
     

 

土壌の異なる２つの葡萄園が生み出す、マレンマらしさを表現したワイン 

モレッリーノ ディ スカンサーノの代表的生産者 

「モリスファームズからの見事なワインのひと揃いだ。モレッリーノは依然としてものすごいバリューで、フラッグシップとな

るアッヴォルトーレはこのスタイルの同じグループの中でも最良のものの一つだ。モリスファームズのワインは多くの理由で注

目せずにはいられないが、私が最も賞賛している点は、重すぎることなく、深みのある力強い味わいを提供できることだ」 

                         —『Vinous 2018.4』でのアントニオ ガッローニのコメントより 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

マレンマの美しい自然とともに葡萄を育てる生産者  

モリスファームズは、トスカーナ州南西部、マレンマに拠点を置くワイナリーです。現在、ジュリオ パレ

ンティーニ（上写真右）と従兄弟のラニエリ ルイジ モリス（上写真左）が中心となって、ワイン造りや

ワイナリーの運営を行なっています。モリス家は今から 200 年以上前に、スペインから移住してきまし

た。広大な土地を所有し、代々農業に従事してきた家系です。木炭が主に使用されていた 100 年前には、

その原料となる広大な森を所有しており、その土地は 6,000ha を超えていたと言います。現在では、木炭

生産のための森は売却しており、所有面積は 476ha、その内 70ha が葡萄畑です。畑は、主に 2 つの葡萄

園に位置しており、粘土質土壌が特徴的な「ファットリア ポジェッティ」と、砂質土壌が特徴的な「ポッ

ジョ ラ モッツァ」に分かれています。ファットリア ポジェッティは、モリス家が移住してきた 200 年

前から所有し続けている土地です。モリス家では昔から、葡萄栽培やワイン造りも行ってはいたものの、

事業全体から見れば主な収入源ではありませんでした。1979 年、ジュリオの父であるアドルフォがモリ

スファームズで働くようになり、近代的な改革を推し進め評価を高めた結果、ワイン造りに専念するよう

になりました。ヒュー ジョンソンの『ポケット ワイン ブック 2020』で 3 ツ星生産者として紹介され、

「新しい時代の1級のマレンマの生産者のひとつ。基本のモレッリーノを試すべし」と記載されています。 

 

「常に品質を重視する」――ワイン造りの哲学 

モリスファームズにとって一番重要なのは品質です。常に価格以上の品質があることに誇りを持ってい

ます。例えば、ファットリア ポジェッティでは、葡萄はすべて一番規定の厳しい DOC マッサ マリッ

ティマの基準に合わせています。スタンダードクラスのマンドリオーロにも、この厳しい基準で栽培さ

れた品質の高い葡萄を使っており、価格に対する品質の高さは保証できます。健全で品質の高い葡萄を

得るため、畑に最も多くの時間を費やし投資を行っています。風通しが良くなるように、不要な枝や葉

を取り除き、また葡萄の房に日光が当たるように房のまわりの葉を取るなど、丁寧に作業を行います。 

イタリア／トスカーナ／マレンマ 

モリスファームズ 



     

 

品質のため改革を行った偉大な父、アドルフォ パレンティーニの功績 

モリス家の娘であるカテリーナと結婚したアドルフォ パレンティーニは、1979 年からモリスファームズで

働くようになりました。アドルフォは当時、まだ無名の産地だったマレンマの土地で、必ず素晴らしいワイン

が出来ると確信し、様々な改革や投資を行いました。そして、質より量を重視した従来のワイン造りから、品

質重視のワイン造りへと方向転換を図りました。アドルフォが最初にワインを造り始めたころは、多くの苦労

がありました。最初は独学でワイン造りをしていた為、品質が安定せず、良いワインが出来る年もあれば、良

くない年もありました。 

 

しかし、1988 年、当時まだ 24 歳だったアッティリオ パーリをコンサルタントに迎えたことが転機となり、よい影響をもたらしました。その当

時では馬鹿げていると言われたグリーンハーヴェストを行ったり、シラーを植えることを薦めたりと、様々なアイディアをくれました。そして、ア

ドルフォとパーリよって、スーパートスカーナ スタイルのフラッグシップ「アッヴォルトーレ」が生み出されました。新しい醸造技術によって、

白はフレッシュでクリーンな味わいのものが出来るようになるなど、ワインの品質は目覚ましく向上しました。 

 

左の写真は、収穫の直前の時期になると、アドルフォとアグロノミスト（栽培専門家）がセラーのタ

ンクの前で、どの区画の葡萄をいつ収穫すべきか、天候はどうなるだろうか、などと話す様子を撮影

したものです。完璧なタイミングで葡萄を収穫するために様々な考えを巡らせています。現在、アド

ルフォはすでに引退していますが、ジュリオはこの写真を見て、そんな父の姿を懐かしく思い出すそ

うです。ワインの生産者にとって、収穫は 1 年で最も重要な時期であり、毎日、難しい決断を瞬時に

迫られるという、非常に神経を使う時期でもあります。今、ジュリオはアドルフォがやっていた仕事

を引き継いでいますが、この仕事がどれだけ大変なのか、父の苦労を身に染みて感じています。 

 

モリスファームズは代々続く家族経営のワイナリーですが、モリス家だけでなく、ワイナリーの従業

員もまた代々、同じ家族がモリスファームズで働いてくれています。そして自分たちが関わったワイ

ンが世界的に高い評価を受けていることを、とても誇りに思っています。 

 

土壌の異なる 2 つの葡萄園、「ファットリア ポジェッティ」と「ポッジョ ラ モッツァ」 
モリスファームズは 2 つの葡萄園を所有しています。どちらもトスカーナ州の

南西部マレンマに位置し、ティレニア海に面しています。すぐ北はボルゲリ、

またブルネッロ ディ モンタルチーノ、キアンティといったトスカーナを代表

する産地に囲まれています。近年、マレンマのワインの品質は向上し、他のト

スカーナのワインに勝るとも劣らない品質を誇っています。トスカーナの他の

エリアのサンジョヴェーゼと比べ、マレンマのサンジョヴェーゼの特徴は、海

に面しており温暖な気候に恵まれているおかげで、葡萄がよく熟し、柔らかく、

ソフトな味わいになることです。 

所有する 2 つの葡萄園のうち、ひとつはマッサ マリッティマ DOC 地区にあ

る「ファットリア ポジェッティ（Fattoria Poggetti）」、もうひとつがモレッ

リーノ ディ スカンサーノ DOCG 地区にある「ポッジョ ラ モッツァ（Poggio 

La Mozza）」です。 

 

 

 

「ファットリア ポジェッティ」は、化石の多い粘土質土壌でわずかに酸性で

す。出来上がるワインは骨格のあるパワフルなタンニンが特徴となります。フ

ラッグシップのアッヴォルトーレやモンテレージョ ディ マッサ マリッティ

マ等を生産します。それに対し、「ポッジョ ラ モッツァ」は砂質土壌で、こ

ちらもわずかに酸性です。この土壌からは、エレガントで甘くやわらかいタン

ニンがもたらされます。モレッリーノ ディ スカンサーノを生産します。 

 



     

 

 
 
 
 
 
 

アッヴォルトーレ ２０１２ 
Avvoltore 
 
粘土質土壌の「ファットリア ポジェッティ」の葡萄から造られる、スー

パートスカーナ スタイルのトップ キュヴェです。多くのスーパートス

カーナとは異なり、最良のヴィンテージにしか生産されません。熟したフ

ルーツやバニラの複雑な香りがあり、フルボディなのにソフトで、ベル

ベットのような口当たりが特徴的です。わずかにブレンドされたシラーが

スパイシーさをもたらしています。「アッヴォルトーレ」とは、マレンマに

生息する鷹のことで、このワインを生む畑がある小高い丘に飛んでくるこ

とから名づけられました。ラベルの「AVVOLTORE」の A と E は、鷹の鋭い爪をイメージさせるデザインになって

います。その上下にある曲線は樽をイメージしています。また、ジュリオの祖父のサインを入れることで、素晴ら

しいワインであることを示しています。畑の向きは南西で、収穫量は 17hL/ha と非常に低くなっています。温度管

理したセメントタンクで発酵させ、初めの 10 日間は 1 日に 2 回ルモンタージュを行ない、さらに 15 日間醸しを続

けます。マロラクティック発酵は 225L のバリック（新樽 80％）で行ないます。樽熟成中にラッキングを 1 回行い

ます。 
 
★「ヴィノス 2016.11」で 92 点、「イ ヴィーニ ディ ヴェロネッリ 2016」で 3 星／91 点、エスプレッソ イ 

ヴィーニ イタリア 2016」で 16 点、「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2016」で 91 点。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／トスカーナ 等級：I.G.T. 

葡萄品種：サンジョヴェーゼ 75%、カベルネ ソーヴィニヨン 20%、シラー5% 

熟成：バリック（新樽 80％）で 12 ヶ月、瓶で 6 ヶ月 

品番：I-709/JAN：4935919057097/容量：750ml       ¥7,700(本体価格¥7,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モンテレージョ ディ マッサ マリッティマ 
バルバスピノーサ ２０１４ 
Monteregio di Massa Marittima Barbaspinosa ※なくなり次第 2015VT に切り替わります。 

 
粘土質土壌の「ファットリア ポジェッティ」からのワインです。100 年以上前に曾祖父が描いた童話があり、その物

語に登場する魔法使いの名前から、「バルバスピノーサ」と名付けました。力強く、砂質土壌のモレッリーノとのスタ

イルの違いが感じられます。わずかにブレンドしているカベルネ ソーヴィニヨンがタバコやスパイス、なめし皮の

要素や、ローズマリー、ユーカリなどの風味を与えており、ジュリオは「魔法使いバルバスピノーサが、暖炉のそばで

パイプ煙草を燻らせているようなイメージ」のワインだと言います。畑の向きは南西です。温度管理したセメントタ

ンクで発酵。18 日間のマセラシオンの間、1 日 2 回ルモンタージュを行います。アッヴォルトーレで使ったフレンチ

オークのバリック（2 回使用樽）で 12 ヶ月、瓶で数ヶ月熟成させます。 

※2015VT からは、商品名が「バルバスピノーサ マレンマ トスカーナ」に変更となります。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／トスカーナ 等級：D.O.C. 

葡萄品種：サンジョヴェーゼ 90%、カベルネ ソーヴィニヨン 10% 

熟成：フレンチオークのバリック（2 回使用樽）で 12 ヶ月、瓶で数ヶ月 

品番：I-707/JAN：4935919057073/容量：750ml        ¥3,300(本体価格¥3,000) 

 
 

ブラックベリーのジャム、カシス、ミント、リコリス、スミレの花、ダークスパイスが口の中に広がる2012VT

のアッヴォルトーレ。大柄でインクのように濃いこのワインは、素晴らしい深み、ちょうどよいフレッシュさと

鮮やかさによってバランスが保たれている。問答無用にリッチで濃厚なこのワインは一流の存在感を持つ。なん

とゴージャスなワインだろう。                   ――『ヴィノス 2015.10』より抜粋 

モリスファームズを代表するフラッグシップ ワイン 

最良のヴィンテージにのみ生産するトップ キュヴェ 

２０１４VTはアッヴォルトーレを生産しなかったため 

格下げしてバルバスピノーサにブレンドしています 

2014VT 

限定 55 本 

 

pts 



     

 

 
 
 
 
 

（左）モレッリーノ ディ スカンサーノ リゼルヴァ ２０１３ 
Morellino di Scansano Riserva 

 
砂質土壌の「ポッジョ ラ モッツァ」からのトップ キュヴェで、アッヴォルトーレ

と同じく良い年にしか造りません。フルボディで、しっかりと熟した果実味があります

が、タンニンはエレガントで丸みがあり、長く続くスパイスのノートがあります。畑は

元々海底だったところで、北西向きです。グリーンハーヴェストで収量を 35hL/ha に落

としています。温度管理したセメントタンクで発酵。20 日のマセラシオンの時期にルモ

ンタージュを 1 日に 2 回行います。1 回だけラッキングします。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／トスカーナ 等級：D.O.C.G. 

葡萄品種：サンジョヴェーゼ 90%、メルロ、カベルネ ソーヴィニヨン 10% 

熟成：2～3 回使用樽で 12 ヶ月、瓶で 6 ヶ月以上 

品番：I-708/JAN：4935919057080/容量：750ml 

¥4,950(本体価格¥4,500) 

 
（右）モレッリーノ ディ スカンサーノ ２０１８ 
Morellino di Scansano 

 
砂質土壌の「ポッジョ ラ モッツァ」からのワインで、エレガントなタンニンが特徴

的です。ヴィノスのアントニオ ガッローニが「依然としてものすごいバリュー」と評価

する、モリスファームズを象徴するキュヴェです。豊かなフルーツの香りがあり、フレッ

シュで調和のとれた味わいです。サンジョヴェーゼは凝縮感を出すために 15～20％セ

ニエを行います。畑は北西向きで、フリーランワインと 0．5 バールでプレスしたワイ

ンを使用します。27 度に温度管理したステンレスタンクで発酵。マセラシオン中の 15

日間は 1 日 2 回ルモンタージュを行います。 
 

★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 91 点、「ガンベロ ロッソ ヴィーニ ディ

タリア 2020」で 1 グラス、「イ ヴィーニ ディ ヴェロネッリ 2020」で 2 星／88 点。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：イタリア／トスカーナ 等級：D.O.C.G. 

葡萄品種：サンジョヴェーゼ 90%、メルロ、シラー10% 

熟成：ステンレスタンクで 4 ヶ月、瓶で 2 ヶ月 

品番：I-526/JAN：4935919055260/容量：750ml 

¥2,420(本体価格¥2,200)   
品番：I-527/JAN：4935919055277/容量：375ml 

¥1,485(本体価格¥1,350) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヴェルメンティーノ トスカーナ ２０１９ 
Vermentino Toscana 

粘土質土壌の「ファットリア ポジェッティ」からのワインです。フレッシュでミネラル感があり、ヴィオニエの存在をしっ

かり感じるような白桃の香りがあります。ヴェルメンティーノは、サルデーニャとボルゲリの 2 種類のクローンを使用しま

す。クローンにより色の濃淡やアロマの強さに違いがあるので、より複雑さを出すことが出来ます。またもう少しリッチに

したいと考え、2002、2003 年にヴィオニエを植え、ブレンドしています。毎年樹齢が古くなるとともに品質も上がっていま

す。圧搾したマストは冷やして澱を沈めます。選別酵母を使い、13～14 度で約 2 週間ゆっくり発酵させます。樽は使用しま

せん。酸を失わないようにマロラクティック発酵は行いません。華やかな香りをキープしたいので、CO2 やドライアイスを

使い、酸化しないように気をつけながら醸造します。瓶詰めまで温度管理したステンレスタンクで休ませます。 
 
★「イ ヴィーニ ディ ヴェロネッリ 2021」で 2 星／87 点 
 

【白・辛口】国／地域等：イタリア／トスカーナ 等級：I.G.T. 

葡萄品種：ヴェルメンティーノ 90%、ヴィオニエ 10％ 熟成：ステンレスタンク  

品番：I-710/JAN：4935919057103/容量：750ml       ¥2,640(本体価格¥2,400) 

熟した果実味がありながら、ソフトでしなやかなタンニンが楽しめるエレガントなワイン 

モレッリーノ ディ スカンサーノの魅力を最大限引き出しました 

ヴィオニエをブレンドし、白桃を思わせるアロマを表現しています 


