ミシェル グバール
MICHEL GOUBARD

コート シャロネーズ地区に位置するサン デゼール村を拠点とし 17 世紀か
ら続く家族経営のドメーヌです。現在 38ha を所有し、AOC コート シャロ
ネーズ、AOC ジヴリ、そして AOC ジヴリ プルミエ クリュ等を生産してい
ます。1962 年にドメーヌを引き継いだミシェル グバール（写真中央）はこれ
まで行っていた複合農業からワイン造りに専念することを決めました。1981 年
にサン デゼール村の村長を務め、また 1990 年にブルゴーニュ コート
シャロネーズの AOC 承認に尽力した立役者でもあります。
現在はミシェルの二人の息子が後を継ぎ、長男のピエール-フランソワがセラー
を、弟のヴァンサンが畑の管理を担当しています。

自然環境に配慮したワイン造り
葡萄栽培はリュット レゾネで、化学肥料、除草剤、殺虫剤は一
切使用しません。また、樹齢 2 年以下の若い葡萄には動物の糞
や葡萄の枝などオーガニックな肥料を与えます。また、環境に配
慮し、自然の生物多様性に重点を置いた農業に対してフランス
農水省が認定する HVE（Haute Valeur Environnementale）の
レベル 3 を取得しています。ワイン造りにおいては、出来る限り人的介入をせ
ず、その土地の特徴、個性を反映したワイン造りを目指しています。
近年ではラベルデザインをリニューアルし、現在は「ドメーヌ グバール
（Domaine Goubard）
」と表記してリリースしています。しかし、コート シャロネーズ ヴィエイユ ヴィーニュ（F-105）
はグバール家が初めて自家元詰めを行ったワインであり、ドメーヌの伝統を残したいとの意図から、「ミシェル グバール エ
フィス（Michel Goubard et Fils）」と表記しています。
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シャロネーズ地区の中部に位置
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し、赤ワインと白ワインにアペラシオンが
認定されていますが、生産量の大半は赤ワ
インが占めています。26 のプルミエ

ク

メルキュレ

ジヴリ

リュがあります。また、16 世紀に活躍した
フランス国王アンリ 4 世のお気に入りのブ
ルゴーニュワインであったという言い伝え
が残ることでも知られる産地です。

モンタニー

ジヴリの畑

ジヴリ ブラン 2019
Givry Blanc

このワインは異なる土壌を持つ２つの区画の葡萄で造られます。ひとつは「シャン プーロ（Champ Pourot）
」と呼
ばれる１ha の区画で、葡萄は 1970 年に植えられました。土壌はシルトを多く含むローム質です。この畑の葡萄は、
非常に丸みがありふくよか、ハチミツのフレイバーをワインにもたらします。もうひとつは「アン シェネーヴル（En
Chenevre）
」と呼ばれる 0.5ha の区画で、石灰質土壌、北東向きの斜面に位置しています。葡萄は 2011 年に植樹さ
れました。この畑の葡萄は、レモンのフレイバーをもつミネラル豊かなワインを生みます。収穫した葡萄は除梗し、
空気圧プレスでゆっくりと圧搾します。発酵はステンレスタンクで 18 度にコントロールしながら行います。熟成は全
体の 80％をステンレスタンク、20％をオークの新樽で 8 ヶ月行います。清澄し軽くフィルターをかけてボトリングし
ます。2 つの区画の特徴がうまく調和した非常にバランスの良い味わいに仕上がっています。
【白・辛口】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／コート シャロネーズ
等級：AOC

ジヴリ

葡萄品種：シャルドネ

熟成：80%をステンレスタンク、20%をオーク樽（新樽）で 8 ヶ月

品番：FC-370／JAN：4935919313704／容量：750ml

¥3,850(本体価格¥3,500)

ジヴリ ルージュ 2019
Givry Rouge

「シャン プーロ（Champ Pourot）」と「ヴェルノワーズ（Vernoise）
」の 2 つの区画をブレンドして造られます。粘
土とシルトの混ざる土壌、標高 150ｍ、南東向きのなだらかな平地にあります。葡萄は 1980 年に植樹されました。仕
立てはギヨー、1 本の枝に 8 芽を残します。収量は 40hL/ha です。収穫した葡萄は除梗します。アルコール発酵前に
タンクの温度を下げ 10 度で 4 日間、低温マセラシオンを行います。アルコールの無い状態でゆっくりと低温に置くこ
とで綺麗なアロマとフレイバーがゆっくりと抽出されます。アルコール発酵と醸しはコンクリートタンクで 8 日から
10 日間行います。発酵中、ピジャージュとルモンタージュを 1 日 1 回行います。発酵後、空気圧プレスでゆっくりと
圧搾します。熟成は全体の 80％をステンレスタンク、20％を 228L のバリックで約 12 ヶ月行います。区画ごとに分け
て醸造したワインをブレンドし、清澄はせず、軽くフィルターをかけてからボトリングします。新鮮なイチゴを思わ
せるフレッシュなアロマがあります。口に含むと程よいボディと上品なタンニンが感じられます。余韻はとてもジュー
シーです。
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／コート シャロネーズ
等級：AOC ジヴリ
葡萄品種：ピノ ノワール
熟成：80%ステンレスタンク、20%は 228L のバリックで約 12 ヶ月

品番：FC-371／JAN：4935919313711／容量：750ml

¥3,850(本体価格¥3,500)

ジヴリ ルージュ プルミエ クリュ ラ グランド ベルジュ 2018
Givry Rouge Premier Cru La Grande Berge
プルミエ

クリュの「ラ
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ベルジュ」は 2.64ha の単一区画の葡

限 定
360 本

萄で造られます。土壌はジュラ紀の粘
土石灰質、標高 250ｍの日当たりの良
い南東向きの丘に位置しています。葡
萄は 1970 年に植樹されました。仕立
てはギヨー、1 本の枝に 6 芽を残しま
す。収量は 35hL/ha です。収穫した葡
萄は除梗します。アルコール発酵前に
タンクの温度を下げ 10 度で 4 日間、
低温マセラシオンを行います。アル
コールの無い状態でゆっくりと低温

ラ グランド ベルジュ

に置くことで綺麗なアロマとフレイ
バーがゆっくりと抽出されます。発酵
と醸しはコンクリートタンクで 10～
15 日間行います。発酵中、ピジャージュとルモン

ラ

タージュを行います。発酵後、ゆっくりと圧搾し、

グ
ラ
ン
ド

オーク樽（新樽比率 20％）に移して 12 ヶ月熟成さ
せます。清澄はせず、軽くフィルターをかけてボト
リングします。赤や黒の果実やキルシュを思わせる

ベ
ル
ジ
ュ
の
畑

アロマが広がります。骨格はしっかりとしています
が、タンニンは洗練されており、熟成するにつれて
次第に溶け込んでいきます。
【赤・フルボディ】
等級：AOC ジヴリ

国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／コート シャロネーズ
萄品種：ピノ ノワール
熟成：オーク樽（新樽比率 20%）で 12 ヶ月

品番：FC-372／JAN：4935919313728／容量：750ml

¥4,950(本体価格¥4,500)

偉大なヴィンテージ
是非お試し下さい‼

ブルゴーニュの赤ワインとって素晴らしいヴィンテージとなった 2015 年。ワインスペクテーターではコート ド ニュ
イの赤が 98 点、コート ド ボーヌは 95 点。また、ワインアドヴォケイトにおいてもコート ド ニュイ赤が 98 点、
コート ド ボーヌで 96 点と非常に高い評価を受けています。
このワインは、これまで手頃な価格で熟成感を味わえるワインとして魅力を発揮しておりました。しかし、ヴィンテージ
の恩恵を受けた 2015 年は、エレガントな雰囲気はありつつも、凝縮度が高く、目の詰まった果実味と熟したタンニンで
ヴィンテージのクオリティの高さを感じることが出来、これまでのスタイルとは違う魅力が満載です。是非お試し下さい。

ブルゴーニュ コート シャロネーズ ヴィエイユ
Bourgogne Côte Chalonnaise Vieilles Vignes

ヴィーニュ 2015

このワインはグバール家が初めて自家農園元詰でリリースした特別なワインです。現在他のワインは「Domaine
Goubard」としてリリースしていますが、歴史的な思いからこのワインは今でも「Michel Goubard & Fils」の名でリ
リースしています。畑は、粘土石灰岩土壌で、南向きです。伝統的な方法で発酵、12 日間温度管理のもと醸しを行います。
発酵後、一部をセメントタンクで 12 ヶ月、残りをオーク樽で 15 ヶ月熟成させます。
【赤・ミディアムボディ】 国／地域等：フランス／ブルゴーニュ／コート シャロネーズ
等級：AOC コート シャロネーズ
葡萄品種：ピノ ノワール
熟成：オーク樽で 15 ヶ月、一部をセメントタンクで 12 ヶ月

品番：F-105／JAN：4935919041058／容量：750ml

¥3,080(本体価格¥2,800)

カン ブラウ／

D.O.モンサン

ヒル ファミリー エステーツの中では、華やかでエレガントさを秘めたスタイル

女性醸造家の腕が光る、注目の D.O.モンサン
ヒル ファミリー エステーツが運営する D.O.モンサンのボデガ
2 つのアペラシオンをまたぐ、エル モラール村に位置
セラーズ

カン ブラウは、ヒル

D.O.モンサン

ファミリー エステーツが D.O.モンサンのエリアで運営す

るワイナリーで、2003 年に設立されました。セラーズ カン ブラウの名称は、カタルーニャ語
で「can＝家」、
「blau=青」を意味し、光を受けたモンサンの土壌が青く見えたことが由来です。
カン ブラウは D.O.モンサンの南西部エル

モラール村にあります。興味深いのが、エル モラー

ル村は 2 つのアペラシオンをまたぐ特別な村であるということです。一つはモンサン、そして
もう一つは、スペイン屈指の高級ワイン産地プリオラートです。実際、カン ブラウのワイナリー
から 500ｍ離れただけでプリオラートの生産エリアとなります。
モンサンの土壌は非常に入り組んでおり、とても複雑です。カン ブラウが所有する畑の土壌は、
プリオラートに似ているスレートの区画もありますが、チョークと粘土質の区画が多く、粘土質
の土壌は他地域よりも鉄分が多いため、カリニェナの栽培に適しています。土壌が入り組んでい
るため、畑を購入する際には「畑に精通した人物がとても重要である」と当主のミゲル

ヒルは

言います。モンサンでは白葡萄はマカベオ、ガルナッチャ ブランカ、シャルドネ、黒葡萄はガ
ルナッチャ、シラーが主流で、近年はメルロも人気が出ていますが、カン ブラウではカリニェ
ナ、ガルナッチャ、シラーのみを栽培しています。また、自家畑の葡萄の他に近隣の農家からも
葡萄を購入しています。

カン ブラウのワイン造りを担う重要な存在
モンサンの複雑で多様な土壌を理解し、個性を引き出すワインメーカ ー
このワイナリーで指揮を執るのは、ワインメーカーのノリア ロペス

サロカ（以下ノリア）で

す。ワイン醸造学校としても歴史のあるタラゴナ大学を卒業後、アメリカやチリなどで経験を積
み、2005 年にこのエリアに来ました。農協などでの経験を経て、2012 年からカン ブラウで
働いています。この地でワインを造るためには、複雑に入り組んだ土壌を理解し、どこにどんな
品種を植えるか考えなければなりませんが、その点、彼女はこの地を深く理解しており、ミゲル
ヒルからも厚く信頼されています。ヒル ファミリーの基礎に、彼女自身の哲学が加わることで
カン ブラウのエレガントで複雑さのあるスタイルが形成されています。よく比較されるプリオ
ラートとの違いを、「プリオラートは花の核（中心）の部分、より集約されており力強い。モン
サンは花の萼（がく）の部分、華やかでエレガント、多様さがある」とノリアは語ります。

エル モラール村

プリオラート

畑・栽培・収穫
合計 35ha の畑を所有しており、
複数の区画に分かれています。
土壌はチョークと粘土が多い区画とプリオラートに似ている
粘板岩（スレート）の区画があります。前者はカリニェナの栽
培に、後者はガルナッチャの栽培に適しています。ワイナリー
は標高 230m に位置し、その周りに広がる標高 160ｍ～250
ｍの畑でカリニェナを栽培、ガルナッチャは標高 500ｍ～800
ｍに広がる畑で栽培しています。そして、シラーは石灰岩土壌
です。地中海性気候と大陸性気候の両方の影響を受けるため、
寒暖の差が激しい地域です。
栽培は基本的にはオーガニックです。収穫のタイミングを決め
るポイントは常に畑を回って葡萄を食べることです。イメージ通りに完璧な完熟のタイミングを逃し
てしまうと過完熟、つまりはバランスを失ってしまうので注意しなければなりません。

醸造作業の合理化とバリアフリー、
2 つの観点から思案した構造のワイナリー
ヒル

ファミリー エステーツの代表ミゲル ヒルが「モンサンで最も素晴らしい」と自画自賛す

るワイナリーは、その言葉通りとても美しく、また非常に合理的な設計になっています。設計は
元航空機の設計者であるミゲル ヒル自ら行ったというから驚きです。彼は、ヒル ファミリーエ
ステーツの全てのワイナリーの設計に携わっています。ワイナリーは醸造の合理化とバリアフ
リーの観点から思案した構造になっています。車イスでも全ての階にアプローチできるよう現在
のデザインにしました。異なる 3 つの高さをもった段差 9ｍの丘の上に立地するため、設計は非

1F

常に困難だったとのことです。

2F
3F

セラーを横から見た場合
3F
2F

セラー横手から撮影。写真奥手が 1F、手前
が 3F です。他のボデガ同様、2F までトラッ
クが来て葡萄を入れることができます。

1F

貯蔵庫、セラー
屋上（セラー裏手）には自家発電用のソーラーパネル。
芝生部分の下には貯蔵庫があり、温度を下げるために草が植えられています。

正面入口

醸造
ヒル ファミリー エステーツの他のワイナリーと同じく、葡萄は区画ごとに醸造、上級キュヴェに
なるほど小型のタンクや樽が用いられます。
●収穫後の葡萄は 2F より入れられる。運び入れる作業も室内で行う。
●1F の除梗機にて除梗、破砕。
●キュヴェごとに大きさの異なるタンク（4 度に保たれた）に入れて 2 日置き、その後７度に上げる。
＊この時点では、まだアルコール発酵は始まっていない。
●アルコール発酵には選別酵母を使用。発酵は 7～10 日間、25 度で行う。
●ラッキング。プレスしていないフリーランジュースはマス デ

カン ブラウ（S-190）に使用す

るため、木樽に移す。残りは プレスしてブラウ（S-188）、カン ブラウ（S-189）に使用する。
2F から葡萄を入れ、1F で除梗・破砕を行います。ヒル ファミリーの他のワイナリーと同じです。

最新技術で伝統的な構造を再現した、こだわりのプレス機
ワイナリーの設備で特筆すべきはプレス機です。昔ながらのプレス機の構造をオー
トメーション化したものを使用しており、キュヴェによってプレスの強さを変える
ことができます。ポイントはあまり強い圧力でプレスしないことで、それにより過剰
なタンニンの抽出を避けられます。このプレス機は 2013 ヴィンテージより使用して
います。

ブラウ
Blau

2018
＜ヴィーガン認証あり＞

収穫量は 1ha 当たり 12 トン、栽植密度は 4,000 本/ha です。ガルナッチャの畑の
土壌はスレート（粘板岩）、カリニェナは粘土質、そしてシラーは、石灰岩の土壌
です。収穫した葡萄はステンレスタンクに入れ、25 度以下にコントロールしなが
ら発酵、ポンピングオーバーを行います。マロラクティック発酵はフレンチオーク
で行い、フレンチオークの樽で 4 ヶ月熟成させます。清澄せず、珪藻土フィルター
で軽くろ過しボトリングします。このワインはフレッシュさやフルーティさを大切
にしているため、樽熟成は 4 ヶ月のみとしています。ブルーベリーやプラム、ラベ
ンダーのアロマにミネラルの要素が混ざっています。生き生きとした果実味があ
り、とてもバランスのとれた味わいです。モンサンは「聖なる山」という意味があるため、ラベルデザインは教会のス
テンドグラスをイメージしたものにしました。
★「ヴィノス 2021.03」で 90 点
【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／モンサン
葡萄品種：カリニェナ 50%、シラー25%、ガルナッチャ 25%
熟成：フレンチオーク樽で 4 ヶ月

品番：S-188／JAN：4935919071888／容量：750ml

カン ブラウ
Can Blau

¥2,090(本体価格¥1,900)

2017

収量は 1ha 当たり 9 トン、栽植密度は 4,000 本/ha です。収穫した葡萄はステンレスタンクに入れ、25 度以下にコントロー
ルしながら発酵、マロラクティック発酵はフレンチオークで行います。フレンチオークの樽（一部新樽）で 12 ヶ月熟成させ
ます。清澄せず、珪藻土フィルターを軽く通してボトリングします。ブラックチェリーやプラム、ラベンダー、お香を思わせ
る華やかなアロマの中に、スパイスや樽のスモークのニュアンスが混ざります。口当たりはまろやかで、深みがあり、長い余
韻が感じられます。
★「ヴィノス 2021.03」で 91 点
【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／モンサン
葡萄品種：カリニェナ 40%、シラー40%、ガルナッチャ 20%
熟成：フレンチオークの樽(一部新樽)で 12 ヶ月

品番：S-189／JAN：4935919071895／容量：750ml

¥3,300(本体価格¥3,000)

透けて通らないルビー。黒や青の果実の強いアロマ、さらに花を思わせるアロマに加え、かすかにスモーキーな木やバニ
ラの要素が感じられる。噛み応えと広がりのある口当たり、甘く、樽のスパイスをまとったカシスやチェリーのフレイバー
は次第に強まってくる。長くスパイシーなフィニッシュにはしなやかなタンニンが感じられ、その奥からジューシーなダー
クベリーのノートが漂う。
― ヴィノス 2021.03 ―

マス デ カン ブラウ 2011
Mas de Can Blau

60 本限り

収量は 1ha 当たり 4．5 トンと低く抑えています。栽植密度は 2,200～2,600 本/ha です。フリーランジュースのみを使用
します。ステンレスタンクに入れ、25 度以下にコントロールしながら発酵、マロラクティック発酵はフレンチオークで行
います。フレンチオークの新樽で、2011VT は 22 ヶ月熟成させています。清澄はせず、フィルターもかけずにボトリング
します。ブルーベリーやブラックベリーのアロマに、様々なスパイスやお香、そしてバルサムの香りが混ざっています。
たっぷりとしたボリューム、豊かな広がりがあります。
★「ペニンガイド 2016」で 92 点
【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／モンサン
葡萄品種：カリニェナ 35%、シラー35%、ガルナッチャ 30%
熟成：フレンチオークの新樽で 22 ヶ月

品番：S-190／JAN：4935919071901／容量：750ml

¥7,700(本体価格¥7,000)

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)

DOMAINE

ROSIER

ミシェル ロジェはシャンパーニュ出身で、1982 年にヴィルロングに移住し
ました。その後ワインが人気となり、手狭になったために 1985 年にはリムー
へ移転しました。自社畑は無農薬で有機栽培を行い、買い葡萄も、無農薬のも
のだけを確認して購入します。バニラや木ではなく、ピュアな葡萄の自然な味
わいこそ、自分たちの味だと考えています。

シャンパーニュ出身の生産者が南フランスで造る
高品質でお手頃価格のヴァン ムスー
ブランケット ド リムー
メゾン ロジェ ブリュット 2018
畑は、ヴィルロングの日当たりの良い傾斜地にあります。海洋性気候で、
粘土と石灰岩土壌の斜面です。標高は 300m です。8 月末～10 月の半
ばまで収穫します。収穫量は 50hL/ha です。全房圧搾の後、1 晩冷やし
て澱を沈めます。18 度に温度管理して、15 日間発酵させます。試飲し
て、異なる品種をブレンドします。酵母と糖分を添加します。14～16 度
の熟成庫で 9 ヶ月寝かせます。明るい金色。心地良い白い花、トースト
の香り。富士リンゴ、白桃、洋梨を思わせる生き生きとしたフレイバー

と一緒に、トーストの香りがはっきりと感じられます。シードル、リン
ゴ、そしてはっきりと分かるアニスを思わせる風味。スムーズでみずみ
ずしい余韻があります。鮮やかなオレンジ色のラベルが目を引きます。
白・スパークリング・辛口

国／地域等：フランス／ラングドック

等級：A.O.C.

生産者：ドメーヌ ロジエ 葡萄品種：モーザック 90％、シャルドネ 10％

品番：FA-769／JAN：4935919097697／容量：750ml

¥2,090(本体価格￥1,900)

おすすめのスパークリングワイン

2021.5_d

息子の二コラが、父ミシェルの後継者として手掛ける新たなキュヴェ
スタンダード キュヴェより熟成期間を長くすることで複雑さを出しています

ブランケット ド リムー キュヴェ プレスティージュ ブリュット 2018
Blanquette de Limoux Cuvée Prestige Brut

ミシェルの息子ニコラが、ロジェ家の伝統を引き継ぎながらも、自分らしさもある新しいワインを造ろうと手掛けた
ブランケット ド リムーです。畑は、リムー地区の日当たりのよい丘陵にあります。海洋性気候で、粘土と石灰岩土
壌の斜面、標高 300m です。8 月末～10 月半ばに収穫します。収穫量は 50hL/ha。全房圧搾の後、18 度に温度管理
して、15 日間発酵させます。試飲して、異なる品種をブレンドします。酵母と糖分を添加します。メゾン ロジエ
（FA769）との違いは、熟成期間が 1 年であるということです。3 ヶ月の差ですが､ワインはボトルの中でも様々な変
化をするので、味わいに違いが出てきます。より複雑味があります。淡い麦わら色。花やレモン、メロンの香り。生き
生きとしてクリーミー、バランスの取れた舌触りと味わいを感じさせます。
【白・スパークリング・辛口】 国／地域等：フランス／ラングドック
葡萄品種：モーザック 90％、シャルドネ 10％

等級：A.O.C.

品番：FC-315／JAN：4935919313155／容量：750ml

ミシェルが初めてスパークリングワインを手掛けた土地
ヴィルロングの葡萄で造るシャルドネ主体のヴァン ムスー
クレマン ド リムー テール ド ヴィルロング ブリュット 2018
Crémant de Limoux Terre de Villelongue Brut

「ヴィルロング」は、リムーから車で 10 分程離れた畑のある村の名前です。畑は、ヴィルロング
の日当たりのよい丘陵にあります。海洋性気候で、粘土と石灰岩土壌の斜面です。標高は 300m。
8 月末～10 月半ばに収穫します。収穫量は 50hL/ha。全房圧搾して、ファースト プレスとセカ
ンド プレスを使用します。1 晩低温で澱を沈めます。18 度に温度管理して、15 日間発酵させま
す。試飲して、異なる品種をブレンドします。酵母と糖分を添加します。14～16 度のセラーで
12 ヶ月熟成させます。明るい金色。エレガントでフレッシュな柑橘系の香り。とてもジューシィ
なスパークリングで、リンゴ、レモンの皮やトロピカルフルーツの風味を持っています。しっかり
と感じるトーストの香りは、フィニッシュまで続きます。親しみやすい風味の中にも、きりりとし
た味わいがあり、シャンパーニュにも見劣りのしない非常に上質なヴァン ムスーです。
【白・スパークリング・辛口】 国／地域等：フランス／ラングドック 等級：A.O.C.
葡萄品種：シャルドネ 80%、シュナン ブラン 10%、ピノ ノワール 10%

品番：F-472／JAN：4935919044721／容量：750ml

¥2,200(本体価格¥2,000)

¥2,200(本体価格¥2,000)

フランス／コート デュ ローヌ／ヴァケラス

ドメーヌ フォン サラド
娘のクレールがワイン造りに参加し、さらに洗練されたモダンなスタイルに

南ローヌらしい力強さとエレガンスを持つこだわりのワイン
今まさに変化している、ヴァケラスの新世代のドメーヌ
ドメーヌ

フォン

サラドは、ヴァケラスの北のポンシュの高台に位置する家族経営のワイナリー

です。オーナーのベルナール

ビュルルは、弊社のローヌワインの原点と言える造り手、エドモン

ビュルルの長男です。ベルナールは実家のあるジゴンダスを出て、隣村のヴァケラスにあるフォン
サラドを 2002 年に義父から引き継ぎました。その後の 2004 年にエドモンが他界し、実家のワイ
ナリーであるドメーヌ ビュルルが残されましたが、弟たちが後を継いでいます。ワイナリーはと
ても近いため、ベルナールが弟たちにアドバイスをすることもあります。
2015 年には、ベルナールの娘であるクレールがドメーヌに参加し、近年のワイン造りに大きな影
響を与えています。クレールが参加してからのワインは、南ローヌらしい力強さを持ちながらも、
洗練されたモダンなスタイルに仕上げており、エレガンスを感じさせます。クレールは 1993 年生
クレール ビュルル。訪問の際に

まれで、モンペリエ醸造大学を卒業後、オーストラリアのワイナリーで研修しました。若いですが

は、私たちの質問に対し教科書的

非常にしっかりとしており、私たちが訪問した際には、おしゃべり好きな父とその兄弟たちが大騒

に答えるのではなく、自分の考え

ぎするのを一喝する場面もあるほどです。聡明で快活な彼女の働きが、フォン サラドのワインを

を実直に伝えてくれました。

さらに磨きがかかったものにしており、今後も非常に楽しみな造り手と言えます。

ヴァケラスとジゴンダス――2 つのクリュの違いについて
フォン サラドはヴァケラスとジゴンダスの 2 つのクリュからそれぞれワインを手掛けていま
す。ジゴンダスは赤ワインとロゼワインしか生産できませんが、ヴァケラスは赤とロゼに加え
白ワインも生産できます。どちらも赤ワインの主要品種はグルナッシュで、南ローヌらしい力
強いワインではありますが、ヴァケラスの方がエレガントで、ジゴンダスの方がパワフルに仕
上がることが多いようです。
「ヴァケラスはシラーを、ジゴンダスはムールヴェードルを多くブレンドしています。ヴァケラスは標高が 68～254m とそれほど
高くありませんが、様々な要素のバランスが良いワインです。ジゴンダスは標高が 87～698m と高く、土壌は粘土が多くなりま
す。ワインのスタイルはより丸みがあって重く、アルコールのボリュームも感じられます」

クレールの理想的なワイン造りのためにセラーを新設

2015 年、ベルナールがクレールのために新しいセラーを完成させました。セラーには 200hl のコンクリートタンクが 16 個、120hl
のステンレスタンクが 10 個あります。以前までは 800hl しか醸造できなかったため、全てのワインを自社で生産できず、他の生
産者へ販売することもありました。現在は 2 倍以上の 1700hl を醸造できるようになっています。タンクの内部は合成樹脂でコー
ティングされています。タンクの温度管理は手動から自動になったため、とても機能的になりました。セラー内はとても清潔に保
たれていて、「シルクのような滑らかな肉付きのあるワイン造りを目指している」という言葉通りのワインが出来るのも納得です。

ベルナールがクレールにも触らせないほど気に入っている
「プラン ド デュー キュヴェ エゴイスト」の葡萄畑
ベルナールが学生の頃から好きで好きでたまらず、今もクレールに手伝わせないという、まさに「エ
ゴイスト」な畑です。父エドモンが、いとこの所有していた土地（当時は畑ではなく森でした）を借
り受け、いとこが亡くなった後に貰い受けました。1971 年、当時はまだ学生だったベルナールが、
父とともに植樹し、初めて管理を任された思い出の畑です。当初はアペラシオンもない手付かずの土
地でしたが、既にそのポテンシャルを見抜いていたという、偉大な父エドモンの先見の明が良く分り
ます。また、父から相続したベルナールも、シラーだけが植えられていた畑に、もしも AOC に認定
されたらグルナッシュやムールヴェードルが必要になると見越して、それらの品種を植えました。父
に似て先見の明のあったベルナールを象徴するエピソードといえます。

ビュルル家のワインを合わせるなら「サラミ」！ ぜひお試しください
フォン サラドとドメーヌ ビュルル、2 つのビュルル家のワイナリーはヴァケラス村とジゴンダ
ス村で隣同士ということもあり、訪問すると 2 軒のドメーヌのワインを一緒に試飲することにな
ります。ワインの品質をシビアに確認するのですが、彼らも分かっているのか、テイスティング
の際に必ず用意してくれるのが「ソシソン（サラミ）
」です。ビュルル家のワインとの相性は抜群
で、美味しすぎてついワインが進んでしまうほど……。これぞまさにマリアージュ！
他、テリーヌや肉料理との相性ももちろんおすすめです。

サラミの

Les Crus des Côtes du Rhône / クリュのワイン（AOC）
コート デュ ローヌの AOC の内、最上とされるクラスのワインです。ヴァケラスやジゴンダス、シャトーヌフ デュ パプなど、17 の村が
クリュとして認定されています。ヴァケラスはミネラリーでエレガント、ジゴンダスはボリュームがありパワフルといった違いがあります。

（左）ヴァケラス キュヴェ プレスティージュ ２０１５
Vacqueyras Cuvée Prestige
標高 150m のなだらかな斜面に位置する、14 区画の葡萄をブレンドしたプレスティージュ キュヴェで
す。ブラックベリーのアロマ、しっかりとしたボディと骨格があります。土壌は下層土に粘土を含むマー
ル（泥灰土）と丸い小石です。仕立てはコルドン ロワイヤで 1 本の樹に 6 房残します。
収穫量は 35hL/ha
です。低温で 20～25 日醸しをします。フランスのアリエ産のバリック（新樽でない）でマロラクティッ
ク発酵を行い、13～14 ヶ月熟成させます。ピジャージュに加え毎日ルモンタージュします。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：グルナッシュ、シラー、他
熟成：アリエ産のバリック（2～3 回使用した樽）で 13～14 ヶ月熟成

品番：FB-523 JAN：4935919215237

容量：750ml

¥4,400(本体価格¥4,000)

（右）ヴァケラス レ オート ド ラ ポンシュ ２０１６
Vacqueyras Les Hautes de la Ponche
単一畑「ラ ポンシュ」からのヴァケラスです。熟した赤いフルーツのアロマがあり、果実味は非常に
ピュアで、しっかりとした骨格とタンニンが感じられます。ドメーヌの裏にある標高の高い畑で、土壌
は粘土質マール、周辺にはガリーグ（野生のハーブ）が自生しています。葡萄の平均樹齢は 30 年、収量
は 35hL/ha です。収穫は手摘みです。発酵はコンクリートタンクで行い、醸しの期間は 18～25 日間。
毎日ルモンタージュします。コンクリートタンクで 10～12 ヶ月熟成させます。ろ過せず瓶詰めします。
★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2019」で 1 星
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：グルナッシュ、シラー、ムールヴェードル
熟成：コンクリートタンクで 10～12 ヶ月

品番：FC-011 JAN：4935919310116

容量：750ml

¥3,520(本体価格¥3,200)

ジゴンダス キュヴェ レ ピジェール ２０１８
Gigondas Cuvée Les Pigières
単一畑「レ ピジェール」からのジゴンダスです。スパイシーで熟した香りや、パワフルな風味があり、余韻は長
く続きます。畑は標高 200ｍの丘にあり、面積は 1.25ha と小さく、土壌は下層土に粘土を持つ、痩せた石灰質マー
ル（泥灰）で、周囲にはガリーグ（野生のハーブ）が自生しています。ガレ ルレと呼ばれる石灰岩の石がごろご
ろしています。また、非常に風の強い場所です。仕立てはゴブレ、1 本の樹に 5 房付けます。収穫の際に、選別し
ます。収穫量は、35hL/ha です。100％除梗し、コンクリートタンクで 25 日発酵、醸しをします。毎日ルモンター
ジュします。圧搾前に澱引き、90％フリーランワイン、10％プレスワインを使います。ブレンドした後、タンクで
マロラクティック発酵させます。熟成もコンクリートタンクで、10 ヶ月行います。清澄はせず、軽くろ過します。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：グルナッシュ 50%、ムールヴェードル 25%、シラー25%
熟成：コンクリートタンクで 10 ヶ月

品番：FB-524

JAN：4935919215244

¥4,400(本体価格¥4,000)

容量：750ml

Côtes du Rhône Villages + 村（地域）名 / 地理的名称付きのヴィラージュ

ワイン（AOC）

クリュのワインに次ぐ上級ワインで、コート デュ ローヌ ヴィラージュに続いて村（地域）名を付記することが出来ます。サブレやシニャ
ルグなど、21 の村（地域）が認定されています。ラストーやケラーヌのように、クリュのワインに昇格することもあります。

プラン ド デュー キュヴェ エゴイスト ２０１８
Plan de Dieu Cuvée Egoïste

※無くなり次第 2019VT に切り替わります。

「AOC コート デュ ローヌ ヴィラージュ プラン ド デュー」は地理的名称付きのヴィラージュ ワインですが、村の名前が
ついていない珍しいワインです。中世の時代に山賊がはびこっており、低木の森林を抜けるには神に祈るしかなかったこと
から、
「神の平原（プラン ド デュー）」と名付けられたと言われています。ベルナールが好きでたまらず、クレールにも触ら
せない唯一の畑です。ヴィオレス村に位置するプラン ド デューの丘にある、1ha の単一畑の葡萄から造られます。プラム
を思わせるアロマがあり、バランスがよくしっかりとした骨格があります。大きな丸石が特徴的で、1 本の葡萄樹に 8 房付け
ます。収穫の際に選別します。収穫量は 40hL/ha。葡萄は混植混醸で、100％除梗しコンクリートタンクで 25 日間発酵と醸
しをし、ピジャージュも行います。圧搾前に澱引きし、90％フリーランワイン、10％プレスワインを使います。ブレンド後、
タンクでマロラクティック発酵し、コンクリートタンクで 12 ヶ月熟成させます。清澄せず、軽くフィルターを通します。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：グルナッシュ、ムールヴェードル 熟成：コンクリートタンクで 12 ヶ月熟成

品番：FB-522

JAN：4935919215220

容量：750ml

¥2,310(本体価格¥2,100)

Vallée du Rhône / その他の村名表示ワイン（AOC）
「AOC ヴァントゥー」のように単独の村名がついた AOC ですが、最上位のクリュとは異なり「AOC コート デュ ローヌ ヴィラージュ
+村名」や、
「AOC コート デュ ローヌ ヴィラージュ」
、
「AOC コート デュ ローヌ」の下位に位置しています。より親しみやすい味
わいで、コストパフォーマンスに優れたワインを見つけることが出来るため、まさに掘り出し物が多い AOP といえます。

（左）ヴァントゥー レ テール ルージュ ２０１７
Ventoux Les Terres Rouges

※無くなり次第 2018VT に切り替わります。

オービニャン村の単一畑「レ テール ルージュ」からのヴァントゥーです。生き生きとして香り高
く、カシスや赤い果実、花のアロマが感じられます。味わいには赤い果実や胡椒のニュアンスがあり
ます。土壌は砂と粘土です。収穫は手摘みで、収穫量は 35～40hL/ha です。グルナッシュは通常の
造り方ですが、シラーはアロマを抽出するために、4 日間 10～14 度でコールド マセレーション
を行います。コンクリートタンクで 12～14 日発酵し、少しだけ清澄します。毎日ルモンタージュ
します。温度を低く保てるコンクリートタンクを使用します。マロラクティック発酵の後ブレンド
し、ミクロ ビュラージュしています。コンクリートタンクで 7～8 ヶ月熟成させます。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：シラー、グルナッシュ、他 熟成：コンクリートタンクで 7～8 ヶ月

品番：FB-294

JAN：4935919212946

容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

（右）ヴァントゥー ル カリニャン ２０１８
Ventoux Le Carignan
ベルナールが好きな葡萄品種であるカリニャンを主体にした特別なヴァントゥーです。ファーストリ
リースは 2017VT です。アメリカの顧客がカリニャンのタンクを試飲した際に大変気に入り、これ
を主体にしたキュヴェを造って欲しいとオファーがあり、自分達でも満足したため製品化したそうで
す。熟したプラムやブラックチェリーを思わせる華やかなアロマが広がり、非常にフレッシュです。
かすかにスパイシーな要素も感じられ、非常にバランスがとれています。畑はヴァケラスの南、オー
ビニャン村にあり、樹齢 50 年の葡萄を主体にしています。土壌は砂と粘土で、収量は 35～40hL/ha
です。収穫は手摘みで行います。コールド マセレーションを行った後、コンクリートタンクで 10
～15 日間、発酵と醸しを行います。コンクリートタンクで約 6 ヶ月熟成させます。
【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C.
葡萄品種：カリニャン、グルナッシュ 熟成：コンクリートタンクで約 6 ヶ月

品番：FC-232

JAN：4935919312325

容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

Vaucluse ／ ヴォークリューズ県の広域ワイン（IGP）
AOC の条件を満たさないワインですが、生産者によっては AOC では認可されていない品種や、複数の村をまたがるブレンドなど、より自由
度の高いワインを手掛けているため、クオリティが高いワインが発見できます。

（左）ヴォークリューズ ル カデ ２０１７
Vaucluse Le Cadet

※無くなり次第 2018VT（等級：ヴァン ド フランス）に切り替わります。

ヴァントゥーのメルロと、ジゴンダスのシラーを使用した特別なキュヴェです。
「ル カデ」はフォ
ン サラドのワインの中で「末っ子」であることを意味しています。作柄が良くない年はバルクで
売ってしまうほどのこだわりで、時代のニーズを考慮しスムーズで飲みやすいスタイルにしていま
す。スモーキーでビターな味わい。フィニッシュに豊かな果実味があるのでアルコールが気になり
ません。メルロは機械摘み、シラーは手摘みです。100％除梗し、あまり抽出が強くならないよう、
発酵は 10 日間にしています。メルロのみミクロ ビュラージュでタンニンを和らげています。
【赤・ミディアムボディ】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：I.G.P.
葡萄品種：メルロ、シラー、他

品番：FB-417

JAN：4935919214179 容量：750ml

¥1,540(本体価格¥1,400)

（右）ル ブラン ヴィオニエ ２０１９
Le Blanc Viognier
ヴァケラスのヴィオニエを 100%使用して造る、生産量の少ない限定キュヴェです。ミネラル感と
洋ナシや白桃の香りがあり、凝縮した味わいが楽しめる余韻の長いワインです。魚料理や網焼きに
した海老などに良く合います。土壌は、砂とシルトです。早朝に収穫します。収穫量は 33～
40hL/ha。除梗も破砕もせずにすぐに圧搾し、茎を残すことで酸化を防いでいます。冷却装置のつ
いたステンレスタンクに入れ、発酵前に 4～5 度で 24 時間かけて不純物を沈殿させます。約 14 度
で 3 週間発酵させ、途中でバトナージュします。マロラクティック発酵はさせていません。
【白・辛口】国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：I.G.P.
葡萄品種：ヴィオニエ 熟成：ステンレスタンクで 4～5 ヶ月熟成

品番：FB-384

JAN：4935919213844 容量：750ml

¥2,090(本体価格¥1,900)

ヴィニエティ デル ヴルトゥーレ
VIGNETI DEL VULTURE

標高の高い火山性土壌の畑に植えられた高樹齢の土着品種を使用

細部にまでこだわるアチェレンツァのブティック ワイナリー
この土地にしかない特別なテロワールを活かしたワイン造り
ヴィニエティ
ニ

デル

ヴルトゥーレは、バジリカータ州アチェレンツァでファンティー

グループが経営するワイナリーです。この土地の農協が破産してしまったところを、

ファンティーニ グループが出資する形で 2010 年にスタートしました。現在は 100％
ファンティーニ グループの資本となっています。アチェレンツァは標高 800m ほどの
丘の上にあり、イタリアの最も美しい町の一つとして知られており、古代ローマの詩人
ホラティウスが、
「鷹の巣のようだ」と形容したと言われています。この地域は、南イタ
リアにありながら、標高が 500m 以上と高いため夜になると気温がとても低くなるとい
う特徴があります。ファンティーニ グループの設立者ヴァレンティーノ ショッティは、
「日照量が多く、私たちが求めているスタ
イルのワインを造るのに最高のコンディションです。イタリアの中でも、また私たちの葡萄畑の中でも、最も素晴らしい葡萄がこ
のエリアから生産されます。まるで時が止まったかのような町で、ここでは 60～70 年前の生活が今も変わらず、すべてのことが
自然のままに行われています」と話していました。
ワイナリー名は、この地域の有名な死火山ヴルトゥーレ山にちなん
でいます。ラベルに使われるロゴマークは、火山が噴火して溶岩が流
れ出している様子をイメージしています。何世紀も前にヴルトゥー
レ山が噴火した際に、鉄分と石灰が混じるミネラル豊富な火山性土壌が形成されました。この
土壌のおかげで、肉厚でボリューム感がありながら、柔らかいスタイルのワインに仕上がりま
す。ほとんどの葡萄畑が斜面にあるため雨水が流され、水分の過剰な供給を防ぐことが出来ま
す。使用する葡萄の平均樹齢は 60 年。ファンティーニ グループのワイナリーの中でも収穫期
は最も遅く、すべて手摘みで行われます。グループのヘッドワインメーカーであるデニス ヴェルディッキア（最上部写真）は、
「バ
ジリカータは素晴らしいエリアで、アリアーニコは非常にポテンシャルの高い葡萄です。ネッビオーロのような力強さがあり、非
常に長く熟成出来ます」と話していました。

アチェレンツァの地下に広がる洞窟が自然の熟成庫
ヴィニエティ

デル

ヴルトゥーレでは、ワインの貯蔵庫としてアチェレンツァの

地下に存在する洞窟を利用しています。これらの洞窟は、もともとは村の住人が外敵
から身を守るために造られたものでした。洞窟の中は非常に涼しく、季節を問わず 16
～18 度程度の一定の気温に保たれており、ワインを熟成させるのに最適と言えます。
熟成に用いる木樽はオーダーメイドで、フランスのメーカーを毎年訪問して、自分達
で一番良い木材を選び、樽の焼き具合も決めています。また、樹齢の古い板の方がよ
り豊かなテクスチャをもたらすので、出来るだけ樹齢の古い木の板を使うようにし
ています。

『ピアーノ デル チェッロ』の畑の守り神
ファンティーニ

グループでは、ほとんどの葡萄畑をオーガニックに近い栽培方法

で管理していますが、認証マークにはコストがかかるため一部の銘柄でのみ取得し
ています。ヴァレンティーノは、
「品質はイマイチだけどオーガニックだから良い、
では意味がありません」と語ります。
右の写真は、トップ キュヴェのピアーノ デル チェッロ（I-587）の畑の写真です。
ヴァレンティーノが最初にこの畑に行ったとき、蜘蛛の巣だらけだったため栽培農
家に理由を尋ねたところ、自分の畑では農薬や殺虫剤を使っていないからだと言わ
れたそうです。ヴァレンティーノは「蜘蛛は畑の守り神」だと言います。
「ここは標高が 500ｍ以上と高く、夜になると気温が非常に低くなります。葡萄に害を与える
ような虫は死んでしまうため、殺虫剤を使う必要がありません。そのため、有機栽培を行うこ
とが出来ます。蜘蛛は科学的な物質に敏感で、農薬や殺虫剤を使うと死んでしまうか、別の場
所に逃げてしまうそうです。このように、数多くのクモの巣が畑にはられているということは、
その畑が健全で自然であることを証明しています。まさに、蜘蛛は畑の守り神なのです。その
ため、ピアーノ

デル

チェッロのラベルは蜘蛛をモチーフにデザインしています」
。

最高の年にのみ限定生産するトップ キュヴェ
畑の守り神である蜘蛛をラベルデザインに採用しています
ピアーノ デル チェッロ
アリアーニコ デル ヴルトゥーレ ２０１７
Piano del Cerro Aglianico del Vulture
アチェレンツァの畑と、平均樹齢 90 年のマスキートの畑の葡萄を使用します。
標高はどちらも 500m で斜面に広がっています。南東向きで日当たりが良く、
風が強いため湿気を飛ばします。オーガニックに近い栽培方法です。畑には余
計な手を加えず、自然な状態を維持。発酵した後の果皮や種を肥料として畑に
撒いています。グリーンハーベストには、ファンティーニ

グループの全エノロゴの統括者、フィリッポ

バッカラーロ達も参加します。収穫後、粒単位で選別します。木製のオープンタンクで 25～30 日間発酵さ
せます。その間、6 時間毎にルモンタージュをします。マロラクティック発酵を行い、バリックで 18 ヶ月
熟成させます。バルサムやスパイスの香りと共に、クワの実や黒フサスグリのジャムの香りがあります。す
ばらしい骨組み、バルサムの余韻がこのワインを特徴付けます。新鮮で質の高いアルコール感とまろやか
で濃厚なタンニンが感じられます。納得出来るヴィンテージにしか造りません。
★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 98 点、「イ ヴィーニ ディ ヴェロネッリ 2020」で 3 星／93 点

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／バジリカータ 等級：D.O.C.
葡萄品種：アリアーニコ 熟成：バリックで 18 ヶ月

品番：I-587／JAN：4935919055871／容量：750ml

¥4,180(本体価格¥3,800)

今月のおすすめ生産者

2021.5

土着品種の魅力を引き出して造るこだわりのワイン
（左）ピポリ ビアンコ グレーコ フィアーノ ２０１９
Pipoli Bianco Greco Fiano
土着品種グレーコとフィアーノをブレンドしています。畑は、標高 600m という高所にあります。非常に華やか
な香りで、素晴らしい品質です。緑がかった黄色。柑橘類（レモン、ライム）や熟した白い果実（白桃など）の
強い香り、フレッシュさを高める酸があり、適度なボディも感じられます。
★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2021」で 94 点
【白・辛口】国／地域等：イタリア／バジリカータ 等級：I.G.P.
葡萄品種：グレーコ 50%、フィアーノ 50% 熟成：ステンレスタンクで 5～6 ヶ月

品番：I-630

JAN：4935919056304

容量：750ml

¥1,760(本体価格¥1,600)

（右）ピポリ アリアーニコ デル ヴルトゥーレ ２０１８
Pipoli Aglianico del Vulture
酵母は天然酵母です。スミレ色がかった、濃縮した赤色。サクランボやマラスカチェリーの強い香り、スパイス
やバニラの香りもあります。しっかりとした骨格、長い余韻、バルサムの風味、熟したタンニン。長い余韻があ
ります。濃厚で、パワフルですが、飲みやすさがあります。
★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 93 点 ★「サクラアワード 2020」でゴールド
★「イ ヴィーニ ディ ヴェロネッリ 2020」で 2 星／89 点
【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／バジリカータ 等級：D.O.C.
葡萄品種：アリアーニコ 熟成：ステンレスタンク 60％、樽 40％で 10 ヶ月、瓶で 3 ヶ月

品番：I-586

JAN：4935919055864

容量：750ml

¥1,870(本体価格¥1,700)

華やかな香りと優しい甘みの弱発泡性ワイン

限定 150 ケース

可愛らしいハートラベルが目を引きます

5 月下旬入荷予定
年に 1 度の入荷! 2020VT ご予約承ります

センスアーレ モスカート ２０１９
Sensuale Moscato

※2020VT より、本体価格¥1,600 に改定致しました。

粘土の多い火山性土壌でカルシウム、窒素、凝灰岩が
豊富です。輝きのあるゴールデンイエロー。桃や洋ナ
シ、マンゴーなどの豊かなフルーツのアロマ、そして
もちろんモスカートの持つエキゾチックなニュアン
スも感じられます。採れたての果実を思わせる新鮮な
果実味、心地よい甘さがあり、とてもバランスが取れ
ています。
★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2021」で 94 点
【白・弱発泡性・やや甘口】
国／地域等：イタリア／バジリカータ
等級：I.G.P. 葡萄品種：モスカート ビアンコ
熟成：ステンレスタンクで熟成

品番：I-738 容量：750ml
JAN：4935919057387
¥1,870(本体価格¥1,700)

ピポリ ロザート バジリカータ ２０２０
Pipoli Rosato Basilicata

4～5 度の低温で 12～18 時間、スキンコンタクト
を行なった後プレスして 14～16 度で発酵しま
す。赤や黒のさくらんぼを思わせる甘い香りが広
がります。フレッシュで洗練されたクリアな味わ
いで、果実味の甘さと酸のバランスが素晴らし
く、程よいコクが感じられます。
【ロゼ・辛口】
国／地域等：イタリア／バジリカータ
等級：I.G.P. 葡萄品種：アリアーニコ

品番：I-613 容量：750ml
JAN：4935919056137
¥1,760(本体価格¥1,600)

プーリア州北部で造る希少な土着品種からのワイン
トゥファレッロ ネーロ ディ トロイア ２０１８
Tufarello Nero di Troia

6 月 1 日より価格改定
¥1,870(本体価格¥1,700)

プーリア州北部のカノーザの畑で栽培された葡萄を使用しています。ファンティーニ グループは、プーリア
州南部ではヴィニエティ デル サレントを所有していますが、カノーザはアチェレンツァの方が近いため、こ
ちらでボトリングしています。表ラベルには、プーリアの栽培農家の方に敬意を表し、その土地にちなんだブ
ランドネーム「ヴィニエティ カノージ」の名が記されています。ブルーベリーやスパイスの混ざる豊かなア
ロマがあり、口に含むとしっかりとしたタンニン、骨格が感じられます。非常にバランスのとれた味わいです。
【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／プーリア 等級：I.G.P.

品番：I-886

JAN：4935919058865

容量：750ml

葡萄品種：ネーロ ディ トロイア

¥1,760(本体価格¥1,600)

WANDS 2021 年 3 月号で紹介されました‼
春の定番アイテム

「ロワールのソーヴィニヨン・ブラン」

39 アイテムが掲載
された中、第 3 位と
いう高評価を獲得‼

完熟フルーツと硬質なミネラル感とのバランスが取れた、美しいプロポーション。
内に向かうようなエネルギー。塩味を感じさせるアフター。
今飲んで抜群においしく、熟成も期待できる。 （井黒 卓氏のコメント）

プイイ フュメ レ シャン ド クリ
Pouilly Fumé Les Champs de Cri

2019

トラシー村のレ シャン ド クリの畑は、2ha、標高 210ｍ、南東向きの斜面に広がっています。収穫
量は 45hL/ha。古い樹のため、年によって収穫量が異なります。土壌は泥灰土の中に、バロワ石灰岩が
あります。収穫は機械摘み。圧搾後、24 時間果汁を落ち着かせます。タンクで発酵。酸度を保つため、
マロラクティック発酵させません。バリック（一部新樽）を使い、澱を撹拌して、10 ヶ月熟成させます。
軽く清澄とろ過します。非常に集約があり、白桃やパイナップルの熟した果実味が感じられます。バラン
スよく、長い余韻が感じられます。
【白・辛口】 国／地域等：フランス／ロワール 等級：AOC プイイ フュメ
生産者：マルク デ シャン
葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン
熟成：バリック（一部新樽）で 10 ヶ月

品番：FB-915／JAN：4935919219150／容量：750ml

こちらのワインも紹介されました‼
ルイイ

ブラン ラ レ 2018

Reuilly Blanc La Raie

※無くなり次第 2019VT へ切り替わります

樹齢は平均 18 年、古いものは 25 年以上になります。9 月初めに機械で収穫します。除梗、破砕し、低圧
で圧搾、低温で 12～24 時間清澄させます。18 度に温度管理しながらステンレスタンクで発酵させます。
澱と共にステンレスタンクで 6 ヶ月寝かせます。淡く緑がかった明るい黄金色で、さわやかにしまった、
新鮮でまろやかなワインです。地元での評価も高くほとんど地元で消費され、とても入手困難なアイテム
です。サンセールやプイイ フュメに近い味わいを持っています。
【白・辛口】国／地域等：フランス／ロワール
等級：AOC ルイイ
生産者：クロード ラフォン
葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン
熟成：ステンレスタンクで澱と共に 6 ヶ月

品番：F-297／JAN：4935919042970／容量：750ml

6 月 1 日より価格改定
¥2,750(本体価格¥2,500)
円

¥2,640(本体価格¥2,400)

¥3,850(本体価格¥3,500)

91pt

BORDEAUX / GRAVES

シャトー クラビティ

シャトー

クラビティは、ボルドーのグラーヴにあるポルテの町に位置しています。元々は修

道院が運営していたシャトーで、1985 年ジャン ラルフ

ド

バトレがシャトーに呼ばれ、

葡萄畑の管理と醸造を任されました。ジャン ラルフは畑の一部をカベルネ

ソーヴィニヨン

に植え替えるなど、葡萄畑の再構築、そして拡張を行い、ワインの品質を上げるべく、愛情を
注いできました。その後、1999 年に息子のアルノー ド

バ

トレが父の後を継ぎ、さらに葡萄の品質、ワインの品質を向
上させ、高い評価を得るまでになりました。この土地の素晴
らしさから、さらなる可能性を感じていたアルノーは、2008
年に修道院からシャトーを購入しバトレ家が所有者となり
ました。
ベタンヌ＆ドゥソーヴ「フランスワイン格付け」おいて、
「ポ
ルテの地区では最も手入れが行き届き、現在確実に、最もバランスの良い赤ワインを提供するクリュの一つ。まさしく古典主義のボルドー
の味覚である」と紹介されています。さらに、ヒュー ジョンソン「ポケット

ワイン ブック 2019」で赤、白共に赤 2 星評価を得てお

り、「オーナーのアルノー ド バトレはメルロとカベルネから調和とれた赤、そして少量だがセミヨンとソーヴィニヨン ブランよる生
き生きした白を生産している」と紹介されています。

カベルネ ソーヴィニヨンの可能性に期待をよせる
父のジャン ラルフが修道院に呼ばれた当初は、メルロしか植えられていま
せんでしたが、一部をカベルネ ソーヴィニヨンに植え替えました。現オー
ナーのアルノーもカベルネ
これまでにカベルネ

ソーヴィニヨンと土壌の相性に可能性を感じ、

ソーヴィニヨンの比率を高めてきました。「病気や収

穫前の雨などリスクも高い品種ですが、それに耐えた葡萄は優雅な味をもた
らすと考えています」とアルノーは語ります。

写真右：アルノー

ド

バトレ

「HVE レベル 3」を取得
環境に配慮し、自然の生物多様性に重点を置いた農業に対し

てフランス農水省が認定する HVE（Haute Valeur Environnementale）のレベル 3 を取得しています。2015VT より HVE
の認証マークがラベルに表示されています。
また、7 月上旬にグリーンハーベストを行ない、収穫量を制限することで、質の良い葡萄を得られるようにします。「おおむね 1 本の樹に
4 房から 8 房残しますが、何房残すと数で決めているわけではありません。畑全体を観て、最終的に 45hL/ha になるように調整していま
す。例えば、雨が多いと同じ房の数でも 1ha 当りの収穫量は増えます。その年の状況に応じて判断します。良い葡萄を得るには収穫まで
の適切な畑仕事が大切なのです」とアルノーは語ります。

良い区画は「シャトー クラビティ」としてリリース
畑全体の中で、良い区画をシャトー
ます。また、シャトー

クラビティとしてリリースしてい

クラビティはフリーラン

ジュースのみを使用

し、プレスで得られた果汁はセカンドワインのシャトー

トレビアック

にブレンドします。

ソーヴィニヨン ブランとセミヨンの互いの良さが引き立つ魅力的な香り

グラーヴの高品質な白
シャトー

クラビティ

Château Crabitey Blanc

ブラン 2017

300 本限り

収穫量は 40hL/ha です。葡萄は朝 6 時から手摘みで収穫します。ニューマティックプレスでソフトに圧搾しま
す。その後、5 度で 24 時間静置し清澄します。フレンチオークの樽に入れ、16 度で発酵させます。澱と共に
撹拌しながら、フレンチオークの樽（10～20％新樽、他は 1 回使用した樽、2 回使用した樽を半分ずつ）で 6 ヶ
月熟成させます。1 週間に 2～3 回バトナージュします。
★「レ メイユール デュ ヴァン ド フランス 2020」で 15 点
【白・辛口】 国／地域等：フランス／ボルドー グラーヴ
葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン 70%、セミヨン 30%
熟成：フレンチオーク樽（10～20%新樽）で澱と共に 6 ヶ月

品番：FC-220／JAN：4935919312202／容量：750ml

¥3,080(本体価格¥2,800)

LE GUIDE HACHETTE DES VINS

「アシェット ガイド 2018」
が

シャトー

２ 星 ★★
クラビティ

Château Crabitey Rouge

ルージュ

収穫は、機械摘みです。収穫量は 45hL/ha です。100％除梗します。8～10 度で 2～3 日間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ないますが、一部は樽で行ないます。発酵温度は、22 度でスタートし、
25～28 度に保ち、5～8 日間。その後醸しを 28 度で 10 日間行います。熟成は樽（新樽、1 回使用した樽、2 回
使用した樽各 1/3）で 12 ヶ月行います。清澄は卵白で行い、ろ過はしません。
【赤・フルボディ】 国／地域等：フランス／ボルドー グラーヴ
葡萄品種：メルロ 50%、カベルネ ソーヴィニヨン 50%
熟成：樽（1/3 新樽）で 12 ヶ月

＜2014VT＞品番：FC-218／JAN：4935919312189／容量：750ml ¥3,520(本体価格¥3,200)
★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2018」で 2 星

＜2015VT＞品番：FC-219／JAN：4935919312196／容量：750ml ¥3,520(本体価格¥3,200)
★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2019」記載
★「ギド デ ヴァン ベタンヌ&ドゥソーヴ 2019」で 15.5 点
★「レ メイユール デュ ヴァン ド フランス 2020」で 15.5 点

LAYA 2019
2019 ヴィンテージは

「完熟」 という言葉がぴったり
濃厚ですが飲み辛さはなく、後を引く美味しさです
濃いダークチェリーレッドで、粘性も強め。熟したプラムと新樽由来のカカオ、コーヒーの
香り。アタックは強めですが丸みがあり、カシスリキュールのような濃厚な味わい。余韻は
中程度できれい。重めですが、後を引く美味しさ。とげとげしさはなく、2019 年は「完熟」
という言葉がぴったりで、凝縮感はあるが飲みづらさはない。濃い濃いと何回も言ってしま
うが、濃いワイン好きな方にはおすすめ。
～ 弊社スタッフのコメント ～

ラヤ
Laya

2019
＜ヴィーガン認証あり＞

少しだけ樽をかけた若いタイプのワインで、ティントレラは若いと強すぎるため、30％モ
ナストレルをブレンドして、丸さを出しています。畑の面積は 60ha、標高 700～1,000m
に位置し、土壌は石灰質です。平均樹齢は 25 年以上、収穫は手摘みで行ないます。発酵前
に低温でプレマセラシオンを行なった後、ステンレスタンクで発酵させます。熟成はフレ
ンチオークの新樽で 4 ヶ月行います。ノンフィルター、ノンファイニングで瓶詰します。
深いチェリーレッド。熟した果実とフローラルなノートの混ざるエレガントで複雑なアロ
マ。口当たりはフレッシュで、タンニンはまだ若々しいのですが、とてもバランスがとれ
ています。長くスムーズなフィニッシュです。ラヤは女性の名前で、スペインでは女性ら
しいイメージを持つ木の葉の絵柄をラベルにしました。
★「ワインアドヴォケイト 2020.09.11」90＋点
★「ヴィノス 2020.03」で 90 点
★「ペニンガイド 2021」で 90 点
【赤・フルボディ】国／地域等：スペイン／アルマンサ
等級：D.O.
生産者：ボデガス アタラヤ
葡萄品種：ガルナッチャ ティントレラ 70%、モナストレル 30%
熟成：フレンチオークの新樽で 4 ヶ月

品番：S-160／JAN：4935919071604／容量：750ml
¥1,650(本体価格¥1,500)

バルセロナ

ボデガス

アタラヤとの出会い

2011 年、初めてラヤを試飲した時、
「この価格でこのクオリ
ティは、どこにでもあるスペインワインではない！」と私た
ちは圧倒され、強く印象付けられたことを鮮明に覚えていま
す。取扱いを始めて 10 年になりますが、品質はアップして
いながら、価格がほとんど変わっていないことも魅力です。

マドリッド

バレンシア

セビリア
D.O.アルマンサ

6 年ぶりの再入荷
品質は向上していながら、以前と同じ価格で再入荷‼
おすすめします！

是非お試し下さい‼
現地価格の高騰により、一旦は取り扱いを終了しましたが、昨年 10 月に再入荷
が実現しました。品質は向上していながら、以前と同じ価格で入手出来ます。鹿を
あしらった可愛らしいラベルも印象的です。

「モンタルチーノにはハイクラスのワインだ
けでなく、気軽に楽しめるワインもあるこ
と知ってほしい」という思いから、このエリ
アの高貴なワイン、ブルネッロ ディ モン
タルチーノにも使われる、サンジョヴェーゼ
グロッソにメルロをブレンドした

トスカーナ ロッソ
Passo dei Caprioli Toscana Rosso
畑は、標高 400ｍの丘陵地に位置し、栽植密度は 4000 本/ha です。気候は典型的な地
中海性で、雨は春と秋に集中的に降ります。丘陵地帯の中間部のため、風が頻繁に畑を
吹き抜け、葡萄を湿気から守り、健全に保ってくれます。気候は基本的に温暖で、葡萄
の生育期間は十分な日照が得られます。そのため、葡萄がしっかりと熟すことが出来ま
す。収穫は手摘みで行います。アルコール発酵はステンレスタンクで 26 度に温度コン
トロールしながら 10 日から 12 日間行います。マロラクティック発酵もステンレスタ
ンクで行います。紫がかったルビーレッド、プラムのジャムや野生のベリーのアロマが
あります。口当たりはソフトでフレッシュ、柔らかく丸みのあるボディが心地良く感じ
られます。
【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／トスカーナ
等級：I.G.T.
生産者：テヌータ ポッジョ イル カステッラーレ
葡萄品種：サンジョヴェーゼ グロッソ 70％、メルロ 30％

品番：I-520／JAN：4935919055208／容量：750ml

¥1,760(本体価格¥1,600)

2019VT は、以前と比べて、厚みがあり果実味がしっかりと感じられる味わい

ヴェレノージの隠れた名品
イエージのヴェルディッキオは
心地よいほろ苦さが特徴

畑は、カステッリ ディ イエージにあり
ます。標高は 100m で、砂利質と粘土質土
壌です。気温の低い早朝、もしくは夕方に、
房が痛まないよう小さなケースを使って
手摘みで収穫します。セラーに運ぶまで低
温管理します。アロマをキープするため発
酵前に 12～20 時間コールド マセレー
ションします。柔らかくプレスした果汁を
タンクで 5 度に冷やして清澄させ、温度管
理しながらステンレスタンクで発酵させ
ます。瓶詰まで、温度管理の下ステンレス
タンクで熟成させます。明るい緑を帯びた
黄色、青リンゴや蜂蜜、スパイスを思わせ
るフルーティなアロマ、ほどよいボリュー
ムがあり、バランスがとれています。マテ
リカのヴェルディッキオは花のニュアン
スが感じらえれ、イエージのヴェルディッ
キオはアーモンドの様なほろ苦さが特徴
で、余韻に心地よいかすかな苦味が感じら
れます。畑は海に近いため、シャルドネや
パッセリーナと比べてミネラルや塩味が
感じられます。ボトルに色が付いているの
は、熟成を想定しているためです。

2019 ヴィンテージについて

2019VT は、以前と比べて、厚みがあり果
実味がしっかりと感じられます。また、弊社
が取り扱っているもう一つのマルケの生産
者ヴィニェディレオがエレガントなヴェル
ディッキオならば、ヴェレノージは「ふくよ
かでフルーティな果実味」があるスタイル。
春先から夏にぴったりのワイン。
～ 弊社スタッフのコメント ～

ヴェルディッキオ ディ カステッリ
ディ イエージ クラッシコ 2019

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
【白・辛口】国／域等：イタリア／マルケ
等級：DOC
生産者：ヴェレノージ
葡萄品種：ヴェルディッキオ
熟成：ステンレスタンク

品番：I-485 容量：750ml
JAN：4935919054850

¥1,870(本体価格¥1,700)
～ ヴェレノージより ～

2019 年は予想できないことがたくさんありました。今年の夏は非常に気温が高く（とても忘れられないほどで
す）、そして 8 月末から 9 月、10 月までそれが続きました。幸運にも雨は降り、8 月の乾燥は 9 月の雨でバラン
スが取れました。これらの事が原因で、今年マルケ州は全体的に収穫量が少なかったです。また地域全体の収穫量
も減っています。しかし、私達の収穫量は例年並を維持しています。私達は非常に健康な葡萄を、望ましい熟成度
で収穫できました。これにより、優れた酸度で、前回のヴィンテージよりも力強いボディになりました。

新入荷
北イタリアで広く栽培されている品種“モスカート ジャッロ”で造る

アロマティックでフレッシュな
辛口白ワインが新登場!
イタリア出身の醸造家ジョルジョ フレッサティの経験が存分に発揮された 1 本

モスカート ジャッロ 2020

これからの季節に
ピッタリの白

Moscato Giallo

モスカート ジャッロはモスカート系の葡萄のひとつで、名前のと
おり果皮は濃い黄色をしており、北イタリアのトレンティーノ ア
ルト アディジェで広く栽培されています。モスカート ジャッロ
の畑は、標高およそ 600ｍの場所にあります。エルキ ヴァレーは
アタカマ砂漠の南端に位置しているため、気候は非常に乾燥してい
ます。葡萄の平均樹齢は 8 年から 10 年です。収穫はすべて手摘み
で行い、15kg のケースでセラーに運ばれます。空気圧プレスで圧
搾した後、数時間だけスキンコンタクトを行い、アロマを抽出しま
す。その後ステンレスタンクで 14.5～16 度の低温に温度コント
ロールしながら発酵を行います。綺麗な澱と共にステンレスタンク
で熟成させた後、ボトリングします。バラの花を思わせるアロマ
ティックでフレッシュな香り、アプリコットのような豊かな果実味
が感じられます。余韻には、かすかな甘さを感じつつ、程よい酸と
調和しています。
【白・辛口】 国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー
生産者：ビーニャ ファレルニア
葡萄品種：モスカート ジャッロ 熟成：ステンレスタンク

品番：W-086／JAN：4935919080866／容量：750ml

再入荷

＜スクリューキャップ＞

¥1,430(本体価格¥1,300)

樽で発酵、熟成させたシャルドネ。
前回の 2018VT は、初入荷ながら大変ご好評いただきました。
2019VT となって再入荷致しました！お見逃しなく！

シャルドネ グラン レセルバ 2019
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ます。低圧で柔らかくプレス
し、澱引きした後、フレンチオークの樽で発酵、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。
【白・辛口】国／地域等：チリ／エルキ ヴァレー
生産者：ビーニャ ファレルニア
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)

