DI MAJO
NORANTE
モリーゼのトップ生産者
イタリアの多様性を語る上で外せない存在

ディ マーヨ ノランテ
ディ

マーヨ

ノランテは、モリーゼ州のカンポバッソで、

1800 年代以来葡萄栽培を行ってきた生産者です。フィロキ
セラの害により、一時ワイン造りから離れていましたが、
1960 年にラミテッロ地域で見事に復活し、以来モリーゼ州
で最も重要な生産者となりました。現在は 110ha の畑を所
有しています。
現在のオーナーのアレッシオ

ノランテは、土着品種を愛し

ていて、アンティークな葡萄品種から、新しい味わい、そし
て楽しむための食文化に合ったワインを造りたいと考えて
います。ワインのスタイルは、リッチなのに重苦しくないワ
イン、ボディがあってもハーモニーが楽しめるワインを目指
しています。

所有する全ての畑が、オーガニック栽培
今ほどオーガニックという言葉が広がる前から、ずっと有機栽培
で葡萄を育ててきました。弊社がディ

マーヨ

ノランテのワイ

ンの取り扱いを開始したのは 20 年以上前のことでしたが、その
時からすでに有機栽培で葡萄を栽培していました。アレッシオの
妻が自然食品しか食べないため、彼女への配慮からビオに目覚め
たことがきっかけです。ラベルに表示はありませんが、現在は、

所有する畑全てが ICEA（※）の認証を得ています。
※ICEA（Instituto per la Certificazione Etica e Ambientale 倫理と
環境のための認証協会）食品、化粧品から建築に至るまで、生産者、
消費者と環境に配慮した開発を認定するイタリアの認定機関。

ガンベロ ロッソも認める、モリーゼ州で最も重要な生産者
ガンベロ

ロッソを始めとしたイタリアワインのガイドブックには、必ずと言って良いほどモリーゼのトップ生産者として、その

名前が挙げられています。特に「ガンベロ

ロッソ」では毎年のように高評価を得ており、これまでに 14 回、最高評価のトレ

ビッ

キエーリを獲得しています。
「ガンベロ

ロッソ」でトレ

2％です。そうした中で、ディ マーヨ

ノランテはモリーゼ州で唯一、10 回以上最高評価を獲得した生産者で、モリー

ビッキエーリが与えられるワインは毎年 400 本ほどで、全体のわずか

ゼ州の生産者を牽引する存在です。さらに、2018 年版ではアリアーニコ

コンタド 2014（品番 I-208）が、トレ

の中から環境に配慮した工程で造られたワインのみに与えたえられる「トレ
クワインの生産者としても高い評価を得ています。

ビッキエーリ

ビッキエーリ

ヴェルディ」も獲得し、オーガニッ

遅摘みにした葡萄を使った、甘口ワイン

ビベンダ

BIBENDA 2016
アピアナーエ 2013
Apianae

最高評価

140 本限り

この古い葡萄品種は、ローマ帝政時代のコルメッラや他の農学者によると、紀元前 200 年から栽培されていまし
た。「アペ」は蜜蜂という意味で、蜂が葡萄に吸い寄せられることから名付けました。畑は標高 200m で、砂と粘
土土壌です。畑で遅摘みにして樹に付けたまま乾燥させ、水分が減った葡萄の中から良いものをセレクトします。
ボトリティスは必要ないので取り除きます。葡萄は冷たい部屋でコールドマセラシオンさせます。香りを増すため
に少しプレスします。温度管理の下、ゆっくりと発酵させます。ステンレスタンクで 12 ヶ月、その後 6 ヶ月ボト
ルで熟成させます。輝きのある僅かに琥珀色のある柔らかな黄金色で、メロン、アプリコット、エニシダ、蜂蜜等
の香り、とろっとした舌触りがあります。酸がしっかりとあり、フレッシュさが感じられます。アレッシオのおす
すめは、熟成したチーズやパテ、シガーと合わせることです。
★「ヴェロネッリ 2016」で 3 星／91 点
★「ガンベロ ロッソ 2016」赤の 2 グラス

【白・甘口】 国／地域等：イタリア／モリーゼ
等級：D.O.C.
葡萄品種：モスカート レアーレ 100％
熟成：タンクで 12 ヶ月、ボトルで 12 ヶ月

¥2,750（本体価格¥2,500）

品番：I-417／JAN：4935919054171／容量：500ml

ガンベロ ロッソ ヴィニ ディ イタリア

Gambero Rosso Vini d’Italia 2018

トレ ビッキエーリ
トレ ビッキエーリ
ヴェルディも受賞

「アリアーニコ コンダド リゼルヴァ 2014 年は、味わい深く厳格で注目すべきヴィンテージだ」
―ガンベロ ロッソ 2018 より抜粋
～ 2014 ヴィンテージについて ～
イタリア全土が悪天候により収穫量、品質に影響を受けた年でしたが、ディ マーヨ

ノランテにとって

は素晴らしい年になりました。
「我々はコーラを造っている訳ではない。だから、自然に逆らうことはでき
ない。素晴らしい出来になったのは神様のおかげ。あえて言えば、畑の仕事にいつも以上に労力と時間を
かけたこと。結果的に白の収穫量は 35％減にはなったものの、赤の収穫量は悪天候だったにもかかわら
ず例年通りで、赤白共に品質は素晴らしい出来となった。」とアレッシオは語ります。

アリアーニコ コンタド リゼルヴァ 2014
Aglianico Contado Riserva

アレッシオが目指しているアリアーニコは、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
コに適度な酸が必要なので、マセラシオンは長めに行います。30％をフレンチオークのバリック（1 年樽）
で、70％をステンレスタンクで 6 ヶ月熟成させ、その後ブレンドして大樽で 12 ヶ月、さらに瓶で 6 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。良いワインであるほどコストパフォーマンスが高くなければならな
いというノランテの哲学を体現したワインといえます。
★「ヴェロネッリ 2018」で 3 星／90 点 ★「ビベンダ 2018」4 房
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／モリーゼ
等級：D.O.C.
生産者：ディ マーヨ ノランテ
葡萄品種：アリアーニコ
熟成：30%バリック、70%ステンレスタンクで 6 ヶ月、大樽で 12 ヶ月

品番：I-208／JAN：4935919052085／容量：750ml

¥2,750(本体価格¥2,500)

「このワインこそ私の哲学。葡萄の旨み、力強さと
やわらかさが表現されている」 -アレッシオ ディ マーヨ ノランテ

91

JAMES
SUCKLING COM.
2019.6.17

pts

バニラ、ブランブルベリー、ダークチェリーの際立った香り、フルボディで、成熟したやわらかな
タンニンと豊かな果実味が広がります。

「ジェームス

サックリング.com」

ラミテッロ ロッソ 2014
Ramitello Rosso

カンポマリーノのラミテッロで育った最良の葡萄から造っており、名前もそこから来ています。畑は標高
100m で、粘土土壌です。伝統的な方法で醸造し、約 1 ヶ月マセラシオンさせます。マロラクティック発
酵も行ないます。30％をフレンチオークのバリック（1 年樽）で、70％をステンレスタンクで 6 ヶ月熟
成させ、その後ブレンドして大樽で 12 ヶ月、さらに瓶で 6 ヶ月熟成させます。明るいルビー色、ブラッ
クベリーやサクランボのフルーティな香りがあります。ビロードのようななめらかな口当たり、白身や赤
身の肉、ジビエに良く合います。「このワインこそ私の哲学。葡萄の味、力強さとやわらかさが表現され
ている」とアレッシオは話していました。 ★「ビベンダ 2018」4 房
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／モリーゼ
等級：D.O.C.
葡萄品種：モンテプルチャーノ 80％、アリアーニコ 20％
熟成：30％バリック、70％ステンレスタンクで 6 ヶ月、その後ブレンドして大樽で 1 年熟成

品番：I-065／JAN：4935919050654／容量：750ml

¥2,530(本体価格¥2,300)

父と息子、2 人の「ルイジ」に捧げた“トップ キュヴェ”

VERONELLI
2017

pts

★★★

～ 2013 年ヴィンテージについて ～
昼夜の寒暖差があり葡萄にとってよい状況
が続きました。葡萄は 8 月末から 9 月に収
穫、モンテプルチャーノ、アリアーニコは 9
月末から収穫を始め、健全な状況で葡萄を収
穫が出来たため満足のいく品質になりまし
た。
「よりフレッシュで、よりクリーンな果実
味があります。」とアレッシオは語ります。

DON
LUIGI
R E S E R V A

ドン ルイジ リゼルヴァ 2013
アレッシオの父と息子、二人の「ルイジ」に捧げています。
畑は標高 100m のマルタローザ地区にあります。土壌は
石灰岩で、ワインに骨格とボディを与えます。1 ヶ月かけ
てマセラシオンを行います。フレンチオークのバリック
（新樽）で 12 ヶ月、その後瓶で 12 ヶ月熟成させていま
す。フルボディなワインですが、食事との相性も良く、最
近のノランテの哲学「重いワインからエレガントなワイ
ンへ」が、このワインにも現れています。イタリア全土か
らその年の偉大な生産者 100 人を選ぶイベント「オペラ
ワイン」で、ディ マーヨ ノランテは 2016 年～2019
年と 4 年連続で選ばれています。選び抜かれた生産者が
集い自慢の 1 本を振る舞うイベントで、ドン ルイジが
提供されました。

【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／モリーゼ
等級：D.O.C. 葡萄品種：モンテプルチャーノ 100％
熟成：フレンチオークのバリック（新樽）12 ヶ月、その後ボトルで 12 ヶ月

品番：I-318／JAN：4935919053181／容量：750ml

¥6,050(本体価格¥5,500)

石灰岩質の多い畑のため、モリ ビアンコ（I-404）より
華やかな香りで酸も豊富です

ファランギーナ テッレ デリ オシ 2018
Falanghina Terre degli Osci

標高 200m、より石灰岩質が多い土壌です。酸がしっかりし
て、香りが良いのが特徴です。コールドマセラシオンを 10～
12 時間させてから、ステンレスタンクに入れ 16～18 度で発
酵させます。マロラクティック発酵させます。ステンレスタン
クで、澱と共に 3 ヶ月寝かせます。
【白・辛口】 国／地域等：イタリア／モリーゼ
等級：I.G.T. 葡萄品種：ファランギーナ
熟成：ステンレスタンクで澱と共に 3 ヶ月

品番：I-363／JAN：4935919053631／容量：750ml

¥1,650(本体価格¥1,500)
カベルネ テッレ デリ オシ 2017
Cabernet Terre degli Osci

とても高級感があります。畑は標高 50～100m で、石灰質土
壌です。1 ヶ月マセラシオンさせます。マロラクティック発酵
させ、骨格を与えるために古い大樽に 3 ヶ月入れ、さらに瓶で
3 ヶ月熟成させます。美しいルビー色、すみれや野生のベリー
の香り。素晴らしい濃縮された果実味、バランスのとれたタン
ニンがあり、リッチでまろやか、エレガントさも備えています。
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／モリーゼ
等級：I.G.T. 葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン
熟成：500Ｌの樽で 3 ヶ月

「エスプレッソ イ ヴィーニ イタリア 2018」

買うべきワイン 100 に選出/87 位
さらに、モリーゼ州の赤ワイン部門 1 位に選出

サンジョヴェーゼ
テッレ デリ オシ 2016

Sangiiovese Terre degli Osci
とても高級感があります。
畑は標高 50～
100m で、石灰質土壌です。1 ヶ月マセ
ラシオンさせます。マロラクティック発
酵させ、骨格を与えるために古い大樽に
3 ヶ月入れ、さらに瓶で 3 ヶ月熟成させ
ます。美しいルビー色、すみれや野生の
ベリーの香り。素晴らしい濃縮された果
実味、バランスのとれたタンニンがあ
り、リッチでまろやか、エレガントさも
備えています。
【赤・ミディアムボディ】等級：I.G.T.
国／地域等：イタリア／モリーゼ
葡萄品種：サンジョヴェーゼ
熟成：大樽で 3 ヶ月

品番：I-327

容量：750ml

JAN：4935919053273

¥1,650(本体価格¥1,500)

品番：I-562／JAN：4935919055628／容量：750ml

¥1,650(本体価格¥1,500)

エントリーレベルも有機栽培で育った葡萄で造ります
モリ

ビアンコ

Moli Bianco

2018

ラミテッロ地区の畑で、標高 50～100m、砂質
土壌です。収穫した葡萄は、果皮と接触させな
がら、コールドマセラシオンを 12～24 時間行
ないます。16～18 度に温度管理の下、ステンレ
スタンクで発酵させます。マロラクティック発
酵させます。
ステンレスタンクで、
澱と共に 3 ヶ
月寝かせます。明るい麦わら色、爽やかで、穏
やかな酸もあり、やわらかな味わいです。
【白・辛口】 等級：D.O.C.

葡萄品種：ファランギーナ
品番：I-404 容量：750ml
JAN：4935919054041
¥1,540(本体価格¥1,400)

モリ

ロッソ

2017 Moli Rosso

ラミテッロ地区の畑で、標高は 100m、粘土土壌です。澱と寝かせる時間を
長くすることによって、よりリッチでボディのあるワインに仕上がりました。
マロラクティック発酵も行ないます。3 ヶ月瓶で熟成させます。明るいルビー
色、スミレや森のベリーのフレッシュな香り、カカオやチョコレートっぽい
要素が感じられます。
【赤・ミディアムボディ】 等級：D.O.C. 葡
萄品種：モンテプルチャーノ 80％ アリアーニコ 20％

品番：I-403／JAN：4935919054034／容量：750ml

¥1,540(本体価格¥1,400)

犬好きなアレッシオ夫妻
自然と動物にやさしく調和する、アレッシオらしいラベル
ノランテ

ビアンコ

2017

Norante Bianco

レモンやグレープフルーツの柑橘系果実の香
り、新鮮なリンゴを思わせる風味、穏やかな酸
味があります。
「気づいたらボトルが空になっ
ていた、そんなワイン。」とアレッシオが語り
ます。
【白・辛口】 等級：I.G.T.

葡萄品種：ファランギーナ
品番：I-832 容量：750ml
JAN：4935919058322
¥1,650(本体価格¥1,500)

ノランテ

ロッソ

Norante Rosso

2016

スミレの花や熟したベリー系の赤い果実の香
り、ほどよいタンニン、心地よい酸が全体を
引き締め、支えています。
【赤・ミディアムボディ】 等級：I.G.T.
葡萄品種： モンテプルチャーノ 85％、
アリアーニコ 15％

品番：I-831 容量：750ml
JAN：4935919058315
¥1,650(本体価格¥1,500)

