萄を湿
度や温度がコントロールされた部屋の中で乾燥させるというヴァルポリチェッラで⾏
われているアパッシメントの⽅法と異なり、私達は葡萄を樹にぶら下げたまま乾燥させ

ヴァレーは、乾燥していて風が吹く、
環境が整っているため、このようなユ

ニークな⽅法を⽤いることが出来るのです。フルボディですが、重すぎることはありま
せん。味わいには、干し葡萄のような印象があり、しなやかです。少し「甘い」と感じ

ほどしかありません。この「ドンナ マリア」
は質の良いタンニンが、“甘く”感じられるのです。とても親しみやすく、飲みすすみやす

 

旧価格¥1,700

 

フレッサティならではのシラー 

このワインは、ヴァルポリチェッラで使われている「アパッシメント」という技術を活
％を乾燥させることによって、複雑味が出

て、タンニンは非常にソフトになり、凝縮感が生まれます。ただし、収穫した葡萄を湿
度や温度がコントロールされた部屋の中で乾燥させるというヴァルポリチェッラで⾏
われているアパッシメントの⽅法と異なり、私達は葡萄を樹にぶら下げたまま乾燥させ

ヴァレーは、乾燥していて風が吹く、
環境が整っているため、このようなユ

ニークな⽅法を⽤いることが出来るのです。フルボディですが、重すぎることはありま
せん。味わいには、干し葡萄のような印象があり、しなやかです。少し「甘い」と感じ

マリア」
は質の良いタンニンが、“甘く”感じられるのです。とても親しみやすく、飲みすすみやす

1,700 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ラクリマ ディ モッロ ダルバ スペリオーレ 2016  
Lacrima di Morro d’Alba Superiore 
 

畑はアンコーナにある標高 100m～150m の自家畑で、主に粘土質土壌。植密度は 5,000 本/ha で

す。収穫量は、葡萄の樹 1 本当たり約 1．5kg です。仕立てはコルドンで、葡萄の実が理想的な成

熟度に達する 9 月に収穫します。ラクリマは非常に個性的な特徴をもつ品種で、果皮が薄いため熟

した葡萄の実からは、まるで涙を流す様に果汁がこぼれ落ちます。これがイタリア語で “涙＝ラク

リマ”と呼ばれる由縁です。除梗後、発酵前に 3日間低温マセラシオン。ラクリマが持つフルーティ

で花のような香りを引き出すために、約 100hl のステンレスタンクで、約 20 度に保ちながら約 20

日間醸しを行います。すみれ色を帯びた、濃いルビーレッド。ストロベリーや、チェリー、ブラッ

クベリー、ブルーベリー、すみれや野生のバラの上品な香りが漂います。フルボディでドライ。非

常にバランスの良いタンニンがあり、フレイバーはふくよかで持続性があります。脂身の強い食事

と相性が良く、口の中の脂っぽさを洗い流します。モルタデッラ（ボローニャソーセージ）、プロッ

シュート、サラミなど。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／マルケ   等級：D.OC. 

生産者：ヴェレノージ   葡萄品種：ラクリマ ディ モッロ ダルバ 

品番：I-762／JAN：4935919057622 ／容量：750ml  ¥3,024(本体価格¥2,800) 
 
 

 

 「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2018」 

「ルカ マローニ 2018」にて最高得点 99点獲得した 

2016年ヴィンテージ 
が入荷致します 

 

LUCA MARONI  
ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カサーレ ヴェッキオ ペコリーノ 2017  
Casale Vecchio Pecorino 
 

ペコリーノはマルケやアブルッツォの伝統品種ですが、多くはトレッビアーノに植え替えられてしまいました。

畑はカルシウムが豊富な土壌で、葡萄の樹齢はとても高くなっています。葡萄は 9 月初めに、葡萄がとてもよ

く熟した状態で手摘みにします。破砕、除梗した後、3度で 12時間スキンコンタクトします。柔らかく圧搾し、

清澄します。12 度に温度管理の下、80％をステンレスタンクで、残り 20％を 40hl の樽で発酵させています。

ワインは、照りのある黄金色、複雑なアロマがあり、驚くほど濃い味わいですが、しっかりとした酸も感じら

れ、ボディとのバランスがとれています。果実の甘さの香る余韻があります。食事と共に飲むのに最適です。 
 

【白・辛口】 国／地域等：イタリア／アブルッツォ  等級：I.G.T. 

生産者：ファルネーゼ   葡萄品種：ペコリーノ 

熟成：80％ステンレスタンク、20％を大樽で熟成 

品番：I-212／JAN：4935919052122／容量：750ml  ¥2,592(本体価格¥2,400) 
 

 

 

 

 

 

 

 

キアンタリ ネーロ ダーヴォラ 2017 
Chiantari Nero d'Avola 
 

畑は標高 300～500mの高いところにあります。スタンダードのネーロ ダーヴォラより、

ha当たりの収量を低く抑えています。また、葡萄の種まで熟すように、収穫もスタンダー

ドより遅く行います。低温で発酵、10～12日間マセラシオンを行います。葡萄は柔らか

くプレスを行い、マロラクティック発酵はバリックで、熟成もバリック（225L、主にフ

レンチオーク、一部にアメリカンオーク）で 6 ヶ月行います。骨格がしっかりとしてい

るため、スタンダードよりもポンピングオーバーの回数は多く行います。果実味が先に

感じられ、後から樽の風味が感じられるバランスにしています。集約感は高く、アルコー

ルのボリューム感、バニラのようなニュアンスがあります。子羊や熟成したチーズによ

く合います。 
 

【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：イタリア／シチリア  等級：I.G.T.  

生産者：ヴィニエティ ザブ  葡萄品種：ネーロ ダーヴォラ 

熟成：主にフレンチオーク、一部アメリカンオークで 6ヶ月 

品番：I-489／JAN：4935919054898／容量：750ml  

¥1,836(本体価格¥1,700) 
 

 

ペコリーノ部門 
BEST PECORINO 

 

  位  
*他に同ポイント、同順位のワインが複数あります 

旧価格¥1,800  

CASALE VECCHIO 
PECORINO 

CHIANTARI 
NERO D’AVOLA 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボデガス アタラヤは、スペイン南東部、D.O. アルマンサにあります。フミー

リャに近いため、モナストレルも栽培されている場所ですが、ボデガス アタ

ラヤで最も重要な品種は、「ガルナッチャ ティントレラ」品種です。 

「ガルナッチャ」と「ガルナッチャ ティントレラ」は全く別の葡萄品種です。

「ティントレラ」とは「インクのような（濃い色）」という意味があります。通

常、黒葡萄の果肉は、白、またはピンクっぽい色をしていますが、このガルナッ

チャ ティントレラは、果肉に色がついているたいへん珍しい品種です。通常

は、果皮から色を抽出するために、葡萄の皮と果汁を一緒に仕込みますが、ガ

ルナッチャ ティントレラは絞った時点で果汁に色がついているため、非常に

色の濃いワインになります。 

しかし、完熟しにくい葡萄で、栽培がとても難しい品種です。うまく完熟し

ないとタンニンが非常に強く、味わいのバランスを保つのが非常に難しいです。

そのため、ブレンドに使われることが多く、以前はガルナッチャ ティントレラ 100％で造る高品質なワインはありませんでした。

ボデガス アタラヤでは 3 年かけて、ガルナッチャ ティントレラ 100％の高品質なワイン「アラヤ ティエラ（S-174）」を造

ることに成功しました。 

 

標高が高い場所にある畑、葡萄がゆっくりと成熟します 

アタラヤとは、ボデガのある場所の名前で、「監視の塔」とい

う意味です。畑は標高 800ｍ~1000ｍにあります。葡萄の樹齢は

若いもので 25 年、古いものは 60 年~70 年になります。冬はとて

も寒く、昼夜の寒暖の差が激しいエリアです。葡萄樹の樹齢も大

切ですが、ガルナッチャ ティントレラにとっ

ては畑の標高が高いことも重要な要素です。涼

しい気温により葡萄がゆっくり成熟するから

です。また、樹と樹が離れているため、斜面の

向きに関係なく、日は満遍なく当たります。葡

萄樹の間隔を開け、1 本の樹が多くの水分を吸

収できるようにしており、灌漑はしません。 

 

 

樹齢の古いガルナッチャ ティントレラの樹 

果肉も赤いガルナッチャ ティントレラ 

ボデガス アタラヤ 
スペイン／D.O.アルマンサ 

 

あまり知られていない産地と土着品種にこだわるヒル ファミリー エステーツ 

注目したのは「ガルナッチャ ティントレラ」でした 

ミゲル ヒル 

MIGUEL GIL 

ヒル ファミリー 

エステーツの社長。 

ペペ サエス 

PEPE SAEZ 

主に畑の管理を担当。

生まれの育ちもアル

マンサ。このエリアの

畑を熟知している重

要なキーマン。 



  

 

 

 

 

 

 

ラヤ 2017 
Laya 
 

少しだけ樽をかけた若いタイプのワインで、ティントレラは若いと強すぎるため、30％モナストレルをブレン

ドして、丸さを出しています。畑の面積は 60ha、標高 700ｍ～1,000m に位置し、土壌は石灰質です。平均樹

齢は 25 年以上、収穫は手摘みで行ないます。発酵前に低温でプレマセラシオンを行なった後、ステンレスタン

クで発酵します。熟成はフレンチオークの新樽で 4 ヶ月行います。深いチェリーレッド、熟した果実とフロー

ラルなノートの混ざるエレガントで複雑なアロマ。口当たりはフレッシュで、タンニンはまだ若々しいのですが、

とてもバランスがとれています。長くスムーズなフィニッシュです。 

★｢ペニンガイド 2019｣で 90 点 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／アルマンサ   

生産者：ボデガス アタラヤ（ヒル ファミリー エステーツ） 

葡萄品種：ガルナッチャ ティントレラ 70%、モナストレル 30% 

熟成：フレンチオークの新樽で 4 ヶ月 

品番：S-160／JAN：4935919071604／容量：750ml   ¥1,620(本体価格¥1,500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧価格¥1,600 

旧価格¥5,500 

ボデガス アタラヤとの出会い 

2011 年、初めてラヤを試飲した時、「この価格でこのクオリティは、どこにでもあるスペインワイ

ンではない！」と私たちは圧倒され、強く印象付けられたことを鮮明に覚えています。そして、土着品種

に注目し、「無名エリアの世に知られていない素晴らしい品質のワインを発掘して、世に知らせていく。」と

いうヒル ファミリー エステーツの考えは、当社の方向性と同じであったこともスタートする大きな要因

でした。取扱いを始めて 9 年になりますが、価格がほとんど変わっていないというのも魅力的です。EPA に

よる関税撤廃により、さらにお求めやすい価格になりました。是非ともお役立てください。 

 

アラヤ ティエラ 
2015 
Alaya Tierra 
 

非常に難しいとされていたティントレラ
100％のワインで、試行錯誤の上に完成さ
せることが出来ました。熟成はフレンチ

オークとアメリカンオークのバリックで
15 ヶ月行います。ろ過も清澄もせず瓶詰め
します。明るい赤の色調のあるチェリー

レッド。興味深く複雑な高い香り、ミネラ
ル、黒い果実が、繊細な木のアロマへと続
きます。力強くがっしりとしており、熟し

ていて絹のようになめらかな味わいです。 
★｢ペニンガイド 2019｣で 91 点 
 

【赤・フルボディ】  
国／地域等：スペイン／アルマンサ   
葡萄品種：ガルナッチャ ティントレラ100% 

平均樹齢：65 年     
熟成：バリックで 15 ヶ月 
品番：S-174  容量：750ml 

JAN：4935919071741 
 

¥5,400(本体価格¥5,000) 

 

 

ラ アタラヤ デル カミーノ 2015 
Atalaya del Camino 
 

このワイナリーを代表するワインです。標
高 700ｍ～1,000mに位置する畑の葡萄を
使用して造られます。ノンフィルター、ノ

ンファイニング。生き生きとした紫色、チェ
リーやプラムを思わせる力強いアロマに、
かすかにペッパーのニュアンスが混ざって

います。素晴らしい骨格と持続性があり、
非常にバランスのとれた味わいです。ラベ
ルは、標高の高い畑であることから、天使

をイメージし、天使ミゲル アンヘル（ミ
ケランジェロ）をモチーフとしています。 
★｢ペニンガイド 2019｣で 92 点 

 
【赤・フルボディ】  
国／地域等：スペイン／アルマンサ   

葡萄品種：ガルナッチャ ティントレラ85％、
モナストレル15％   
熟成：フレンチオークの新樽で 12 ヶ月 

品番：S-161  容量：750ml 

JAN：4935919071611 
 

¥3,240(本体価格¥3,000) 

 

 

土着品種、100％新樽熟成 
ヒル ファミリー エステーツのこだわりが詰まった 1本 

※EPAによる関税撤廃により、さらにお求めやすい価格になりました 

※EPAによる関税撤廃により、さらにお求めやすい価格になりました 

ガルナッチャ ティントレラ 100％で造る 
スペシャル キュヴェ 

モナストレルをブレンドすることで 
パワフルさとしなやかさを表現した代表作 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャトー デ ゼサール 
CHÂTEAU DES EYSSARDS 

 

＜2016 年ヴィンテージについて＞ 

2013 年から収穫減が続いていました

が、2016 年は久しぶりに満足のいく収

穫量を得られました。1 月から 6月まで

雨の非常に多く心配しておりましたが、

7 月から 9 月までほとんど雨が降らず、

乾燥しており、葡萄は思うように水分を

得られていませんでした。そんな時、9

月 10 日に大きな嵐が来ました。一晩で

25ｍｍもの大雨が降り、この雨のおかげ

で葡萄は生きかえり素晴らしい葡萄を

収穫できました。収穫量、品質共に満足

のいく年で、赤ワインは 2012 年に似て

います。 
 

【赤・ミディアムボディ】 

国／地域等：フランス／ベルジュラック 

葡萄品種： メルロ 70％、カベルネ フ

ラン 30％ 
 

品番：FA-236  容量：750ml 

JAN：4935919092364 

¥1,404(本体価格¥1,300) 

＜2017 年ヴィンテージについて＞ 

４月 28 日、29 日に霜が降りました。こ

れだけ遅くに霜が降りたのは異例中の異

例です。例年なら遅くとも３月末までにお

ります。この影響で収穫量が大幅に減って

しまいました。黒葡萄が特に被害を受けま

した。その後、日中は暑すぎず、夜が涼し

い理想的な天候となり、完熟が早く収穫も

９月１日から行いました。収穫量こそ減っ

てしまいましたが、品質はとても満足いく

ものとなりました。特にソーヴィニヨン 

ブランの品質が素晴らしいです。 
 
 

【白・辛口】 

国／地域等：フランス／ベルジュラック 

葡萄品種： ソーヴィニヨン ブラン

80％、セミヨン 20％ 
 

品番：FA-238  容量：750ml 

JAN：4935919092388 

¥1,404(本体価格¥1,300) 

 

旧価格¥1,400 旧価格¥1,400 

2017年は収穫量こそ減りましたが 

特にソーヴィニヨン ブランが素晴らしいです 

シャトー デ ゼサール ブラン 2017 

 

シャトー デ ゼサール ルージュ 2016 

 

品質、収穫量共に満足のいく年となりました 

赤・白共に素晴らしい出来となりました 

シャトー ゼサール ブラン 2017 

「収穫量減を感じさせない、安心で出来る品質。」 
 

シャトー ゼサール ルージュ 2016 

「香り、味わい、価格、どれをとっても素晴らしく、 
完成度が高い。」 

― 昨年春、現地視察での弊社スタッフのコメント ― 



  

 

ベルジュラックの風雲児、パスカル キュイセ 
 

ワイン産地としては知名度の低いベルジュラックでなぜここまで成功できたのか？ 

「伝統にとらわれない革新的なワイン造りをしたから？」 

「いち早くソーヴィニヨン ブランの可能性に目をつけたから？」 

現地訪問した際の、パスカル キュイセの発言の数々から、キーワードとなる言葉をご紹介いたします。 
 
 

ボルドーの中心から僅か 100ｋｍ、畑の 2ｋｍ先はボルドーエリア 
ベルジュラックとボルドーは目と鼻の先

です。ベルジュラックは、ボルドー中心

から 100km ほど東へいった場所にあり

ます。アペラシオンの面積としては、ボ

ルドーの 10 分の 1 ほどです。シャトー 

デ ゼサールが所有するソーシニャック

の畑からは、ボルドーと 2km しか離れ

ていません。ですが、「この 2kmが明暗

を分けました。どんなにありきたりの品

質でも、ボルドーワインにはボルドーと

しての市場がありますが、ベルジュラッ

クは良い品質であっても、ベルジュラッ

クとしての市場はありません。ですから、ネームバリューで売る

のではなく、高品質かつリーズナブルな価格のワインということ

に重点を置くことにしました。また、ベルジュラックの近隣の人

とも全く違う、独自のスタイルのものを目指しました。そのため、

隣人たちから、時には「（ニューワールドの人、よそ者であるとい

う意味から）オーストラリア人」とも言われました。」 

 

オープンマインド、偏見を持たない 
彼がワイン造りに対する姿勢を語るときに、何度も繰り返し言っていた言葉のひとつが「オープンマインド」です。パスカルは兄と共にワイン造

りに参加するようになった 80 年代、フランス国内でベルジュラックワインの市場は無きに等しい状態でした。若者がバーで飲むのはパスティスや

ビールばかり。そこで輸出市場に目を向け、ニューワールドを始め世界のワインに触れ、「世界中で素晴らしいワインが造られていることを知り、

偏見を持たず常にオープンマインドでいることが大切だ」とパスカルは悟りました。オープンマインドであることで、革新的なワイン造りが出来

たとも言えます。20 年以上前、ベルジュラックで誰もやっていなかったスキンコンタクトや、葡萄の酸化を防ぐために夜間に収穫を始めたのが、

彼らでした。（今では近隣の生産者もやるようになったとのこと。） 

 

コピーはしたくない、他とは違う自分だけのワイン 
パスカルは今から 20年以上前、ニュージーランドのソーヴィニヨン ブランを飲んで、そのパワフルさ、可能性の大きさに感銘を受けました。し

かし、それをコピーしたいとは考えませんでした。幅広いアロマの多様性を持つソーヴィニヨン ブランはパスカルにとって素晴らしい葡萄で、

ハーブのアロマから白い花のアロマまで、その中間にはエキゾティックなパイナップルやライチのトロピカルなフレイバーまで様々なアロマがあ

ります。そして、パスカルはこのトロピカルなフレイバーを求めています。 

 

畑で葡萄を食べて収穫を決める 
例えば、ソーヴィニヨンの収穫時期は、分析値上では、決められた糖や酸の数値

で収穫できる時期は 3 日間位です。そのため、世界のソーヴィニヨン ブランの

味わいが、類似しているのは、皆この分析値を見て収穫しているためです。目指

すワインを造るためには、分析ではなく、種や皮が重要と考えます。その時、そ

の時に葡萄を味わって確かめます。自ら畑に出向き、葡萄を味わうことにより、

すべてを把握することが出来きます。分析に頼るとアルコールだけあってもおい

しさはありません。 

2003 年の例がよい例です。人々は糖度が高まったと誤解して収穫したが、種ま

で熟していませんでした。だから多くの２００３年ワインは軽く、長期熟成にも

繋がらなかったのです。大事なのは、味をみること、そして種と皮まで熟してい

ることです。葡萄を食べることによって、正しい分析ができるのです。 

スキンコンタクトが味わいの命！ 
何故この方法を行うかというと、「葡萄の味わいは皮にある」からです。皮の成分が、果汁に行き渡ります。収穫するタイミングを判断する際、以

前は分析表に頼っていましたが、今は頼りません。その時、その時に葡萄を味わって確かめます。自ら畑に出向き、葡萄を味わうことにより、す

べてを把握することが出来きます。 

 

ベルジュラック 

A.C.ボルドー 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トレ イコーネ 
Tre Icone 
 

「TRE ICONE（トレ イコーネ）」の名前は、3 か所（アブルッツォ、プーリア、シチ

リア）の個性ある葡萄畑を象徴し、「663」という数字は、3 つの畑を結んだ距離（km）

を示しています。ネレッロ マスカレーゼの畑はシチリアの南西部にあるサンブーカ 

ディ シチリアにあります。葡萄の平均樹齢は 25 年。モンテプルチャーノは、アブルッ

ツォ州北部のテーラモ、葡萄の平均樹齢は 30 年、そしてプリミティーヴォはプーリア

のサレント地区に位置しており、平均樹齢は 40 年になります。3 つの品種は別々に醸

造（すべてステンレスタンク）します。ネレッロ マスカレーゼは 25 度で約 14 日間、

モンテプルチャーノは 28 度で 21 日間、プリミティーヴォは 26 度で 18 日間発酵させ

ます。ネレッロ マスカレーゼは熟成もステンレスタンク、モンテプルチャーノとプリ

ミティーヴォは全体の 50％は 225L のバリックの新樽と 1 年樽、残りはステンレスタ

ンクで約 10 ケ月熟成させます 

 

生産者：ヴィニエティ デル サレント 

葡萄品種：モンテプルチャーノ、ネレッロ マスカレーゼ 

プリミティーヴォ 

■品番：I-727 ■JAN: 4935919057271 ■容量：750ml 

¥2,052（本体価格¥1,900） 
旧価格¥2,000 

TRE ICONE 
ABRUZZO PUGLIA SICILIA 

ファルネーゼ グループの社長 ヴァレンティーノ ショッティ 

南イタリアの 3つの土着品種をブレンド 
州の枠組みという概念を越え、優れた葡萄を使用 

トップ キュヴェ「エディツィオーネ」と同じコンセプトで造る渾身の 1本 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ABRUZZO 
Montepulciano 

SICILIA 
Nerello Mascalese 

PUGLIA 
Primitivo 

ファルネーゼ グループを支える素晴らしいワインメーカーのチーム 

トップ キュヴェ『エディツオーネ』と同じコンセプト 
州の枠組みという概念を超え、優れた葡萄で偉大なワイン  
今回ご紹介する「トレ イコーネ」は、アブルッツォ、プーリア、シチリア

3 州の葡萄を単にブレンドしているわけではありません。このワインは州の

枠組みという概念を超え、南イタリアの土地の個性を最大限に表現してくれ

る優れた葡萄品種から偉大なワインを造るというコンセプトのもと造られ

ました。南イタリアに５つのカンティーナを所有し、優秀な醸造家達を多数

抱える、ファルネーゼにしか出来ない素晴しいクオリティです。南イタリア

の伝統とぬくもりをこのワインで感じていただけることでしょう。 

ワインメーカーが常任、葡萄栽培家と密接な関わりを大切にする 
南イタリアを熟知したファルネーゼだからこそ出来るクオリティ 
 
イタリアワインの評価本「ルカ マローニ ベストワイン年鑑」で年間最優秀生産者

に 9 度選出されているファルネーゼ。ファルネーゼ グループの最大の強みは 10 名を

超える優秀な醸造家たちです。ワインを造るためには、素晴しい畑や葡萄は最も重要

ですが、加えて、それがどのように扱われるかが大切です。通常、大規模な醸造所で

あっても３名ほどの醸造家しかいないのですが、ファルネーゼ グループでは 10 名を

超える優秀な醸造家がいて、各州の葡萄栽培家との密接な関係を築き、素晴らし品質

のワインを生み出しています。 

「ルカ マローニ 2019」 最優秀生産者に選出 
南イタリアを熟知した、ファルネーゼだからこそ生み出せるクオリティ 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ローザ パッシート 2017 
La Rosa Passito 
 

モスカート（白用葡萄）とモリナーラ（赤用葡萄）を陰干しして造ったパッシートです。葡萄は収穫後、陰干ししま

す。糖分が潜在アルコール度 18％になったら（通常は 12 月）、破砕し、発酵前に 2～3 日醸しを行います。果皮を取

り除き、タンクに入れます。発酵は 10～15 日続き、糖分とアルコールのバランスをとるため、アルコール度が約 14％

になったら移し替えをして発酵を止めます。大切なのは、モスカートがわずかにビターなトーンを持つため、飲みや

すくバランスをとることです。翌年の春に瓶詰めします。贅沢なレストランで最後に出てきてもらいたいデザートワ

インです。生産本数 1,800 本のうち 1,500 本が稲葉向けです。 
 
【ロゼ・甘口】 国／地域等：イタリア／ヴェネト  等級：I.G.T. 

生産者：カヴァルキーナ  葡萄品種：モスカート、モリナーラ   

品番：I-401／JAN: 4935919054010／容量：375ml          ¥2,376（本体価格¥2,200） 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

センスアーレ モスカート  2017 
Sensuale Moscato 
 
畑はヴェノーザ村にあります。標高 500m、粘土の多い火山性土壌でカルシウム、窒素、凝灰岩が豊富です。収穫は

葡萄が傷つかないように小さなカゴを使って、手摘みで行います。やわらかくプレスした後、すぐに発酵に移ります。

これはモスカートに特有な豊かなアロマを保つためです。アルコール発酵、熟成ともにステンレスタンクで行います。

輝きのあるゴールデンイエロー、桃や洋ナシ、マンゴーなどの豊かなフルーツのアロマ、そしてもちろんモスカート

の持つエキゾティックなニュアンスも感じられます。とれたて果実を思わせる新鮮な果実味、心地よい甘さがあり、

とてもバランスが取れています。ワインだけで楽しむことも出来ますが果物やスイーツのお供にも最適です。 

 

【白・やや甘口】国／地域等：イタリア／バジリカータ  等級：I.G.T. 

生産者：ヴィニエティ デル ヴルトゥーレ  葡萄品種：モスカート ビアンコ    

熟成：ステンレスタンク 

品番：I-738／JAN: 4935919057387／容量：750ml          ¥1,836（本体価格¥1,700） 

 
 
 

お洒落心をくすぐるラベル 

陰干しした葡萄で造る、珍しい甘口のロゼワイン 

ハートラベルの甘口ワイン 

魅力的なアロマと、微発泡ならではの爽やかな甘さ 

 

手頃な価格で楽しめる  

甘口ワイン 
 

 

 

カヴァルキーナのオーナー、ルチアーノ ピオーナは、結婚 10 周年の記念日に、こ

の「La Rosa（バラの意味）」をバラの代わりに 24本箱に詰めてプレゼントしたそう

です。結婚記念日にとはいきませんが、欧米ではバレンタインデーに日頃の感謝を込

めて家族や恋人にバラなどの花束を贈る習慣があります。ルチアーノのように大切な

人へ「La Rosa」を贈るのもアリですね。 

カヴァルキーナの素敵なエピソード 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エルデナー トレプヒェン アウスレーゼ ★★★ 2010 
Erdener Treppchen Auslese ★★★ 

ミューレンホフが目指すのは、果実味とボディが完璧なバランスを保った、調和のとれたワイ

ンです。エルデナー トレプヒェンの畑は斜度 70％の南向きの急斜面にあります。土壌は風

化した粘板岩で、少し赤色粘板岩が混ざっています。葡萄の平均樹齢は 50 年。2010 年のア

ウスレーゼの収穫は 11 月初旬に行いました。発酵は天然酵母を使用し、温度コントロールさ

れたステンレスタンクで約 2 ヶ月行います。非常に深みのあるアロマ、熟した果実味と同時

にしっかりとした酸が感じられ、非常にバランスが取れています。いつまでも続く長い余韻が

あります。 

 

【白・極甘口】 国／地域：ドイツ／モーゼル   生産者：ミューレンホフ    

葡萄品種：リースリング   

品番：KA-556／JAN：4935919195560／容量：750ml    ¥5,184(本体価格¥4,800) 

 

 

M E U L E N H O F 
GERMANY MOSEL  ミューレンホフ 

写真は急斜面に広がるエルデナー 

トレプヒェンの畑。ミューレンホフはこ

の他に、モーゼル中流域の超一流

畑、エルデナー プレラート、ヴェレ

ナー ゾンネンウーアにも畑を所有。 

Stefan Justen  
シュテファン ユステン 
 
1960年生まれ。1990年にミューレ
ンホフを引き継ぎ、2002 年から
シュテファン エーレンのワイン造
りも行っています。ワイン造りには
一生懸命な半面、自分のことはあ
まり多くを語らない寡黙な人柄。 

  

 

平均樹齢 50 年、樹齢の古い葡萄を使用 


