アパッシメントワイン
特 集
イタリアのヴァルポリチェッラを中心に行われている伝統製法
凝縮した旨みと香りの高さを持つワイン

「2015VT は天候に恵まれ、とても品質の良い葡萄が多く得られました。
10 年は熟成出来るでしょう 」 —ジャンマリア リゲッティ
アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ
カピテル デ ロアリ 2015
Amarone della Valpolicella Classico Capitel de Roari

畑は決めず、その年によって最良の畑の葡萄を使います。日当たりが良い丘陵地にあり、粘土質の多い土壌
で、収量は低くなりますが良い葡萄が出来ます。このアマローネは厳しく葡萄を選別するため、100kg の葡
萄から最大でも 30～35L しかワインになりません。10 月に房のまま収穫した葡萄は、3 月までアパッシメン
ト（陰干し）します。天然酵母を使用して発酵させ、大樽と 225L のバリック各 50％で、18～20 ヶ月熟成さ
せています。大樽とバリックの比率は年によって異なりますが、樽の影響が出すぎないようにしています。
僅かにオレンジかかった深いガーネット色、ビターチョコレート、シナモンを思わせる香りもあります。力
強いアタックがあり、かすかに甘味を感じます。喉越しは驚くほどなめらかで、余韻も素晴らしく長く続き
ます。
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／ヴェネト
生産者：ルイジ リゲッティ 葡萄品種：コルヴィーナ、ロンディネッラ､他
熟成：大樽と 225L のバリック各 50％で、18～20 ヶ月

品番：I-099／JAN：4935919050999／容量：750ml
品番：I-293／JAN：4935919052931／容量：375ml

¥4,620(本体価格¥4,200)
¥2,530(本体価格¥2,300)

2010VT の生産量約 1000 本！
これまでに生産したヴィンテージは 2004 と 2008 のみ！

アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ G&G 2010
Amarone della Valpolicella Classico G&G
左から、ジュゼッペ（兄）ルイジ（父）
ジャンマリア

「私と兄のジュゼッペは小さいこ
ろからセラーのすぐ隣で育ちまし
た。これまでずっとワイン造りと
共に人生を歩んできたのです。ワ
インは生き物なので傍を離れるこ
とはできません。私たち家族は葡
萄の状態からワインになって出荷
されるまでずっとワインを見守っ
ています。そうした家族に敬意を
表して、こ のワイ ン名にし まし
た。」 ―ジャンマリア リゲッティ

「G&G」とは、リゲッティ家の兄弟、ジャンマリアとジュゼッペの頭文字をとったも
のです。良いヴィンテージにしか生産しません。畑は、古くからヴァルポリチェッラ
を産する「クラッシコ」のエリアの丘陵地にあり、標高は 300m です。摘み取った葡
萄は 5 ヶ月間アパッシメント（陰干し）します。その後、翌年の 2 月から 3 月にかけ
てプレスします。発酵は天然酵母を使い、温度コントロールしながら 20 日間行いま
す。その後、フレンチオークのバリックで 24 ヶ月熟成させます。その中から、試飲を
して最も素晴らしい 4 樽をこのワインのために選びます。フィルターをかけずにボト
リングし、1 年間瓶熟させています。ガーネットを帯びた深い赤色。暖かみのある味
わいで、口当たりはベルベットのようにとてもしなやかです。深みと広がりがあり、
非常にバランスがとれています。
【赤・フルボディ】国・地域等：イタリア・ヴェネト ヴァルポリチェッラ
生産者：ルイジ リゲッティ 葡萄品種：コルヴィーナ 90％、ロンディネッラ 10％
熟成：フレンチオークのバリックで 24 ヶ月

品番：I-859／JAN：4935919058599／容量：750ml

¥9,350(本体価格¥8,500)

カ ルガーテの努力が実り、ついに 2012VT がトレ ビッキエーリを獲得！
エレガントさと飲み易さを追及したアマローネは、白ワインを生産してきたカ ルガーテならではのスタイル。

アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ
プンタ 470 2015
Amarone della Valpolicella Punta 470
モンテッキーア

ディ

クロザーラ近辺の丘の自家畑「プンタ

ト

ロッティ」から、最良の葡萄を選別します。標高は 410～500m で、
南と南西向きです。土壌は、砂利と石灰岩です。9 月の下旬に収穫し
た葡萄を 4～5 ヶ月陰干し（アパッシメント）します。葡萄品種ごとに
ステンレスタンクに入れ、選別酵母で 15 日から 20 日間ほどアルコー
ル発酵させます。アルコール発酵が終わったらやわらかくプレスし、

オーナーのミケーレ テサリ（右）

ブレンドして樽に入れます。50％ずつ 500L のトノーと 20hL の大樽に
入れて、25 ヶ月熟成させます。濃いガーネット色、熟したブルーベリー
やブラックベリー、チェリーの濃縮した、またオークのスパイシーな
風味があります。味わいは、リッチでフルボディ、濃縮しています。
素晴らしいバランスで、長く余韻が残ります。
★「イ ヴィーニ

ディ

ヴェロネッリ 2020」で 3 星／91 点

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ヴェネト
生産者：カ ルガーテ
葡萄品種：コルヴィーナ 45%、コルヴィノーネ 40%、ロンディネッラ 15%
熟成：50％ずつ 500L のトノーと 20hL の大樽に入れて、25 ヶ月

品番：I-397／JAN：4935919053976／容量：750ml

品質を追求したソアーヴェでトップ
生産者のひとりとして名が知られる
カ ルガーテ。近年では赤ワインにも
注力しており、このアマローネの
2012VT が「ガンベロ ロッソ」でト
レ ビッキエーリを獲得しました。ま
た、カ ルガーテとしてはトレ ビッ
キエーリを獲得した 6 アイテム目のワ
インとなりました。ソアーヴェだけに
留まらず、ヴェネトを代表する生産者
へ躍進を遂げています。

¥8,800(本体価格¥8,000)

ピオーナ家が、ヴァルポリチェッラのテロワールを表現するために設立したカンティーナ

トッレ ドルティの “最上キュヴェ”

アマローネ デッラ
ヴァルポリチェッラ 2013
Amarone della Valpolicella

2013VT は

100 本限り

※無くなり次第 2016VT に切り替わります

収穫した葡萄は木棚に並べ、標高 300ｍに位置する小屋で自然乾
燥させます。乾燥の過程は、葡萄がベストの状態になるように翌
年の 1 月まで続きます。醸造には高アルコールでも死なない酵母
を使用、伝統的な方法で、ルモンタージュ、デレスタージュを行
いながら 15～20 日行ないます。その後、果皮とともに数日マセラ
シオンします。100％フレンチオークの新樽で 12 ヶ月熟成させま
す。その後、大樽に入れブレンドして、瓶詰まで保存します。強い
スパイスのアロマ、ペッパーやチェリーの香りが広がります。高
いアルコールに負けないタンニンとしっかりとした骨格が、この
ワインを洗練されたバランスの良い味わいにしています。
★「ルカ

マローニ ベストワイン年鑑 2018」で 93 点

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ヴェネト
生産者：トッレ ドルティ（ピオーナ家）
葡萄品種：コルヴィーナ、コルヴィノーネ、ロンディネッラ、オセレータ
熟成：フレンチオークの新樽で 12 ヶ月

品番：I-617／JAN：4935919056175／容量：750ml

¥7,150(本体価格¥6,500)

オーナーで醸造家のルチアーノ ピオーナ

安定した品質で、弊社が 1990 年代初め
から取引を続けるピオーネ家が、2000 年
にヴェルポリチェッラに設立したカン
ティーナです。
アマローネの葡萄は、認証員会に申請、品
質基準を満たしているものだけが使用を
認められます。2013VT は、申請された
全体量の 30％は基準を満たすことがで
きず認められませんでした。しかし、ピ
オーナ家の葡萄は 100％認められ、
「これ
には認証委員会も驚いていた」とルチ
アーノは語ります。こうしたエピソード
からもピオーネ家の妥協を許さないワイ
ン造りと品質の安定性が伺えます。

アマローネ以外で、アパッシメントを取り入れた「魅力的なワイン」
アマローネと同じ造りをして、1 年早くリリースしています
ルチアーノ ピオーナ曰く、「ベビー アマローネ」

ヴァルポリチェッラ スペリオーレ モラリ 2017
Valpolicella Superiore Morari

乾燥した葡萄を 100％使用しアマローネと同じ造り方をして、1 年早くリリースしています。
（熟成を 1 年長くすればアマ
ローネとして出荷出来る）
。標高 350m の畑の区画の葡萄を使用しています。日照条件に恵まれ、風通しのよい畑で育つ
葡萄は健康で、完璧な状態に成熟します。葡萄は畑で選別し、小さな木のバットに入れ換気の良い専用の部屋で 2～3 ヶ
月乾燥させ、30～40％の水分を蒸発させます。果実が健全な状態で 1 月に至るよう、乾燥の期間中は細心の注意が欠かせ
ません。高い糖度と低い外気温のために、醸造にも注意が必要です。毎日少しずつ葡萄を発酵させていき、糖分が無くなっ
たらまた葡萄を入れていくといった方法をとっています。毎日ルモンタージュしながら、20 日間醸しを行います。その
後、バリック（新樽、アマローネに使った 1 年樽各 50％）に入れて、バトナージュしながら澱と共に 12 ヶ月熟成させま
す。アルコールの強さを感じさせないバランスがあります。チェリーやブラックベリー、ブルーベリーのはっきりとした
香り、バルサムや白胡椒もかすかに感じられます。ミネラルと柔らかさが、口の中でソフトなタンニンと混ざり合います。
長い余韻があります。
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／ヴェネト
生産者：トッレ ドルティ（ピオーナ家）
葡萄品種：コルヴィーナ、コルヴィノーネ、ロンディネッラ
熟成：バリック（新樽、1 年樽各 50％）で澱と共に 12 ヶ月

¥4,180(本体価格¥3,800)

品番：I-616／JAN：4935919056168／容量：750ml

メルロを短期間アパッシメントした、アマローネ スタイルのワイン
アルコールの高さを感じさせない、均整のとれたバランスがあります

メルロ ガルダ ファイアル 2014
Merlot Garda Faial

※無くなり次第 2016 年に切り替わります

ヴァルポリチェッラ以外の葡萄で、短期間アパッシメントするという新しい方法を取り
入れたキュヴェ。収穫した葡萄を小さな木箱に入れて乾燥させます。収穫量を低く抑え
ているので糖度は十分なレベルになっており、あくまでも乾燥によるニュアンスを与え
るためです。アマローネのように長い期間は行わず、最大で 3 ヶ月です。伝統的な発酵
の後、12～14 日間醸しを行います。マロラクティック発酵後、新樽と 2 回使用樽各 50％
で 18 ヶ月熟成させます。非常に長い寿命を持ったワインです。2013 年に来日した際、
「ファースト ヴィンテージは 1997 年ですが、今飲んでも非常に若々しい状態です」と
ルチアーノは話していました。

NEW ラベル

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／ロンバルディア 生産者：ラ プレンディーナ（ピオーナ家）
葡萄品種：メルロ
熟成：新樽と 2 年樽各 50％で 18 ヶ月

品番：I-308／JAN：4935919053082／容量：750ml
¥5,500(本体価格¥5,000)

トスカーナの伝統製法「ゴヴェルノ」に注目したファルネーゼ渾身の 1 本
ゴヴェルノ アッルーゾ トスカーノ ポッジョ チヴェッタ 2017
Governo All'Uso Toscano Poggio Civetta

「ゴヴェルノ」は、1400 年頃から、キアンティをはじめこのエリアのワイン造りに用いられてきた伝統的な製法で、干し葡萄状ま
で乾燥させ糖度の高くなった葡萄（又はそれを圧搾したマスト）を、すでに出来あがったワインに加え、再びゆっくりと発酵させ
る製法です。9 月の前半に収穫したメルロを除梗、破砕し、選別酵母を使い発酵させます。9 月後半に残りの葡萄を収穫します。
その際、一部の葡萄は摘み取らず、樹上に残したままにして 4～5 週間乾燥させます。収穫した葡萄は品種ごとに別のタンクで発
酵させ、プレスして、ブレンドします。そこに、遅摘みにして乾燥させた葡萄を圧搾したマストを加えます。そこで 2 度目の発酵
を起こさせます。発酵後、一部のワインをフレンチバリックに入れ 5 ヶ月程熟成させます。鮮やかなルビーレッド色、熟した赤い
果実や花を思わせる香りの混ざる複雑なアロマを持っています。フルボディでしなやか、非常にフルーティな味わいです。
★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 97 点
【赤・フルボディ】 国／地域等：イタリア／トスカーナ

生産者：テヌーテ ロセッティ

葡萄品種：サンジョヴェーゼ、メルロ、カベルネ ソーヴィニヨン、シラー
熟成：一部をフレンチバリックで 5 ヶ月

品番：I-823／JAN：4935919058230／容量：750ml

¥2,530(本体価格¥2,300)

