
  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

葡萄農家の救世主”アルナルド リヴェラ” 
1958 年 12 月 8 日、アルナルド リヴェラは、生産者組合としてテッレ デ

ル バローロを設立しました。バローロ エリアでは当時、葡萄の売買はア

ルバ市内のサヴォーナ広場（現在のミケーレ ファレロ広場）を中心に行わ

れており、農家たちは荷車に葡萄を積んでこの広場まで足を運んでいました。

葡萄は生鮮食品であり、長く保管することは出来ません。そのため、農家た

ちはブローカーがどれだけ安く買いたたいても、生活のために葡萄を売らな

ければなりませんでした。このような状況で、葡萄農家たちの尊厳と生活を

守るために立ち上がったのがアルナルドでした。彼は、バローロを産出する

村のひとつ、カスティリオーネ ファレット村に生まれ、この地で小学校教

師として勤務し、後に 36 年もの間村長を務めた人物です。こうした経歴も

あり、カスティリオーネ ファレット村を含め、バローロ エリアの人々の

ために組合を造ることを思いつきました。葡萄を安く買いたたかれる現状を

変え、農家たちが自らの手でワインを造り、適切な価格で販売する――こう

して、彼の意見に賛同した 22 軒の葡萄農家とともに、生産者組合テッレ デル バローロが誕生しました。参加する組合員には、

テッレ デル バローロの株券を買うことが義務付けられています。アルナルドや、誰かひとりだけが特別なのではなく、農家ひ

とりひとりが対等な立場であることを示すこのルールは、現在でも大切な決まり事として続いています。 
 

 創始者の名を冠した新たなプロジェクトの始動 
 設立当初 22 軒だった組合員も、現在では 300 軒を超えるほどとなりました。所有す

る葡萄畑は、バローロを産出できる 11 の村全てにあり、合計で 600ha にも及びます。

1978 年より、参加する組合員に栽培面での技術サポートとして、有機化合物や天然肥

料を使用する等、今日のワイン市場を想定した指導を行なって来ました。栽培農家は、

ほとんどの作業を手で行っています。枝をワイヤーに結ったり、枝の選定作業を行なっ

たり……偉大なワインは、こうした栽培農家が手塩にかけて育てた葡萄から生まれます。こうした葡萄をブレンドし、ひとつのワ

インに仕上げるのは協同組合ならではです。1994 年には、バローロ最高峰の畑のひとつ「ロッケ ディ カスティリオーネ」を取

得し、伝統的なブレンドによるバローロだけでなく、単一畑のテロワールを表現した「クリュ バローロ」にも注力しています。こ

うした組合としてのノウハウをさらに活かすため、2013 年より始めた新たな試みが、創始者の名を冠した「アルナルドリヴェラ 

プロジェクト」です。より品質を追求したワイン造りを行なうことを目的としています。具体的な内容のひとつとして、契約して

いる栽培農家のうち、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。農家への報酬を、葡萄の量に対してではなく、

畑の面積に対して支払うという内容で、栽培農家は思い切った収量制限を行うことが出来ます。これによりワインの品質をさらに

高めることが出来るようになりました。 

2020年版「Weinwirtschaft」誌でイタリア生産者組合の第 1位に選出 

バローロを産出できる全ての村に葡萄畑を持つ唯一の生産者 

イタリア／ピエモンテ／カスティリオーネ ファレット 

テッレ デル バローロ 



  

 

モンヴィリエーロ 

品質のカギ――醸造家ダニエーレ ポンツォの活躍 
ワインの品質の鍵となる重要な人物が、醸造家のダニエーレ ポンツォです。ダニエーレ

はアルバの醸造学校を卒業した後、カ ヴィオラやガヤで経験を積み、2003 年よりテッレ 

デル バローロで働き始めました。2007 年からは、醸造家のトップとしてワイナリーを

牽引しています。弊社がテッレ デル バローロのワインの取り扱いを開始してから、20

年以上が経過していますが、ダニエーレが参加してからのワインは明らかに品質が向上し

ています。 
 

ダニエーレは、テッレ デル バローロについて、次のように話しています。「共同組合

のメリットは、『選択』と『選別』ができることです。『選択』とは畑の選択のことを指します。テッレ デル バローロは、様々

な場所に畑を所有しているため、その年にある場所の出来が良くなかったとしても、品質がそれに左右されません。また、『選別』

とは葡萄やワインを選別することです。良いワインのみを自社ラベルで瓶詰めし、品質に納得のいかないものは、バルクで他社に

売ってしまいます。これにより、テッレ デル バローロの名前でリリースするワインについて、品質が保証できます」。この選択

と選別については、上位クラスのワインに限った話ではありません。スタンダードクラスのワインについても、テッレ デル バ

ローロだからこそ出来る品質追求によって、クオリティの高いワインが生み出されています。 
 
 
2020 年版「Weinwirtschaft」誌でイタリア生産者組合の第 1 位に選出 

「ワイン アドヴォケイト」、「ワイン スペクテーター」でも高評価 
ドイツのマイニンガー出版社が発行する有力なワイン専門誌『Weinwirtschaft』の 2020 年版で、

イタリアの生産者組合トップ 25 のうち、第 1 位にテッレ デル バローロが選出されました。

「組合だからこそ出来る品質追求」と「醸造家ダニエーレによる緻密なワイン造り」が組み合わさ

った現在のスタイルは、今まさに世界から称賛され始めています。協同組合のメリットを生かし

た手の届きやすい価格帯のバローロ、バルバレスコだけではなく、バローロを産出できる 11 の

村すべてに畑を持つ唯一の生産者として、高品質なクリュ バローロを生み出すことでも知られ

るようになってきました。 

「ワイン アドヴォケイト 2020.7.24」では、「アルナルドリヴェラ プロジェクト」としてリリー

スしているクリュ バローロのひとつ、「バローロ リゼルヴァ ロッケ ディ カスティリオーネ 2016」が 94 点を獲得。同誌

では、同じ 2016VT のクリュ バローロである「ヴィーニャリオンダ」、「ラヴェーラ」が 93 点、「ブッシア」が 92 点、「モンヴィ

リエーロ」、「カステッロ」が 91 点、畑の個性をブレンドして造り上げる「ウンディチコムーニ」が 92 点という高評価を獲得して

います。さらに「ワイン スペクテーター」では、「バローロ ウンディチコムーニ 2013」が 93 点を獲得し、「THE TOP 100 The 

most exciting wines of 2018」の 54 位に掲載される快挙を遂げました。今後ますます注目すべき生産者といえます。 

 

 
 
 
 
  
バローロ モンヴィリエーロ 2012 
Barolo Monvigliero 
 

バローロ地区最北端に位置するヴェルドゥーノ村の著名なクリュです。モ

ンヴィリエーロの葡萄は、ネゴシアンやブローカーに高く買い取られてき

た歴史があり、村でも別格の扱いを受けています。アレッサンドロ マス

ナゲッティは、著書『BAROLO MGA』で、「悪名とその名前を使用する生

産者の数に関して、モンヴィリエーロは、ヴェルドゥーノの真の”グラン 

クリュ”であり、この町のバローロの主要な特徴である優雅さの最も優れ

た例と考えることができる」と評しています。土壌はサンタガタ フォッ

シーリ泥灰土です。ホワイトペッパーを思わせるスパイシーでフレッシュ

なアロマに、カモミールの花の心地よいアロマが混ざっています。洗練さ

れたシルクのようなタンニン、非常にエレガントな骨格があり、伸びが良

く、心地よい口当たりです。余韻も非常にフレッシュ、嫌味のない豊かな

スパイスの要素が感じられます。 
 

 赤・フルボディ   

国／地域等：イタリア／ピエモンテ 葡萄品種：ネッビオーロ 

品番：I-853／JAN：4935919058537／容量：750ml 

¥5,280(本体価格¥4,800) 

 

 
 

「ヴェルドゥーノ村の真のグラン クリュ」と評される銘醸畑 

ホワイトペッパーを思わせるアロマと心地よい口当たりがあります 



  

 

 

 

 

「近年ではほとんどの生産者が近代的な醸造技術を採用して

おり、生産者ごとの醸造技術の差が小さくなっています。そ

のため、ワインの品質に差を与えるのは、畑の違い、土壌の

違いとなってきており、だからこそクリュを知ることが重要

になってきているのです」 

―― ダニエーレ ポンツォによるコメント 
 
TB001 クリュ バローロ 6 本セット内容 

・ロッケ ディ カスティリオーネ リセルヴァ 2011 

・カンヌビ 2008 ★「デカンター誌」で 95 点！ 

・カンヌビ 2009 

・カステッロ リセルヴァ 2010 

・モンヴィリエーロ 2010 

・ラヴェーラ 2010 
 
※クリュ バローロ 6 本セットの各ワインについては、 

単品での販売は行なっておりません。 

 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ 

等級：DOCG 葡萄品種：ネッビオーロ 

品番：TB-001／JAN：4935919570015 

容量：4,500ml（750ml×6 本） 

¥53,350（本体価格¥48,500） 

 

 

 

バローロ 2013 

Barolo 
 
バローロの 11 の村すべてに畑を持つテッレ デル バローロだからこそ出来る、高品質なバローロです。バローロのいくつか

のエリアの葡萄をブレンドするのが特徴です。実は、日本市場へ出荷しているものは、醸造家のダニエーレ自らが特別な樽を選

んだものとなっています。使う畑はヴィンテージによって異なります。特に標高の高いエリアの畑はヴィンテージによって品質

の差が大きいので、出来上がるワインも異なります。逆に標高が低いエリアの葡萄は安定しています。石灰岩粘土土壌です。発

酵は 28～30 度で、16～20 日間行います。これはバルバレスコよりも長い期間です。熟成は 38 ヶ月行い、その内 18 ヶ月以上

は 25/50hL のフレンチオーク樽を使います。「バランスと柔らかさに気を付けてブレンドしています。フレッシュ感があり、フ

ローラルで、スパイスを感じます」とダニエーレはコメントしています。 

 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ピエモンテ 等級：DOCG 葡萄品種：ネッビオーロ 

品番：I-270／JAN：4935919052702／容量：750ml                            ¥3,850(本体価格¥3,500) 

 

 
 

ネッビオーロ ダルバ 2016 
Nebbiolo d'Alba 
 

バローロの栽培地域に隣接するアルバの丘で育った最良のネッビオーロを使っています。畑は、シリカ（珪土）を含む粘土土壌で

す。収穫時に選別を行います。発酵は 26～28 度で、8～10 日間。'11VT から、発酵前にコールドマセラシオンをして、色とアロマ

を抽出するようにしています。熟成は全てフレンチオーク樽で、12 ヶ月行います。樽の半分のローストする温度を低くして焼き入

れの期間を長くしました。その結果、ワインに甘さが出て、タンニンが丸く柔らかくなりました。スミレ色の縁どりのある典型的な

ネッビオーロの赤色。スミレやバラ、ベリーの香りに、熟成による樽の風味が感じられます。味わいは力強く、しかもデリケートで

す。程よいタンニン、甘ささえ感じさせるフィニッシュがあります。エノロゴのダニエーレは、このワインに「惚れて」います。何

故なら、価格以上のものになると信じているからです。もちろんバローロのようにはなりませんが、バローロのセカンド的なポジ

ションではなく、ネッビオーロ ダルバとして第一線に立てると信じています。 

 

【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／ピエモンテ 等級：DOC 葡萄品種：ネッビオーロ 

品番：I-621／JAN：4935919056212／容量：750ml                        ¥1,980(本体価格¥1,800) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テッレ デル バローロの代名詞的存在といえるスタンダード クラスのバローロ 
醸造家ダニエーレ ポンツォが日本市場のために特別な樽を選んでいます 

ダニエーレが“惚れる”ほど気に入っているワインです 

デカンター 

2018.11 

＜数量限定品：クリュ バローロ 6 本セットのご案内＞ 


