
  

 

 

DOMAINE SANTA DUC 

イヴ グラがドメーヌを引き継いで 30年 

さらなる飛躍を目指す、南ローヌのトップ ドメーヌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ドメーヌの名声を築いた、イヴ グラ 
ドメーヌ サンタ デュックは、1874 年に創設されました。歴史のあるド

メーヌですが、その名が世界的に知られるようになったのは、現在ワイン造

りを行うイヴ グラが、1985年に引き継いで以降のことです。彼は、引き継

いだ当時、生産量のほとんどがネゴシアンに売られていたのを止め、品質を

重視し、自分で瓶詰めすることを決意しました。イヴ グラのエネルギッシュ

で新しい挑戦は多くのワイン評論家を魅了し、生産者元詰めワインをスター

トしてから僅か 10 年足らずで、瞬く間にジゴンダスの最重要なドメーヌと

なりました。ロバート パーカーJr.もドメーヌ サンタ デュックを５ツ星生産者として高く評価し、著

書「ワールド グレイテスト ワイン エステート」でも世界素晴らしいワイン生産者約 170 軒のうち

のひとつとして掲載しました。 

また、イヴ グラはネゴシアンとしても優れたワインを供給しています。「ドメーヌは畑仕事、ネゴシア

ンはブレンドが重要。畑では常に葡萄の成長を見守り、ネゴシアンは畑の作業こそ少ないが、ブレンドに

多くに労力がかかる。しかし、常に葡萄やワインと寄り添えるから素晴らしいワインが出来る。これこそ

が私たちのような小さなドメーヌの強みだ。」とイヴ グラは語ります。近年、理想のワインを追求する

ために熟成方法の変更を試み、またシャトーヌフ デュ パプにも畑を購入し、新たな挑戦を続けています。 
 
 

イヴ グラが情熱を注いできたアペラシオン 
ジゴンダスのテロワール 

ジゴンダス村はダンテル ド モンミライユの山を中心に起伏の激しい

土地が広がっています（右図参照）。3,000ha の面積がありますが、その

内葡萄畑になっているのは約 1,200ha。残りはほとんどが森や林で、こ

うした環境がジゴンダスのミクロクリマを形成しています。土壌は粘土石

灰質で、赤ワイン用の葡萄を栽培するには最適です。日夜の気温差が激し

く、葡萄がゆっくりと成熟するため、深い味わいをもちながら、フレッシュ

な酸の効いた、複雑なアロマを持つ葡萄を造ることが出来ます。また、長

期熟成に向いたワインを造る事が可能となります。 
 

 

 
 
 
 

標高：140m 

第四期の赤粘土砂利質 

サンタ デュックの（クロ デリ

エール ヴィエイユ以外の）7 つの

リューディはこの標高に位置する。 
 
ドメーヌの本拠地（オートギャリーグ） 

標高：350m 

白亜紀の石灰質マール 

クロ デリエール ヴィエイユ 

ダンテル ド モンミライユ 

ジゴンダスを横から見た断面図 

標高の低い畑：どっしりとしたワインができる  

標高の高い畑：畑の向きにもよるが、酸とフィネスの際立つワインができやすい 

 



  

 

 

80 年代から続けている有機農法 
イヴ グラがドメーヌを引き継いだ 80年代から有機農法を行っています。目的は以下の3つです。  
1. 消費者の健康を守るために、より自然なものを届ける。 

2. 自然でピュアな味わいを求めて、人為的なものは用いない。 

3. 土壌を健全な状態に保ち、次世代でもテロワールが侵されないワインが造れるように受け継ぐ。  
当時、イヴ グラはそれをあえて示すことが重要だとは思っていませんでした。しかし時代が変化し、

有機農法に関する法律もできたため、2012 年からバックラベルに表記しています。 

 

月の満ち欠けにしたがって作業を行う 
サンタ デュックでは葡萄の発育時期や瓶詰めのタイミングを見極めるため、ムーンカレンダーを参考にしています。「近年、ビオディナ

ミとして注目を浴びていますが、実は祖父の時代では一般的に行われていて、月の満ち欠けにしたがって生活することは至って普通のこと

でした。」とイヴ グラは語ります。 

 

天然酵母と最小限の SO2 

選別酵母では安定した品質にはなりますが、ヴィンテージの違いなどの個性が出にくくなるとイヴ グラは考えています。サンタ デュッ

クでは、「毎回同じワインではなく、ヴィンテージごとの葡萄の特徴やテロワールを表現し、生物多様性を尊重したい」と言う思いから、

天然酵母を使用しています。葡萄は破砕するとすぐに傷んでしまうため、SO2を防腐剤として使う必要があります。サンタ デュックでは

収穫は手摘みにこだわり、選別しながら行います。良い葡萄のみ使用することで、使用する SO2は最小限に抑えられます。 

 

フルーティでピュアなワインを造るための新たな試み、 

目指すは『ローヌのブルゴーニュワイン』 
「良い酸と良いストラクチャーを持った、南ローヌでもしなやかでエレガントなワインを目指してい

る。理想はブルゴーニュワイン、一杯ではなく一本飲めるワインを造りたい」とイヴ グラは語りま

す。具体的には、長い醸しはタンニンが強くなりすぎてしまい果実と酸を失ってしまうので短くし、

熟成は樽を利かせると力強くなり過ぎるので、容器をバリックからフードル（3,000L）とテラコッ

タの壺（800L）に移行しています。ほんの 10年前まではバリックで埋め尽くされていたセラーは、

一部を残し大半はこの 2つとなっています。 

特に 2014 年から実験的に使用しているテラコッタの壺は、テラコッタで有名なイタリアのインプ

ルネータと言う街から買い付けています。中性的な素材であるため、バリックのようにバニラ香な

どがつかず、よりテロワールを表現し、素材本来の味を生かすことができます。ブルゴーニュやボル

ドーでは酸が多く糖が少ないため、それを補うために樽を使用している事が多く見られます。しか

しローヌの場合は元々果実味とタンニンが豊富にあるため、樽を効かせると力強くなりすぎてしまうと考えているのです。テラコッタを使

用することで、アルコールが高まりすぎず、張りとフレッシュ感のある味わいになるとイヴ グラは考えています。 

 
2017 年から息子のバンジャマンがドメーヌに加入 

更なる飛躍を目指しています 
イヴ グラがドメーヌを引き継いで30年の間に、サンタ デュックはジゴンダスのトッ

プのひとつとして名声を得るまでになりました。そして、2017 年からイヴ グラの息

子であるバンジャマン グラがドメーヌに加わり、サンタ デュックは更なる飛躍を遂

げています。バンジャマンはディジョンの大学で醸造学を学んだ後、研修期間を経て、

父と共に働く決意しました。弊社は毎年サンタ デュックを訪れておりますが、バンジャ

マンがドメーヌに加わったことで、ビオディナミの畑の管理や醸造に磨きがかかり、サ

ンタ デュックのワインがさらに研ぎ澄まされたものになりました。父のイヴ グラも

彼に信頼をよせており、現在ではドメーヌの中心を担う一人として活躍しています。 
 

そうした中、「ワインスペクテーター2020.1.31-2.29」の南ローヌ 2017

ヴィンテージ特集の中で、『バンジャマン グラは彼の父、イブからド

メーヌ サンタ デュックを引き継ぎ、難しい年だった 2017年を乗り

切り、数多くの素晴らしいワインを送り出している。』と、写真と共に大

きく紹介されました。偉大なドメーヌの後継者を担う人物をして注目さ

れており、今後も目が離せない存在となっています。 
 

また、記事の中で、バンジャマンはジゴンダスの 2017 ヴィンテージについて以下のように語っています。 

「自分達は収穫を待つことに決めたんだ。葡萄の房は小さくて、いくつかの実は、集約し始めていたのが分かった。特にシラーがそうだっ

た。8月末と 9月のはじめに数回の雷雨があり、数ミリの雨が降った。決して量は多くはなかったが、状況を緩和するのには十分だった。

日中の気温は下がり、夜は涼しくなった。その結果、葡萄のノーマルな生育サイクルが再び戻り、葡萄はおだやかに成熟を続けた。フレッ

シュさと洗練されたタンニンも保たれていた。」 

 

「ワインスペクテーター 2020.1.31-2.29」 
南ローヌ 2017年ヴィンテージ特集の中で 
バンジャマンが写真つきで紹介されました！ 



  

 

 

 

 

コート デュ ローヌ ルージュ レ カトル テール 2017 
Côtes du Rhône Rouge Les Quatre Terres ※無くなり次第 2018VTへ切り替わり 
 

「カトル テール」とは 4 つの土壌の意味で、ヴァケラス、ロエックス、セギュレ、ラストーの 4 つの村のブレンドです。そ

れぞれのワインは、村名ワインや村名付きコート デュ ローヌ ヴィラージュとして出すことが出来るものですが、生産量が

極めて少ない為、ブレンドして A.O.C.コート デュ ローヌとして売り出します。ヴァケラスは傾斜した砂の土壌。ロエック

スは砂と砂岩。セギュレは、沖積石灰粘土テラス。ラストーは、古い割れた石のテラスと砂利の地層の上に赤い石灰岩の土壌。

収穫後、厳しく選別します。2017VT から 36ｈL のフードル（オーストリアの樽メーカー、ストッキンガー製）を使って熟成

させました。フィルターは通さずに瓶詰めします。色が濃くボリュームのある味わいは、まさにスーパー コート デュ ロー

ヌといえます。 
 

【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%、シラー15%、ムールヴェードル 10%、他 

熟成：大樽で熟成   オーガニック認証：demeter、ユーロリーフ 

品番：F-881／JAN：4935919048811／容量：750ml ¥2,310(本体価格¥2,100) 
 

 

 

 

ヴァケラス レ オーブ 2016 
Vacqueyras Les Aubes 
 

萄畑は標高 150m の高台にある南向きのレ オーブと呼ばれる砂地の斜面と、ポンシュと呼ばれるシルト質粘土崩積土の区

画です。剪定は厳しく行い、最終的に 1 本に 5～6 房だけ残します。収穫後、セラーの選果台で選別します。葡萄は除梗せず、

一緒に発酵タンクに入れます。4～5 日間、低温でプレマセラシオンを行います。発酵は果皮とともに 35 日間行います。発酵

後、フリーランジュースを樽に移しマロラクティック発酵させます。オークの大樽で 18 ヶ月熟成させます。清澄もろ過もし

ません。深くて濃いダークレッド、赤い果実と煮詰めたフルーツのアロマが感じられます。肉厚でスパイシー、力強い中にも、

サンタ デュックらしいエレガントさを秘めています。非常に凝縮された素晴らしい味わいがあります。非常にポテンシャル

の高い、ヴァケラスのお手本のようなワインです。 
 

【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 80%、シラー20%  熟成：大樽で 18 ヶ月 

オーガニック認証：AB マーク、ユーロリーフ 

品番：FC-152／JAN：4935919311526／容量：750ml ¥3,850(本体価格¥3,500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジゴンダス オー リュー ディ 2013 
Gigondas Aux Lieux-Dits 
 
8 つの異なった区画のジゴンダス村の畑からの葡萄を使っています。8 つの区画は 3 種類の異なる土壌を持っています。

1 つは第四期の赤粘土と砂利質、2 つめは青粘土質、3 つ目が白亜紀のマールと石灰岩土壌です。収穫後、厳しく選別し

ます。一部を除梗します。46 日間発酵と醸しをさせます。マロラティック発酵はタンクで行い、熟成はフードルで 18 ヶ

月行います。瓶詰前に、ブレンドのためコンクリートタンクに入れます。フィルターは通さずに瓶詰めします。極めて

深く洗練された味わいがあります。 

★「ワインアドヴォケイト 223」で 91 点 ★「ヴィノス 2016.05」で 91 点 

 
【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、シラー、ムールヴェードル、サンソー 

熟成：フードルで 18 ヶ月   オーガニック認証：AB マーク、ユーロリーフ 

品番：FC-069／JAN：4935919310697／容量：750ml ¥4,620(本体価格¥4,200) 

 

8 つの区画、3つの異なった土壌の葡萄で造る、こだわりのジゴンダス 
イヴ グラ曰く、「2013VTは良いフィネスと酸を持った、官能的なワイン」 

 

樹齢 105年のグルナッシュをメインに使用 

さらに、南ローヌのグレートヴィンテージ 2016年で、まさに掘り出しものです 

バンジャマン グラが初めて手掛けたヴィンテージ 
このヴィンテージより、デメター（demeter）の認証を受けています 

200 本限り 

2013 年ヴィンテージについて（イヴ グラのコメント） 

収穫は非常に少なかったです。特にグルナッシュは収量が大幅に減りました。変わりやすい天候で、葡萄の生育が

ゆっくりだったことから、高い酸がありフレッシュさとボリューム、ストラクチャーの構成が美しく取れています。

収量面では難しい年でしたが、品質は素晴らしいものになりました。 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ジゴンダス レ オート ギャリーグ 2012 
Gigondas Les Hautes Garrigues 
 

葡萄は遅摘みにし、厳しく選別します。2 ヶ月醸しを行ないます。熟成はオークのフー

ドル（新樽）で 18 ヶ月行います。透けて通らない程、色が濃く、チョコレートやコー

ヒー、プラムのような甘い香りと、しっかりとした樽熟成によるスモーキーな香り。

プルーンやベリージャムのような、はちきれんばかりの果実味と、高いアルコール感があります。細やかでパワフルなタンニ

ンがびっしりと詰まっており、アフターも大変長く続きます。現存するジゴンダスの中で間違いなく最高のワインです。国際

的な品質の評価と人気、価格と希少価値から、全く疑う余地はありません。 

★「デカンター2015.3」で 18（93）点 ★「ギド デ ヴァン ベタンヌ ＋ドゥソーヴ 2016」で 17 点 

★「ヴィノス 2015.5」で 92 点     ★「ワインスペクテーター2015.5.31」で 92 点 
 

【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 65%、ムールヴェードル 35% 

熟成：フードル（新樽）で 18 ヶ月 オーガニック認証：AB マーク・ユーロリーフ 

品番：FB-847／JAN：4935919218474／容量：750ml  ¥8,800(本体価格¥8,000) 

 
 
 
 
 

ジゴンダス グラン グルナッシュ 2012 
Gigondas Grand Grenache 
 

オート ギャリーグなど異なったテロワールの古い樹齢のグルナッシュを選別し、最も良い部分の葡萄を使います。土壌は、

第四紀の赤い粘土、泥灰土、青い粘土です。除梗はしません。20 日間のマセラシオンの後、圧搾します。その後 36hL の大樽

で 18 ヶ月熟成させます。大樽を使うのは、果実味を最大限に表現するためです。2012VT の生産量は 4,000 本です。余韻の甘

さは糖分によるものではなく、ピュアなグルナッシュ 100％の時に感じられるものです。「これはグルナッシュのフィネスを

追求した、言わばブルゴーニュスタイル」とグラは語ります。 

★「ヴィノス 2015.5」で 93 点 ★「ワインスペクテーター2015.5.31」で 90 点 
 

【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   熟成：36hl の大樽で 18 ヶ月 

品番：FB-846／JAN：4935919218467／容量：750ml ¥11,000(本体価格¥10,000) 

 
 
 
 
 

シャトーヌフ デュ パプ ハベムス パパム 2012 
Châteauneuf du Pape Habemus Papam 
畑は、クロ ウエスト（砂、砂岩）、サント ヴィエルージュ（砂、砂岩）、フォン デュ パプ（赤粘土）、プラデル（赤粘

土）、ピエ ド ボー（大きな丸い石）にあります。砂質土壌の区画があるため、フィネスがより特徴的となります。フォン 

デユ パプの区画で育つシラーの葡萄は実が小さく、アロマが豊かなのが特徴です。収穫は厳しく選別しながら手摘みで行い

ます。除梗はしません。軽くピジャージュしながら、醸しをします。発酵後、18 ヶ月フードルで熟成させます。 

★「ワインアドヴォケイト 215」で 92 点、★「ワインスペクテーター2015.5.31」で 91 点 

 

 

 
 
 
 
【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 80%、シラー15%、ムールヴェードル 5%  熟成：フードルで 18 ヶ月 

品番：FB-945／JAN：4935919219457／容量：750ml   ¥12,100(本体価格¥11,000) 
 

 

グルナッシュのフィネスを追求した、古い樹齢の葡萄を厳選して造るスペシャル キュヴェ 

「2012 年は最高の出来！これ以上のクオリティは造れないため、今後は生産しない。」と語る自信作！ 

全てのこだわりが詰まった 

サンタ デュックを象徴するワイン 

ジゴンダスのトップ生産者、サンタ デュックがシャトーヌフ デュ パプに挑戦 

ジゴンダスの次に情熱を注いだ傑作ワイン 

ゴージャスな 2012 年のシャトーヌフ デュ パプ ハベムス パパムは樽からの試飲した時よりもボトルの方がさらによ

くなっている。濃いルビー色、ラズベリー、スパイス、リコリス、なめし革、そしてペッパーの際立つアロマ。ミディアムか

らフルボディでリッチな口当たりの素晴らしいワイン。余韻にはたっぷりの甘い果実味、そして熟していて丸いタンニンが

感じられる。今飲んでも美味しいが、2025 年までは素晴らしく熟成するだろう。 —「ワインアドヴォケイト 215」より 

2012 年ヴィンテージについて（イヴ グラのコメント） 

2012 年は暑すぎず、寒すぎずワイン造りにとって素晴らしい年でした。完璧といえるバランスのワインを造ることが出来ました。区画ごとの

特徴が良く表れている。力強くありながら、エレガントでフレッシュ。また、2012年はサンタ デュックのスタイルを変えた年でもあります。

例えば、抽出の度合いを下げてフレッシュ感を楽しめるようにしました。 

200 本 

限 り 

200 本限り 

160 本限り 



  

 

 

 
 
 
 

エリタージュ 2017 
Héritage 
 

このワインは、難しい天候であった'02VT に、コート デュ ローヌ カトル テー

ルとして充分な品質ではないものを、ヴァン ド ターブルとして瓶詰めしたの

が始まりです。イヴ グラのワインメーカーとしての才能が光る、コストパフォー

マンス抜群の 1 本です。コート デュ ローヌやラストーなどテロワールの違うエ

リアの葡萄をブレンドして造ります。澱と共にタンクで熟成し、果実味と新鮮さ

を保つために早めに瓶詰めします。ブラックチェリーのように濃く紫を帯びた赤

色。チェリーを思わせる新鮮な香りと、スパイスの風味が感じられます。熟した

チェリーの甘酸っぱい果実味とエレガントなボディ、やや強めに感じる存在感の

あるタンニンがあります。      
 

【赤・ミディアムボディ】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、シラー、他  熟成：澱と共にタンクで熟成 

品番：FA-885／JAN：4935919098854／容量：750ml ¥1,485(本体価格¥1,350) 
 
 
 

 

 

 
 
 

ヴァン ド ペイ ヴオークリューズ 

レ プラン 2017 
Vin de Pays de Vaucluse Les Plans 
 

品質が高く、コストパフォーマンスに優れた年しか造りません。

自家畑と買い取り葡萄を 50％ずつブレンドしています。内訳は、

ロエックスにあるドメーヌの区画（グルナッシュ、メルロ）のも

の、さらにグルナッシュはロエックスとクルテゾン、シラーとカ

ベルネはリュベロン、メルロはロエックスとラストーから購入し

ています。澱と共にタンクで熟成し、その後瓶詰めします。若々し

い色合いと風味があり、適度なタンニンと少し甘みを感じる果実

味を合わせ持っています。ヴァン ド ペイとしては非常にバラン

スのとれた傑出したワインです。 
 

【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、シラー、メルロ、他    

熟成：澱と共にタンクで熟成 

品番：F-906／JAN：4935919049061／容量：750ml ¥1,650(本体価格¥1,500) 

 

 

 

 

 

 

 

コート デュ ローヌ ルージュ レ ヴィエイユ ヴィーニュ 2015 
Côtes du Rhône Rouge Les Vieilles Vignes 
 
プラン ド デュー（30％）、ケラーヌ、ラストーの葡萄を使って造るワインで、コート デュ ローヌ ヴィラージュと呼べ

る配合です。土壌は、砂質、泥灰土、赤色粘土です。収穫後除梗して、温度管理のもと発酵、長い醸しをします。タンクで澱

と共に熟成させます。フィルターを通さず瓶詰めします。スパイスやサラミを思わせる香りが、程よい熟成を感じさせ、とて

も魅力的です。果実やタンニンもしっかりと感じられ、厚みもあります。A.O.C.コート デュ ローヌとしては傑出した品質で

す。「プチ シャトーヌフだよ！」とイヴ グラは話していました。 

 
【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%、シラー20%、カリニャン 10% 熟成：タンクで澱と共に熟成 

品番：FC-068／JAN：4935919310680／容量：750ml ¥2,090(本体価格¥1,900) 

 

イヴ グラのワインメーカーとしての才能が光る、もうひとつ代表作 

2017VT より、「Famille Gras（ファミーユ グラ）」と表記を入れ 

グラ家を象徴したラベルデザインに変更しました！ 

プラン ド デュー、ケラーヌ、ラストーの葡萄を使った 
コート デュ ローヌ ヴィラージュ レベルのワイン 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 2 月、イタリアのピエモンテ州より、アジエンダ アグリコーラ ロベルト サロットのオーナーであり葡萄栽培家・ワ

イン醸造家のロベルト サロット氏を招き、テイスティングセミナーを開催致しました。セミナーでは、ロベルト サロットのワ

イン造りの哲学を 7 種類のワインを交えて詳しく紹介いただきました。また、テーマとして「ワイン造りは芸術」を掲げ、歴史、

家族、テロワール、哲学の 4つの項目を中心に語っていただきました。ロベルト サロット氏の情熱を、皆様にもお伝えできれば

と思います。 

 

 

「ワイン造りは芸術」 
私はピエモンテ州の生産者です。ピエモンテ州の南部に位置し、フランスやスイ

スなどとの国境沿いにあるランゲ地方にワイナリーがあります。ランゲ地方は、

バローロやバルバレスコといったワインで世界的に知られています。私たち家族

は、ここで 200 年以上葡萄栽培とワイン造りを行ってきました。私は、ワイン造

りは単なる仕事ではなく、アートだと考えています。ワイン造りには感覚や能力、

何かをつくりたいという気持ちが必要になってきます。何かを生み出すという意

味で、ワインメーカーは芸術家と同じです。たとえば画家や彫刻家、料理人は、彼

ら自身のオリジナルの何かを造っています。そこで皆様に、本日は「ワイン造りは

芸術」だということと、私自身の考えをお話しできたらと思います。特に大切な、

歴史、家族、テロワール、哲学の 4 つの要素がひとつになることで、素晴らしい

絵を描くことができると考えています。 

 

 

ワイナリーの歴史と家族 
私の先祖は 1800年代から、今と変わらない場所で葡萄栽培と

ワイン醸造を行ってきました。私自身は 30 年ほどこのワイナ

リーで仕事をしていますが、醸造学校を出た後、まずは大きな

ワイナリーで醸造家としての仕事をスタートしました。1980

年代には、私の両親も少しずつワイン造りに力を入れていきま

したが、当時の私たちのワイナリーはまだ小さいものだったか

らです。そこで、まずは大きなワイナリーで働くことで、経験

を積む必要がありました。そこで働くことで、葡萄栽培やワイ

ンの醸造、樽での熟成方法など、様々なことを学びました。こ

の経験を経て、私自身成長することができ、そして現在に至る

までの哲学を生み出すことができました。哲学とは、私のワイ

ナリーが将来どのようなワインを造りたいのか、どのような存

在になりたいのかということです。このことが、他の多くの生

産者と違うワイナリーになるきっかけとなりました。 

 

大きなワイナリーで14 年ほど醸造家として勤務した後、家族のワイナリーでの仕事をスタートしました。そして、1983 年に最初のワインを手が

けることができました。これは私の家族の写真です。母のマリアは私にとっては先生のような存在で、彼女から葡萄栽培について多くのことを学び

ました。妻のアウロラ、そして今ここに来ている娘のエレーナと、息子のエンリコと一緒に、私たちは家族でワイン造りを行っています。私たち家

族はこの土地で生まれ育ったため、故郷への深い愛情を持っています。 

 

 

左から順に、エレーナ（娘）、エンリコ（息子）、アウロラ（妻）、マリア（母）、ロベルト。 

家族代々続くワイン造り。 

ピエモンテ 



  

 

 

現在、私たちは8つの村で95haほどの葡萄畑を管理しています。モスカート 

ダスティから始まり、バローロ、バルバレスコ、ガヴィ、バルベーラ ダスティ

と 5 つの DOCG 格付けの地域にも畑を所有しております。これは個人生産者

としては唯一と言えます。簡単なことのように聞こえるかもしれませんが、色々

な畑を所有するにあたり辛い思いや苦い経験もしてきました。長い年月をかけ

て得られたもので、決して簡単な道のりではありませんでした。このことが私

たちのワイナリーが大きく成長するきっかけになりました。葡萄品種は、ネッ

ビオーロやバルベーラ、ドルチェットなどランゲの土着品種を中心に、カベル

ネ ソーヴィニヨンなどの国際的な品種も栽培しています。 

私たちは葡萄栽培については伝統的な手法を用いていますが、ワイン造りに関

しては近代的な設備を揃えています。例えば、50,000hl のワインを貯蔵できる

環境を持ち、5,000hl のワインを貯蔵できる樽を所有しています。醸造所には、

ワインの分析のためのラボを備えています。このような施設を持つ個人生産者

は私たちのみです。また、多くの生産者は買い葡萄でガヴィを造っていますが、

私たちはガヴィの畑を持ち、ガヴィのためだけの専用の醸造所を、ガヴィ エ

リアに所有しています。これも、唯一のことと言えます。さらに、アルバの歴

史的なフェレロ広場にワインバーとワインショップを持っています。1800 年代の歴史ある建物を利用しており、この広場もとても美しいところで

す。自分たちのワインを売るためというよりも、消費者の方の意見を聞くことができる場として非常に重要です。そして、これらのことは、誰かの

真似をしてきたのではなく、自ら考え、改革してきたことです。 

 

テロワール 
私たちのワイナリーがあるロンコヌオーヴォ渓谷の写真です。様々な地形や傾斜が

あることがお分かりいただけると思います。緑色のところは全て葡萄畑ですが、森

のようになっているところにはヘーゼルナッツが植えられています。この地域は太

古の時代には海底でした。写真の白いところは石灰質土壌で、葡萄栽培に適してい

ます。この土壌には貝殻の化石などが見て取れます。それぞれの丘は隆起して生ま

れ、こうした様々なところに葡萄畑があります。標高は 250～500mと様々で、無

数のクリュに分かれており、これが植えられる葡萄の多様性にもつながっています。

このエリアは水に恵まれており、灌漑が必要ありません。冬の雨を土壌中に保つこ

とができ、夏にはその水分を利用して葡萄が成長することができます。この地域の

特殊性は、土壌だけではなく、その位置にも現れます。たとえばアルプス山脈が北、

北西からの冷たい風を防いでくれるため、葡萄畑が冷えすぎる心配がありません。

こうした特徴が合わさり、この地域を特別な場所にしてくれています。 

 

哲学 
私はこの地で代々葡萄栽培を行ってきた家族の一員です。葡萄畑で生まれ、そして育

ちました。葡萄畑は私たち家族にとって自分が生活する場所です。自分たちにとって

健康的であるためにも、葡萄畑や周囲の環境を守らなければならないと考えています。

具体的には、病害に対しできる限り化学的なものは使用しないことや、すべての土地

を畑にするのではなく、動物たちの棲み処をそのまま残すなど、周りの環境も健全で

なければなりません。こうすることで健全な葡萄が育つだけでなく、それにより 80年

を超えるような樹齢になる葡萄もあり、こうした葡萄は高品質なワインを生み出しま

す。葡萄畑は家族代々受け継がれてきたものです。つまり、100 年先にも存在するも

のでなければなりません。後世にも続くものを守るということが私の使命です。 
 

ワインは、常にバランスが良く、好ましいものでなければなりません。もちろん、収

穫年によって違いはあり、全く同じワインにすることは不可能です。しかし、どの年

でもバランスが常に見て取れることが必要です。これは生産者が芸術家であるという

こととつながります。そして、これは必ずしも容易なことではなく、むしろ難しいこ

とです。常に先のことを見据えて考え、恐れずに立ち向かい前進していく。そうして

新しいものを生み出すことが大切なのです。そのためには、まず原材料である葡萄のことをよく知っておかなければなりません。醸造についても

様々な作業をして、ワインを成長させなければなりません。ワインは生きていて、成長を続けます。常にテイスティングを行い、分析して適切な処

置を施す必要があります。 
 

皆がワイナリーでの仕事を終えて帰宅した後、私ひとりがセラーに残り、自分のワインを黙ってテイスティングすることもあります。そして、これ

から先このワインがどのようになるのかを想像します。ワインは変化し続けるものです。子供と一緒で、生まれて成長するものです。ですからその

命を守ってあげる必要があります。また同時に、壊してはいけないため、手をかけすぎることもいけません。葡萄はそのままですでに素晴らしいの

ですから、その魅力をいかに引き出せるかという能力も必要です。ワインの状態を見極め、どのような状態が好ましいかを探ります。飲んだ人に

とって好ましく、喜ばしく、健全である必要があります。ワインを飲むことで健康を害することがあってはなりません。私がワインに望むものは、

球体のように完璧なバランスであることです。また、ワイン造りには想像力が重要です。これが無ければ何も生み出すことができません。時には、

主流に逆らって前に進むことも必要です。ここに辿り着くまでには長い年月がかかりました。そして、勇気をもって立ち向かう必要がありました。

そうして生まれたのが、このエリアで初めての取り組みとして、ネッビオーロを軽くアパッシメントするという手法なのです。 

 

 

ワイナリーや葡萄畑のあるロンコヌオーヴォ渓谷 
右下に見える建物がロベルト サロットの醸造所 

モスカート ダスティ/アスティ、バローロ、バルバレスコ、ガヴィ、バル
ベーラ ダスティの５つの DOCG を持つ唯一の個人生産者。 



  

 

 

アパッシメント 
きっかけになったのは、私の祖父とのやり取りでした。私がロベルト 

サロットのワイナリーとして初めて造ったワインを、祖父にテイスティ

ングしてもらいました。その時、祖父は「このワインはタンニンが強く

て、酸っぱくて、かたくて飲みづらい」と言ったのです。私は「このワ

インが飲み頃になるには少し時間が必要なんだよ」と返しましたが、祖

父は「自分はもう歳だし、長くは生きられないから待っていられないよ」

と答えたのです。この体験によって、ワインは常に好ましいものでなけ

ればならないと考えるようになりました。ネッビオーロは気まぐれで、

タンニンと酸が強く、扱いが難しい葡萄です。私はネッビオーロの最高の畑を持っていました。しかし、この

性質を何とかしなければならないと考えました。それから 30 年かけて辿り着いたのがアパッシメントです。

この手法は、他の地域では行われていることですが、ランゲで行ったのは私たちが初めてでした。またこれを

行う理由は凝縮感を出すためではなく、タンニンを柔らかくするためです。ネッビオーロの持つ強い酸が穏や

かになり、甘みが増し、タンニンには熟成させたようなニュアンスが感じられるようになります。葡萄を乾燥

させることが目的ではないため、アパッシメントの期間は１～1.5 ヶ月程度です。そのため私は「軽いアパッシメント」と表現しています。 

 

「ワインこそわが人生」 
私にとってワインとは、最高で最大の喜びや調和、満足をもたらすための探求を続けることです。その結果に

決して満足することはありません。私はピエモンテ人です。私の故郷であるこの土地や、歴史はこの土地に根

付いたものであり、他のどこにも無いものです。そのため、この土地で生まれ育つ葡萄を何よりも大切にしま

す。ワインは畑で生まれます。しかし、同時に人の力も重要です。私たちには素晴らしい葡萄畑があり、ワイ

ナリーで働くスタッフにも恵まれています。そうして初めて葡萄畑のポテンシャルを引き出すことができます。

ワイン造りには、ワイナリーだけでなく、様々な経験が必要です。色々な人の意見を聞くことも重要です。 

この地域ではまだ誰もやったことがないアパッシメントという手法を行うのは、とても勇気のいることでした。

なぜなら、伝統に対して立ち向かう必要があるからです。しかし、誰かが行った革新的な手法が、やがて伝統

として継承されていくことがあります。例えば 100年ほど前には、バローロ、バルバレスコは甘口の赤ワイン

でした。ある時、優秀な一人の醸造家がそれまでの伝統に対し立ち向かい、辛口のスタイルを築き上げました。

それが今や、この地域の伝統になっています。 

私は「伝統とは、成功した実験を積み重ねてきた結果のこと」だと考えています。私はモダンな醸造家と言わ

れています。伝統や主流のやり方に縛られず、新しいことを常に探求しています。私がつくるワインは、私の人生そのものです。 

 

 

 
 

 

 
 
ガヴィ デル コムーネ ディ ガヴィ ブリク サッシ 2018 
Gavi del Comune di Gavi Bric Sassi 

品番：I-569／JAN：4935919055697／容量：750ml       ¥2,090(本体価格¥1,900) 

【白・辛口】国・地域等：イタリア・ピエモンテ   

等級：D.O.C.G.  葡萄品種：コルテーゼ 

熟成：ステンレスタンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレス前に 1～1.5 ヶ月、 

葡萄を軽くアパッシメント（乾燥）させます 

ブリク サッシの畑 

私のガヴィは長期熟成も可能です 
繊細でデリケート、直線的な味わいは、和食との相性の良さも楽しめます 

 

このワインは、ガヴィ村のガヴィという名前のワインです。

ブリク サッシが造られる畑は、ガヴィが昔から造られて

いたエリアです。「サッシ」は石を、「ブリク」は丘を意味し

ています。もともと海底だった場所で、石灰岩の土壌には貝

殻が含まれています。また、少し離れると海がある場所に位

置しています。このエリアでも最も日照に恵まれた畑です。

これは低温発酵によって醸造したワインです。外観は、麦わ

らがかったイエローカラーで、わずかに気泡が見られます。

柑橘系の風味があり、香りの中からも、また口に含んでから

もミネラルのニュアンスが感じられます。これにより長期

熟成が可能なワインとなっています。繊細でエレガントな

魅力があり、味わいが直線的で、デリケートな和食とも合わ

せられます。このエリアではもともと魚料理が食べられて

いましたので、魚料理との相性の良さも楽しめます。 
 

ロベルト サロットのコメント 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

エレーナ バルベーラ ダルバ ラ ルーナ 2016 
Elena Barbera d’Alba La Luna 

品番：I-638／JAN：4935919056380／容量：750ml ¥4,400(本体価格¥4,000) 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ  等級：D.O.C.   

葡萄品種：バルベーラ  熟成：バリックで 12 ヶ月、ステンレスタンク&瓶で 6 ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペツォーレ ロッソ 
Pezole Rosso 

品番：I-744／JAN：4935919057448／容量：750ml ¥2,750(本体価格¥2,500) 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ  等級：ヴィーノ ロッソ   

葡萄品種：ネッビオーロ  熟成：樽（一部新樽）で 24 ヶ月、ステンレスタンクで 6 ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個性溢れる唯一無二のバルベーラは、娘へ捧げる特別なワイン 

１０年、もしくはそれ以上の熟成が可能です 

「多くの人が、手頃な価格でネッビオーロの魅力を楽しむことができたら…」 

等級にとらわれない「自由な発想」から生まれました 

これは他に見ることのできない特徴を持った、唯一無二のバルベーラ

です。私の娘、エレーナに捧げるワインでもあります。最高のヴィン

テージにしか造りません。葡萄畑は素晴らしいものですが、収穫時期

を見極め、その中でも葡萄をさらに選りすぐり、より良いものだけを

選果して造っています。畑で選別した後、ワイナリーでさらに選別し

ています。こちらはモダンなスタイルで、アメリカンバリックを使っ

て熟成させています。新樽、1回使用した樽、2回使用した樽をそれぞ

れ 1/3 ずつ使用しています。葡萄そのものを味わうようなワインで、

ノンフィルターでボトリングしています。カカオやヘーゼルナッツ、

バニラなどの様々な香りが感じられると思います。口に含むと、生真

面目なワインで厳格さも感じられますが、喜びを与えてくれるワイン

でもあります。凝縮して骨格がありながら、強すぎないことが分かる

と思います。また、舌の上に乗せたときにベルベットのような好まし

い感じがします。アルコールは高いですが、いやな感じはしないと思

います。私にとって、エレーナは本当に特別なワインです。10年、も

しくはそれ以上の熟成が可能です。 

ロベルト サロットのコメント 

 

バルベーラと比較すると、その色合いが全く異なることが分かると思います。ネッビオーロは、私たち

のエリアから北、または南へ行ってしまうと栽培が難しくなる品種です。ペツォーレは、バローロを生

産できるエリアの葡萄を使用した特別なワインです。コンセプトは「自由な発想」で、DOCやDOCGの

ワインのように法律に縛られることなく造りました。バリックと大樽を 50%ずつ使用し、24 ヶ月熟成

させています。法律に縛られないため、熟成期間もワインの状態を見て自由に設定することができます。

このワインの生産量はそれほど多くありません。そのため、世界でも日本市場限定で販売している貴重

なワインです。バルベーラと比較すると鮮やかなガーネット色で、これはまさにネッビオーロの色合い

です。かすかにバニラやなめし皮、ロースト香、たばこのニュアンスを感じることができます。また、複

雑性のある第 3 の香り（熟成香）があり、ネッビオーロらしい香りが楽しめます。口中ではまずタンニ

ンの柔らかさが感じられます。飲んだ時に、バランスが優れていることが分かると思います。この品種

らしいドライなニュアンスも感じることができます。 

ロベルト サロットのコメント 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

バルバレスコ ガイア プリンチペ 2015 
Barbaresco Gaia Principe 

品番：I-571／JAN：4935919055710／容量：750ml       ¥5,280(本体価格¥4,800) 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ  等級：D.O.C.G.   

葡萄品種：ネッビオーロ  熟成：樽（一部新樽）で 24 ヶ月、ステンレスタンクで 6 ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バルバレスコ リゼルヴァ 2001 
Barbaresco Riserva 

品番：I-841／JAN：4935919058414／容量：750ml   ¥6,600(本体価格¥6,000) 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ  等級：D.O.C.G.   

葡萄品種：ネッビオーロ  熟成：樽（一部新樽）で 24 ヶ月、ステンレスタンクで 6 ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらのワインは、私の父が造りたかったワインです。30 年ほど前、父が良

い年のバルバレスコを一部だけとっておき、素晴らしい状態になってからリ

リースしようと考えたのがきっかけです。このワインは、その時代を切り取

る「写真のようなワイン」で、当時のことを思い出させてくれます。ラベル

は昔使っていたものを復刻したものです。私の妻であるアウロラに捧げる意

味を込めて、「ヴィッラ アウロラ」の文字を入れています。ワインは芸術で

あり、ワインメーカーである私も芸術家だというお話をしましたが、芸術家

自身も時代によって変化していくものです。このワインは、私たちのワイナ

リーであるロベルト サロットの若い時代の作品だということができます。

今のロベルト サロットのスタイルとは異なり、まだアパッシメントも行っ

ていません。少し柔らかさに欠けると思われるかもしれませんが、当時はこ

れが最高のバランスだったと思います。ワインは、バルバレスコ リゼルヴァ

に必要な期間の樽熟成を経た後、大きなステンレスタンクで保管されていま

した。そのため、瓶の中で保存しているのと同じように、ワイン自体がゆっ

くりと熟成することで良い状態をキープしています。若々しさや、ネッビオー

ロらしい厳格なニュアンスがあり、熟成による複雑な要素が現れています。

タンニンもまだ感じ取れると思います。 

ロベルト サロットのコメント 

今から楽しめて長期熟成も出来る、歴史ある畑からのバルバレスコ 

それを可能にするのが私のアパッシメントです 

ガイア プリンチペは、単一のクリュとして知られる素晴らしい畑で

す。このワインは、軽いアパッシメントを行うことで成熟感を高めた葡

萄から造られます。歴史ある優れた畑と、近代的な醸造法によって生み

出されるワインということができます。ただし、このワインも生産量は

多くありません。ガイア プリンチペの畑はそれほど大きくなく、また

アパッシメントをすることで果汁の量が少なくなるためです。実際にテ

イスティングしていただくと、タンニンの柔らかさが分かっていただけ

ると思います。香りには様々なニュアンスがあり、先ほどのペツォーレ

との違いがはっきりと感じられます。陰干しをすることによって、色味

もやや濃くなっています。フルーツの香りですが、より成熟したドライ

フルーツのようなアロマです。このワインが、多くの方に「サロットス

タイル」と言われているものです。私はよく、モダンなスタイルの生産

者であり、誰よりも近代的なワインを造る人だと言われます。このワイ

ンは、抜栓してからすぐに楽しめますし、20 年くらいは熟成させるこ

ともできます。 

ロベルト サロットのコメント 

アパッシメントを行っていない時代のスタイルですが、サロット家のセラーで大切に熟成させました 

このワインでサロット家の歴史を感じていただけます 
 

ガイア プリンチペの畑 

ステンレスタンクで適切に保存することで、ワイン

をフレッシュな状態にキープすることができます。 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農夫たちの生き方に感銘を受けてワインの道へ 
ワイングート ヴァルデマー ブラウンは、1985 年にノルトハイム村に

設立された家族経営のワイナリーです。現在はヴァルデマーの息子である

パトリックが、主体となってワイン造りを行っています。ヴァルデマーは

もともと、葡萄やその他の果物を栽培しながら、牛や鶏などの家畜の飼育

もおこなう複合農業を営んでいました。ある時休暇で南フランスを訪れた

際に、ラングドック ルーションのワイン生産地へと足を運びます。これ

が、彼の人生の転機となりました。「私は、その土地の農夫たちの、喜び

と平和に満ちた生き方に強烈な印象を受けたのです。自分のやりたいこと

を見つけ、生きがいとする人生！ 自分のワインを造るという願いはそこ

から始まりました。私のこれからの人生をワインに捧げようと思いまし

た」。彼は帰国後、他のワイナリーでワイン造りについて学びました。そ

して 1985 年にようやく自身のワイナリーを設立します。ワインの品質を

高めるために、他の造り手とは異なる方法を採用することにしました。 

 

フランケンでは珍しいコルドン仕立て 
ブラウンは、フランケンでは珍しいコルドン仕立てで葡萄を管理してい

ます。フランケンでは通常、葡萄樹 1 本に対し、2 本の枝を伸ばす仕立

て方法がとられます。枝の 1 本は、横に張ったワイヤーに絡めるように

して伸ばし、この枝が霜などで被害を受けた場合に備え、もう 1 本の枝

を縦に伸ばしておく、いわば保険のような方法です。これに対し、ブラ

ウンが採用しているコルドン式では、葡萄樹の幹の延長である「コルド

ン」を水平に伸ばし、生えてくる小枝を全てカットします。これにより

通常では 1 房 250ｇのところ、150～180ｇの、房と実が小さく凝縮

した葡萄が出来るようになります。ワインには凝縮した風味が現れます

が、同時に生産量も減ってしまうことになります。そのため、常にリス

クを受け入れなければなりません。しかし、このこだわりこそがワイン

の品質の高さにつながっています。ドイツ国内のワインガイド「アイヒ

ェルマン 2020」で3ッ星、「ヴィヌム 2020」で1.5 星、「ゴーミヨ 2020」で赤1房と各誌で高評価を獲得しています。 

 

「ワイン造りの喜びは、飲んだ人の満足した顔を見ること」 

「飲んでくれた人の顔を見ることで、すべての苦労が報われ、大きな喜びを感じます。しかしそのためには毎年、厳しい自然と闘い

ながらその中で多くの労力を注ぎ、ワインの品質をつねに向上させていくことが大切だと思っています。またワイン農家の仕事は

多岐にわたり、緊張を伴う仕事であると日々感じています」とヴァルデマーは話しています。 

オーナーのヴァルデマー ブラウン（左）と 

現在ワイン造りを担う息子のパトリック（右） 

フランケン最上の銘醸畑”エッシェルンドルファー ルンプ”を所有 

「人生をワインに捧げる」と語るヴァルデマー ブラウンのワイン造り 

ドイツ／フランケン／ノルトハイム 

ヴァルデマー ブラウン 

親から子へと受け継がれる確かなワイン造りが特徴。 



  

 

 

底土には右の写真のような貝殻を含む石灰岩が、まるでミルフィーユのように何

層にも重なり、その上に薄い砂質の層があります。気温が他の場所よりも高いため

葡萄が良く熟します。平均樹齢は約 50 年です。樹の根は、下方向に 7～8ｍ、横

に 20ｍ伸びています。「ミミズが自然に土壌の掘り起こしをしてくれます。マイン

川が湿度をもたらすため、風だけでは病害を防ぐことが出来ません。対策として農

薬は必要に応じて散布しますが、葡萄畑の管理は、自然と共存した葡萄造りをモッ

トーに行っています。安全かつ生態学に基づいた栽培手法をとり、自然を尊重した

環境を守る運営に日々注力しています」とヴァルデマーは話します。牛糞や葡萄の

枝などを肥料として撒いています。スチュアート ピゴット氏による『ザ ワイン 

アトラス オブ ジャーマニー』では、「見本的なフランケン地方のシルヴァーナ

ーは、新樽熟成をしていないシャブリに似たバランスを備えており、ルンプからの

シルヴァーナーは、最高の年にはたっぷりの果汁感があります。それらは、メロン

やナシのような熟したフルーツのアロマと、バターやキャラメルのノートを獲得します」と書かれています。また、ヒュー ジョ

ンソン氏とジャンシス ロビンソン氏の共著である『ザ ワールド アトラス オブ ワイン』には、ムッシェルカルクについて

「その土壌がワインに優美な活力を与え、それはかの有名なヴュルツブルガー・シュタインやさらに蜂蜜の味わいのエッシェルンド

ルファー・ルンプのワインの中にとりわけ顕著である」と記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エッシェルンドルファー ルンプ 
ESCHERNDORFER LUMP 

フランケンで最良の畑のひとつで、その歴史は 1655 年に遡ります。畑の土壌は「ムッシェルカルク（貝殻石灰岩）」と呼ばれ

る独特の石灰岩で、シャブリやサンセールに見られるキンメリジャン土壌と似通っています。極上の辛口白ワインを生むのに

ふさわしい葡萄畑といえます。 

エッシェルンドルファー ルンプ シルヴァーナー 

クーベーアー トロッケン 2018 

Escherndorfer Lump Silvaner Q.b.A. Trocken 

ストレートでクラシックなフランケンらしい個性を持ったシルヴァーナーです。フランケン最古であ

り、最良の畑のひとつで、斜度 65～70％の急斜面のため、機械が入れず、全て手作業で行います。

畑の標高は 150～200m、日当たりのよい南向きの斜面です。樹齢は 47～48 年ほどと古く、収穫し

た葡萄は除梗せず全房プレスします。発酵、熟成はステンレスタンクで 18～22 度に温度コントロー

ルしながら行います。その間、バトナージュを行います。繊細な果実味と綺麗な酸、ミネラル豊かで

上品なシルヴァーナーの味わいは、様々な食事に合わせる事ができますが、特に和食にぴったりです。 

＜スクリューキャップ＞ 
 

【白・辛口】国／地域等：ドイツ／フランケン  葡萄品種：シルヴァーナー 

熟成：ステンレスタンク   残留糖度：０．５g/L 酸度：５．７g/Ｌ 

品番：KA-521／JAN：4935919195218／容量：750ml ¥2,420(本体価格¥2,200) 

フランケンを代表する銘醸畑として知られる”エッシェルンドルファー ルンプ” 
ムッシェルカルク（貝殻石灰岩）の個性を表現した古木のシルヴァーナー 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノルトハイマー フェーゲライン シルヴァーナー クーベーアー トロッケン 2018 

Nordheimer Vögelein Silvaner Q.b.A. Trocken 
小石が多く、夜温かさが保たれます。2000 年以降に植えられた樹がほとんどです。収穫した葡萄は

除梗せず、全房プレスします。発酵、熟成はステンレスタンクで、18～22 度に温度コントロールし

ながら行います。2 月末までシュール リ、その間バトナージュを行います。青リンゴ、ミネラルの

要素が感じられるアロマ。きりっとさわやかな辛口です。特にフランケン地方のホワイトアスパラガ

スに溶かしバターソースをかけ、スモークしたハムを添えたドイツ風アスパラガス料理にとてもよく

合います。 

                    ＜スクリューキャップ＞ 
 

【白・辛口】国／地域等：ドイツ／フランケン  葡萄品種：シルヴァーナー 

熟成：ステンレスタンク   残留糖度：０．５g/L 酸度：５．７g/Ｌ 

品番：KA-520／JAN：4935919195201／容量：750ml ¥2,200(本体価格¥2,000) 

クインテッセンツ シルヴァーナー クーベーアー トロッケン 2015 

Quintessenz Silvaner Q.b.A. Trocken 
気候、土壌、テロワール、そしてそこから生まれる葡萄、彼らの葡萄栽培、ワイン造り、その真髄が

この「クインテッセンツ」（真髄、核心の意）であると言えます。1982 年に植樹しています。収量は

45hL/ha、葡萄は通常よりも 1 週間から 10 日ほど遅摘みにします。発酵前に 6～8 時間、ステンレ

スタンクで低温マセラシオンを行います。その後、全房圧搾を行い、約 10 時間低温でデブルバージ

ュし、澱下げします。発酵は、葡萄の果皮についている天然酵母を用い、低温でゆっくりと行います。

発酵は全体の 50％をバリック（新樽、1 年樽、2 年樽各 1/3）、50％をステンレスタンクで行います。

澱と共に 3 ヶ月熟成させた後、バリックとステンレスタンクのワインをブレンドします。ブレンドし

たワインは樽に入れ、さらに 5 ヶ月澱と共に熟成させます。青リンゴを思わせる華やかで凝縮した果

実味の中に、かすかにスパイシーな要素やミネラルが感じられます。長期熟成のポテンシャルがある

ワインで、脂ののったサーモンなどがよく合います。 

＜スクリューキャップ＞ 
 

【白・辛口】国／地域等：ドイツ／フランケン  葡萄品種：シルヴァーナー 

熟成：樽で澱とともに 5 ヶ月  残留糖度：１．７g/L 酸度：５．９g/Ｌ 

品番：KA-526／JAN：4935919195263／容量：750ml ¥3,740(本体価格¥3,400) 

ノルトハイマー フェーゲライン 
NORDHEIMER VÖGELEIN 

エッシェルンドルフとマイン川を挟んで対岸に位置するノルトハイム村の葡萄畑。標高 150～200m、西向きで朝日から夕陽

まで日の当たる畑ですが、気温が涼しく、よりミネラリーで直線的な味わいになります。ルンプ同様にムッシェルカルク（貝殻

石灰岩）の土壌で、爽やかな飲み口があり、フランケンの典型的なシルヴァーナーの味わいが楽しめます。 

フランケンらしいフレッシュで爽やかな風味が特徴の”ノルトハイマー フェーゲライン” 

フェーゲラインの中でも最も樹齢の古い区画”シュタルケンホルツ”からの特別なワイン 

140 本 
限り 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピノ ノワール グラン レセルバ 2017 
Pinot Noir Gran Reserva 
単一畑「ティトン」からのピノ ノワールです。標高 350m に位

置しており、海岸から近いため、寒流のフンボルト海流の影響を

受けて冷涼な気候となります。また、海からの冷たい風と、アン

デス山脈から吹き降りる風との気温差によって、毎朝霧が発生し

ます。この霧が、時に強すぎる日照から葡萄を守り、ピノ ノワー

ルに適した環境を生み出しています。花崗岩が多く、わずかに粘

土混じりの痩せた土壌です。収量はとても低く 20hL/ha ほどです。除梗、丁寧に破砕します。温度管

理した 2,000L のステンレスタンクを使い、手動でルモンタージュしながら発酵させます。フランス

の樽メーカーの中でもトップクラスのタランソー社のフレンチオークの樽（新樽と 2～3 年樽）で 6 ヶ

月熟成。マロラクティック発酵も樽で行い、ラッキングはしません。 

ブルゴーニュスタイルの典型的なピノ ノワールで、ブラックチェリーやラズベリー、イチゴの繊細

なアロマが樽香と調和しています。エレガントでシルキーなタンニンが広がります。 
 

 赤・フルボディ  国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー   

生産者：ビーニャ ファレルニア   葡萄品種：ピノ ノワール 

熟成：フレンチオーク（新樽、2～3 年樽）で６ヶ月 

品番：W-050／JAN：4935919080507／容量：750ml  ¥2,750(本体価格¥2,500) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

pts 

ビーニャ ファレルニアは、チリのワイン産地の中では北に位置する「エルキ ヴァレー」でワイン造りを始めたパイオニア的生産者

として知られています。1995年、従兄弟のアルドが住むエルキ ヴァレーを観光で訪れたジョルジョ フレッサティは、蒸留酒用に栽

培されている葡萄を畑で食べた時、「この地でワイン造りをしよう！」と思い立ちました。トレンティーノのワイナリーでジェネラルマ

ネージャーを務めながら、毎月１回、１週間だけエルキ ヴァレーに滞在しワイン造りを行う生活を８年間続けた後、ついに祖国イタ

リアを離れ、サンティアゴから北へ 550km 離れたエルキ ヴァレーに移り住みました。ジョルジョは、この土地の葡萄畑に魅せられ

るばかりか、２年間かけて川の流れを変えてそこを葡萄畑にするなど、理想的なワイン造りのために最大限の努力を行いました。そし

て彼の造るワインは、世界中から称賛されることになりました。 

チリのワイン産地で最北に位置するエルキ ヴァレー 
単一畑ティトンで造られるエレガントなピノ ノワール 

 

醸造家のジョルジョ フレッサティ

New World single-vineyard Pinot Noir の特集記事にて 
 

「デカンター２０２０.２」 
 

スタンダードクラスのピノも見逃せない品質！ 

ピノ ノワール レセルバ 2017 【スクリューキャップ】    
Pinot Noir Reserva ※無くなり次第 2018 年へ切り替わり  
 赤・フルボディ  国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー   

葡萄品種：ピノ ノワール  

熟成： 全体の 30％をフレンチオークで６ヶ月 

品番：W-064／JAN：4935919080644／容量：750ml   ¥1,870(本体価格¥1,700) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リオハに続く、スペインで 2番目に古いＤ.O.カリニェナ 
カリニェナはスペイン北東部に位置し、リオハに続く、スペインで 2 番目に古い D.O.です。リオハや

ナバラと同じように、スペインで最も大きなエブロ川沿いに葡萄畑が広がっています。その名の通り、

黒葡萄のカリニェナ（別名：マスエロ）はこの地域が原産です。また、ガルナッチャもこの地域原産

の葡萄品種です。葡萄畑は標高 400ｍ～900ｍに広がっており、標高差があることで、同じ葡萄品種

でも多様性にとんだワインが出来ます。 

この地域の特徴は、エブロ川から谷間を吹き抜ける強い風「Cierso（シエルソ）」により、葡萄の果皮

が厚くなり、高い糖度の葡萄が育つことです。アロマの大部分は葡萄の果皮に含まれているため、葡

萄の果皮が厚くなることで、アロマティックなワインになります。 
 

畑に咲くバラは害虫対策に 
土壌は、痩せた土壌で石が多く点在しています。石は水はけをよくし、日光をためる効果が

あります。石が多く点在していることで、気温が低くなる夜中も石に溜まった熱により畑の

温度を保つ働きをしています。 

ガバルダの畑には野バラが咲いています。葡萄よりバラの樹の方が害虫を先に感知するため、

バラを植えることで葡萄樹への被害を抑える効果があります。 

また、この場所には大昔から、Gabarda （野バラの意）が自生していたことから、畑は

Gabardosa （野バラの土地）と呼ばれ、そこから出来るワインを Gabarda と名付け、ラベ

ルにも野バラを描いています。 
 

ファーストプレスの果汁のみを使用。量より質を重視しています。 
カリニェナは日中 40℃、夜間 12℃と非常に温度差が大きな地域です。収穫時期の差がワインに大きな影響を与えます。収穫は早朝に行います。ス

タンダードクラスは機械で行い、上級クラスは手摘みと機械を併用します。葡萄の温度が上がる日中に収穫を行うと、葡萄の果実味やアロマが失わ

れてしまいます。そのため、気温の低い早朝に、機械を使用して短時間で収穫することで、果実味やアロマを保った葡萄が得られます。量より質を

重視しているため、ファーストプレスの果汁のみを使用します。 

 

ボデガス ガバルダ 
BODEGAS GABARDA 

歴史あるワイン産地で 

量より品質に重視したワイン造り 
さらには、樹齢の古い樹から、魅力的な価格のワインを 

生み出すことで人々を魅了する生産者 

カリニェナ 

スペイン／カリニェナ 

アラゴン州 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シャトー フルール オー ゴーサン 2008 
Château Fleur Haut Gaussens 
畑は南向きで日当たりのよい場所にあります。仕立てはダブル ギヨーです。植密度は 4,500 本/ha、収穫量は 48hL/ha

です。質の高い葡萄を得るため、芽かき、グリーンハーベストを行い、葡萄が完熟するように葉落としの作業を丁寧に行

います。収穫は葡萄の温度が上がらないように夜間に行います。選別しながら収穫出来る高性能な機械を使用しています。

発酵前に 7 度で 48 時間、低温マセラシオンを行います。発酵は温度コントロールしたステンレスタンクで行います。熟

成は 50％をフレンチオーク樽で 6 ヶ月行います。輝きのあるガーネット色、カシスやブラックベリーのピュアなアロマ、

繊細な樽の香りが広がり、ベルベットのようにしなやかな口当たりです。バランスのとれた力強いタンニン、エレガント

で洗練された長い余韻が感じられます。   ★「コンクール ド ボルドー2010」金賞 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー／ボルドー シュペリュール  

生産者：シャトー フルール オー ゴーサン 

葡萄品種：メルロ 90%、カベルネ ソーヴィニヨン 5%、カベルネ フラン 5% 

熟成：50%をフレンチオークで 6 ヶ月 

品番：FC-251／JAN：4935919312516／容量：750ml ¥2,090(本体価格¥1,900) 

 

シャトー エメ ド ミュッセ 2010 
Château Ame de Musset 
畑は、水はけのよい砂利の下が粘土質になっていて、乾燥に耐える土壌です。またカベ

ルネを植えている畑は、大きな石がごろごろしている、シャトーヌフ デュ パプに見

られるような土壌です。収穫は小さなカゴを使って手摘みで行い、選果台で選り分け、

良質の葡萄だけを選別します。発酵はコンクリートタンク、熟成は 300L のフレンチオー

クの新樽と 1 年樽を 50％ずつ使用し、約 15 ヶ月寝かせます。清澄には卵白を使います。

上品でエレガントでありながら、驚くほど集約された果実味の力強さも感じられます。

カシスやプラムのような果実の香り、新樽のバニラ、カカオやコーヒーを思わせる複雑

な香りがあります。豊かな風味と繊細で上質なタンニンが口の中に広がります。    

★「ワインスペクテーター2013 webOnly」で 90 点 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー／ラランド ド ポムロル  

葡萄品種：メルロ 80%、カベルネ フラン 10%、カベルネ ソーヴィニヨン 10% 

熟成：300L のフレンチオークの新樽と 1 年樽各 50%で 15 ヶ月 

品番：FB-860／JAN：4935919218603／容量：750ml ¥4,730(本体価格¥4,300) 

 

 

シャトー フォントニル 2007 
Château Fontenil 
ミシェル ロランが、共にボルドー大学出身のエノログである妻のダニーと所有するフロンサックのシャトー。数多くの

著名シャトーやワイナリーのコンサルタントを務めた後、自分たちでワイン造りをしたいと思い、1986 年にフロンサック

のサイヤン村に土地を購入しました。土壌は粘土と石灰質です。完熟した葡萄を手摘みし、除梗の前と後に 2 度、選別を

行います。アルコール発酵は小型の木製発酵樽とステンレスタンク、そしてバリックの新樽で行います。熟成は、フレン

チオークのバリック（新樽比率 60％）で 16 ヶ月行います。小さな赤い果実を思わせるアロマ、なめらかでしっかりとし

たタンニンの凝縮されたワインです。 

 
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー／フロンサック  

葡萄品種：メルロ 90％、カベルネ ソーヴィニヨン 10％ 

熟成：フレンチオークのバリック（新樽 60％）で 16 ヶ月 

品番：FC-159／JAN：4935919311595／容量：750ml ¥5,280(本体価格¥4,800) 

かつて、シャトー オーゾンヌの醸造責任者を務めた 

パスカル デルベックが手掛けるシャトー 

12 年 

熟 成 

数多くの著名なシャトーやワイナリーのコンサルタントを務める 

ミシェル ロランが自らワイン造り 

10 年 

熟 成 

90 本 

限り 

13 年 

熟 成 

「アシェット ガイド」にも毎年のように掲載されるフラッグシップワイン 

10年以上の熟成を経て、今でもフレッシュさが保たれており、とても良い状態です 

 



  

 

 

 

 
 

ガバルダ シャルドネ 2017 
Gabarda Chardonnay 
収穫は最適な熟度になった時点で、葡萄の温度があがるのを防ぐために夜間に行います。発酵前に低温で

6 時間スキンコンタクトさせます。プレスした果汁は 10 度で 3 日間置いてから澱引き。温度コントロー

ルしながらステンレスタンクで発酵させます。調和、深みを出すために、上質な澱だけを残します。25%

を 2,500L の大樽で 1 ヶ月熟成させます。輝きのある黄色、トロピカルフルーツや白い花の香りが、上品

なバニラのノートと調和しています。心地良い口当たり、生き生きとしてキレのよいフィニッシュです。 
 

 白・辛口  国／地域等：スペイン／カリニェナ    

葡萄品種：シャルドネ    熟成：25％を 2,500 の大樽で 1 ヶ月            

品番：S-208／JAN：4935919072083／容量：750ml  ¥1,210(本体価格￥1,100) 

 

 
 

ガバルダ ウノ 2017 
Gabarda  1 
ガルナッチャが主体、シラーを少しブレンドしています。葡萄は気温の低い夜の間に収穫します。発酵前

に、8 度に保ちながら、5 日間コールドマセラシオを行った後、それぞれのアロマの特徴を損なわないよ

うに、品種ごとに分けステンレスタンクで発酵させます。濃いチェリーレッド、やわらかいミルキーな香

りと花の香り。口に含むと濃厚な果実味が感じられます。ガルナッチャの持つしっかりとした骨格とシ

ラーのシルクのような滑らかさを併せ持つ、たいへんバランスのよいワインです。 
 

 赤・ミディアムボディ  国／地域等：スペイン／カリニェナ    

葡萄品種：ガルナッチャ、シラー  熟成：ステンレスタンク             

品番：S-181／JAN：4935919071819／容量：750ml  ¥1,210(本体価格￥1,100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバルダ オールド ヴァイン 

ガルナッチャ 2016 
Gabarda Old Vine Garnacha 
ガルナッチャの樹齢は 55～80 年です。異なる樹

齢、畑の標高や向きによって分けて、収穫から発

酵まで行っています。これはガルナッチャのポテ

ンシャルを最大限まで引き出すためです。温度管

理されたステンレスタンクでコールドマセレー

ションを行い、その後、発酵を行います。熟成は

バリック（新樽ではない）で 7 ヶ月行います。ル

ビー色の美しい外観。香りには、ガルナッチャに

特徴的なイチゴとスグリのフルーティな要素が

感じられます。また、バニラとオークのバルサミ

コ調の香りは、シナモンやコショウなどの香辛料

と一緒に感じられます。口当たりは繊細でビロー

ドのように滑らかです。 
 

 赤・フルボディ  

国／地域等：スペイン／カリニェナ    

葡萄品種：ガルナッチャ 

熟成：バリックで 7 ヶ月 

品番：S-254／容量：750ml 

JAN：4935919072540  

¥1,760(本体価格¥1,600) 

 

 

ガバルダ 

セレクシオン 2015 
Gabarda Selección 
カリニェナの畑は地表が見えないほど多くの石

で覆われており、この土壌で育つ葡萄から、骨格

のあるバランスのとれた酸のある、長期熟成可能

なワインが出来ます。また、ガルナッチャは樹齢

80 年の古樹の葡萄を使用しています。収穫した葡

萄は選別して、10 度で 3 日間コールドマセラシ

オンを行い、その後ステンレスタンクで発酵させ

ます。熟成は、フレンチオークのバリック（新樽）

で 10 ヶ月行います。花を思わせるエレガントで

豊かなアロマ、果実味と樽の要素は非常にバラン

スよく混ざりあっており、生き生きとして、素晴

らしくフレッシュな仕上がりです。力強さとエレ

ガンスを兼ね備えた魅力にあふれる 1 本です。 
 

 赤・フルボディ  

国／地域等：スペイン／カリニェナ   

葡萄品種：カリニェナ 85％、ガルナッチャ 15％  

熟成：フレンチオークのバリックで 10 ヶ月 

品番：S-249／容量：750ml 

JAN：4935919072496 
¥2,200(本体価格¥2,000) 

 

様々な区画の 

樹齢の古いガルナッチャ 
葡萄は区画ごとに発酵させ、品種のポテンシャルを 

最大限に引き出しました 

 

土着品種カリニェナ主体 

新樽で熟成 
さらに樹齢の古いガルナッチャから得られる 

凝縮された葡萄がしなやかなタンニンをもたらします 

 

pts

一部を大樽で 1 ヶ月熟成させて、ボディに丸みを持たせます 
一部を大樽で熟成させることで、ボディに丸みを持たせています 

 

フレッシュで生き生きとした親しみやすいキャラクター 
ガバルダが目指す、フルーティでバランス良く、飲みやすいスタイルが表れています 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シャトー デュドン 

キュヴェ ジャン バティスト デュドン 
Château Dudon Cuvée Jean-Baptiste Dudon 
 

このキュヴェ「バティスト デュドン」は、シャトー デュドンのスペ

シャル キュヴェです。完熟した健全な葡萄だけを選別し、収穫しま

す。醸造は伝統的な方法で行います。発酵前に約 2 日間、低温マセラ

シオンを行います。発酵は、温度コントロール装置の付いたタンクで

22 度から 30 度にコントロールしながら行います。マロラクティック

発酵もタンクで行います。熟成は、20％はセメントタンク、残りの 80％

はフレンチオークの 1 年樽を使用し、12 ヶ月行います。澱引きした後、

ボトリングします。心地良い杉の木やミネラルの要素が混ざる複雑な

香り。上品で洗練されたタンニンが感じられます。余韻にはコーヒー

やローストの要素、深みがあり長い余韻が続きます。 
 

【赤・フルボディ】 

国／地域等：フランス／ボルドー／プルミエ コート ド ボルドー  

葡萄品種：メルロ 40%、カベルネ ソーヴィニヨン 30%、カベルネ フ

ラン 30% 

熟成：80%フレンチオーク、20%タンクで 12 ヶ月 

 

【2001VT】品番：FB-891／JAN：4935919218917／容量：750ml 

 ¥3,080(本体価格¥2,800) 

 

【2004VT】品番：FC-154／JAN：4935919311540／容量：750ml 

 ¥2,860(本体価格¥2,600) 

 

【2006VT】品番：FC-072／JAN：4935919310727／容量：750ml 

 ¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

 

グリュオ・ラローズのオーナー、ジャン・メルロが手掛ける 

“熟成”ＢＯＲＤＥＡＵＸ 
 

2001VT 
【300 本限り】 

2006VT 2004VT 

BORDEAUX 
熟 成 

１０年以上熟成させた、バックヴィンテージを集めました 

 

16 年 

熟 成 19 年 

熟 成 

14 年 

熟 成 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメデオ クストーツァ スペリオーレ 2017 
Amedeo Custoza Superiore 
骨格のあるトレッビアーノとトレッビアネッロは、バリックで熟成さ

せ、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。香り

は果肉ではなく皮に含まれているので、失わないようにするために、香

りの決め手となるフェルナンダを凍らせ、真の個性を引き出すことが

出来るやり方を考え出しました。収穫した葡萄を冷凍庫に入れ、マイナ

ス 20 度で凍らせます。冷凍庫のスイッチを切り、マイナス 2 度になっ

たらプレスして、果汁を取り出します。その後は、他の白ワインと同じ

工程を辿ります。美しいレモンイエロー、花や果実を思わせる香りや樽

熟による芳醇な風味が豊かに拡がります。柔らかな酸味、力強くコクが

あり、非常に完成度の高い仕上がりです。 
 

【白・辛口】国／地域等：イタリア／ヴェネト    

生産者：カヴァルキーナ  熟成：バリックと大樽 

葡萄品種：ガルガネガ40%、フェルナンダ30%、トレッビアーノ15%、

トレッビアネッロ 15% 

品番：I-200／JAN：4935919052009／容量：750ml 

¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

ソアーヴェ クラシッコ モンテ アルト 2016 
Soave Classico Monte Alto 
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。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。マロラクティック発酵をしている

ので酸が穏やかです。ノンフィルターで瓶詰めすることで、豊かさと力強

さが増しています。香りはクリーンではっきりとしている中に、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。 
 

【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) 

 

「GAMBERO ROSSO VINI D’ITALIA 2020」 

「GAMBERO ROSSO VINI D’ITALIA 2019」 

2016VT について 
 

特に夏以降は恵まれた気候で、白も赤も

パーフェクトな年でした。日中は 35 度

以上にならず、夜も涼しく、昼夜の寒暖

差が適切で、アロマと酸が保たれ高い品

質となり、すべての畑で理想的な葡萄を

得ることができたため、品質も素晴らし

く満足のいくものとなりました。 

 

2017VT について 
 

収穫量は40％減と大幅に減った年で、

収量面でいえば厳しい年になりまし

た。特に夏は暑くて乾燥していたこと

もあり、通常の年より早く収穫しまし

た。そのおかげで、葡萄に酸が保たれ

ており、また葡萄をセレクトしたた

め、リッチで集約感がありながらバラ

ンスが良い出来となりました。 

 

2004VT～2017VT まで 14年連続でトレビッキエーリを獲得する 

カヴァルキーナの代表作 
 
 
 

 

オーナーで醸造家のルチアーノ ピオーナ 

 

オーナーのミケーレ テサリ 

 

樽発酵、樽熟成 
10年は熟成できるポテンシャルがある 

 
 
 

 

「GAMBERO ROSSO VINI D’ITALIA」 

ガンベロ ロッソ  

トレビッキエーリ獲得ワイン 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アリアーニコ コンタド リゼルヴァ 2014 
Aglianico Contado Riserva 
アレッシオが造りたいアリアーニコは、柔らかく、エレガントで繊細さを持つワイン

です。アリアーニコのクローンが多い中、タウラージのクローンを使っています。他

の産地のアリアーニコは太く重くなるスタイルですが、土壌が石灰質のため丸くエレ

ガントなスタイルとなっています。ステンレスタンクで発酵させます。アリアーニコ

に適度な酸が必要なので、マセラシオンは長めに約 1 ヶ月行います。オーク樽（新樽

でない）で 12 ヶ月熟成させます。深みのあるルビーレッド、すみれやプラム、チョコ

レートやスパイスの香りも感じられます。とてもなめらかで深みのある味わいです。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／モリーゼ    

生産者：ディ マーヨ ノランテ 葡萄品種：アリアーニコ 

熟成：樽（新樽でない）で 12 ヶ月 

品番：I-208／JAN：4935919052085／容量：750ml 

¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

 

ロッソ ピチェーノ スペリオーレ ロッジョ デル フィラーレ 2015 

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 
ロッソ ピチェーノ スペリオーレの選りすぐりの傑作で、単一畑からのワイン。石

灰岩の混じった粘土質土壌。収穫量を抑え、まず畑で選別し、セラーに運んでからさ

らに選別します。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）で 18 ヶ月熟成させます。複雑で広がり

のある上品な芳香、しっとりした果実の深い味わいとエレガントな深みのある力強さ

を持っています。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／マルケ   生産者：ヴェレノージ 

葡萄品種：モンテプルチャーノ 70%、サンジョヴェーゼ 30% 

熟成：フレンチオークのバリック（新樽）で 18 ヶ月 

品番：I-603／JAN：4935919056038／容量：750ml 

¥4,950(本体価格¥4,500) 

 

 

「GAMBERO ROSSO VINI D’ITALIA 2018」 

「GAMBERO ROSSO VINI D’ITALIA 2019」 

シルミアン ピノ ビアンコ 2014 
Sirmian Pinot Bianco 
標高は 700～900m で、日中は太陽をたくさん浴びて葡萄が育ちます。午後になる

と標高 4000m のアルプスの山から冷たい風が畑に吹き、温まった葡萄が一気に冷

やされます。この寒暖差が、それが豊かな果実味としっかりとした酸をもたらしま

す。土壌の成分は斑岩、大理石、片麻岩、雲母片岩、石灰と多彩です。80％をステン

レスタンク、20％を大樽で 6 ヶ月澱と共に寝かせます。リンゴや柑橘系の果実、熟

したパイナップルの豊かなアロマがグラスいっぱいに広がります。土壌由来のミネ

ラル、エレガントで生き生きとした酸を感じるフレッシュな余韻があります。15 年

位は熟成するポテンシャルを持っています。 
 

【白・辛口】国／地域等：イタリア／アルト アディジェ    

生産者：ナルス マルグライド 葡萄品種：ピノ ビアンコ 

熟成：ステンレスタンクと大樽で澱と共に 6 ヶ月 

品番：I-703／JAN：4935919057035／容量：750ml 

¥4,400(本体価格¥4,000) 
 

 

 

「GAMBERO ROSSO VINI D’ITALIA 2016」 

2015VT について 

2015VT は、過去 50 年でマル

ケの赤にとっての最高のヴィ

ンテージとなりました。理想

的でパーフェクト、求める全

ての要素ボディ、タンニン、フ

ルーツ、バランス）が詰まった

ワインとなりました。 

2014VT について 

悪天候により収量、品質に影

響を受けた年でした。私たち

は、畑の仕事にいつも以上に

労力と時間をかけ、結果的に

白の収穫量は 35％減にはなっ

たものの、赤の収穫量は例年

通りで、赤白共に品質は素晴

らしい出来となりました。 

 

2014VT について 
 

冬~初夏までは安定した天候

でしたが、7，8 月に激しい雨

に見舞われ、葡萄の生育が思

わしくなかったです。そのた

め、畑では葉落としなど多く

の作業を強いられました。結

実は例年通りでしたが、収穫

量は 25~30％減少しました。

9 月中旬から天候に恵まれ、結

果的にシルミアンの畑のよう

に遅摘みの品種は素晴らしい

葡萄になりました。 

 

オーナーで醸造家のアレッシオ 

 

オーナーのアンジェラ 

 

2006VT～2018VT まで 13年連続でトレビッキエーリ獲得 

名手が手掛けるピノ ビアンコの傑作 

 
 

 

「2014年のコンタドは、味わい深く厳格で注目すべきだ」と 

カンベロ ロッソも太鼓判を押すヴィンテージ 

 
 

 

2001VT～2012VT まで 12年連続でトレビッキエーリ獲得 

さらに、2014VT～2016VT も獲得しているヴェレノージを象徴するワイン 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドメーヌ ヴァンサン 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。 

こうして、ドメーヌ ヴァンサン ジラルダンと出会ってから 28 年経ちますが、現在ドメーヌを支えているのは醸造家のエリック 

ジェルマンです。2001 年に加入後、その手腕を発揮し、さらに研ぎ澄まされたワインへと進化させ、現在のヴァンサン ジラルダン

のスタイルを確立させました。「ベタンヌ＆ドゥソーヴ 2019」で 4 つ星(最高 5 つ星)に昇格するなどさらに評価が高まっております

が、彼が現在の地位を築いた立役者と言っても過言ではないでしょう。 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

マランジュ ルージュ レ ヴィエイユ ヴィーニュ 2013  
Maranges Rouge Les 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 

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-200／JAN : 4935919312004／容量：750ml ¥4,620(本体価格¥4,200) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

マランジュ&サントネ 

力強くがっちりしているスタイル、クオリティとプライスを考えればベストなワイン 

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 

～醸造家 エリック ジェルマンのコメント～ 
  

マランジュ ルージュ プルミエ クリュ ラ フュシェール 2014  
Maranges Rouge Premier Cru La Fussière 

畑は、サントネのプルミエ クリュ クロ ルソーのすぐ隣です。南向き斜面で、粘土

質土壌です。ステンレスタンクで発酵後、フレンチオークの樽（一部新樽）へ入れ、マロ

ラクティック発酵させ、澱と共に熟成させます。しっかりと濃い黒紫色、甘い黒いチェ

リーやベリー、スミレの花の香りがあり、きめ細やかなタンニンがとても魅力的です。 
 

【赤・フルボディ】国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ 

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：FA-578／JAN : 4935919095785／容量：750ml ¥5,060(本体価格¥4,600) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

サントネ ルージュ レ ヴィエイユ ヴィーニュ 2013 
Santenay Rouge Les Vieilles Vignes 
 

粘土質のマランジュと石灰質のシャサーニュの間に位置し、サントネの斜面の部分は石灰質で、

最も良い土壌となっています。葡萄は一部を除梗し、温度管理したステンレスタンクに入れます。

約 3 週間発酵させます。穏やかにポンピング オーバーし、丁寧に圧搾します。沈殿させるため

に、ワインをフレンチオークの樽（15％新樽）へ入れます。マロラクティック発酵させ、14 ヶ月

以上澱と共に熟成させます。ろ過も清澄もせず、月のカレンダーに従い「果実の日」に瓶詰めし

ます。香り高く、チェリーを思わせる果実香があります。凝縮感もあって、ミネラルが感じられ

ます。ミネラル豊富であることが、サントネの特徴です。コストパフォーマンスに優れています。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ブルゴーニュ  

葡萄品種：ピノ ノワール   

熟成：フレンチオーク樽(15％新樽)で 14 ヶ月以上 

品番：FB-940／JAN：4935919219402／容量：750ml ¥4,620(本体価格¥4,200) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サントネ ブラン レ ヴィエイユ ヴィーニュ 2013 
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。マストは低温で静置し、ゆっくりと澱引きします。その後ドゥミ ミュイと呼ばれる 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、「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／地域等：フランス／ブルゴーニュ／サントネ 

葡萄品種：シャルドネ  熟成：500L のフレンチオーク樽(15%新樽)で 12 ヶ月 

品番：FB-935／JAN：4935919219358／容量：750ml ¥5,280(本体価格¥4,800) 

 
 

ヴァンサン ジラルダンが 
ワイン造りをスタートした地 “サントネ” 
サントネはジュヴレ シャンベルタンと同じ基盤を持つと言われています 

現在、拠点はムルソーに移りましたが、今もなお、サントネ白ワインにも定評があります 

このワインはとてもリッチなスタイル 
ムルソーのようなスタイルを求める方にお勧め 

～醸造家 エリック ジェルマンのコメント～ 
 

サントネ ルージュ プルミエ クリュ ル ボールガール 2014  
Santenay Rouge Premier Cru Le Beauregard 

グラヴィエールと並んでトップの品質のワインを生みます。グラヴィエールの上で、

ラ コムの隣に位置します。立地の良い一級畑で、畑名は「あたり一帯を見下ろす高

地」を意味します。粘土石灰岩土壌です。ステンレスタンクで発酵後、フレンチオー

クの樽（20％新樽）に入れ、マロラクティック発酵させ、澱とともに 14 ヶ月熟成さ

せます。瓶詰めはろ過も清澄もせず、月のカレンダーに従い「果実の日」に行ないま

す。花の香り、長い余韻のある味わい、しっかりとしたタンニンがあります。 
 

【赤・フルボディ】国／生産地域：フランス／ブルゴーニュ 

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-224／JAN :4935919312240／容量：750ml  ¥6,380(本体価格¥5,800) 

 

180 本限り 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピエモンテ バルベーラ 2016 
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、仕立てはギヨーです。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／地域等：イタリア／ピエモンテ   

等級：D.O.C.   生産者：テッレ デル バローロ 

葡萄品種：バルベーラ  熟成：タンク 

品番：I-483／容量：750ml 

JAN：4935919054836  

¥1,430(本体価格¥1,300) 
 

 

2016 年ヴィンテージについて 

7 月末にバローロのごく限られた地域では、葡萄の木

と房が雹によるダメージを受けましたが、9月の暖か

い気候とほとんど雨が降らない恵まれた天候のおか

げで、遅れていた成熟は元通りに進み、葡萄はしっか

りと熟しました。9月の末から 10 月の初旬までの昼

と夜の気温差が大きかったため、晩熟品種（バルベー

ラ、ネッビオーロ）は酸をキープすることが出来、ア

ロマを失うことなく、フェノール類はしっかりと熟し

ました。バルベーラは 10月の初めに収穫を始めまし

た。気温が暖かいおかげで、葡萄は健全、素晴らしく

糖度が上がり、十分な酸もあります。これらすべての

要素から、骨格もありながら、フレッシュさもあるバ

ランスの良い仕上がりとなりました。 
醸造家のダニエーレ ポンツォ 

バルベーラ ダルバ スペリオーレ 2015 
Barbera d’Alba Superiore 

ランゲ地域の石灰質粘土土壌の畑です。除梗し破砕します。26～28 度に温度管理しながら 5～6 日間発酵させます。

マロラクティック発酵させ、フレンチオークのトノー（500L）で 4ヶ月熟成後、さらに、瓶詰前に8～10ヶ月タンク

で寝かせます。伝統を残しつつ新しいスタイルを取り入れたワインで、樽が効果的に使われ、バランスも取れています。 
 

【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：イタリア／ピエモンテ  等級：D.O.C.   

生産者：テッレ デル バローロ   葡萄品種：バルベーラ   

熟成：フレンチオーク（500L）で 4 ヶ月 

品番：I-861／JAN：4935919058612／容量：750ml               ¥1,760(本体価格¥1,600) 
 

完璧ともいえる成熟した葡萄が得られ 
バルベーラにとって、最高のヴィンテージとなった 2015年 

毎年現地を訪問し、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。 

リリースしています! 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018VTは、パワフルすぎず、フレッシュでソフトな口当たり 

コート デュ ローヌ ヴィエイユ ヴィーニュ 2018 
Côtes du Rhône Vieilles Vignes 
 

土壌は、シニャルグ（FA336）より粘土質が多くなっています。このキュヴェは、南

のエステザルク村と少し北に位置するヴァリギエール村の二つの村の葡萄を使用し

ています。割合はヴィンテージによって違い、とても興味深いものとなります。6 ヶ

月ステンレスタンクで熟成させます。ほとんど透けて通らない濃厚なカラーで、しっ

かりとした目の詰まった味わい、ダークフルーツやリコリス、ペッパーが感じられま

す。攻撃的なタンニンのある割りには、しなやかさも兼ね備えています。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ   

生産者：ドメーヌ ダンデゾン    

葡萄品種：シラー   熟成：タンクで 6 ヶ月 

品番：F-471／JAN：4935919044714／容量：750ml 

¥1,870(本体価格¥1,700) 

 

 

 

コート デュ ローヌ ルージュ ル プティ アンデゾン 2017 
Côtes du Rhône Rouge Le Petit Andezon 
 

【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ   

生産者：エステザルグ葡萄栽培者組合  葡萄品種：シラー、グルナッシュ 

熟成：タンクで 6 ヶ月 

品番：FB-992／JAN：4935919049924／容量：750ml  ¥1,540(本体価格¥1,400) 

2018 ヴィンテージついて 

4 月中旬から 6 月中旬まで、2 日おきに雨が降り不安定

な天候が続きました。6 月中旬には雨がやみ、それから

2 ヶ月雨が降らず、乾燥して暑く、気温が 40 度まで上が

る日が続くこともありました。8 月 10 日には嵐がきて、

100mm 以上の雨が降りました。その後は 10 月まで平

均的な天候が続き、収穫は通常通り 8 月末から 9 月末ま

で問題なく行うことができました。また、収穫期に雨が

降らなかったため、葡萄がしっかりと成熟するまで待ち、

よいタイミングで収穫をすることができました。

2018VT は 2016VT、2017VT に比べて酸が低いですが、

タンニンは Beautiful！素晴らしい質です。パワフルすぎ

ずフレッシュで口当たりがソフトで、若いうちから親し

みやすい味わいです。 —ドゥニ デシャンのコメント 

 

エノログのドゥニ デシャン 

ドメーヌ ダンデゾンのシラーを使用 

名前や牛ラベルの通り、ドメーヌ ダンデゾンに近い味わいを持った弟分的存在 



  

 

 

シャトー モンデジール ガザン ブラン 2018 
Château Mondésir Gazin Blanc 
 

収穫はすべて手摘みで行います。収穫した葡萄は除梗せず、全房圧搾します。アルコー

ル発酵前のスキンコンタクトは行いません。空気圧プレスで 2 時間半かけてゆっくり

と圧搾します。発酵は品種ごとにコンクリートタンクで 18 度の低温に保ちながら行い

ます。その後、400L のフレンチオーク樽に移し、9 ヶ月（新樽 15％）熟成させます。

アロマティックなソーヴィニヨン ブランの香りが強く出すぎないよう、セミヨンを

ブレンドすることでバランスを取っています。造り手のマルク パスケ曰く、「このワ

インはフルーツよりも花のアロマの印象が強い。」とのこと。酸、果実味、ボディのバ

ランスが素晴らしく、樽の要素はとても上品でエレガントです。 
 

【白・辛口】 国／地域等：フランス／ボルドー  生産者：マルク パスケ  

葡萄品種：セミヨン 55％、ソーヴィニヨン ブラン 45％ 

熟成：400L のフレンチオーク樽（新樽 15％）で 9 ヶ月 

オーガニック認証：AB マーク、ユーロリーフ 

品番：FC-296／JAN : 4935919312967／容量：750ml  

¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

 

 
 
 

これまで赤ワインのみを生産してきた 

マルク パスケが初めて手掛けた 

ボルドー ブラン 
 

400 本限り 

ソーヴィニヨン ブランはアロマティックですが、私にとってはそれは強く感じるこ

とがあるのでバランスをとるためにセミヨンをブレンドしました。このワインは、酸

化に耐性があり、抜栓 3 日後でも美味しく飲めるでしょう。和食や中華などとも相性

が良く、幅広く紹介できるでしょう。      ~マルク パスケのコメント~ 


