バローロの優良生者が造る“お手頃ワイン”
実は、現地で少し寝かせてからリリースしている、こだわりの 1 本
約 300 名の契約農家が所属するバローロの協同組合が造っています。日本市場のためにタンクと瓶で数年熟成
させた後に出荷されるため、常に味わい深いヴィンテージが入手できるのも魅力です。

ピエモンテ バルベーラ
Piemonte Barbera

2016

畑はアルバ周辺のランゲの丘にあります。土壌は粘土石灰質、仕立てはギヨー
です。バルベーラの持つ典型的な果実味を抽出するため、短時間で発酵（4 日
間）させます。マロラクティック発酵の期間も短くしています。タンクで熟成
させます。濃い赤色、しっかりとしていながら、フレッシュな果実味が感じら
れ、重すぎず、ストレートに美味しさが伝わってくるワインです。
【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：イタリア／ピエモンテ
等級：D.O.C.

生産者：テッレ デル バローロ

葡萄品種：バルベーラ
熟成：タンク

品番：I-483／JAN：4935919054836／容量：750ml

¥1,430(本体価格¥1,300)

この価格で 12 ヶ月の樽熟成、クリアンサに相当する熟成期間です
ボデガス

イヌリエータのメインラベルのワインを造る際に、葡萄の選別で余った葡萄を使用することで、
この価格が実現できました。しかも、樽で 12 ヶ月熟成されています。

ナバエルス
Navaelus

2016

名前は、ナバラからの造語です。標高 350m の畑で、砂を多く含む粘土質土壌です。
アメリカンオークの樽で 6 ヶ月、フレンチオークの樽で 6 ヶ月、計 12 ヶ月オーク樽
で熟成させ、
その後 12 ヶ月瓶熟させていますので、ラベルには表示がありませんが、
クリアンサに相当します。イヌリエータのワインを造る全ての段階で選別し、セカン
ドラベルであるナバエルスを造ります。他の生産者のクリアンサと比較しても、非常
に優れています。
【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：スペイン／ナバラ
等級：D.O.

生産者：ボデガ イヌリエータ

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ
熟成：アメリカンオーク樽で 6 ヶ月、フレンチオーク樽で 6 ヶ月、瓶で 12 ヶ月

品番：S-107／JAN：4935919071079／容量：750ml

¥1,320(本体価格¥1,200)

1994 年に取引をスタートして以来続く
ロングセラー ワイン
弊社が 25 年以上取引を続けるスペインの生産者。弊社が取り扱うスペインワインの中でも、
長年愛され続けるロングセラー アイテムです。
アメリカンオークで 6 ヶ月熟成させた、充実した味わいが楽しめます。

テンプラニーリョ ドラゴン

ビノ デ ラ ティエラ

2018

Tempranillo Dragón Vino de la Tierra
葡萄は 9 月の終わりに手摘みし、冷却装置付きのステンレスのタン
クでゆっくりと発酵させます。その後マセラシオンし、アメリカン
オーク樽（一部新樽）にて 6 ヶ月熟成させます。瓶詰め前にはワイ
ンを安定させるため、濾過を行います。深いルビー色、豊潤で濃厚
なフルーツのブーケがあります。バランスは素晴らしく、長くて調
和の取れたフィニッシュです。スペインワインと聞いて期待するす
べてが詰まっています。スペインを代表する品種テンプラニーリョ
であること。短期間ですが、樽熟成させていること。リオハより南
に位置する産地であることで、葡萄がしっかりと熟し、集約もあり
ます。
【赤・ミディアムボディ】
国／地域等：スペイン／カスティーリャ イ レオン
等級：ヴィノ デ ラ

ティエラ

生産者：ベルベラーナ
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 6 ヶ月

品番：S-048／JAN：8410396780219／容量：750ml

¥1,155(本体価格¥1,050)

シャトーヌフ デュ パプのトップ生産者の
自家畑の葡萄で造る“グルナッシュ”
シャトーヌフ デュ パプのトップ生産者のひとり“アンドレ ブルネル”が造るワインです。
トップ生産者がこの価格帯のワインを造る場合は、買い葡萄であることが多いのですが、
何と 100％自社で手入れをした葡萄が使われています。

ヴァン ド ペイ ド ヴォークリューズ ルージュ
グルナッシュ 2018
Vin de Pays de Vaucluse Rouge Grenache
トラヴァイヤンにある畑からの葡萄を使っています。土壌はエギュ川か
らの堆積土で、下層土は粘土石灰質です。収穫は主に手摘み、収穫量は、
90hL/ha まで認められていますが、半分の 45hL/ha までに抑えていま
す。100％除梗します。軽く破砕します。葡萄品種ごとにタンクで発酵
させ、醸しは 3 週間です。デレスタージュとルモンタージュします。ス
テンレスタンクで 6 ヶ月熟成させます。清澄はせず、軽くフィルターを
通します。紫色がかった濃いルビー、ラズベリーやスパイスの風味。ミ
ネラルやチェリー、ラズベリーの風味があり、良質でしかも出しゃばら
ない酸が感じられます。ジューシーな果実味とスパイシーな味わいの、
見事なグルナッシュです。「グルナッシュはさまざまな土地で育つが、
自分はローヌこそが最高の土地だと思う。だからこのワインをグルナッ
シュで造った」とアンドレ

ブルネルは自信を持って語っています。

【赤・ミディアムボディ】 ＜スクリューキャップ＞ 等級：I.G.P.
国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ
葡萄品種：グルナッシュ、その他

生産者：アンドレ ブルネル

熟成：ステンレスタンクで 6 ヶ月

品番：FB-193／JAN：4935919211932／容量：750ml

¥1,320(本体価格¥1,200)

数あるタンクの中から最良のものを厳選しブレンドした
“スペシャル キュヴェ”
ワイン専門誌「ルヴュ デュ ヴァン ド フランス」で「年間ワイン生産者組合」に選出された実績を持つフォンカリュ。
2015 年はグレート ヴィンテージとなったため、数あるタンクの中から最良のタンクを厳選し瓶詰めした
この特別なキュヴェを造りました。通常のキュヴェ（品番：F504）とは一線を画する品質です。

ペイ ドック カベルネ ソーヴィニヨン
トロワ エトワール 2015
Pays d'Oc Cabernet Sauvignon <Trois Etoiles>

フォンカリュでは高い品質を実現するため、栽培農家から集めた葡萄を、
畑、セラー、ブレンドの段階でこまかく分析しています。区画ごとに最
良のタイミングで収穫された葡萄は、その特徴ごとに分類され、別々に
醸造します。出来上がったワインは味わいのタイプ別に分類され、最も
バランスのよい味わいにブレンドされます。カベルネ ソーヴィニヨン
だけでも、性格の異なる様々なタイプ、味わいに分けられたタンクがあ
り、例えば F504 は、良い品質のタンクのワインのブレンドで出来てい
ます。しかし、この特別バージョンの「トロワ

エトワール」は、数あ

るタンクの中でも最高の品質のカベルネ ソーヴィニヨンのタンクだけ
をボトリングしたもので、通常のキュヴェと一線を画しています。清涼
感のあるハーブ香、まろやかなタンニン、凝縮したカベルネ ソーヴィ
ニヨンのエッセンスが感じられます。
★「リヨン国際ワインコンクール 2016」金賞
【赤・ミディアムボディ】国／地域等：フランス／ラングドックルション
等級：I.G.P.

生産者：フォンカリュ

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン

品番：FC-183／JAN：4935919311830／容量：750ml

熟成：ステンレスタンク

¥1,320(本体価格¥1,200)

キャンティ リゼルヴァでこの価格は魅力的
しかも、偉大な 2015 年ヴィンテージ
キアンティ エリアでもグレート ヴィンテージとなった 2015 年。
これまでのヴィンテージと比べても、ボディも強く骨格があり、秀逸なヴィンテージと分かる味わいです。

キャンティ リゼルヴァ

2015

Chianti Riserva
粘土質に石灰岩と火山性の凝灰岩の混ざる土壌です。手摘みで収穫します。
ステンレスタンクで 25 度に温度管理しながら、約 10 日間発酵させます。
マロラクティック発酵もタンクで行います。オークの樽で 2 年、その後ボ
トルで 3 ヶ月以上熟成させます。輝きのあるルビーレッド、チェリーやマ
ラスカ等の赤い果実とスミレの香り、スパイシーな香りも感じられ、果実味
が豊かでキアンティらしい可愛らしい酸と柔らかくバランスのとれた心地
よい渋みがあります。柔らかな渋味ですがしっかりと存在感があります。
【赤・フルボディ】

等級：D.O.C.G

国／地域等：イタリア／トスカーナ
生産者：マルケージ バッシーニ
葡萄品種：サンジョヴェーゼ、マルヴァジア

ネーラ、コロリーノ、他

熟成：オーク樽で 24 ヶ月、瓶で 3 ヶ月以上

品番：I-713／JAN：4935919057134／容量：750ml

¥1,485(本体価格¥1,350)

日本市場のために、バローネ コルナッキアのセラーで
飲み頃を迎えてからリリースしています
400 年以上の歴史を持つコルナッキア家。このワインは、日本市場のために生産者のセラーで熟成させ、
より一層奥深い味わいになってから日本へリリースしています。
しかも、スタンダードクラスであっても D.O.C.G.エリアの葡萄を使用しているという、驚きのワインです。

モンテプルチャーノ ダブルッツォ
Montepulciano d'Abruzzo

2015

※無くなり次第 2016VT へ切り替わり

10 月中旬に収穫します。除梗して、発酵前に 1 週間マセラシオ
ンを行い、その後ステンレスタンクで 15～20 日発酵させます。
熟成は、30hL のスラヴォニアンオークの樽で 8～10 ヶ月行いま
す。その後、3 ヶ月瓶熟させます。ほとんど透けて通らないしっ
かりとした濃い赤色で、かすかに甘さを感じる力強さと、熟成で
きるたくましさ、またしなやかさ、なめらかさもあります。
「私た
ちは稲葉のために、特別に熟成させてよりタンニンを柔らかくし
てから出荷しています」とフィリッポは話していました。
★「ヴィノス 2017.06」91 点

★「ビベンダ 2018」4 房

【赤・ミディアムボディ】 等級：D.O.C.
国／地域等：イタリア／アブルッツォ
生産者：バローネ コルナッキア
葡萄品種：モンテプルチャーノ
熟成：30hL のスラヴォニアンオークで 8～10 ヶ月
有機認証：ICEA、ユーロリーフ

品番：I-035／JAN：4935919050357／容量：750ml

¥1,650(本体価格¥1,500)

マスター オブ ワインが手掛ける“お手頃ワイン”
地元の農協から良い葡萄を優先的に選んで造ります
マスター オブ ワインのデイヴィット グリーヴが地元農協の協力のもとに造るワインです。
設備は農協のものを使用させてもらい、葡萄は農協に集まるものから良い葡萄のみを優先的に選んで使用しています。
そのため、品質と価格を両立させたワインに仕上がっています。

ジ ガルガネガ

2019

'G' Garganega
畑は、ソアーヴェ地域の外で、ヴァルパンティーナの丘の斜面に位置し
ます。冷涼で穏やかな気候は、葡萄をゆっくりと熟成させ、香りと酸を
保ちます。土壌はやせていて白亜質、葡萄樹にストレスを与え、素晴ら
しい品質の果実を造り出します。手摘みで収穫します。除梗、破砕し、
酸化防止剤を加えず圧搾します。果汁はすぐに冷却し、自然に落ち着か
せます。12～14 度で発酵させます。4 ヶ月シュール リで寝かせます。
丸みを与えるため、20％を 500L の樽（新樽でない）で 2～3 ヶ月熟成
させます。瓶詰までステンレスタンクで温度管理の下、寝かせます。リ
ッチでかすかにスモーキー、ソアーヴェに全く引けをとらない品質です。
【白・辛口】 ＜スクリューキャップ＞

等級：等級：I.G.P.

国／地域等：イタリア／ヴェネト
生産者：アルファ ゼータ

葡萄品種：ガルガネガ

熟成：20％を 500L の樽（新樽でない）で 2～3 ヶ月

品番：I-540／JAN：4935919055406／容量：750ml

¥1,320(本体価格¥1,200)

