
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

エルキ ヴァレーの先駆者 

ビーニャ ファレルニアは、エルキ ヴァレーに住むアルド オリヴィエ グラ

モラと、イタリアのトレンティーノでエノロゴを勤めていた彼の従兄弟ジョルジ

オ フレッサティとの出会いから始まりました。1995 年に観光で初めて訪れた

ジョルジオ フレッサティは、ピスコ（ブランデー）用の葡萄を食べてその品質

の高さに驚き、「どうしてこの素晴らしい渓谷でワインを造らないのか！」とアル

ド オリヴィエ グラモラに伝えました。 

当時、チリワインの産地の中心は、サンディアゴから南に集中しており、ジョル

ジョ フレッサティとアルド オリヴィエ グラモラがワイン造りを始めるま

で、エルキ ヴァレーのような北部でワイン造りをしている生産者はいませんで

した。2 人はワイン造りを始めた当初、他のチリの生産者たちに、「あの二人のイ

タリア人は愚かだ」と非難されましたが、信念を貫き通しました。そして、様々

な困難を乗り越え、彼らのワインは国際的な評価を受けると、エルキ ヴァレー

はチリ最北端の新しいワイン産地としてワイン地図に記されることになりまし

た。ファレルニア」というワイナリーの名前の由来は、約 2000 年前の古代ローマ時代に造られていたワイン、「ファレルノ（Falerno）」

に因んでいます。アルドと私がイタリア出身なので、祖国に関係した名前を付けました。 

 

エルキ ヴァレーはチリ北端のワイン産

地です。南半球にあるチリは、北は赤道に

近くなり、気温が高いエリアです。しかし、

フンボルト海流の影響で海の水は夏でも

泳げないほどに冷たく、冷たい海風が涼し

いテロワールをもたらします。そのため、

海風の影響を受けやすい標高の低い場所

はとても涼しく、標高が高くなるにつれ暑

くなります。これは、他の産地では見られ

ない特徴です。 

 

 

チリのワイン産地を塗り替えた、イタリア出身の 2人 
エルキ ヴァレーのパイオニア 



➀「ティトン」 
標高 350ｍ。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～

20 日は、午前中に霧が発生し、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。通常より 5～7 度下

がるため、葡萄がゆっくりと成熟します。ティトンには 125ha の

畑があり、主にシラー、ピノ ノワール、ソーヴィニョン ブラン、

リースリング、一部ペドロ ヒメネスを栽培しています。 

④「ホヮンタ」 
標高 1,700～2,070m にある、30ha の畑です。お

そらく世界で最も高い場所にある畑のひとつです。

雨が少なく、充分な太陽光があります。日中はとて

も暑く、日が落ちると急激に寒くなる、非常に寒暖

差が激しい場所です。寒暖の差はアロマにとても大

きな影響を持ちます。ここでは樹齢の古いペドロ 

ヒメネス、ソーヴィニョン ブラン、カルムネール、シラーが栽培されています。 

ファレルニアの個性を生み出す、標高の異なる 4 つの畑 
ビーニャ ファレルニアは、ワイナリーの半径 50km 圏内に 4 つの葡萄畑を所有しています。それぞれの標高、土壌や気候条件は

異なります。自家畑の面積は合計 320ha、その他に 100ha の契約農家からの葡萄も使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

徹底した調査から得た、最適なテロワールへの理解 

ビーニャ ファレルニアで驚くべきことは、12 種類以上もの葡萄品種を育

ているにも関わらず、そのどれもが高品質なところです。ソーヴィニヨン 

ブラン、シャルドネ、カルムネール、シラー、ピノ ノワール、マルベック

と様々な品種のワインが世界の品評会で賞を獲得しています。半径 50km の

エリア内で栽培する 6 つの異なる葡萄品種すべてが賞を獲得するというこ

とは、とても珍しいことです。 

彼らの成功の秘密は、ワイナリーを設立してから 15 年間、多種多様な土壌

をくまなく調査し、それぞれの土壌に適した葡萄を植えたからです。しかし、

過去にここでワイン造りをした人は誰もいないので、全て自分たちで調査し

なければなりませんでした。ひとつひとつ穴を掘り、必要であれば川の流れ

まで変えました。これは、時々ワイナリーに来るだけのワインメーカー（コ

ンサルタント）では決して実現することは出来ないでしょう。加えて、ビー

ニャ ファレルニアでは、160 個のタンクと 1,000 個の樽を所有しており、

ワイナリー設立当初からすべての区画ごとにタンクを分けて醸造していま

す。「土壌調査と、区画ごとに醸造することを 15 年間続けることによって、

エルキ ヴァレーのことを深く知ることができました。『ヴィンテージによ

るばらつきが少ない区画はどこである』とか、『冷涼なエリアだからピノ ノ

ワールに適している』といったことは、これらの長年の調査なくして決して

知ることはできなかった」とフレッサティは言います。 

 

 

②「プクラロ」 
標高 515m。プクラロ湖（人

工貯水池）の近く、2004 年に

建てたワイナリーがある場所

です。ティトンよりも内陸に

あるため、霧はほとんど発生

せず、乾燥しています。日中は

とても暑く、夜になると急 

激に温度が下がります。主にシラー、ヴィオニエ、ピノ ノワー

ルも少し植えています。 

③「ペドリスカル」 
標高 650ｍ。川の流れを

山裾に沿って流れるよ

うに変えて作った畑で

す。土壌は川石が多く砂

質です。非常に水はけが

よく、乾燥しています。

ボルドーのグラー 

ヴ、コート デュ ローヌ南部のシャトーヌフデュ パ

プに似ています。この畑はカルムネールに最適な土壌に

なっています。夏の日中はとても暑く 32 度位です。しか

し、夜になると急激に温度が下がり 10～12 度位になり

ます。 

➀ 
③ ② 
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シャルドネ グラン レセルバ 2018 
Chardonnay Gran Reserva 
 

ファレルニアがエルキ ヴァレーに所有する 4 ヶ所の畑の中で一番冷涼な気候を持つティト

ンの畑の葡萄で造られます。ティトンは標高 350m、海岸から 18km と近く、海からの冷た

い風が吹きます。昼と夜の気温差が大きく、これにより葡萄に豊かなアロマと酸がもたらさ

れます。葡萄は手摘みで収穫し、15kg のケースに入れセラーに運びます。低い圧力で柔らか

くプレスし、澱引きした後、フレンチオーク樽で発酵させます。発酵後、同じ樽で約 10 ヶ月

熟成させます。その後、それぞれの樽のワインをブレンドし、ボトリングします。輝きのあ

る黄色、フローラルなアロマに加え、バナナやパイナップル、パパイヤのようなトロピカル

フルーツ、さらにスパイスの要素も感じられます。口当たりはたっぷりとまろやか、トロピ

カルフルーツの豊かな果実味がきれいな酸と素晴らしく調和しています。心地よく長い余韻

が感じられます。 

★「インターナショナルワインチャレンジ香港 2019」で金賞&「チリのベストワイン」に選出 
 

【白・辛口】 国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー     

葡萄品種：シャルドネ  熟成：フレンチオークの樽で 10 ヶ月 

品番：W-085／JAN：4935919080859／容量：750ml ¥2,530(本体価格¥2,300) 
 

 
 
 

ソーヴィニヨン ブラン グラン レセルバ 2019 
Sauvignon Blanc Gran Reserva            ＜スクリューキャップ＞ 
収穫した葡萄は、除梗、破砕し、約 12 時間コールドマセラシオンを行なった後、やさしくプレスし

ます。全体の 95％をステンレスタンク、5％をフレンチオークの樽で発酵させます。バトナージュ

しながら、澱と共に 6 ヶ月寝かせます。淡い麦わら色、熟したイチジクや野生のセージの魅惑的な

香り、その後からシトラスフルーツやメロンの際立つフレイバーが感じられます。 
 

【白・辛口】 国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー   

葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン 

熟成：95%ステンレスタンク、5％フレンチオークの樽で 6 ヶ月 

品番：W-030／JAN：4935919080309／容量：750ml ¥1,760(本体価格¥1,600) 

 

 
 

 

メルロ グラン レセルバ 2016 
Merlot Gran Reserva 
収穫した葡萄は、除梗、破砕し、アルコール発酵前にコールドマセラシオンします。発酵はステン

レスタンクで行い、フレンチオークとアメリカンオークの樽で 6 ヶ月させます。深い赤色、ブラッ

クチェリーのアロマにバニラとミントの風味が混ざっています。豊かなボディ、やわらかで長い余

韻が感じられます。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー  

葡萄品種：メルロ   熟成：フレンチオークとアメリカンオークの樽で 6 ヶ月 

品番：W-080／JAN：4935919080804／容量：750ml ¥1,980(本体価格：¥1,800) 

限 定 

960本 

新入荷 

生産量が少ないため、2018VTは 960本のみの限定入荷 

樽で発酵、熟成させた 

注目のシャルドネが新入荷! 

5％の樽熟成がワインにアクセントを与えています 



 
 
 
 
 
 
 

カルムネール グラン レセルバ 2017 
Carmenere Gran Reserva 
 

ペドリスカルの畑の葡萄を使います。葡萄は葉のない状態にし

て、樹に吊るしたまま乾燥させ、収穫は通常より 2 ヶ月遅らせ、

より集約させます。葡萄は次第に乾燥し、少し触れるだけでもぼ

ろぼろと落ちる状態になります。葡萄の水分は 30～35％無くな

り、より葡萄の集約感が生まれ複雑味が増します。風があり、雨

がなく、天気が乾燥しているために、ここでは樹の上で「アパッ

シメント」が出来るのです。全体の 60%に乾燥した葡萄を使用

し、残りの 40％は通常通り収穫した葡萄を使い、別々に醸造し

ます。発酵はピストンのついたステンレスタンクで行います。フ

ランスのタランソー社製のアメリカンオークの樽（主に新樽）で 6～8 ヶ月熟成させます。輝きがある深

い色合い。粘性が高く、非常に濃厚で、煮詰めたプラムやバニラ、洋タバコの葉、スモーキーで香ばしい

香りがあります。信じられないほどやわらかで、噛めそうなほどふくよかなボディがあります。アマロー

ネスタイルは、決して甘みを出すために行なっているのではなく、しなやかなタンニンのスタイルを造る

ためです。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー     

葡萄品種：カルムネール 

熟成：アメリカンオークの樽（主に新樽）で 6～8 ヶ月 

品番：W-032／JAN：4935919080323／容量：750ml    ¥1,980(本体価格¥1,800) 

 
 
 
 

 

 

ピノ ノワール グラン レセルバ 2017 
Pinot Noir Gran Reserva 
このワインには 2 ヶ所の畑の葡萄を使っています。ひとつは標高 350m、冷涼なエリアにあるティトン

の畑、もうひとつはワイナリーのすぐ近くにある標高 650m の畑で、ここはやや暖かい気候条件にあり

ます。2 つの畑の葡萄の収穫は別々に行い、発酵、熟成も別に行います。ブラックチェリーのきれいな

香りがあり、テロワールの個性が反映されたピノ ノワールです。 
 

【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：フレンチオークの樽（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) 

 
 
 
 
 
 

シラー グラン レセルバ 2015 
Syrah Gran Reserva 
葡萄は主にティトン（350m）、一部はプクラロ（515m）の畑のものを使用し、収穫量は非常に低く抑え

ています。全体の 50％をフレンチオークの樽で 6 ヶ月熟成させています。非常に明るい色、エレガント

で、ブラックペッパーを思わせる香りもあります。非常にやわらかいタンニンで、バランスのよい味わ

いです。  ★「チリ 2018 ティム アトキン スペシャルレポート」で 91 点 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー  

葡萄品種：シラー  熟成：50%をフレンチオークの樽で 6 ヶ月 

品番：W-033／JAN：4935919080330／容量：750ml  ¥2,310(本体価格¥2,100) 

 



 
 
 

 
シラー レセルバ ティトン シングル ヴィンヤード 2012 
Syrah Reserva Titón Single Vineyard 
 

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」とフレッサティが語る自信作で

す。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー  

葡萄品種：シラー  熟成：10%をフレンチオーク樽で 10 ヶ月 

品番：W-067／JAN：4935919080675／容量：750ml  ¥2,530(本体価格¥2,300) 

 

 
 
 
 
カルムネール レセルバ ペドリスカル シングル ヴィンヤード 2016 
Carmenere Reserva Pedriscal Single Vineyard 
 

スペイン語で「石のある場所」を意味する「ペドリスカ

ル」は、もともとはエルキ川の川底だったため、土壌は

砂と石の多い沖積土で構成されています。グラン レセ

ルバ（W-032）とは異なりアパッシメントをせず、樽の

ニュアンスを引き出すように造っています。赤い果実の

豊かなアロマの中に、樽からくるエレガントなバニラの

ニュアンスがあります。広がりがあり、非常にバランス

の取れた骨格、熟したタンニンが感じられます。  
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー   

葡萄品種：カルムネール  熟成：アメリカンオークの新樽で 12 ヶ月 

品番：W-068／JAN：4935919080682／容量：750ml    ¥2,640(本体価格¥2,400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ナンバーワン 2016 
Number One 
フレッサティが、オリヴィエ グラモラ家に敬意を込めて造ったワインです。オリヴィエ グラモラ家は、アルドの母

親、アルド、そして息子と、チリに移ってから 3 世代目になりました。そこで、3 種類の葡萄を使って最高のワインを

造ろうと考えました。名前は、ファレルニアが樽 100％で造った最初のワインだったというシンプルな理由から付けま

した。それぞれ最も良い区画の葡萄を使用しています。収穫した葡萄は優しく破砕します。10 度で 48 時間、発酵前の

醸しを行ないます。発酵は 22～24 度で 10 日間行い、その後 1 週間醸しをします。ステンレスタンクでマロラクティッ

ク発酵させます。カベルネ ソーヴィニヨンとシラーはフレンチオークで、カルムネールはアメリカンオークでそれぞ

れ 12 ヶ月樽熟させます。ブレンドし、3 ヶ月タンクで置いてから瓶詰します。赤いベリーやバニラ、チョコレートの香

りと風味が感じられます。樽は強すぎず、バランスの取れたワインとなっています。 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー  

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 50%、シラー25%、カルムネール 25% 

熟成：品種によりフレンチオークとアメリカンオークの樽で 12 ヶ月 

品番：W-040／JAN：4935919080408／容量：750ml       ¥3,300(本体価格¥3,000) 

 


