オーガニック認証を取得しているワインの中から
弊社の「おすすめ」や「売れ筋」ワインを厳選して
ご紹介いたします。

「品質のためにオーガニックを採用している」
近年、品質がめきめきと向上している注目の 1 本。
サンブーカ

イル

ディ シシリアにある畑は、標高 400ｍの丘陵地にあり風通しが良いため
病害が少なく、銅や亜硫酸を使用しない有機栽培が可能です。

パッソ

ヴェルデ ネーロ

IL Passo Verde Nero d'Avola

ダーヴォラ

2019

通常より 10 日間ほど遅摘みにし、わずかに過熟気味になった葡萄を
使用します。全体の 50％は複雑味を与えるため天然酵母、50％は選
別酵母を使用します。マロラクティック発酵と熟成は、全体の 50％
は 225L の新樽、50％はコンクリートタンクで行います。熟成期間は
6 ヶ月です。深いルビーレッド、赤や黒の果実の濃厚な香り、スパイ
ス、かすかにユーカリを思わせる要素、樽からの心地よいアロマも感
じられます。口に含むとしっかりと厚み、ボディが感じられ、長い余
韻があります。
【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／シチリア
生産者：ヴィニエティ ザブ

葡萄品種：ネーロ ダーヴォラ

熟成：50%は 225L の新樽、50%はステンレスタンクで 6 ヶ月
オーガニック認証：ユーロリーフ、C.C.P.B.

品番：I‐737／JAN：4935919057370／容量：750ml

¥1,650(本体価格¥1,500)

年間降水量はわずか 300mm と非常に乾燥しているため
収量は 20hL/ha と驚きの低収量！
ムルシア州のオーガニック認証を受けた畑の葡萄を使用して造ります。

オノロ

ベラ

Honoro Vera Organic

オーガニック

2019

畑はフミーリャ北部、標高 650～700m に位置しています。葡萄の平均樹齢は 35 年
です。モナストレルは接ぎ木をしておらず、機械を使うことが出来ないため、手摘
みで収穫します。発酵は 25 度以下にコントロールしながら天然酵母を使い、ステ
ンレスタンクで 15 日間行います。熟した果実や花の魅力的なアロマ、口に含むと
生き生きとフレッシュでバランスがとれています。果実味とともに、程よい酸と上
品なタンニンが感じられます。ラベルは、フミーリャがとても荒れた岸壁の農地で、
何を作るにも難しい土地であることを表しています。
【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／フミーリャ
生産者：ヒル ファミリー エステーツ

葡萄品種：モナストレル

オーガニック認証：ユーロリーフ、CAE-RM

品番：S‐231／JAN：4935919072311／容量：750ml

¥1,650(本体価格¥1,500)

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

2016

Montepulciano d'Abruzzo
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 2018.09」で 90 点
【赤・ミディアムボディ】
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

¥1,650(本体価格¥1,500)

品番：I-035／JAN：4935919050357／容量：750ml

樹齢は 80 年以上！平地のトレビアーノとは全く別物。
2017 年ヴィンテージからスペリオーレへ進化。
トレッビアーノ

ダブルッツォ

Trebbiano d'Abruzzo Superiore

スペリオーレ

2019

他の生産者と違う点は樹齢 80 年の葡萄樹を使っていることで、収量も大変少なく、濃縮度も高くなります。
また、他の多くの生産者は平地の畑ですが、コルナッキアは標高 240m の丘陵地帯です。塩を含む石灰岩質
土壌です。発酵前に、ロータリーファーメンターに入れ、8 度でスキンコンタクトを 8～12 時間行います。垂
直タンクに移し、16～18 度に温度管理しながら 12～14 日間発酵させます。その後、4 ヶ月澱と共に寝かせ、
この間バトナージュを行います。白い花を思わせる華やかな香り、クリーンでピュアな果実味、フレッシュで
とてもバランスのよい味わいです。複雑でミネラル感が美しいテロワールを表現した味です。酸もしっかり
とあります。
「アゴスティーニのアドバイスを受けながら、集約があり、果実も綺麗でとてもリッチなスタイ
ルを目指しています。一番に考えたのはクリーンな味わい、二番目は香りの強さ。口に含んだ時のインパクト
です」とフィリッポは話していました。
【白・辛口】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：トレッビアーノ

熟成：タンクで澱と共に 4 ヶ月

オーガニック認証：ICEA、ユーロリーフ

品番：I‐716／JAN：4935919057165／容量：750ml

¥1,650(本体価格¥1,500)

収穫体験を機に写真家から一転
ワイン生産者の道を歩んで30 年、その情熱は冷めることを知りません
シャトー

モンデジール

2016

Château Mondésir
畑は粘土石灰岩土壌で、南・南西向きの斜面にあります。収穫した葡萄は 100％除梗し、
ステンレスタンクで発酵させます。きれいな赤紫色、熟したベリーフルーツの香り、な
めらかですがしっかりとしたタンニンが口中に広がります。香りも果実味のボリューム
もたっぷりです。集約があり、酸もしっかりしています。素晴らしい味わいです。穏や
かなタンニン、風味豊かでバランスのとれたワインです。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ボルドー 生産者：マルク パスケ
葡萄品種：メルロ

熟成：コンクリートタンクで 18 ヶ月

オーガニック認証：AB、ユーロリーフ

品番：FB‐172／JAN：4935919211727／容量：750ml

¥2,200(本体価格¥2,000)

シストワール（黒色片岩）と粘土質土壌の葡萄をブレンドした
コート デュ ルションの魅力を味わうに最適なワイン
コート デュ 優れたテロワールから生まれるフィトゥ
ルション ルージュ マス ラス カベス 2017
Côtes du Roussillon Rouge Mas ここにタイトルを入力
Las Cabes
マス

ラス カベスは標高 120m の南向き、
ワイナリーのすぐ近くにある畑です。熟成は、

ステンレスタンク 50％、樽（新樽でない）50％で、8 ヶ月行います。力強さを感じますが、
これは葡萄が自然に身につけたもので、パワフルになるような手は加えていません。濃い
赤紫色で、新鮮なブラックチェリーの香りがあります。目の詰まったタンニンと豊かなア
ルコール、ふくよかでボリュームのある味わいです。
「スパニッシュ

タパス（スペインの

様々な前菜）によく合うと思います。海の幸とも山の幸とも合わせられます」とガルディ
エは話していました。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ルション
生産者：ドメーヌ ガルディエ

葡萄品種：シラー、グルナッシュ、カリニャン、その他

熟成：ステンレスタンク 50％、樽（新樽でない）50％で 8 ヶ月
オーガニック認証：ユーロリーフ

品番：FB‐073／JAN：4935919210737／容量：750ml

¥1,980(本体価格¥1,800)

表層にはシスト（片岩）
、下層には花崗岩の層
優れたテロワールから生まれるフィトゥ
ここにタイトルを入力
フィトゥ
2019
Fitou
葡萄は、最も若いもので 15 年、古いものは 100 年近くの樹も含まれています。剪定は
厳しく行い、葡萄の房の数は 1 本あたり 8 房に制限します。収穫は、8 月に選別をしな
がら手摘みで行ないます。非常に乾いた気候のため、葡萄の実は小さくなり、収穫量は
自然に抑えられ、30～33hL/ha とかなり低くなっています。深い赤色、すみれ、シナモ
ン、タイム、刈ったばかりの草のアロマが混ざります。味わいは力強く、余韻には、凝縮
された果実味のフレイバーがいつまでも続きます。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／ラングドック ルション
生産者：ドメーヌ ド ロラン

葡萄品種：カリニャン、グルナッシュ、シラー

熟成：タンクで 12 ヶ月

オーガニック認証：AB、ユーロリーフ

品番：FC‐447／JAN：4935919314473／容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

エレガンスとフレッシュを追求
「バランスの良さと余韻に感じるスパイシーさが私たちのタヴェルの個性」
タヴェル ロゼ ル クラシック 2018
Tavel Rosé Le Classique

※無くなり次第 2019V に切り替わり

葡萄畑は、タヴェルの特徴的な土壌のタイプであるガレ ルレ（丸い小石）、白いスレー
ト、砂から成っています。穏やかな冬と非常に暑い夏の地中海性気候で、この地域の特
徴であるミストラルが吹きます。収穫は 8 月中旬に開始します。6～12 時間、場合によ
って 24 時間浸漬して、色が付いたらプレスします。フリーランジュースとプレスジュ
ースをブレンドします。アルコール発酵は 15～20 度に温度管理して、天然酵母で行い
ます。翌年 2 月に瓶詰します。それぞれの品種が、典型的な味わいをワインにもたらし
ます。グルナッシュはふくよかな果実味を、サンソーはフィネスと余韻の長さ、シラー
とムールヴェードルは美しい色と赤い果実の風味、そして長い寿命をワインに与えてく
れます。
【ロゼ・辛口】国／地域等：フランス／コート
生産者：ドメーヌ ラ

デュ

ローヌ

ロカリエール

葡萄品種：グルナッシュ、サンソー、シラー、ムールヴェードル
オーガニック認証：AB・ユーロリーフ

品番：FC-266／JAN：4935919312660／容量：750ml

¥2,750(本体価格¥2,500)

『オーガニック生産者のフレート プリンツは、ハルガルテンの畑から
とてもフレッシュでエレガントなリースリングを造る』
ヒュー ジョンソン著『ポケットワインブックＪ2020 より

グーツ

リースリング

クーベーアー

トロッケン 2018

Guts Riesling Q.b.A. Trocken
軽いパウダー状の土、ローム層、砂、丸石、粘土質土壌で、10～15％の斜度の
畑です。選別酵母を使用し、ステンレスタンクで発酵、熟成させます。大変ボ
リュームのある辛口です。香りは甘い果実、ミネラルと生き生きとしたフレッ
シュ感があります。ベーシックなリースリングで、
「グーツリースリングはスタ
ートライン、入り口のようなもの。気に入ってくれたら上のワインも選んでも
らえるので重要」とプリンツは話しています。
【白・辛口】国／地域等：ドイツ／ラインガウ
生産者：プリンツ

葡萄品種：リースリング

オーガニック認証：ユーロリーフ

品番：KA-201／JAN：4935919192019／容量：750ml

¥2,640(本体価格¥2,400)

『絶対はずさないおうち飲みワイン』（山本昭彦著）
に掲載されました！
このワインはトロッケン（辛口）ですが、モーゼルのような丸い酸と親しみやすさも
秘めています。白い花、レモン、ほっそりしていて、砕いた石をなめるようなシャ
ープな味わい。アルコール度数は 12％*で体が楽。リースリングは最も好きな白
ワインの 1 つ。いつ飲んでもほっとする。押し付けがましい主張がなく、心も体も
癒されます。
※掲載は 19 年 VT ですが、現行 VT は 18 年で、アルコール度数は 12.5％になります。

