
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スペインワイン界に革命を起こしたひとりの人物 
1937 年生まれのカルロス ファルコ イ フェルナンデス デ コルドバ,グリニョン第

5 侯爵は、2020 年 3 月、多くの人に惜しまれながらこの世を去りました。『ワイン スペク

テーター』の 3 月 26 日付の記事には、「ワイン業界は賛辞を贈った」として、カルロス フ

ァルコ侯爵への追悼コメントが紹介されています。ボデガス ベガ シシリアのオーナー、

パブロ アルバレス氏は「スペインのワイン業界はカルロス ファルコの悲しい死を悼ん

でいる。生涯をかけてワイン産業のために戦った男だ。彼は時代を先取りしていた」と語

り、トーレス ファミリーの 4 世代目であるミゲル.A.トーレス氏は、「我々は皆カルロス 

ファルコを恋しく思う。高貴で、疲れ知らずで、エレガントで、科学を主導とし、現実的な

葡萄栽培者かつワイン醸造家で、スペインワインを世界地図に載せるのに大いに貢献した

人物だ」と語りました。 

故カルロス ファルコ侯爵は 1963 年に、近代的なワイン醸造学で有名なカリフォルニア

大学デイヴィス校で、暑い気候のもとで高品質なワインを造る技術と温度調節機能が付い

たステンレスタンクでの発酵技術、イリゲーション（灌漑）技術等をいち早く研究しまし

た。ラ マンチャなどの無名なエリアでは「量より質を求める」という考え方が無い中、

1974 年にドミニオ デ バルデプーサにカベルネ ソーヴィニヨンを植え、先進的な試み

をスタートしました。ワイン法にとらわれず、革新的なワイン造りに挑戦し、従来とは全く

違う新しいスタイルを築き上げ、瞬く間に世界中から絶賛されることになりました。 

 

最上級格付けビノ デ パゴにスペインで初めて認定 
2002 年、ドミニオ デ バルデプーサが、最上級格付けである「ビノ デ パ

ゴ（単一葡萄畑限定ワイン）」にスペインで初めて認定されました（EU 認定は

2003 年）。この格付けは、「D.O.や D.O.Ca.などのような認定地域でなくとも優

れた畑や土地であれば評価する」というもので、「スペイン版グラン クリュ」

と例えることが出来ます。リオハのように D.O.Ca.に認定された地域の場合は、

「ビノ デ パゴ カリフィカード」格付けとなりますが、現在認定されている

畑はありません。品質管理については、D.O.Ca.の規制に準じる必要があり、ス

ペインのワイン法上の品質分類では、通常の D.O.Ca.よりも上位の格付けとして

表示されています。ドミニオ デ バルデプーサがあるカスティーリャ ラ マ

ンチャ州は、D.O.に認定される葡萄栽培面積が、単一の原産地呼称では世界最大

の規模を誇り、質よりも量を重視したワイン生産が主体でしたが、故カルロス 

ファルコ氏の活躍もあり、近年品質が向上した産地として知られています。 

 

スペインワイン界に重要な革命を起こした 

故カルロス ファルコ グリニョン第５侯爵。 

スペインの最上位格付けビノ デ パゴに初めて認定された土地 

“ドミニオ デ バルデプーサ”で造られる極上のワイン 

スペイン／ラ マンチャ／ドミニオ デ バルデプーサ 

パゴス デ ファミリア マルケス デ グリニョン 

22 年前現地にてグラスを交わす故カルロス ファ

ルコ侯爵（左）と弊社社長の稲葉（右）。 

1998 年現地訪問時に撮影 

Vino de Pago Calificado 
※認定数 0（2020 年 4 月現在） 

 

Vino de Pago  

D.O.Ca.  

D.O.  

V. C.  

Vino de la Tierra  

Vino 

スペインのワイン法上の品質分類 



  

 

13 世紀に王家から与えられた土地”ドミニオ デ バルデプーサ”  
ドミニオ デ バルデプーサは、1292 年に王家から与えられた土地で、代々グリニョン侯爵家によって所有されてきました。近く

を流れるプサ川が名前の由来となっています。年間降水量は 450mm。大陸性気候のため暑く乾燥しており、冬は寒い日が続きま

す。昼夜の寒暖差も激しく、成熟した高品質の葡萄を得ることが出来ます。50ha ほどが葡萄畑で、標高は 490m、表土は薄い粘土

質で下層土は深さ 2m の白亜紀の石灰質です。シラー、カベルネ ソーヴィニヨン、プティ ヴェルド、グラシアーノなどの葡萄

が栽培されています。葡萄栽培学の権威、リチャード スマート博士の助言を得て、スマート ダイソン システムを適用した最

新のキャノピー マネジメントをいち早く導入しました。さらに、葡萄の根が下層土の石灰岩からミネラルを吸収できるようにす

るため、土壌微生物学の権威クロード ブルギニョンのアドバイスを受け、表土中に素焼きの土管を埋めて排水し、表土である粘 

土層に根が伸びないようにしています。収穫は手摘みで、葡萄の除梗や選別は人の手で丁寧に行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

マルケス デ グリニョン 
エメリトゥス ２０１０ 
Marques de Griñon Emeritvs 
 
エメリトゥスは、ラテン語で「値する、相応

しい」という意味です。収穫後、人の手で丁

寧に除梗し、天然酵母と選別酵母を使い、ス

テンレスタンクで 26～28 度にコントロール

しながら 10～18 日間発酵させます。マロラ

クティック発酵、熟成共に樽で行います。驚

くほど力強く、エレガントで広がりをもつノ

ーズが、複雑なアロマと共に漂います。パワ

フルな口当たり。素晴らしいタンニンのスト

ラクチャーがあり、口の中で野生のベリーを

思わせる、熟したしなやかでたっぷりの果実

味が感じられます。しっかりとした、エレガ

ントで長いフィニッシュがあります。 

 
★「ぺニンガイド 2016」で 94 点、「ワインス

ペクテーター2016.12.13」で 92 点。 

 

【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／

ドミニオ デ バルデプーサ  

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン主体、

プティ ヴェルド、シラー 

熟成：アリエ産のフレンチオーク樽で 24 ヶ月  
 
■品番：S-220 ■容量：750ml 

■JAN：4935919072205 

¥10,450(本体価格¥9,500) 

マルケス デ グリニョン 
スンマ バリエタリス ２０１０ 
Marques de Griñon Svmma Varietalis 
 
シラーを主体に、カベルネ ソーヴィニヨン

とプティ ヴェルドをブレンドしたワイン

です。発酵は、ステンレスタンクで 26～28 度

にコントロールしながら 10～18 日間行いま

す。サテン生地のような滑らかな口当たりで

す。ペッパーやクローブ、スモーキーでふく

よかなダークベリーのエレガントなアロマ。

口に含むと野生の赤い果実やミネラルの要

素、スパイシーなノートが溢れだします。や

わらかいタンニンが、たっぷりと熟した果実

の味わいを支えています。複雑味があり、果

実をいっぱいに感じることが出来る余韻と、

全体のバランスが素晴らしいワインです。 

 
★「ぺニンガイド 2015」で 91 点、。 

 

【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／

ドミニオ デ バルデプーサ 

葡萄品種：シラー主体、カベルネ ソーヴィ

ニヨン、プティ ヴェルド 

熟成:アリエ産のフレンチオーク樽で 12 ヶ月  
 
■品番：S-215■容量：750ml 

■JAN：4935919072151 

¥4,400(本体価格¥4,000) 

ドミニオ デ バルデプーサの 

最高の葡萄をブレンドしました 

柔らかいタンニンが特徴的な 

シラー主体のブレンドワイン 

ドミニオ デ バルデプーサの持つテロワールの特徴を表現 
個々の葡萄の長所や個性を巧みに組み合わせて造り上げました 

 

30本 

限 定 



  

 

 

 

マルケス デ グリニョン カリーサ 2012 
Marques de Griñon Caliza ※無くなり次第 2013VT へ切り替わり 
 

「カリーサ」とはスペイン語で「石灰岩」のことです。シラーとプティ ヴェルド、グラシアーノの組み合わせで、魅力的な

果実味、エレガントで近づきやすいワインを提供しようと造りました。粘土質土壌が、ワインに力、複雑さ、強度をもたらし

ます。また、下層土の純粋な石灰岩は、タンニンにエレガントでビロードのようなテクスチャーを与えます。発酵は、ステン

レスタンクで 26～28 度にコントロールしながら 10～18 日間。熟成はアリエ産のフレンチオーク樽で 10 ヶ月行います。輝き

のあるチェリーを帯びた深い紫色。みずみずしいラズベリーや熟したブラックチェリーを思わせる魅惑的でパワフルなアロマ

が、シナモンやかすかなミネラルのノートと絶妙に調和しています。しっかりとしたフルボディですが、フレッシュな味わい

です。滑らかでシルキーな骨格、長い余韻があります。 

★「ペニンガイド 2017」で 90 点、「ワインスペクテーター2016.12.31」で 89 点。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／ドミニオ デ バルデプーサ   

葡萄品種：シラー、プティ ヴェルド、グラシアーノ 熟成：アリエ産のフレンチオーク樽で 10 ヶ月 

品番：S-213／JAN：4935919072137／容量：750ml ¥2,640(本体価格¥2,400) 
 

 

 

 
 
 

マルケス デ グリニョン カベルネ ソーヴィニヨン 2014   
Marques de Griñon Cabernet Sauvignon 
ドミニオ デ バルデプーサを象徴するカベルネ ソーヴィニヨンからのワインです。アリエ産のフレンチオーク

樽で 18 ヶ月熟成させます。濃く深みのある紫色。上質なカベルネ ソーヴィニヨンが放つブラックチェリーや野生

の赤い果実の力強いアロマと一緒に、シナモンやタバコ、チョコレートのスパイシーなノートが溢れ出します。フル

ボディで深みのある果実の味わい。丸みのあるタンニン。しっかりとした骨格のあるワインです。 

★「ワインスペクテーター2018.5.31」で 91 点、｢ペニンガイド 2019｣で 91 点 

【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／ドミニオ デ バルデプーサ 葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 

品番：S-216／JAN：4935919072168／容量：750ml  ¥5,280(本体価格¥4,800) 

 

 

マルケス デ グリニョン シラー 2013 

Marques de Griñon Syrah 
アリエ産のフレンチオーク樽で 15 ヶ月熟成させます。深い紫色。ブラックベリーのジャムや、スミレの花、カシス

や挽きたての白胡椒の複雑なアロマが広がります。ブラックベリーの味わい。ジビエや野禽、ミネラル、トーストの

アクセントがあります。目の詰まったタンニンや、上質な酸も感じられます。力強い果実の凝縮感があり、ベルベッ

トのように滑らかな口当たり。生き生きとした酸が全体を引き締め、驚くほど豊かで長い余韻が続きます。 

★「ワインスペクテーター2016.11.30」で 91 点、「ペニンガイド 2017」で 91 点。 

【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／ドミニオ デ バルデプーサ 葡萄品種：シラー 

品番：S-217／JAN : 4935919072175／容量：750ml        ¥5,280(本体価格¥4,800) 
 

 

マルケス デ グリニョン プティ ヴェルド 2011 
Marques de Griñon Petit Verdot 
アリエ産のフレンチオーク樽で 17 ヶ月熟成させます。深みのある赤色。花や高貴な木のアロマと共に、熟した果実

やリコリス、挽きたての胡椒の複雑な香りが溢れ出します。カシスやエスプレッソ、リコリスやミネラルのフレイバ

ーが感じられます。熟した果実味は生き生きとして、スモーキーでスパイシーなブラックチェリーやカシスのフレ

イバー、バランスの良いタンニン、素晴らしい深みを持ち、美しく凝縮感のある余韻が続きます。 

★「ヴィノス 2015.12」で 91 点、「ワイン アドヴォケイト 217」で 89 点、「ペニンガイド 2016」で 92 点。 

【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／ドミニオ デ バルデプーサ 葡萄品種：プティ ヴェルド 

品番：S-218／JAN : 4935919072182／容量：750ml            ¥5,280(本体価格¥4,800) 
 

 

マルケス デ グリニョン グラシアーノ 2011 
Marques de Griñon Graciano 
アリエ産のフレンチオーク樽で 20 ヶ月熟成させます。ベルベットのような滑らかな口当たり。洗練されたタンニン

が、樽熟成によるオーク（非常に軽いロースト）のフレイバーと美しく絡み合います。爽やかで心地よいオレンジピ

ールの香りとともに、様々な繊細なアロマが感じられます。程よい持続性があり、カカオやグラファイト（黒鉛）の

ニュアンスが全体を支えています。今飲んでも十分魅力的ですが、長期熟成可能なポテンシャルを持つワインです。 

★「ヴィノス 2015.12」で 91 点、「ワイン アドヴォケイト 217」で 89 点、「ペニンガイド 2017」で 91 点。 

【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／ドミニオ デ バルデプーサ 葡萄品種：グラシアーノ 

品番：S-219／JAN : 4935919072199／容量：750ml            ¥6,050（本体価格¥5,500） 

 

ドミニオ デ バルデプーサのテロワールを表現しながら 
エレガントで近づきやすいワインを提供するために造ったワイン 

それぞれの葡萄の個性を反映し単一品種で造り上げるワイン 
 

60本限定 

80本限定 

60本限定 

5月中旬入荷予定 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

マルケス デ グリニョン エル リンコン 2014 
Marques de Griñon El Rincon 
 

ドミニオ デ バルデプーサの畑同様、制限灌漑、部分灌漑、地中点滴灌漑など様々な最新の灌漑技術を導入しています。また

土中の水分含有量のモニタリングや葡萄樹の水分ストレスを、センサーを使ってリアルタイムで観察しています。葡萄の収穫は

手摘みで行います。除梗後、重力を利用しタンクへ運びます。発酵と醸しは 4 週間と長めに行います。その後、225L のアリエ

産のフレンチオーク樽で 10 ヶ月熟成させます。清澄、ろ過をせずに瓶詰します。熟したプラムやスミレ、キャラメルの複雑で

エレガントなノートに、ミネラルやかすかにスパイスのノートが混ざるアロマ。複雑さがあり、素晴らしくバランスが良く、た

っぷりの熟した果実、やわらかく深みのあるタンニンが感じられます。非常に調和のとれた余韻があります。 

★「ペニンガイド 2018」で 90 点。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：スペイン／ビノス デ マドリッド 葡萄品種：シラー90%、ガルナッチャ 10% 

熟成：225L のアリエ産のフレンチオーク樽で 10 ヶ月 

品番：S-214／JAN：4935919072144／容量：750ml  ¥3,850(本体価格¥3,500) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マルケス デ グリニョン セレクション エスペシャル クリアンサ 2014 
Marques de Griñon Selección Especial Crianza 
 

テンプラニーリョの畑は花崗岩の上に砂質の層がある極めて痩せた土壌です。地中海の影響をうけた大陸性気候で、夏はほとん

ど雨が降りません。平均降雨量は 350mm、平均気温は 13～14 度、昼夜の寒暖差が激しいエリアです。これらの条件は成熟し

た品質の高い葡萄を得るのに理想的です。葡萄の収穫は 9 月末から 10 月初旬にかけて手摘みで行います。収穫した葡萄は 100％

除梗します。発酵はステンレスタンク、28 度以下に温度コントロールしながら約 10 日間行います。熟成はアメリカンオークの

樽で 18 ヶ月寝かせます。輝きのあるルビーレッド。丸みがあり、非常にバランスがとれたワインです。樽熟成による心地よい

バニラの風味、素晴らしく複雑でエレガントな味わいを持っています。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／リオハ 葡萄品種：テンプラニーリョ 

熟成：アメリカンオークの樽で 18 ヶ月 

品番：S-211／JAN：4935919072113／容量：750ml ¥2,420(本体価格¥2,200) 
 
 
 
 

マルケス デ グリニョン ベルデホ 2016 ※在庫限り終売 
Marques de Griñon Verdejo 
葡萄畑は海抜 740m に位置するセロ ラ オルミガ（Cerro la Hormiga）にあります。ワインメーカーは、ダビド グティエ

レスです。土壌組成は表層土が石の多い砂質ローム、下層土は粘土石灰岩です。保水性の高い土壌のため、夏の間も灌漑の必要

がありません。気候は、夏暑く、冬は寒いという典型的な大陸性気候です。葡萄の仕立てはダブル ギヨー。収穫はベルデホの

アロマと特性を保つため、気温が低い夜間に機械で行います。収穫した葡萄は 100%除梗します。発酵は選別酵母を使い、ステ

ンレスタンクで 16 度にコントロールしながら 15～20 日間行います。タンクで 2～3 ヶ月落ち着かせてから清澄し、フィルター

をかけてボトリングします。グリーンがかった淡い麦わら色。白い花やビワの実を思わせる豊かなアロマ、口当たりはフレッシ

ュ、ミネラルのニュアンスも感じられます。後味に少し苦みがあり、程良い飲み応えがあります。 
 

【白・辛口】国／地域等：スペイン／ルエダ 葡萄品種：ベルデホ 

熟成：ステンレスタンクで 2～3 ヶ月 

品番：S-212／JAN：4935919072120／容量：750ml  ¥2,530(本体価格¥2,300) 
 

リオハの中でも長期熟成向きのワインが造られる”リオハ アルタ”から 

優れた品質の葡萄だけをセレクションして造ったスペシャル キュヴェ 

 

スペインの白の銘醸地”D.O.ルエダ”で醸すフレッシュな辛口ワイン 

120本限定 

ドミニオ エル リンコン（D.O. ビノス デ マドリッド）からの異なる個性を持つワイン 

1850 年よりマンザネド侯爵が所有していた土地で、1994 年にカルロス ファルコが叔母のマンザネド侯爵夫人パロマ ファルコから相続

しました。表層土は風化花崗岩（石英、長石、ミカ）、下層土は粘土質の組成で、ドミニオ デ バルデプーサの土壌とは対照的です。海抜

485m で、地中海性気候の影響を受け、夏と冬の寒暖の差が非常に激しい場所です。年間平均気温は 12～16 度、降雨量は 450mm です。 

マルケス デ グリニョンの哲学をよりリーズナブルに楽しめるスタンダードライン 

現在、マルケス デ グリニョンには 2 つのラインがあります。1 つは、上級ラインの「パゴス デ ファミリア マルケス デ グリニョ

ン」で、主にドミニオ デ バルデプーサからのワインを生産しています。もう 1 つが「マルケス デ グリニョン」です。D.O.Ca.リオハや

D.O.ルエダと言った銘醸地から、素晴らしい品質のワインをよりリーズナブルな価格で楽しめるように生産しています。 

ドミニオ デ バルデプーサのテロワールと対照的な土壌から生まれる 

D.O.ビノス デ マドリッドからのローヌブレンド 


