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「カンベロ ロッソ」も認めるクストーツァのパイオニア 
地元で造られるワインの普及に尽力した “ルチアーノ ピオーナ” 
ピオーナ家は、クストーツァ D.O.C.の礎を築いたワイナリーで、現在は 3 つのワイナリーを営み、ヴェネト州とロ
ンバルディア州にまたがるガルダ湖南部エリアでワイン造りを⾏っています。ガルダ湖南部の産地で出来るワインの
クオリティの高さを広めた生産者として、その活躍がイタリアワイン評価本「ガンベロ ロッソ」でも紹介されてい
ます。さらに彼らの代表的ワイン、アメデオ クストーツァ スペリオーレは 2004VT から 2018VT まで、なんと
15 年連続でトレビッキエーリを獲得しており、これは、ヴィンテージが変わっても安定した品質をキープしている
証でもあります。実際に弊社でも、イタリアワインの輸入をスタートした 1991 年より 30 年にわたりピオーナ家の
ワインを取り扱っておりますが、ヴィンテージが変わっても品質のバラつきがなく、その安定感には絶大な信頼を寄
せております。 
 
そんなワイン造りを⻑年担ってきたのが 3 代目のルチアーノ ピオーナでした。そして、ルチアーノは 2021 年 1 月に惜しまれながらこ
の世を去りました。2013 年には来⽇した際、⽇本の皆様へもワイン造りへの情熱と地元への想いを語っていただき、また近年では、DOC
クストーツァと DOC ガルダの協会会⻑も勤めるなど、このエリアのワインの普及のために尽⼒してきました。2019 年の現地訪問の際、

「息子がワイナリーを継ぐことを決心してくれた。自分は世界一幸せな父親だ」と嬉しそうに語る姿も印象的でした。 
現在ピオーナ家のワイン造りは、ルチアーノと共に⻑年ワイン造りを⾏い、彼が最も信頼を寄せていた弟のフランコと、ルチアーノの息子
のフランチェスコへと受け継がれています。 
 
 
 
 

ルチアーノ ピオーナ 

ガルダ湖南部地区は産地としての復活を遂げつつあるが、それはルチアーノとフランコ ピオーナのカヴァルキーナのようなワイナ
リーのおかげだ。広いブドウ園を所有していて、ワインは常に軽やかさ、香り高さ、ミネラルを持っている。それらは完璧にバルド
リーノとクストーザの特徴でもあり、これらのワインはピオーナ家では深み、個性、豊かさのバランスをとって造られている。ピオー
ナ兄弟のワインのラインナップは本当に幅広い。                   —「ガンベロ ロッソ 2018」より抜粋 

地
元
で
も
⻑
年
愛
さ
れ
続
け
る
︑
確
か
な
ク
オ
リ
テ
ィ 

ピ
オ
ー
ナ
家
が
醸
す
︑
こ
だ
わ
り
の
ワ
イ
ン 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルチアーノ ピオーナの故郷へ思いとワインへの情熱 
「私は、大学を卒業してから、すぐにワイナリーで働き始めたわけではありません。仕事は
コンピューター関係のことをしたり、スキーのインストラクターをしたりしていました。
旅が好きで、世界中を⾒て周ったり、ヨットで大⻄洋を数回横断したりしたこともありま
した。ある時、世界を旅して地元に帰ってきて、丘に登った時のことです。私は、旅をす
る内に、イタリアの自分の故郷の土地よりも世界の各地のことの方が詳しくなってしまっ
た自分に気付きました。丘にある⽯を⾒ていると、⼩さい頃、葡萄畑で祖父を⼿伝ったこ
とや、地元のトラットリアに連れていってもらったこと、その頃の風や匂いなどを思い出
しました。その時、『地元に戻らなければ、自分の土地をもっと理解しなければ』と思っ
たのです。クストーツァを⾒届けること、クストーツァに生まれたことを大切にしなけれ
ばならないと感じ、ワイン造りをしようと決心したのです。私は、伝統とクストーツァで
生まれ育ったということ、そして私自⾝の感性を尊重してワイン造りを⾏っています。葡
萄は、気候や土壌の影響を受けています。しかし、どのようなワインになるかは、ワイン
を造る人次第なのです。私は、世界のベストワインを造りたいとは思っていません。私の
ワインを飲んだ人々が『あ、これピオーナ家のワインだね』と分かるワインが造りたいと
思っています。もし、世界中の生産者が同じようなワインを造るなら、ラベルはひとつで
いいのです。私は、地元のヴェネト州やロンバルディア州での販売に⼒を入れています。
イタリア国内向けの販売量の内、実に 80%が地元の 3 つの街ヴェローナとマントヴァ、
ブレシアで売られています。 
 

 
クストーツァを生み出し、 
イタリア料理界の偉大なシェフをも魅了させたピオーナ家 
1948 年にルチアーノの祖父がセラーを建設しました。1962 年、彼は伝統的な葡萄品種から、新しい
ブレンドの白ワインを造り、そのワインを「ビアンコ ディ クストーツァ」と名付けました（写真左
側のラベル）。リリース当時はヴィノ ダ ターヴォラでしたが、その後 1969 年に、クストーツァは
D.O.C.として認められました。 
 

同じ頃、ルチアーノの祖父と父は、美しい葡萄畑を⾒つけまし
た。それがロンバルディアにある「ラ プレンディーナ」です。
カヴァルキーナの畑と、プレンディーナの畑は互いに近く
15km ほどの距離しかありません。どちらの土壌もガルダ湖に
よって形成されており、気象条件もよく似ています。2 つのエリ
アの間にはミンチョ川が流れており、川は州の境界となるだけではなく、葡萄栽培の⽂化の違いも
表しています。カヴァルキーナでは土着品種であるガルガネガやコルヴィーナ、ロンディネッラな
どの葡萄を栽培していますが、プレンディーナでは国際品種であるメルロやカベルネ ソーヴィニ
ヨンを栽培しています。 
ラ プレンディーナのワインは、イタリアで最も有名なシェフ、グアルティエーロ マルケージに
発⾒されました。彼は、イタリア料理界を一変させた、偉大な⼈物で、以前よりカヴァルキーナの
クストーツァを気に入り、扱っていました。ある時、マルケージが、プレンディーナで造っていた
メルロとカベルネ ソーヴィニヨンのブレンドによるワインを試す機会がありました。彼はそのワ
インをとても美味しいと言って、タンク 1 本分丸ごと欲しいと言ったのです。そこで、マルケージ
のオリジナルラベル（写真右側のラベル）で 5,000 本瓶詰めし、レストランのハウスワインとして
扱われることになりました。最初のヴィンテージは 1981 年です。 
 

 

私のワインを飲んで 
「あ、これはピオーナ家のワインだね」と言われるものを造りたい。 

もし世界中の生産者が同じようなワインを造るなら、 
ラベルはひとつでいいのです 

（写真左）カヴァルキーナの畑には、今でも樹齢の古い樹があります。この樹は樹齢 60 年
以上です。1962 年にルチアーノの祖父が初めてクストーツァを造った時の葡萄の樹で
す。この樹を守り続け、新たに植樹する際は、この樹のクローンを使います。なぜなら、
畑に昔からある葡萄の特徴を受け継ぐことが出来るからです。 



  
 

 

地方豊かなワインを造っている理由 
「現代では非常に性能が良い機械もありワイン造りは難しくあ
りません。必要なのはセンスです。センスがなければ、いいワ
インは出来ません。イタリアのワインには、土地を名乗る楽し
さがあります。ローマ⼈の時代から、イタリア⼈はワインを飲
む時、葡萄品種を気にしません。地域で飲むのです。つまり、
テロワールが品種よりも大事なのです。バルドリーノもヴァル
ポリチェッラも同じエリアですが、前者はガルダ湖にあり、後者は山の中にありま
す。ガルダ湖が近くにあるバルドリーノでは⿂料理が主流で、重いワインは必要あ
りません。ヴァルポリチェッラでは⾁を使った料理が主流であり、骨格のある重い
ワインが必要になります。そういう全てのものがテロワールであって⽂化です。私
たちも、各地域の特性に表現したいと考え、非常に近いエリアでありながら、多様
なワインを造っているのです。」 
 

収穫方法と醸造設備、安定した品質を保つ徹底した取り組み 
酸化を防ぐため収穫は全て⼿摘みで⾏います。機械で摘みとると全体の 30%の葡萄を傷める
ため、機械は使用しません。「リンゴを切ると、すぐに茶⾊になってしまいます。これが酸化
です。葡萄の果汁が酸化すると、香りは失われてしまいます」とルチアーノは語ります。葡萄
の酸化、腐敗が起こらないように、醸造設備にも気を配っています。例えば、除梗、破砕した
葡萄は低温に保たれた管を通り、プレス機へと運ばれます。プレス時も窒素を充填して酸化を
防いでいます。出来るだけ酸素と触れることなく、果汁を保管することが可能になっています。
セラーには、多くのステンレスタンクが並んでいますが、タンクは、約 100hL と⼩さなサイ

ズです。区画ごとに葡萄品種別に醸造するからです。タンクごとの特徴を捉え、最適なブレンドを⾏い、最良のワインを造っています。 
畑へのアプローチだけでなく、葡萄を収穫してからも細部への気配りとどんな⼩さなことにも細心の注意を払うことが、ヴィンテージ毎の
安定した品質に繋がります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメデオ クストーツァ スペリオーレ 2018 
Amedeo Custoza Superiore  ※無くなり次第 2019VT へ切り替わり 
 
単一品種で造るワインとは違ったアプローチをしていま
す。ワインの香りを決めるのはフェルナンダです。収穫は
⼩さな箱に⼊れて⾏い、葡萄を冷凍庫に⼊れ、マイナス 20
度で凍らせます。冷凍庫のスイッチを切り、マイナス 2 度
になったらプレスして、果汁を取り出します。凍らせるこ
とで果皮の細胞が壊れ、典型的な香りを引き出すことが出
来ます。ステンレスタンクで発酵させます。骨格のあるトレッビアーノとトレッ
ビアネッロは、バリックで熟成させます。ガルガネガは、15〜20hL のスラヴォ
ニアンオークの大樽で熟成させます。4〜5 月にブレンドします。美しく、照り
のあるレモンイエロー、花や果実を思わせる香りや樽熟による芳醇な風味が豊か
に拡がります。柔らかな酸味、⼒強くコクがあり、非常に完成度の高い仕上がり
です。畑やセラーでの探求を重ね、⼒強く、しかもバランスがとれた、ピオーナ
の哲学を最も表現しているワインです。 
★「ガンベロ ロッソ ヴィーニ ディタリア 2021」で 3 グラス 
 

【白・⾟⼝】国／地域等︓イタリア／ヴェネト  等級︓DOC  生産者︓カヴァルキーナ 
葡萄品種︓ガルガネガ 40%、フェルナンダ 30%、トレッビアーノ 15%、 

トレッビアネッロ 15% 
熟成︓バリック(トレッビアーノ、トレッビアネッロ)、大樽(ガルガネガ) 

品番︓I-200／JAN︓4935919052009／容量︓750ml  ¥2,750(本体価格¥2,500)

ソアーヴェ 

クストーツァ 
ルガーナ 

ガルダ 

バルドリーノ 

ガンベロ ロッソにて、2004VT〜2018VT まで 
15 年連続でトレビッキエーリを獲得 

ルチアーノ ピオーナの哲学が最も表現されたワイン 

ロンバルディア ヴェネト 

湖 

ヴェローナ 



  
 

 

 

 

 

 

 

クストーツァ 2019 
Custoza  ※無くなり次第 2020VT へ切り替わり 

ブドウの収穫時期はそれぞれ異なり、トレッビアネッロは 9 月、フェルナ
ンダは 9 月中旬、トレッビアーノとガルガネガは 10 月初めに収穫します。
トレッビアネッロは⼒強さがあり、しっかりとしたボディになり、ガルガ
ネガは、ミネラルの風味がありエレガントです。収穫した葡萄は、潰れな
いよう⼩さな箱に入れます。除梗して圧搾します。フェルナンダは香り高
い品種なので、圧搾の前に 4〜5 時間スキンコンタクトします。4 つの葡萄
をそれぞれ別々に醸造し、酸素と触れないようにします。清澄の後 10〜15
⽇間、約 18 度で発酵します。フレッシュさを保つために澱とともに 1 月
末から 2 月初めまで置き、最終のブレンドをします。⻨わら⾊で、フレッ
シュな香りがあり、まろやかで調和の良い⾟⼝白ワインです。ガルダ湖の
⾒える丘の上のレストランでこのワインを飲み、とても気に⼊り捜しまわった挙句に⼊⼿出来た、いわく
つきのワインです。すでに初回の輸⼊より 30 年の年⽉が経っていますが、⼀度お試しいただければ、そ
うまでして捜し求めた理由がご理解いただけることでしょう。 
 

【白・⾟⼝】国／地域等︓イタリア／ヴェネト 等級︓DOC  生産者︓カヴァルキーナ 
葡萄品種︓ガルガネガ 40%、フェルナンダ 30%、トレッビアーノ 15%、トレッビアネッロ 15% 
熟成︓ステンレスタンク 
品番︓I-016／JAN︓4935919050166／容量︓750ml ¥2,090(本体価格¥1,900) 
 
 
 

 

 

 

 

ガルダ ピノ ビアンコ 2019 
Garda Pinot Bianco 
葡萄樹はシルヴォ仕⽴てという昔ながらのやり方で高めに仕⽴てています。9 月初めに収穫し
た葡萄は、プレスした後 16 度で約 2 週間発酵させます。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。明るく美しい緑がかったレモンイエロー、柑橘系の果物のような、
さわやかな酸味のあるフレッシュで新鮮な調和の良い⾟⼝白ワイン。クリーンでスムーズ、フ
ルーティな味わいが特徴です。 
 

【白・⾟⼝】国／地域等︓イタリア／ロンバルディア 等級︓DOC 
生産者︓ラ プレンディーナ  葡萄品種︓ピノ ビアンコ   
熟成︓ステンレスタンク 
品番︓I-264／JAN︓4935919052641／容量︓750ml ¥1,760(本体価格¥1,600) 

 
 
 
 

ガルダ メルロ 2018 
Garda Merlot  ※無くなり次第 2019VT へ切り替わり 
畑は⽯灰質土壌で、大⼩の⽯があり⽔はけが良く、ガルダ湖によるミクロクリマ（微気候）の影
響で気候はとても穏やかです。仕⽴ては、コルドーネ スペロナート。醸造は、品種によって成
熟の時期が異なるため、別々に⾏います。メルロは、カベルネより早く収穫し、タンニンをまろ
やかにするため⻑い醸しを⾏います。フレッシュさを残すため、2〜3 回使用樽で短期間熟成さ
せます。紫がかった明るく美しい赤⾊、甘く熟したプルーンのような香りがあります。 
 

【赤・ミディアムボディ】国／地域等︓イタリア／ロンバルディア 等級︓DOC   
生産者︓ラ プレンディーナ  
葡萄品種︓メルロ 90%、カベルネ ソーヴィニヨン 10%   
熟成︓樽で数ヶ月 
品番︓I-215／JAN︓4935919052153／容量︓750ml ¥1,760(本体価格¥1,600)

ピオーナ家との出会いはこのワインからでした 
⻑年愛され続ける、確かなクオリティがあります 

柑橘類を思わせる風味と爽やかさのある 
この時期にピッタリの辛口白ワイン 

樽（新樽でない）で短期間熟成させることで 
フレッシュを保ち、ワインに深みを与えています 



 

 

 

 

 

 

 

ソーヴィニヨン ヴァルブルーナ 2018 
Sauvignon Valbruna 
 
ヴァルブルーナは畑の名前です。国際品種を使っていますが、ガルダ湖の丘
でワイン造りをしている独自の個性を表現するため、アプリコットや桃と
いったアロマティックな香りがするソーヴィニヨン ブランを探しました。
その結果、イタリア原産のクローンと、フランスのロワールの 2 種類のク
ローンを選んで、計 3 種類を使うことにしました。除梗した葡萄は、破砕し、
冷却して圧搾します。果汁を分ける前に、そのまま数時間置いて、葡萄の成
分の抽出をします。一部は、凍らせてから 0 度まで戻して絞った氷結果汁を
使います。マロラクティック発酵を避け酒⽯酸を減らすため、発酵の終わり
に冷却します。ワインに複雑さを与えるために、全体の 20%をバリック（新
樽）で熟成させます。4 月にブレンドします。「このワインは、⼀般的なソー
ヴィニヨン ブランよりも酸が少し低く、果実味が強いかもしれません。他
の北イタリアで造られるソーヴィニヨン ブランとは違います。このスタイルのソーヴィニヨン ブランが
私のワインであり、大好きです」とルチアーノは話していました。 
 

【白・⾟⼝】国／地域等︓イタリア／ロンバルディア 等級︓DOC   
生産者︓ラ プレンディーナ  葡萄品種︓ソーヴィニヨン ブラン  
熟成︓全体の 20%をバリック、残りはステンレスタンク 
品番︓I-077／JAN︓4935919050777／容量︓750ml ¥2,530(本体価格¥2,300) 

 

 
 

 

 

パローニ リースリング 2019 
Paroni Riesling 

リースリングは晩熟の葡萄品種で一般的には遅く摘み取りますが、プレンディーナでは 9 月の初めに収穫します。葡萄
が温かくならないよう気温が低い朝の早い時間に、畑でベストな葡萄だけを選別しながら⾏います。セラーに葡萄を運
んでからは、すべての段階において葡萄の典型的なアロマを失わないよう、酸化しないように気を配っています。破砕
して 10 度で 6 時間スキンコンタクトを⾏います。その後、プレスして一晩置いて澱下げします。17 度に温度管理しな
がら約 12 ⽇間発酵させます。残糖が 8〜9g/L になったら移し替えて冷やし、ひと冬澱と共に寝かせ、定期的にバトナー
ジュを⾏います。4 月にボトリングします。リースリングに特徴的な⻘リンゴなど白い果実のアロマ、そしてミネラル
の要素も感じられます。素晴らしい骨格が感じられる味わいです。 
 

【白・⾟⼝】国／地域等︓イタリア／ロンバルディア 等級︓DOC   ＜スクリューキャップ＞ 
生産者︓ラ プレンディーナ   葡萄品種︓リースリング  
熟成︓澱と共にステンレクタンク 
品番︓I-830／JAN︓4935919058308／容量︓750ml ¥2,750(本体価格¥2,500) 
 
 

 

アマローネの技術を取り入れ、メルロを短期間乾燥させて造る、ユニークなワイン 
メルロ ガルダ ファイアル 2016 
Merlot Garda Faial 
伝統的なやり方と短期間アパッシメントするという新しいやり方を融合させています。収穫した葡萄を⼩さな木箱に入れて
乾燥させます。収穫量を低く抑えているので糖度は⼗分なレベルになっており、あくまでも乾燥によるニュアンスを与える
ためです。アマローネのように⻑い期間は⾏わず、最大で 3 ヶ月です。伝統的な発酵の後、12〜14 ⽇間醸しを⾏います。
マロラクティック発酵後、新樽と 2 回使用樽各 50％で 18 ヶ月熟成させます。非常に⻑い寿命を持ったワインです。 
★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 90 点 
 

【赤・フルボディ】 国／地域等︓イタリア／ロンバルディア   
生産者︓ラ プレンディーナ   葡萄品種︓メルロ 
熟成︓新樽と 2 年樽各 50％で 18 ヶ月 
品番︓I-308／JAN︓4935919053082／容量︓750ml ¥5,500(本体価格¥5,000)

豊かな果実味とアロマを表現した 
ルチアーノ スタイルのソーヴィニヨン ブラン 

リースリングの銘醸地ラインガウのガイゼンハイムのクローンを使用 

2016VT は 

160 本限り 



 

 

 

 

 

ロッソ プロヴァンシア ディ ヴェローナ 2019 
Rosso Provincia di Verona 

ルチアーノのアイデアによって誕生した新たなスタイルのワインです。ヴァルポリチェッラの伝統的な⼿法であるリパッ
ソで造っていますが、漬け込み用にプレンディーナのガルダ メルロ ファイアル（I-308）の搾りかすを使っています。
ファイアルは、アマローネではありませんが、最大 3 ヶ月葡萄をアパッシメントしています。9 月末にコルヴィーナとロ
ンディネッラ、コルヴィノーネで、ベースとなるワインを仕込みます。ファイアルを抜き取り残った葡萄の搾りかすに、
ベースのワインを入れると、より⼒強い味わいになります。熟成はバリックと 20hL 入りの樽で 12 ヶ月⾏います。「ヴァ
ルポリッチェッラ地域では、伝統的にアマローネを造った葡萄の⽪でリパッソを⾏ないます。しかし、私はそれをメルロ
で⾏なうことにしたのです。コルヴィーナやロンディネッラのチェリーやペッパーの風味に、メルロのカシスやブラック
ベリーが組み合わさったら面白いと思い、このワインを造りました」とルチアーノは話していました。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等︓イタリア／ヴェネト 等級︓IGP    
生産者︓トッレ ドルティ 
葡萄品種︓コルヴィーナ 55%、コルヴィノーネ 10%、ロンディネッラ 20%、メルロ 15% 
熟成︓バリックと 20hl の樽で 12 ヶ月 
品番︓I-596／JAN︓4935919055963／容量︓750ml ¥2,310(本体価格¥2,100) 

  

 

 

 

ヴァルポリチェッラ リパッソ スペリオーレ 2018 
Valpolicella Ripasso Superiore 
アマローネの果⽪に漬ける伝統的なリパッソのシステムで造っています。さらに、コルヴィーナ、コルヴィノーネ、ロンディ
ネッラの 40％を軽く乾燥させています。20hL 入りの大樽とバリックで 12 ヶ月熟成させています。濃厚で複雑な風味には、
フルーティなチェリーやベリー、香り高くスパイシーな個性も感じられます。フレッシュでバランスのとれたタンニンがあ
り、柔らかな⼝当たりです。しっかりとした骨格があり、余韻は⻑く、持続性があります。葡萄の豊かな果実の香りや柔ら
かさと、乾燥させた葡萄の複雑でスパイシーな⼒強さが、樽で熟成させることにより、バランスよく混ざり合い、一体化し
ています。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等︓イタリア／ヴェネト  等級︓DOC  生産者︓トッレ ドルティ  
葡萄品種︓コルヴィーナ 55%、ロンディネッラ 25%、コルヴィノーネ 10%、その他 10% 
熟成︓20hL の大樽と⼩型のバリックで 12 ヶ月 
品番︓I-689／JAN︓4935919056892／容量︓750ml ¥2,970(本体価格¥2,700) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ルガーナ 2018 
Lugana 

ルガーナには以前、祖父が土地を所有していましたが、ラ プレン
ディーナを購入する際に売却しました。その畑を 2009 年に再び買
い戻しました。2013 年までは別の⼈が葡萄を栽培していましたが、
2014 年からピオーナ家が⼿入れをしています。葡萄畑は単一畑で、
仕⽴てはギヨーです。収穫は、厳しく選別しながら⾏います。収穫
した葡萄は、除梗、破砕し、8 度でやさしくプレスした後、一晩静置
し自然に不純物を沈殿させ、澱引きします。フィルターは使用しま
せん。発酵は温度を 16 度の低温にコントロールしながら⾏い、その
後、澱とともに 4 ヶ月熟成させます。レモンやグレープフルーツなどの柑橘系の果物のアロマ、洗練されたエレ
ガントなミネラルのニュアンスが感じられます。素晴らしい骨格とバランスがあり、豊かなフレイバーが⼝の中に
広がります。       ★「ルカ マローニ ベストワイン年鑑 2020」で 90 点 
 

【白・⾟⼝】国／地域等︓イタリア／ヴェネト 等級︓DOC  生産者︓カヴァルキーナ（ラック）  
葡萄品種︓トゥルビアーナ（トレッビアーナ ディ ルガーナ） 
熟成︓ステンレスタンクで澱と共に 4 ヶ月 
品番︓I-750／JAN︓4935919057509／容量︓750ml      ¥2,640(本体価格¥2,400) 

 

ガルダ メルロ ファイアルでリパッソするという 
ルチアーノの新しい発想から生まれたワイン 

一部の葡萄を軽く乾燥させ、リパッソ製法で仕込む 
こだわりのヴァルポリチェッラ 

畑を再び買い戻してまで造りたかった「ルガーナ」 

ピオーナ家渾身の 1 本 
畑は、ヴェネト州側にあるフ
ラシノ湖のすぐ近くにありま
す。クストーツァのように丘で
はなく、平地に広がっています。
湖の堆積土による白い⾊をし
た粘土質の土壌です。 

 


