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
『ワイン アドヴォケイト』の「TOP 100 WINE DISCOVERIES 2020」に選出

「旨安バローロ」のイメージを脱却し、「最高品質のバローロ」へ
葡萄農家の救世主‟アルナルド
1958 年 12 月 8 日、アルナルド
を設立しました。バローロ
在のミケーレ

リヴェラ”

リヴェラは、生産者組合としてテッレ

デル

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

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。彼はカスティリオーネ

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。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。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。農家 1 軒 1 軒が誇りを持って、皆の力
を合わせてワインを造っているというのが大きな特徴です。テッレ

デル

バローロのホームページでは、ワイン

造りを支える農家の方々を、加入年とともに個別に紹介しています（右の QR コードからご覧いただけます）
。

創始者アルナルドの名を冠した新プロジェクト
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、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。
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、葡萄の品質がさらに高まりました。

象徴的なバローロ「ウンディチコムーニ」の誕生
「アルナルドリヴェラ

プロジェクト」により、新たなバローロである「ウンディチコム

ーニ」が誕生しました。このワインは、
「バローロを産出できる 11 の村から、その年最
も優れている葡萄のみを選んで造られるバローロ」です。ヴィンテージによっては、21
ものクリュからの葡萄をブレンドします。テッレ

デル

バローロは、11 の村に葡萄畑

を持つ唯一の造り手という強みを活かし、ヴィンテージによって左右される葡萄の品質
を見極め、最も良い葡萄を選択してワインを造ることが出来ます。ウンディチコムーニ
は、生産者組合のメリットを最大限に活かして造る、誰にも真似できない唯一無二のバロ
ーロと言えます。ファースト

リリースである 2013VT は、
『ワイン スペクテーター』

の「THE TOP 100 The most exciting wines of 2018」で 93 点を獲得し、54 位に掲載される快挙を遂げました。これによ
って、「安くて美味しいバローロの生産者組合」というイメージから脱却し、「最高品質のバローロを造り上げる生産者」として広
く知られるようになりました。その他ワインガイド各誌の評価も高く、
『ガンベロ
ラス、
『イ

ヴィーニ ディ

ロッソ

ヴィーニ

ディタリア 2018』で 2 グ

ヴェロネッリ 2018』で 90 点、
『ビベンダ 2018』で 3 房、
『ジェームス

サックリング.com』で

92 点、
『ジャンシス ロビンソン.com』で 17/20 点を獲得しています。

ウンディチコムーニが、『ワイン アドヴォケイト』の新企画
「TOP 100 WINE DISCOVERIES 2020」に選出されました！
毎年年末になると、様々なワインガイドが、その年のトップスコアのワインを選出したラ
ンキングを発表します。
『ワイン アドヴォケイト』も同様ですが、2020 年から新たな企
画として「TOP 100 WINE DISCOVERIES」が発表されました。この企画は、同誌が 2019
年 10 月 1 日から 2020 年 10 月 31 日の間にレビューした、30 か国のおよそ 32,000
本のワインの中から、この年に最も注目すべきワインを 100 本選定したものです。この
新企画に、テッレ デル

バローロのウンディチコムーニ 2016VT が、
「Eco」
、
「Age-

Worthy」
、
「Value」
、
「Innovative」のアイコン付きで選出されました。
ワインは以下の基準から選定されており、それぞれのアイコンがいくつかが付記されています。
・Eco:（有機栽培やビオディナミなど、生態系に配慮した方法で生産されたワイン）
・Age-Worthy（熟成に適したワイン）
・Value（他社と比較して消費者に価値を提供するワイン）
・Non-Mainstream（あまり知られていないブドウ品種や伝統的でない栽培地域で生産されたワイン）
・Innovative（ブドウ栽培、生産、パッケージングのいずれにおいても、新しい技術や現代の社会意識を反映した革新的なワイン）

テッレ デル バローロにしか造ることの出来ない特別なキュヴェ
バローロ

ウンディチコムーニ

Barolo Undicicomuni

2014

11 の全ての村から、その年の最高の葡萄を選んで造ります。除梗、破砕します。発酵前に、12～14 度の低
温で 2 日間、コールド マセレーションさせます。20～30 度に温度管理しながら約 13 日間発酵させます。
マロラクティック発酵、熟成はフレンチオークの樽で行います。熟成期間は 20 ヶ月、全体の 25％に 500L
のトノー（2～3 回使用した樽）、50％に 25hL の大樽、残り 25％は 50hL の大樽を使います。瓶詰めした後、
更に 8 ヶ月寝かせます。リッチでバランスのとれた伝統的なバローロです。熟した果実味の中にスパイスの
要素が感じられ、ベルベットのようにしなやかでエレガント、持続性があります。
★「ガンベロ ロッソ ヴィーニ ディタリア 2019」で 2 グラス
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

熟成：フレンチオークの樽（500L のトノー、25hL～50hL の大樽）で 20 ヶ月、瓶詰後 8 ヶ月

品番：I-843／JAN：4935919058438／容量：750ml

¥6,600(本体価格¥6,000)

【バローロを表現した美しいラベルデザイン】
Undicicomuni（ウンディチコムーニ）とは「11 の村」の意味です。バローロを産出でき
る 11 の村のことを指しています。ラベルには、水彩画のようなタッチでこれらの村が輪
になって描かれており、洗練されたモダンなデザインに仕上げられています。

特別な単一畑からリリースするこだわりのクリュ

バローロ

「アルナルドリヴェラ プロジェクト」では、複数区画をブレンドして造る「ウンディチコ
ムーニ」の他に、7 つの単一畑からのクリュ

バローロもリリースしています。以前から

クリュ バローロは生産していましたが、
「アルナルドリヴェラ プロジェクト」を開始し
た 2013 年以降は、収量制限等もさらに厳しく行い、品質を高めるために様々な取り組み
がなされているため、よりクオリティの高いワインに仕上がっています。そのため、この
プロジェクト以前のクリュ バローロより価格も上昇していますが、
「最高品質のバローロ
を造り上げる」というこだわりがしっかりと感じられるようになっています。
『ワイン ア
ドヴォケイト 2020.7.24』では、2016VT のそれぞれのワインが掲載されており、フラッグシップでありバローロ最高の畑のひと
つとして知られる「ロッケ ディ カスティリオーネ」の 94 点を筆頭に、
「ヴィーニャリオンダ」と「ラヴェーラ」が 93 点、
「ブッ
シア」が 92 点、
「モンヴィリエーロ」と「カステッロ」が 91 点を獲得しています（
「ボイオーロ」はこの年生産されませんでし
た）
。なお、
「TOP 100 WINE DISCOVERIES 2020」に選出された「ウンディチコムーニ」は 92 点の高評価を得ており、単一畑
でもブレンドでも素晴らしいバローロを生み出す造り手として評価されていることが分かります。

セッラルンガ ダルバ村の持つ厳格さを最も表現するクリュ
バローロ

ヴィーニャリオンダ

Barolo Vignarionda

2014

限定

84 本

セッラルンガ ダルバ村のクリュ、ヴィーニャリオンダは標高 330ｍ、南向きの畑です。
「7 つの
クリュの中でも特に有名なものと言っていいでしょう」とダニエーレは話していました。このク
リュは、アレッサンドロ マスナゲッティの有名な格付けでは、ロッケ ディ カスティリオーネ、
ブルナーテ、チェレクイオと合わせて 4 つしかない最高評価の「★★★★★ superiore」を獲得
しています。土壌は白色の白亜を多く含むマール。20～30 度に温度管理したステンレスタンクで
18 日間発酵させます。樽に移し、マロラクティック発酵を行います。そのままフレンチオークの
トノー（500L）で 32 ヶ月熟成、その後 6 ヶ月瓶熟させます。ネッビオーロに特徴的なスミレの
花のアロマの中にエレガントなスパイスや熟した赤い果実の要素が感じられます。ベルベットの
ようにしなやかで洗練されたタンニンがあります。リッチで心地よく、複雑さも感じられ、長期

ヴィーニャリオンダ

熟成のポテンシャルを持っています。
★「デカンター 2018.6」で 93 点、
「ジェームス サックリング.com」で 92 点、
「ガンベロ ロッソ ヴィーニ

ディタリア

2019」で赤 2 グラス。
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
熟成：500L のフレンチオークのトノーで 32 ヶ月、瓶詰後 6 ヶ月

品番：I-844／JAN：4935919058445／容量：750ml

日本市場に特別なワインを！

¥12,100(本体価格¥11,000)

醸造責任者ダニエーレの想い

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、醸造責任者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
上が経ちますが、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おり、ワ
イナリーとしての評価も高くなっています。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『ヴァインヴィルトシャフト』の 2020 年版では、イタリアの生産者組合
の第 1 位にテッレ デル バローロが選出されており、世界中から注目を集めています。

～醸造責任者ダニエーレ ポンツォから日本のお客様へのコメント～
「20 年以上もの長い間、私たちのワインをご愛飲いただいている日本市場のお客様のために、日本へのワ
インは数ある樽の中から厳選しています。例えば、スタンダードクラスのバローロ（I-270）の 2014VT は、
日本の皆様の求めるクオリティではないと判断したため、2015VT を輸入いただくよう稲葉社長にお願いし
ました。つまりスタンダードクラスであっても、日本市場向けのバローロはセレクションワインというこ
とになります。またランゲ ロッソ（I-891）は日本市場だけの限定品です。2019 年 2 月の日本への訪問は
私にとって大変素晴らしいものであり、日本のお客様の嗜好を私なりに理解することが出来ました。そし
てイタリアに戻り、皆様に喜んでいただける新たなワインを造りたいと思い、試行錯誤を重ねて出来上が
ったのがこのワインです。ピノ ネーロ主体で、果実の熟した味わいと複雑さを感じていただけるように造
りました」

和牛のグリルとモンヴィリエ
ーロを合わせました。

「ヴェルドゥーノ村の真のグラン クリュ」と評される特別な葡萄畑
ホワイトペッパーを思わせるスパイシーな風味が特徴的です

バローロ

モンヴィリエーロ

Barolo Monvigliero

2012

モンヴィリエーロ

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があり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で、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
熟成：フレンチオークのトノー（500～700L、20％新樽）で 32 ヶ月

品番：I-853／JAN：4935919058537／容量：750ml

¥5,280(本体価格¥4,800)

気候変動による温暖化から注目されているノヴェッロ村を代表するクリュ
フレッシュさとまろやかなタンニンが楽しめるワインに仕上がります

バローロ

ラヴェーラ

Barolo Ravera

2013

ラヴェーラは地元の栽培農家から、常にノヴェッロ村で最も良い畑だと考えられてきま
した。土壌は比較的若く、その意味ではモンヴィリエーロに似ています。モンヴィリエ
ーロはよりスパイス感があり、ラヴェーラはよりフレッシュでタンニンがまろやかです。
ラヴェーラはクリュ バローロの中でも、一番親しみやすいバローロと言えます。
『ヴィ
ノス』のアントニオ ガッローニは、
「気候変動による利益を得られる可能性がある」と
指摘しています。輝きのあるルビーレッド。赤い果実のアロマにペッパーやクローヴな
どのスパイスの要素が混ざり合っています。口に含むと心地よい酸が感じられ、洗練さ
れてエレガントな味わいで持続性があります。
赤・フルボディ
国／地域等：イタリア／ピエモンテ
熟成：熟成は 38 ヶ月、その内最低 18 ヶ月は樽で熟成

葡萄品種：ネッビオーロ

品番：I-907／JAN：4935919059077／容量：750ml

（左）バローロ リゼルヴァ

2011

Barolo Riserva
通常のバローロ（I270）と同じく、いくつかの村のブレンドとなりますが、より地質年代が古い土壌の長い熟
成期間に耐えられる葡萄を使います。石灰岩粘土土壌です。発酵は 28～30 度で、16～20 日間行います。熟
成は 62 ヶ月行い、その内 18 ヶ月以上は 25～50hL のフレンチオークの樽を使います。
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
熟成：熟成は 62 ヶ月、その内 18 ヶ月以上は 25～50hL のフレンチオークの樽で熟成

品番：I-391／JAN：4935919053914／容量：750ml

¥4,400(本体価格¥4,000)

（右）バローロ
Barolo
38 ヶ月熟成させ、その内 18 ヶ月以上は 25～50hL のフレンチオークの樽を使います。エレガントで、スミ
レ、小さな赤い果実、革の香りがあります。
「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した。
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
熟成：38 ヶ月熟成、内 18 ヶ月以上は 25～50hL のフレンチオークの樽で熟成

【2013VT】品番：I-270／JAN：4935919052702／容量：750ml
【2015VT】品番：I-631／JAN：4935919056311／容量：375ml

ラヴェーラ

¥3,850(本体価格¥3,500)
¥2,530(本体価格¥2,300)

¥6,600(本体価格¥6,000)

（左）バルバレスコ

リゼルヴァ 2013

Barbaresco Riserva
ネイヴェ、トレイゾの葡萄を使っていて、土壌は粘土石灰質です。バローロと比較して地質年代が若い土壌で
す。ここ 2～3 年でバルバレスコの需要が増えたため、リゼルヴァとして寝かせずにリリースする生産者が増
え、バルバレスコ リゼルヴァの市場での入手が困難になっています。
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
熟成：フレンチオークとスラヴォニアンオークを組み合わせた大樽（25～50hL）で熟成

品番：I-435／JAN：4935919054355／容量：750ml

（右）バルバレスコ

¥3,080(本体価格¥2,800)

2014

Barbaresco
このワインはバルバレスコ地域の 4 つの村の葡萄を使用しています。25hL と 50hL の大樽で 12 ヶ月熟成さ
せています。バルバレスコの葡萄はマセラシオンを長く必要としないので、ストラクチャーはバローロより少
なめです。風味豊かで力強くかつエレガントで、すみれのような香りがあります。
赤・フルボディ
国／地域等：イタリア／ピエモンテ
熟成：25hL と 50hL の大樽で熟成

葡萄品種：ネッビオーロ

品番：I-380／JAN：4935919053808／容量：750ml

ネッビオーロ

¥2,860(本体価格¥2,600)

醸造責任者ダニエーレが個人的に惚れ込む“お気に入りワイン”
「ネッビオーロ ダルバとして第一線に立てると思っています」
b

Nebbiolo d'Alba

ダルバ

2016

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。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思っていま

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。発酵前にコールド マ
セレーションをして、色とアロマを抽出します。26～28 度で、8～10 日間発酵させます。フレン
チオークの樽で 12 ヶ月熟成させます。樽は半分がトノー（500L）です。また、ワインに甘さが出
て、タンニンが丸く柔らかくなるよう、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
長くしています。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。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。
赤・フルボディ
国／地域等：イタリア／ピエモンテ
熟成：フレンチオーク樽で 12 ヶ月

葡萄品種：ネッビオーロ

¥1,980(本体価格¥1,800)

品番：I-621／JAN：4935919056212／容量：750ml

Pinot Noir
& Nebbiolo
日本市場限定ワイン
ランゲ

ロッソ

Langhe Rosso

2017

100 ケース限り

小さな赤いベリーやチェリーに加え、甘いスパイスが香る複雑なアロマがあります。口に含む
とシルクのようになめらかなタンニン、そしてミネラルの要素も感じられ、とてもエレガント
な口当たりです。ピノ ネーロ（ピノ ノワール）主体で、果実の熟した味わいと複雑さを感じ
ていただけるように造りました」とダニエーレは話していました。
赤・フルボディ
国／地域等：イタリア／ピエモンテ
葡萄品種：ピノ ネーロ 85％、ネッビオーロ 15％ 生産量：6,000 本

品番：I-891／JAN：4935919058919／容量：750ml
¥2,200(本体価格¥2,000)

最高品質を目指し、バローロ エリアの葡萄を厳選して使用しています

スタンダード クラスとは一線を画すこだわりのバルベーラ
バルベーラ ダルバ
アルナルドリヴェラ

ヴァルディセーラ
2016

限定

200 本

Barbera d'Alba Valdisera ArnaldoRivera

畑は、バローロを生産するモンフォルテ村とノヴェッロ村にあり、
標高約 400m、南西向きです。1 千万年前の中新世のトルトニアン
期の白い色のマール土壌で、砂や石灰岩が混ざっています。9 月下
旬に収穫します。除梗、破砕し、発酵前に 2 日間、12～14 度でコ
ールド マセレーションさせます。ステレスタンクで 26～30 度に
温度管理しながら 8 日間発酵させます。色やアロマ、やわらかいタ
ンニンを抽出するためデレスタージュを行います。マロラクティッ
ク発酵までステンレスタンクで行い、その後、フレンチオークのト
ノーで 9 ヶ月熟成させます。さらに瓶で 6～8 ヶ月熟成させます。
「スパイスの要素が感じられ、果実の柔らかさがあり、大変飲み心
地の良いワインです」とダニエーレはコメントしています。ラベル
の赤いモチーフは、畑を表現しています。
赤・フルボディ
国／地域等：イタリア／ピエモンテ
熟成：フレンチオークのトノーで 9 ヶ月、瓶で 6～8 ヶ月

若かりし頃のアルナルド リヴェラ。地域の人々
のことを考える彼の信念が、今のテッレ デル バ
ローロの礎となっています。

葡萄品種：バルベーラ

品番：I-828／JAN：4935919058285／容量：750ml

（左）バルベーラ ダルバ

スペリオーレ

¥3,520(本体価格¥3,200)

2015

Barbera d'Alba Superiore
伝統を残しつつ新しいスタイルを取り入れたワインで、樽が効果的に使われ、バランスも取れています。
「た
くさんのフルーツのニュアンスが感じられます。そして甘いスパイス。酸の豊かさがあり、若々しさがあり
ます。柔らかく、まろやか」とダニエーレはコメントしています。
赤・ミディアムボディ
国／地域等：イタリア／ピエモンテ 葡萄品種：バルベーラ
熟成：500L のフレンチオークのトノーで 4 ヶ月、タンクで 8～10 ヶ月

品番：I-861

JAN：4935919058612

（右）ピエモンテ バルベーラ

¥1,760(本体価格¥1,600)

容量：750ml

2016

Piemonte Barbera

※無くなり次第 2017VT に切り替わります。

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。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 葡萄品種：バルベーラ

熟成： タンクで熟成

品番：I-483

JAN：4935919054836

¥1,430(本体価格¥1,300)

容量：750ml

ピエモンテを代表する白葡萄、アルネイスの魅力を引き出しました
ベストな状態で熟成出来るようコルクにもこだわった自信作です

ロエロ

アルネイス

Roero Arneis Arnerò

アルネロ

2019

40 ケース限り

土壌は粘土、石灰岩、シリカが混ざる組成です。収穫した葡萄は柔らかくプレスし、18～20 度に
温度管理しながらステンレスタンクで 7～10 日発酵させます。フレッシュさを保つため、マロラ
クティック発酵はさせません。ステンレスタンクで数ヶ月熟成させます。ジューシーな果実味。酸

中心の穴から微量の酸素を

味は穏やかで柔らかく、丸みのある優しい口当たりです。非常にバランスのとれた味わいに仕上が

取り込めるシンセティック

っています。
「このワインは 2～3 年熟成させることも可能」とダニエーレは話していました。
白・辛口

国／地域等：イタリア／ピエモンテ

コルクを使用しています。

葡萄品種：アルネイス

品番：I-850／JAN：4935919058506／容量：750ml

¥2,200(本体価格¥2,000)

