Italia
イタリアワインの魅力と言えば、
なんといってもその「多様性」。

BREZZA

北側にはアルプス山脈がそびえ、
中央にはアペニン山脈が長く走り、

GIANFRANCO ALESSANDRIA

ジャンフランコ アレッサンドリア

TRAVERSA

トラヴェルサ

VILLA TERLINA

ヴィッラ テルリーナ

三方を海に囲まれたイタリア半島は紀元前からブドウ栽培の理想の地。
古代ギリシャ人がイタリアを「エノトリア・テルス」=ワインの大地と称え、
うらやむほどだったとか。
山岳、丘陵、平野、
そして海岸部と、起伏の変化に富んだ
その自然環境の中に2000を超える固有品種がひしめき合い、

ブレッツァ

TENUTA SAN PIETRO

テヌータ サン ピエートロ

CANTINA VALLE ISARCO

カンティーナ ヴァッレ イサルコ

TERRE DEI BUTH

テッレ デイ ブース

CANTINE RIONDO

リオンド

CAMPAGNOLA

カンパニョーラ

そのブドウからつくられたワインは歴史的にも文化的にも異なる

SIMON DI BRAZZAN

シモン ディ ブラッツァン

それぞれの地方で、
ご自慢のマンマの味とともに長く親しまれてきました。

CHIARLI

キアルリ

イタリアワインがその産地の地場の料理と切っても切れない関係は
こんなところに理由があるのですね。
当社のイタリアワインはそのような類まれな自然と風土に支えられ、
土地の個性を見事に表現したワインであること。
そして、料理に寄り添い、料理が寄り添う、主張はせずとも
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イタリア 生産者一覧

TERRE CEVICO

チェヴィコ

VENTOLAIO

ヴェントライオ

COLOGNOLE

コローニョレ

ROCCA DI MONTEGROSSI

ロッカ ディ モンテグロッシ

RIECINE

リエチネ

CASTELLANI

カステラーニ

CANTINA TOLLO

カンティーナ トッロ

包容力と食と杯を進める喜ばしさを湛えたワインであることを

FILADORO

フィラドーロ

基準に選んでいます。

ROMALDO GRECO

ロマルド グレコ

VALDIBELLA

ヴァルディベッラ

FEUDI DEL PISCIOTTO

フェウディ デル ピショット

ピエモンテ /

Piemonte

Italia

ブレッツァ
BREZZA
栽培農家としての歴史は1885年からスタート。1910年にジャコモ・ブレッツァとして瓶詰を開始
しました。現在の当主は4代目のエンツォ・ブレッツァ氏。年産トータルで80,000本。
セッラルンガやモンフォルテの男性的で力強いバローロとは一線を画す、フローラルで繊細
な、女性的なバローロを生み出しており、品格高くバランスに優れたバローロ村ならではの味わ
いを表現しています。
20年から25年落ちのスラヴォニア産オークのボッテ
（3000Ｌ）
を熟成に用いる、伝統的な大樽
熟成の生産者です。ガンベロロッソ、デカンタ、ワイン・アドヴォケイトの各誌でも毎年のように
高い評価を得ています。

50914

4940015509142

4940015530917

50116

57220

4940015572207

ランゲ ネッビオーロ

ランゲ シャルドネ

ランゲ ロザート

LANGHE NEBBIOLO

LANGHE CHARDONNAY

LANGHE ROSATO

ランゲ
DOC

ランゲ
DOC

ランゲ
DOC

12

12

4940015539491

ドルチェット ダルバ
DOLCETTO D'ALBA

ドルチェット ダルバ
DOC

12

4940015456859
45685
バルベラ ダルバ
ヴィーニャ サンタ ロザリア
BARBERA D'ALBA SANTA
ROSALIA

バルベラ ダルバ
DOC

12

12

750ml

ミディアムボディ 750ml

本来バローロとして醸され
るネッビオーロを気軽に楽
しんでいただくための特別
な1本。非常に軽やかで透
明 感ある酸 味 。フレッシュ
感に溢れ、品があり、柔らか
なタンニンが特徴。

新緑のハーブ、
レモンやスダ
チのような溌剌としたシトラ
スのアロマ。高い酸度と非
常に硬いミネラルが全体を
支配するが時間とともにほ
ぐれ、白い花のニュアンスと
ボリューム感があふれ出る。

バローロに使用するネッビ
オーロをセニエで仕上げた
限定のロザート。キレのある
酸味とネッビオーロらしい果
実の風味を感じます。

カンヌビに隣接するサン・ロ
レンツォとフォッサーティの
区画のドルチェットのブレン
ド。
ドルチェットは若飲みに
向くといわれるが 、ブレッ
ツァのドルチェットは収穫か
ら5年後にも十分楽しむこ
とができる。

ディアーノ・ダルバ村から。
この土地のテロワールはバ
ルベラに格別に芳醇な香
りと品 格 の 高さを付 与す
る。上品な酸の美しさを表
現するためにノン・オークで
仕上げ、かつより多くの消
費 者に気 軽に楽しんでい
ただきたいという理由からガ
ラスキャップを採用。

￥3,000

￥3,200

￥3,200

￥2,700

￥3,200

ミディアムボディ 750ml

辛口

750ml

53949

シャルドネ

ネッビオーロ

ネッビオーロ

4940015539507
53950
バルベラ ダルバ
スペリオーレ
BARBERA D'ALBA
SUPERIORE

53310

ミディアムボディ 750ml

バルベラ

2019

54993

4940015549933

2018

54994

バローロ カンヌビ

バローロ サルマッサ

BAROLO

BAROLO CANNUBI

BAROLO SARMASSA

バローロ
DOCG

12

バローロ
DOCG

12

12

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

カンヌビ、
カンヌビ・ムスカテ
ルのバルベラをブレンド。
スロヴェニアン・オークの
ボッテで1年熟成させる。芳
醇でシルキー。優雅で柔和
なニュアンスのバルベラ。
ラグーのタヤリン、鹿 肉や
さまざまなきのこのソテー、
アニョロッティ・ダル・プリン
などに。

ノヴェッロ村、バローロ村、
モ
ンフォルテ・ダルバ村のネッ
ビオーロのブレンド。
芳醇なアロマ、口当たりや
わらかく軽やかで複雑味が
あり、
さくらんぼやイチゴのよ
うな果実の様子はまさにバ
ローロ村のネッビオーロの特
徴すべてを体現している。

母岩の保水性がよく、乾燥
した年ほどその特徴をあら
わにする特殊な土壌構成
を持つカンヌビ。自生酵母
での発酵後、ボッテで2年
の熟成。その後最低1年の
瓶熟を経てリリース。
ミネラ
ルに富み、繊細。穏やかで
柔和。ストラクチャーとテク
スチャーのバランスの妙。

カンヌビと同様にバローロ
村の中の最高のクリュとさ
れるサルマッサ。ほかのク
リュと比較しストラクチャー
と果実の濃縮感が特徴で
明快な味わいがサルマッサ
の特徴。ボッテで2年の熟
成。その後最低1年の瓶熟
を経てリリース。

￥4,000

￥6,500

￥9,000

￥9,000

バルベラ

ネッビオーロ

2016

ネッビオーロ

2016

2015

4940015549940

バローロ
バローロ
DOCG

12

4940015533109

ミディアムボディ 750ml

ドルチェット

2018

2018

バルベラ ダルバ
DOC

辛口

ネッビオーロ

2015

2015
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Italia

ピエモンテ

/ Piemonte

ジャンフランコ アレッサンドリア
GIANFRANCO ALESSANDRIA
バローロ・エリアの中で最も高い海抜と冷涼な気候を特徴とするモンフォルテ村。
リインシエメのつくり手としても高名な生産者です。エリオ・アルターレやレナート・コリーノ、
コン
テルノ・ファンティーノといったいわゆるモダン・バローロとされるつくり手との交流からバリックに
よる熟成を実践していますが、
その味わいは極めてエレガント。瑞々しく活きた果実味と滑らかな
タンニンもジャンフランコ・アレッサンドリアならではのものと言えるでしょう。
認証はとっていませんが化学肥料や防カビ剤、除草剤は一切使用せずビオロジコを実践。
ブッシアに面した急斜面に所有するサン・ジョヴァンニからのクリュ・バローロは威厳と品格の高
さが見事にバランスした1本としてガンベロロッソ他、
各ガイド誌から最上の賞賛を集めています。

4940015446768

44676

ドルチェット ダルバ
DOLCETTO D'ALBA

ドルチェット ダルバ
DOC

4940015446782

44678

ランゲ ネッビオーロ

バローロ

BARBERA D'ALBA

LANGHE NEBBIOLO

BAROLO

ランゲ
DOC

6

バローロ
DOCG

12

ミディアムボディ 750ml

4940015573044

57304

バルベラ ダルバ
バルベラ ダルバ
DOC

12

4940015572184

57218

4940015573051
57305
バローロ
サン ジョヴァンニ
BAROLO SAN GIOVANNI

バローロ
DOCG

6

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

収量50hl/ha。樹齢40年
のブドウを含む畑から。自生
酵母による発酵。少し冷や
すと瑞々しさがより心地よく
感じられます。

平均樹齢70年という古い
ブドウ樹も使われる贅沢な
バルベラ。69hl/ha。
18ヶ月バリック熟成。新樽
45％。樽の濃さを感じさせ
ない瑞々しさが特徴的。

バローロの畑の若木、平均
樹齢14年。自生酵母によ
る発酵。18か月バリック熟
成。新樽20％。
やや骨太のストラクチャー。

モンフォルテ・ダルバ村。年
産45000本。バローロボー
イズのメンバーに合 流し、
著名生産者とともに研鑽を
磨いた。培養酵母は使用
せず天然酵母を用いる。
畑に散布する硫酸銅や酸
化防止剤であるSO2の使
用は必 要と思われる時の
み最低限使用。

樹齢50年近くのブドウから
造られる限定品。
ブラックベリーやダークチェ
リー、黒オリーブやリコリス
のアロマ。極めて強いスト
ラクチャーを持っています。
砂岩に由来するモンフォル
テならではの 圧 倒 的なス
ケールを感じさせます。

￥2,500

￥3,000

￥3,500

￥6,500

￥9,000

バルベラ

ドルチェット

ミディアムボディ 750ml

6

ネッビオーロ

ネッビオーロ

2019

2017

ミディアムボディ 750ml

ネッビオーロ

2017

2016

2016

トラヴェルサ
TRAVERSA
トラヴェルサはジュゼッペの曽祖父にあたるジャコモ・
トラヴェルサが、ネイヴェ内、カノーヴァの
丘に小さなコテージを設け、
その周辺にブドウ畑を開墾した1834年まで遡ることが出来ます。
そして、1800年代の後半には今やバルバレスコ最良のクリュとして知られるスタルデリの丘に
自宅とブドウ畑を購入。現在、
その自宅の半分はアグリツーリズモの宿泊施設として充てられ、
そこではジュゼッペの愛妻、カルラさんがつくる、素朴ながらとびきり美味しい手料理とサラミを
楽しむことができます。このトラヴェルサで栽培と醸造を手掛けるのはジュゼッペの二人の息
子、
フラーヴィオとフランコの兄弟。2つの丘に所有するブドウ畑をさらに土壌成分やブドウの樹
齢ごとに分けて醸造し、プロットごとに異なる味わいを表現。
また、曽祖父の時代にまで遡るように、貴重なネッビオーロ・ミケの再興にも熱心で、今や伝説
的生産者とも言われ2009年に他界したテオバルド・カッペッラーノとはこの点において志をとも
にし、よく語り合ったと言います。

53150

4940015531501

ランゲ アルネイス
LANGHE ARNEIS

ランゲ
DOC

4940015522035
52203
バルベラ ダルバ
ブルディノータ

バルベラ ダルバ
ブルディノータ デル チャボット

4940015522042
52204
ランゲ ネッビオーロ
イル チャボット

バルベラ ダルバ
DOC

バルベラ ダルバ
DOC

ランゲ
DOC

BARBERA D'ALBA
BURDINOTA

12

12

4940015522141

52214

BARBERA D'ALBA
BURDINOTA DEL CIABOT

12

LANGHE NEBBIOLO
IL CIABOT

バルバレスコ スタルデリ
BARBARESCO STARDERI

バルバレスコ
DOCG

12

4940015543634

54363

12

750ml

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

青りんごや 爽やかな緑 の
ハーブ、白や黄色の花を思
わせるアロマ。澱からの旨
味と自然に残ったガス。ま
たマセラシオンによるグレー
プフルーツ様 の 苦みも相
まって複雑味を口中で感じ
させる。

スタルデリの区画より平均
樹齢45年という老樹のバ
ルベラ。濃縮した果実の充
実と、繊細さと美しい酸味
のバランス。

カノーヴァとスタルデリの両
丘からのバルベラ。強いタ
ンニンと酸味の美しさ。チャ
ボットは畑に点在する農機
具などを入れておく小さな
納屋のこと。特別限定品。

フラッグシップのひとつ、バ
ルバレスコ イル チャボット
の若 木を使 用 。酸 味と濃
縮度のバランス。タンニン
は細やかで繊細。アリエ産
のバリックで熟成。

平均樹齢が70年という凝
縮したネッビオーロ。スミレ
や濃いベリーのアロマ。極
めて力 強く濃 縮した果 実
味。フルボディながら丸くし
なやかなタンニン。

￥2,800

￥2,800

￥4,000

￥3,500

￥6,000

辛口

アルネイス

バルベラ

2019
32

バルベラ

2018

ネッビオーロ

2017

ネッビオーロ

2017

2015

Piemonte

ピエモンテ /

Italia

ヴィッラ テルリーナ
VILLA TERLINA
ピエモンテ、アスティ県。人口1600人そこそこという田舎村アリアーノ・テルメの小高い丘にセ
ラーを構えるヴィッラ・テルリーナ。
石こうを母岩に泥灰土や石灰土に覆われたアリアーノ・テルメの土壌は厳格なミネラルを果実
に与え、また隆起に富んだ地形は水はけの良さをもたらすなど、繊細で透明感に満ち、かつフ
ローラルなワインを目指す生産者にとって最適のテロワールといえます。かつて海の底だったと
いうこのエリアの潤沢なミネラルと自然な旨味、ぶどうのエキスが詰まった非常に素晴らしいバ
ルベラ・ダスティやモンフェッラート・ロッソは、一部の未熟な自然派生産者とはまったく違う完成
度をもって、消費者の感覚に訴えてきます。
彼の“モンシクーロ”を飲めばバローロなどいらないのではないかと思わせるほどの凄みをそこに
感じずにはいられません。

4940015509180
50918
ピエモンテ バルベラ
ブリッコ フランチャ

4940015509197
50919
バルベラ ダスティ
グラダーレ

4940015509203
50920
バルベラ ダスティ
モンシクーロ

ピエモンテ
DOC

バルベラ ダスティ
DOCG

バルベラ ダスティ
DOCG

PIEMONTE BARBERA
BRICCO FRANCIA

6

BARBERA D'ASTI GRADALE

6

BARBERA D'ASTI MONSICURO

6

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

ヴィッラ・テルリーナの中で最
も早く瓶詰されるが、
この生
産者の偉大さがすでにこの
一番入手しやすいキュヴェ
にも見られる。プラムやダー
クチェリーのアロマ。濃縮感
や凝縮感に富む。ややハー
ベイシャスで余韻は長い。

ブラックベリーやダークチェ
リーのアロマ。スパイスの
要素をまとい複雑味が感じ
られる。果実の濃縮感が素
晴らしく、
かつ上品で繊細。

パオロ氏が最も大切にして
いる区画“モンシクーロ”。す
さまじい濃縮感がありながら
滑らかで複雑味に富む。和
の出汁にも似た旨みをまと
い、柔和。ブラックベリー、
ダークチェリーよりもブルー
ベリーやレッドカラントのよ
うなみずみずしさ。

￥2,600

￥3,500

￥6,000

バルベラ

ミディアムボディ 750ml

バルベラ

バルベラ

2018

2016

2015

テヌータ サン ピエートロ
TENUTA SAN PIETRO
ピエモンテ地方のガヴィにある最も歴史あるワイナリーの一つで、標高約300ｍのタッサローロ
の丘にあります。サン ピエートロという名前は、18世紀にこの場所にあったフランチェスコ派の
修道院に由来します。このワイナリーは30ヘクタールのワイン畑を所有し、
コルテーゼ種の生
産が主ですが、他にアルバロッサ、バルベラやニビオといった地場品種も栽培しています。ワイ
ン造りに最適な気候、海から吹く風、粘土主体の土壌に加え、
このワイナリーではビオディナミ
を実践しています。彼らにとって、ワイン造りには何より環境・土壌を守り、活性化させることが重
要で、
ブドウ畑は草に覆われ、有機堆肥を使用し、
また月齢カレンダーに従って、種まきや収穫
の時期を決定をしています。また、受け継がれてきた古いブドウ畑が多くあり、中世の修道士た
ちが作り上げた畑も今日でもよく守られています。その畑の一部は、
ヨーロッパで猛威を振るっ
たフィロキセラ禍を受けずに、今日でもワインが造られています。このように伝統を守り、自然を
敬うワイン造りの姿勢が、テヌータ サン ピエートロの味わいを造り出しています。

4940015553671
55367
ガヴィ エッセーレ
ナトゥーラ

4940015448427

44842

4940015501245

50124

ガヴィイル マンドルロ

ガヴィ コルテ

GAVI ESSERE NATURA

GAVI CORTE

GAVI IL MANDORLO

ガヴィ
DOCG

ガヴィ
DOCG

ガヴィ
DOCG

辛口

6
750ml

辛口

6
750ml

辛口

4940015544068
54406
モンフェッラート ロッソ
ヴィタ ナトゥーラ

4940015553695
55369
モンフェッラート ロッソ
ボルド

モンフェッラート ロッソ
DOC

モンフェッラート ロッソ
DOC

MONFERRATO ROSSO
VITA NATURA

6

6

750ml

ミディアムボディ 750ml

MONFERRATO ROSSO BORDO

6

ミディアムボディ 750ml

フレッシュな青リンゴや柑橘
系 果 実を思わせるフルー
ティなアロマ。酸味は比較
的 穏やかで、果 実の濃 縮
感がよく感じられる。

軽く緑がかった 薄 いイエ
ロー。フレッシュでリンゴを
思わせるフルーティなアロ
マ。生き生きとした酸 味と
しっかりしたボディがあり、
心地よい余韻が続く辛口
白ワイン。食前酒として最
適で、
チキンや魚料理にも
相性が良い。

薄いゴールド色、甘いアー
モンドやアカシアのようなア
ロマがあり、味わいはしっか
りとしたボディとピュアな酸
味はバランスがとれ、
エレガ
ントな味わいの辛口白。フ
レッシュチーズやチキンはも
ちろん、魚料理とは相性が
抜群です。

モンフェッラート ロッソ ボル
ドをつくる区画の若木でつ
くったセカンドワイン。
フレッシュな紫のチェリーの
アロマにややトロピカルな
果 実のニュアンスが 溶け
込む。

ビオディナミコでつくりあげ
るモンフェッラート。フレッ
シュなラズベリーや森の果
実を想わせるアロマ。
フルーティーでありながら、
しっかりとした厚みがあり、
非常にバランスが取れてい
ます。

￥2,000

￥2,600

￥4,200

￥2,400

￥3,000

コルテーゼ

コルテーゼ

コルテーゼ

2019

2018

2017

アルバロッサ
バルベラ
カベルネ・ソーヴィニョン

2018

アルバロッサ
バルベラ
カベルネ・ソーヴィニョン

2018
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アルト・アディジェ

カンティーナ ヴァッレ イサルコ
CANTINA VALLE ISARCO
カンティーナ・ヴァッレ・イサルコは1961年、24名の醸造家、栽培農家によって設立されました。
現在は135の栽培農家で構成されています。ブドウ畑はイサルコ渓谷の北、ヴァルナやアルビ
オンスから南はレノンやフィエー・アッロ・シーリアルまでの11のプロット、標高300〜1000メート
ルに合計150ヘクタールに点在するブドウ畑から、年間平均95万本のワインづくりを行ってい
ます。つまり、一戸の農家が約1ヘクタールと目の届く範囲でブドウ栽培を行っていることも高
い品質につながっています。また、独自のルールとして収量も厳しく制限しています。例えばシル
ヴァネールではこの地方のDOC規定では最大11トンまで認められているところ、上級レンジの
「アリストス」では6.5トンまで。渓谷の北中部の土壌は石英千枚岩と閃緑岩が混ざった砂利と
沖積土。渓谷の南部は細かく砕けた斑岩が混ざる沖積土。海抜1000メートルという標高の高
さ、16℃以上もの夏の昼夜の温度差とマロラクティック発酵を一切行わないワインづくり
（白ワ
イン）
がカンティーナ ヴァッレ・イサルコのワインを特徴付けます。

4940015532966

53296
グリューナー
フェルトリナー

4940015556443

55644
リースリング

GRUNER VELTLINER

RIESLING

アルト アディジェ ヴァッレ
イサルコ
6
DOC

アルト アディジェ ヴァッレ
イサルコ
6
DOC

辛口

750ml

辛口

750ml

4940015509425

50942

4940015532980

53298

4940015532997

53299

ソーヴィニョン

ケルナー

スキアーヴァ

SAUVIGNON

KERNER

SCHIAVA

アルト アディジェ
DOC

アルト アディジェ ヴァッレ
イサルコ
6
DOC

アルト アディジェ
DOC

辛口

6
750ml

辛口

750ml

6

ミディアムボディ 750ml

400〜750メートルの標高
からのブレンド。ステンレス
タンクで発酵の後、5ヵ月間
静置。MLFなし。青リンゴを
想起させる果実味。柔らか
ですが、
しっかりとしたスパイ
スのニュアンスを残します。

600〜950メートルの標高、
水晶含みの岩がちの区画に
植わるリースリング・レナーノ。
ステンレスタンクで発 酵 の
後、5ヵ月間静置。MLFなし。
ぺトロール香が出だすのは2
年〜3年瓶熟してから。若い
うちは火打石のようなニュア
ンスが強く、
フレッシュでミネ
ラルの要素が勝ります。

イサルコにソーヴィニョン・ブ
ランが持ち込まれたのは実
は最近のこと。450〜700
メートルの標高からのブレン
ド。ステンレスタンクで発酵
の後、5ヵ月間静置。MLFな
し。柔和でメリハリのある果
実味。グラッシーさよりもフ
レッシュな果実味が特徴。

ケルナーは1930年ドイツ
でリースリングとスキアー
ヴァの交配により生まれた
品種。600〜950メートル
の標高からのブレンド。ステ
ンレスタンクで発酵の後5ヵ
月間静置。MLFなし。食事
に寄り添うほろ苦さとフレッ
シュな酸味のバランス。

アルト・アディジェに代表さ
れる固有品種ですが、
イサ
ルコ渓谷で栽培されている
のは非常に稀。450〜700
メートルの標高からのブレン
ド。ステンレスタンクで発酵
の後、7ヵ月間静置。軽やか
さと軽いタッチのタンニン。
フレッシュな果実味ながら豊
富な旨味がずっと続きます。

￥2,400

￥2,800

￥2,600

￥2,800

￥2,200

グリューナー・フェルトリナー

リースリング

53124

2019

2019

4940015531242

4940015531259
53125
グリューナー フェルトリナー
アリストス

ピノ ネロ
PINO NERO

アルト アディジェ
DOC

ソーヴィニョン・ブラン

6

ミディアムボディ 750ml

ケルナー

スキアーヴァ

2018
4940015556474

55647

リースリング アリストス

2019
4940015509432

50943

シルヴァネール アリストス

2019
4940015507452

50745

ケルナー アリストス

GRUNER VELTLINER ARISTOS

RIESLING ARISTOS

SYLVANER ARISTOS

KERNER ARISTOS

アルト アディジェ ヴァッレ
イサルコ
6
DOC

アルト アディジェ ヴァッレ
イサルコ
6
DOC

アルト アディジェ ヴァッレ
イサルコ
6
DOC

アルト アディジェ ヴァッレ
イサルコ
6
DOC

辛口

750ml

辛口

750ml

辛口

750ml

辛口

750ml

ボルツァーノの町からイサ
ルコに入る入口のエリア、
450〜700メートルの標高
からのブレンド。ステンレス
で発酵の後、7ヵ月間33HL
のアカシアの大樽で熟成。
梅やプラムの果実味がしっ
かりと感じられます。

550〜600メートルの標高
からのブレンド。数時間のス
キンコンタクトを経て、50%を
ステンレスタンクで発酵し7ヵ
月間静置、50％をアカシア
の大樽で発酵し、7か月熟成
したものを最 終 的にブレン
ド。MLFなし。洋ナシや青リ
ンゴ、
フレッシュなシトラスな
がら白コショウのようなスパイ
シーさも。収量40hl/ha。

600〜800メートルの標高
からのブレンド。ステンレスタ
ンクで数時間のスキンコン
タクトの後、発酵。7ヵ月間
静置。MLFなし。ケルナーや
グリューナー・フェルトリナー
に共通する強烈なミネラル
は、品種を超えた偉大なテ
ロワールの存在を浮き彫り
にする教書のような存在。

550〜650メートルの標高
からのブレンド。数時間のス
キンコンタクトを経て、50%を
ステンレスタンクで発酵しそ
のまま8ヵ月間静置、50％を
アカシアの大樽で発酵させ
て、
そのまま8か月熟成したも
のを最終的にブレンド。MLF
なし。完熟のリンゴの甘味と
白い花のアロマ。デリケート。

750〜980メートルの標高
からのブレンド。ステンレス
タンクで数時間のスキンコ
ンタクトの後、発酵。8ヵ月
間静置。MLFなし。
リースリ
ングのようなニュアンスです
がもう少しほろ苦さ桃 の
ニュアンスが高く感じられま
す。収量40hl/ha。

￥2,800

￥3,300

￥3,500

￥3,300

￥3,500

ピノ・ネロ

グリューナー・フェルトリナー

2018

34

リースリング

2018

シルヴァネール

2019

ケルナー

2017

2018

Veneto

ヴェネト /

Italia

テッレ デイ ブース
TERRE DEI BUTH
『プロセッコ』は主に北イタリア「ヴェネト州」で造られてるスパークリングワイン。フレッシュでフ
ルーティーな味わいは、ワインに親しみのない層や若い層にも受け入れられ人気を獲得。
テッレ・デイ・ブースは、数少ない極辛口プロセッコの生産者です。プロセッコDOCGの産地とし
て有名なコネリアーノの丘陵地すぐ南、
トレヴィーゾ県マレーノ・ディ・ピアーヴェとラメラに約20
ヘクタールを持つカンティーナで2003年に設立、年間約25万本をリリースしています。現当主
パオさんと兄のマッシモさんはマリオン家の3代目で、1999年に彼らの父であるブルーノさんか
らこの畑を譲り受けました。カンティーナの名前「ブース」はこの地方の方言で「新芽」に由来
し、4月になると畑は新緑の若い葉で彩られ、大変美しい景観につつまれます。畑は1999年にビ
オロジコの認証を取得。彼らの目指すワインは、
ブドウそのものの果実味を表現しながら、お食
事とも合わせる事が出来る辛口で、
クリーミーで繊細な泡立ちを持つプロセッコです。

4940015553718

55371

4940015572177

57217

4940015553725

55372

4940015553862

55386

プロセッコ ブリュット

プロセッコ ロゼ ブリュット

フリッツァンテ ビアンコ

フリッツァンテ ロゼ

PROSECCO BRUT

PROSECCO ROSE BRUT

FRIZZANTE BIANCO

FRIZZANTE ROSE

プロセッコ
DOC
辛口

6
750ml

プロセッコ
DOC
辛口

フリッツァンテ

6
750ml

辛口

フリッツァンテ

6
750ml

辛口

4940015485743
48574
オプラ ワインカクテル
レモン & マンゴー
OPLA WINECOCKTAIL
LEMON AND MANGO

6
750ml

フルーツ フレーヴァード 6
スパークリング
中甘口

750ml

残 糖 6 g / Lと、プロセッコ
DOCの中では貴重な辛口
タイプ。グレラ種特有の青
リンゴや白い花の風 味の
他、
グレープフルーツ、
レモ
ンピールの他、
レモンバー
ムやレモングラスなど清涼
感伴ったハーブのニュアン
スも感じられます。
ヴィーガン認証済。

クリーミーで上質な泡を得る
ため二次発酵期間を70日
と設定。残糖10〜11g/L。
ピンクグレープフルーツ、赤
リンゴやラズベリーの果実
味にフレッシュな酸味がバ
ランスした喜ばしい味わい。
裏ラベルに収 穫 年 記 載 。
ヴィーガン認証済。

もともとプロセッコ用の原
酒をフリッツァンテに仕上
げたもので、
グレラ100％。
20〜25日間のシャルマで
仕上げた微発泡スタイル。
残糖13g/L。
ヴィーガン認証済。

ラボーゾを10％ブレンドした
ロゼのフリッツァンテ。残糖
13g/L。ヴィーガン認証済。
ストロベリーやラズベリーの
風味が華を添えてくれます。

グレラ100%のワインをインジェ
クション方式で仕上げたスプマ
ンテにオーガニック認証付のレ
モンとマンゴーの天然香料を
加えたカクテルスタイル。
トロピ
カルなマンゴーのエキゾチック
な香りとレモンの清々しいアロ
マと酸味に支えられ、キレのよ
い飲み口に仕上がっています。
ヴィーガン認証済。

￥1,800

￥1,800

￥1,200

￥1,200

￥1,200

4940015485750
48575
オプラ ワインカクテル
ストロベリー & ライム

8052740493750
187718
オプラ ワインカクテル
レモン & マンゴー 200ml

8052740493767
187719
オプラ ワインカクテル
ストロベリー & ライム 200ml

フルーツ フレーヴァード 6
スパークリング

フルーツ フレーヴァード スパークリング

フルーツ フレーヴァード スパークリング

グレラ85％
ピノ・ネロ15％

グレラ

OPLA WINECOCKTAIL
STRAWBERRY AND LIME

中甘口

750ml

インジェクション方 式で仕
上げたスプマンテにオーガ
ニック認 証 付 のストロベ
リーとライムの天然香料を
加えたカクテルスタイル。
清々しさとフレッシュ感。仕
事終わりのリフレッシュにお
すすめできるロゼカラーで
す。ヴィーガン認証済。

OPLA WINECOCKTAIL
LEMON AND MANGO 200ml

中甘口

￥500
グレラ

グレラ
ラボーゾ

グレラ

12

200ml

グレラ

OPLA WINECOCKTAIL
STRAWBERRY AND LIME 200ml

中甘口

12

200ml

￥500
グレラ

￥1,200
グレラ
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リオンド
CANTINE RIONDO
カンティーネ・リオンドはソアーヴェ地区に醸造所を構える2008年創業の生産者協同組合で
す。ソアーヴェとモンテフォルテ・ダルポーネのそれぞれのコムーネを中心に2400軒もの契約農
家と6000haのブドウ畑から毎年安定した品質のワインを生産。
特にモンテフォルテ・ダルポーネのブドウはまれにみる微気候の恩恵を受け、高品質のワインを
生み出すとして知られる銘醸地。
そのブドウの質の良さと設立よりガンチアやラ・ヴェルサといった名門ワイナリーで長年主任醸
造家として活躍していたコラード・カヴァッロ氏が醸造責任者を担当したことで瞬く間にリオンド
の名を世界中が知ることになりました。

8001968004774
14270
カーザブルティフルート
スプマンテ エクストラドライ

8001968003890
14271
カーザブルティフルート アン ロゼ
スプマンテ エクストラドライ

8001968004859
40209
プロセッコ
ブリュット コッレツィオーネ

4940015113684
11368
プロセッコ フリッツァンテ
スパーゴ

スプマンテ

スプマンテ

プロセッコ
DOC

プロセッコ
DOC

CASABURTI FLUTE
SPARKLING EXTRA DRY

辛口

6
750ml

CASA BURTI FLUTE EN ROSE
SPARKLING EXTRA DRY

辛口

6
750ml

PROSECCO BRUT COLLEZIONE

辛口

6
750ml

PROSECCO FRIZZANTE
SPAGO

辛口

6
750ml

8001968001414

30167

モスカート スプマンテ
MOSCATO SPUMANTE

スプマンテ
中甘口

6
750ml

ヴェネト産のシャルドネ、
ガ
ルガネガ、
グレラを使用した
シャルマ方式のスパークリ
ングワイン。オレンジや金柑
を思わせる香り高いアロマ
と柔らかく上品な泡立ち。

ヴェネト産のラボーゾなど
様々な黒ブドウを使用した
辛口のロゼスパークリング
ワイン。ベリーのニュアンス
を感じるアロマです。

フレッシュで香り高く、細や
かで上品な泡立ち。
ブリュットではありますが、残
糖11g/Lと、
プロセッコらし
い果実味の豊かさとのバラ
ンスも抜群。

ヴェネト特産のブドウ、
グレラ
を使ったフレッシュで香り高
く、細やかで軽い泡立ちのフ
リッツァンテ
（微発泡）。アペ
リティフとして、
また軽い味わ
いの料理とよく合います。

モスカート種をつかったやさ
しい泡立ちの甘口スパーク
リング。桃やアプリコットの
さわやかな甘みが、美しい
酸味を伴って口中でみずみ
ずしく広がります。

￥1,200

￥1,200

￥1,600

￥1,600

￥1,300

シャルドネ
ガルガネーガ
グレラ

36

ラボーゾなど

グレラ

グレラ
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カンパニョーラ
CAMPAGNOLA
1886年にカルロ・カンパニョーラとカテリーナ・ザルディーニの夫妻によって設立された小さな
醸造所が現在の歴史の始まり。二人の間に生まれたジュゼッペはその息子ジャンカルロとル
イージとともに第二次大戦の勃発とともにヴェローナの北方、丘の上にたつ小さなヴァルガター
ラの村に疎開。1946年、その地で新たに設立した醸造所が今のジュゼッペ・カンパニョーラの
礎となりました。現在、5世代にわたって家族経営を貫いています。
ヴァルポリチェッラ・クラッシコに分類されるマラーノ・ディ・ヴァルポリチェッラ地区に5ヘクター
ルを所有。その他、
コーペラティーヴォ・ルイージ・カンパニョーラとして105ヘクタールのブドウ
畑と50前後の小規模ながら気概に満ちた農家によって供給されるブドウから年間100万本のワ
インを生産しています。ブドウ畑はそれぞれの地形と土壌特性、斜面や標高の高さによって区
画ごとに管理され、ヴィンテージごとに最良として選ばれた区画から偉大なワインをリリースして
います。

4940015078273

7827

ソアーヴェ クラッシコ
SOAVE CLASSICO

ソアーヴェ クラッシコ
DOC
辛口

6

750ml

4940015596654
59665
レ ビーネ
ソアーヴェ クラッシコ

8002645501005

12311

バルドリーノ クラッシコ

LE BINE SOAVE CLASSICO

BARDOLINO CLASSICO

ソアーヴェ クラッシコ
DOC

バルドリーノ クラッシコ 6
DOC

辛口

6

4940015088524
8852
レ ビーネ ヴァルポチェッラ
クラッシコ

ヴァルポリチェッラ クラッシコ
DOC

ヴァルポリチェッラ クラッシコ
DOC

VALPOLICELLA
CLASSICO SUPERIORE

ミディアムボディ 750ml

750ml

4940015092422
9242
ヴァルポリチェッラ
クラッシコ

6

ミディアムボディ 750ml

LE BINE VALPOLICELLA
CLASSICO SUPERIORE

6

ミディアムボディ 750ml

ソアーヴェはヴェネト州の
代 表 的な辛 口白ワインで
す。ガルガーネガとトレッビ
アーノ種のブレンド。緑が
かった明るい麦 藁 色で調
和のとれた、アーモンドビ
ターのアフターテイストが楽
しめます。

フォスカリーノの区画から。
デリケートで凝縮感のある
フレーヴァーがあり、調和が
取れており、
アーモンドのよ
うな香ばしさがかすかに余
韻に残ります。このワインは
ソアーヴェの中でも限定し
た畑のブドウを使用してつく
られています。

バルドリーノはヴェネト州
の、
コルヴェーナ・ヴェネロー
ゼ、
ロンディネッラ、
モリナー
ラ種を用いてつくられます。
きれいな明るいルビー色を
しており、
フレッシュで軽い
口当たりの赤ワインです。

ロミオとジュリエットの舞台、
ヴェローナのワインです。優
しいタンニンがあり、
チェリー
のような酸味はバランスが
よく飲みやすさがあります。

カシスの凝縮感、なめらか
な口あたりのミディアムボ
ディの赤ワインです。ヴァル
ポリッチェッラの中でもより
選られた区画ディ・プラーノ
からの限定品。

￥1,400

￥2,200

￥1,400

￥1,700

￥2,200

ガルガーネガ
トレッビアーノ

ガルガーネガ
トレッビアーノ

4940015537176

53717

コルヴィーナ・ヴェロネーゼ
ロンディネッラ
モリナーラ

4940015474549

47454

コルヴィーナ・ヴェロネーゼ
ロンディネッラ
モリナーラ

4940015537183

53718

コルヴィーナ・ヴェロネーゼ
ロンディネッラ
モリナーラ

4940015555026

55502

ジュゼッペ カンパニョーラ
ヴァルポリチェッラ クラッシコ
スペリオーレ リパッソ

ジュゼッペ カンパニョーラ
アマローネ デッラ
ヴァルポリッチェッラ

カテリーナ ザルディーニ
ヴァルポリチェッラ クラッシコ
スペリオーレ

カテリーナ ザルディーニ アマローネ
デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ
リゼルヴァ

ヴァルポリチェッラ リパッソ 6
DOC

アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ 6
DOCG

ヴァルポリチェッラ クラッシコ
スペリオーレ DOC

アマローネ デッラ
ヴァルポリチェッラ クラッシコ
スペリオーレ DOCG

GIUSEPPE CAMPAGNOLA
VALPOLICELLA CLASSICO RIPASSO

フルボディ

750ml

GIUSEPPE CAMPAGNOLA
AMARONE DELLA VALPOLICELLA

フルボディ

CATERINA ZARDINI
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE

750ml

フルボディ

6

750ml

CATERINA ZARDINI AMARONE DELLA
VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA

フルボディ

6

750ml

特定区間からのブドウのみ
を使用。発酵を終えたワイ
ンをレチョートとアマローネ
のヴィナッチャでリパッソ。
スラヴォニア産オークの大
樽で12ヵ月熟成。瓶熟6ヵ
月間。柔らかな果実味が口
中に広がり、
その後ややビ
ターな余韻が長く続く。

アマローネはヴェネト特有
の製法で、
ブドウを陰干しす
ることでエキスが凝縮し非
常に芳醇なコクのあるワイ
ンです。コルヴィーナ・ヴェ
ロネーゼ65％、
ロンディネッ
ラ35％のブレンド。

同社最上のブドウのみを使
用。約20日間のアパッシメ
ント。スラヴォニア産オーク
の 大 樽で約 1 2ヵ月の 熟
成 。6ヵ月間の瓶 熟 。チェ
リーやビターアーモンドのア
ロマ。濃縮したベリーの果
実味に酸となめらかなタン
ニンのバランス。

同社最上のブドウのみを使
用。最低100日間のアパッ
シメント。新樽のフレンチバ
リックで18ヵ月間の熟成の
後、6ヵ月間の瓶熟。スミレや
黒こしょうなどのスパイス感
ある非常に複雑で芳醇な香
り。煮詰めたプラムやブルー
ベリーの濃厚な味わい。

￥2,500

￥5,500

￥3,200

￥8,000

コルヴィーナ
コルヴィーナ・ヴェロネーゼ
ロンディネッラ

2018

コルヴィーナ・ヴェロネーゼ
ロンディネッラ

2015

コルヴィーナ
コルヴィーナ・ヴェロネーゼ
ロンディネッラ

2018

コルヴィーナ
コルヴィーナ・ヴェロネーゼ
ロンディネッラ

2015
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フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア

シモン ディ ブラッツァン
SIMON DI BRAZZAN
シモン・ディ・ブラッツァンのカンティーナはスロヴェニアとの国境の目と鼻の先のブラッツァー
ノ・ディ・コルモンスの村にあり、標高80メートルから90メートルのイソンツォとコッリオに点在す
る13ヘクタールのブドウ畑から、年産平均で8万本のワインを生産しています。
自社元詰は現当主のダニエーレが正式にシモン・ディ・ブラッツァンに加わって以降の2001年
から。農薬に対するアレルギーがあると医師に診断されたダニエーレは自らの健康のため、そし
て同じような症状を周囲に及ぼさないことを目的に一切の農薬を禁止しビオロジコとビオディナ
ミコを推進しました。エノロゴはイル・カルピノでも有名なナターレ・ファヴレット氏。

4940015508114

50811
リネ ブラン
RINE BLANC

ヴェネツィア ジュリア
IGT
辛口

750ml

4940015543689

54368

4940015510612

51061

4940015543672

54367

ブラン ディシモン

マルヴァジア

ソーヴィニョン

ピノ グリージョ

BLANC DI SIMON

MALVASIA

SAUVIGNON

PINOT GRIGIO

フリウリ
DOC

6

4940015531020

53102

辛口

ヴェネツィア ジュリア
IGT

6
750ml

辛口

ヴェネツィア ジュリア
IGT

6

750ml

辛口

フリウリ
DOC

6

750ml

辛口

6
750ml

最も古い樹齢はトラミナー・
アロマティコで70年。ステン
レスタンクのみの醸 造 。品
種、区画ごとに振り分け、10
〜12度で一晩スキンコンタ
クトしてから醸造。豊かなア
ロマと果実味、繊細な飲み
口と味 覚のダイナミズムを
伴った大変喜ばしいワイン。

樹齢63〜118年。ステンレ
スタンクで一晩スキンコンタ
クトさせたものと、
トロンコ・コ
ニコで25日スキンコンタクト
したまま発酵させたものを収
穫翌年の3月にブレンド。
ト
ロピカルフルーツや黄色の
豊かなアロマに十 分なボ
ディを酸味が支える。

ステンレスタンクで一晩スキ
ンコンタクトさせたものと、
ト
ノーで25日スキンコンタクト
したまま発酵させたものを収
穫翌年の3月にブレンド。軽
い清澄の後にボトリング。金
のエッジを持つ麦わら色。非
常に繊細な花の香りで、味
わいにはさまざまなフルーツ
にスパイスのニュアンスも。

1968年と2000年に植樹し
たソーヴィニョン・ブランから。
ステンレスタンクで一晩スキ
ンコンタクトさせたものと、
ト
ノーで25日スキンコンタクトし
発酵させたものを収穫翌年
の3月にブレンド。白コショウ
やトマトの葉のニュアンスを
含む繊細で温かみの香り。

1980年と2000年に植樹
したピノ・グリージョから。ス
テンレスタンクで一晩スキ
ンコンタクトさせたものと、
ト
ノーで25日スキンコンタクト
し発酵させたものを収穫翌
年の3月にブレンド。軽い清
澄の後にボトリング。典型
的なラマートの色味を帯び
た白ワイン。

￥3,300

￥3,300

￥3,400

￥3,300

￥3,300

ピノ・ビアンコ
ソーヴィニョン・ブラン
マルヴァジア トラミナー

フリウラーノ

45919

2017

2018

4940015459195

4940015583197
58319
2021年秋入荷予定
ピノ グリージョ
トラディツィオン

カベルネ フラン
CABERNET FRANC

ヴェネツィア ジュリア
IGT

マルヴァジア

6

ミディアムボディ 750ml

2019

51049

4940015510490
2021年秋入荷予定

メルロ チェンテナリオ

PINOT GRIGIO TRADIZION

MERLOT CENTENARIO

フリウリ
DOC

ヴェネツィア ジュリア
IGT

6

ソーヴィニョン・ブラン

6

750ml

ミディアムボディ 750ml

コッリオ地区とイソンツォ地
区２つの区 画より。
トロン
コ・コニコで約20日間の発
酵の後、
そのまま12ヵ月静
置。軽い清澄の後にボトリ
ングし約5ヵ月間瓶熟。黒こ
しょうやリコリスの 複 雑な
ニュアンスを含むアロマ、
ソ
フトでこなれたタンニン。

コッリオ地区とブラッツァー
ノ村の2つの区画、1980
年に植樹したブドウのみを
使用。1本の樹に実らせる
ブドウは最大で8房のみとす
る。両年のみ約3000本と
生産量が少ないながら、
シ
モン・ディ・ブラッツァンの名
を知らしめる看板的ワイン。

￥3,300

￥5,000

当主ダニエーレの祖父エンリコへの
オマージュとして、彼が1 0 0 歳に
なった2016年に特別に仕込まれ
た。24HLのスラヴォニアン・トロン
ココニコで30日の自然発酵。
トノー
で10ヵ月、その後25HLのスラヴォ
ニアンオークのボッテで24ヵ月熟
成。数ヵ月の瓶熟。6660本のリ
リース。絹のように滑らかな果実の
つややかさと質感、落着きのあるタ
ンニンのコントロールに驚かされる。

辛口

カベルネ・フラン

2017

38

￥5,000

ピノ・グリージョ

メルロ

2019

2016

ピノ・グリージョ

2018

2019

Emilia Romagna

エミリア・ロマーニャ /

Italia

キアルリ
CHIARLI
2010年に創業150年を迎えた名門キアルリ社。彼らはエミリア地方で最も長い歴史を持つラ
ンブルスコの造り手であるだけでなく、年間2400万本もの生産量を誇る規模の大きさながら、
150年にも渡ってランブルスコ造りへの情熱を絶やすことなく家族経営を貫いている点におい
ても特別な存在といえるでしょう。
2003年にはドメーヌ・シリーズとして、
「クレート・キアルリ」
をスタートさせ、自社畑からのグラスパ
ロッサやソルバーラによるランブルスコ、
ピニョレットなどによるスプマンテをリリース。
沈殿した澱までをもボトリングしたソルバーラの古典的醸造から生まれた「フォンダトーレ」は
2010年版のガンベロロッソにおいて、
ランブルスコ史上初のトレビッキエリを獲得しました。

4940015939574

ランブルスコ IGT デッレミーリア
アマービレ ロッソ ミラベッロ

ランブルスコ IGT デッレミーリア
アマービレ ビアンコ ミラベッロ

4940015955048
95504
DOP ランブルスコ ディソルバーラ
セッコ プレスティージョ

ランブルスコ デッレミリア 6
IGT

ランブルスコ デッレミリア 6
IGT

ランブルスコ ディ ソルバーラ 6
DOP

93957

LAMBRUSCO IGT DELL EMILIA
AMABILE ROSSO MIRABELLO

中甘口

750ml

4940015939550

93955

LAMBRUSCO IGT DELL EMILIA
AMABILE BIANCO MIRABELLO

中甘口

750ml

DOP LAMBRUSCO DI SORBARA
SECCO PRESTIGIO

辛口

750ml

4940015293928
29392
クレート キアルリ スプマンテ
ブリュット モデン ブラン

4940015293935
29393
クレート キアルリ スプマンテ
ロゼ ブリュットド ノワール

スプマンテ

スプマンテ

CLETO CHIARLI SPUMANTE
BRUT MODEN BLANC

辛口

6
750ml

CLETO CHIARLI SPUMANTE
ROSE BRUT DE NOIR

辛口

6
750ml

サラミーノ種をメインにソル
バーラ種をブレンド。シャル
マ方式によって醸造されて
います。イチゴやブルーベ
リーの味わい。

サラミーノ種をメインにソル
バーラ種をブレンド。シャル
マ方式で造るやや甘口の気
軽なエントリークラス。発酵
途中で冷却しフィルタリング
することで甘味を残していま
す。フルーツキャンディや白
い花の爽やかなニュアンス。

ランブルスコで最も長い歴
史を持つキアルリ社のお買
い得なソルバーラ。辛口の
味わいかつソルバーラらし
い美しい酸 味が料 理を進
めてくれます。

自社畑「ベルヴェデーレ」か
ら。4〜6か月間にわたる一次
発酵で得たガスをそのままボ
トルに閉じ込めたもの。アプリ
コットやナッツのアロマに白
い花のニュアンス。
ドライな
口当りで、
しっかりとした酸と
ミネラルを多く含んでいます。

自社畑「チャルディーニ」か
ら。全房または少し除梗し空
気圧プレス。4〜6カ月にも
わたる一次発酵で得たガス
をボトルに閉じ込めたもの。
イチゴやラズベリー、バラの
華やかなアロマ。極めてク
リーミーで上品な泡立ち。

￥1,000

￥1,000

￥1,300

￥2,300

￥2,400

サラミーノ
ソルバーラ

サラミーノ
ソルバーラ

4940015543641
54364
クレート キアルリ ランブルスコ
ディ ソルバーラ フォンダトーレ
CLETO CHIARLI DOP LAMBRUSCO
DI SORBARA FONDATORE

ピニョレット

グラスパロッサ
ピノ・ネロ

4940015555033

55503

クレート キアルリ ランブルスコ
グラスパロッサ ディカステルヴェートロ
ヴィニェート チャルディーニ
CLETO CHIARLI DOP LAMBRUSCO
GRASPAROSSA DI CASTELVETRO
VIGNETO CIALDINI

ランブルスコ ディ ソルバーラ 6
DOP
辛口

ソルバーラ

ランブルスコ グラスパロッサ 6
DOP

750ml

辛口

750ml

ランブルスコで最も長い歴史
を持つキアルリ社が新たに
手がけるプライヴェート・エス
テート・レンジ。ソルバーラらし
い高い酸度と砂質土壌なら
ではの香り高いテロワールの
表現を徹底。瓶内二次発酵
のメトド・アンチェストラーレ。

自社 畑「チャルディーニ」
からの辛口。
グラスパロッサ
種らしいやや強めのグリッ
プのあるタンニンとほどよい
酸味はまさBBQや牛肉の
グリル、生ハムなどとのペア
リングで真を発揮します。食
前酒ではなくメイン料理に
合わせて。

￥2,500

￥2,500

ソルバーラ

グラスパロッサ

2019

2019
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エミリア・ロマーニャ

チェヴィコ
TERRE CEVICO
チェヴィコはロマーニャはルーゴの地に1963年に設立された、
ブドウ栽培農家のための協同組
合。現在は4500名の組合員と6700ヘクタールをおさめ、州内の複数の協同組合との連携の
中で年間5000万本ものワインをイタリア全土に供給しています。
その力は目覚ましく、チェヴィコは高品質ワインにも投資することが出来、潤沢な原料から厳しい
規格で選び抜かれたブドウのみを用いて、数年前には考えられなかったテロワールを反映した、
強い個性をもったワインをつくり始めています。
協同組合のワインというと
「価格お手頃、品質そこそこ」
というイメージが先行するかも知れませ
んが、
イタリアではその成り立ちと哲学は一般のイメージと全く違い、体制に対する独立独歩の
精神が根底にあります。量と品質を見事に両立させ、信頼でき、美味しくテロワールを反映させ
ながら、全ての人が買うことが出来るワインをチェヴィコは目指しています。

4940015460351
46035
カステッラノーヴォ
ビアンコ
CASTELLANOVO VINO
BIANCO D ITALIANA

VDT
辛口

12
750ml

4940015460368

46036

カステッラノーヴォ ロッソ
CASTELLANOVO VINO
ROSSO D ITALIANA

中軽口

LE ROCCHE MALATESTIANE
TREBBIANO CHARDONNAY IGT

12

VDT

4940015460375
46037
レ ロッケ マラテスティアーネ
トレッビアーノ シャルドネ

750ml

ルビコーネ
IGT
辛口

6
750ml

4940015460382
46038
レ ロッケ マラテスティアーネ
メルロ サンジョヴェーゼ

4940015460528
46052
テッレ チェヴィコ ロマーニャ
アルバーナ セッコ

ルビコーネ
IGT

ロマーニャ アルバーナ 6
DOCG

LE ROCCHE MALATESTIANE
MERLOT SANGIOVESE IGT

6

ミディアムボディ 750ml

TERRE CEVICO DOCG ROMAGNA
ALBANA SECCO (LINEA TOP EXPORT)

辛口

750ml

トレッビアーノほか、様々な
白ブドウでつくられたヴィー
ノ・メティッチオ
（混ぜこぜ）
。
ステンレスタンク の み 、
MLFなし。白い花のブーケ
にフレッシュシトラスのアロ
マ。香りに直結した味わい
のすっきりとした辛口。

サンジョヴェーゼほか、様々
な 黒 ブドウで つくられ た
ヴィーノ・メティッチオ
（混ぜ
こぜ）。ステンレスタンクの
み、
３ヵ月の静置を経てボトリ
ング。スミレを思わせる豊か
な香りに、
しっかりと溶けこん
だタンニンと果実のほどよい
濃縮感が杯をすすめます。

1 2 時 間のスキンコンタク
ト、
ステンレスタンクのみの
醸造。シュルリーで5ヵ月ほ
どの静置を経てボトリング。
濃厚なトロピカルフルーツ
のアロマとクリーンでフレッ
シュかつ複雑味ある辛口。

ステンレスタンクのみの醸
造で熟成は約5ヵ月間。熟
したチェリーにスパイスを
伴った複雑味。
サンジョヴェーゼらしい繊細
な酸味とプルーンのような
円やかで充実した果実味
のメルロの良いところが見
事に溶け込んでいます。

ファエンツァとイーモラ丘陵
地からのアルバーナをステ
ンレスタンクで発酵、
コンク
リートタンクで6ヵ月間 熟
成。アルバーナらしい充実
の濃縮した果実と豊かなス
トラクチャーに喉が渇くほど
の塩味を感じる、スケール
の大きな白ワインです。

￥850

￥850

￥1,100

￥1,100

￥1,700

4940015460542
46054
テッレ チェヴィコ ロマーニャ
サンジョヴェーゼスペリオーレ

4940015460559
46055
テッレ チェヴィコ スプマンテ
メトード クラッシコトレッビアーノ

4940015460580
46058
テッレ チェヴィコ スプマンテ
メトード クラッシコ サンジョヴェーゼ

4940015939468
93946
チェヴィコ スプマンテ
ブリュット コンテ フォスコ

ロマーニャ サンジョヴェーゼ
スペリオーレ

スプマンテ

スプマンテ

スプマンテ

トレッビアーノ主体

サンジョヴェーゼ主体

4940015460535

46053

テッレ チェヴィコ ロッソ
TERRE CEVICO ROSSO
IGT RUBICONE (LINEA TOP EXPORT)

ルビコーネ
IGT

6

ミディアムボディ 750ml

シャルドネ
トレッビアーノ

TERRE CEVICO SANGIOVESE SUPERIO
DOC ROMAGNA (LINEA TOP EXPORT)

DOC

6

ミディアムボディ 750ml

メルロ
サンジョヴェーゼ

TERRE CEVICO SPUMANTE METODO
CLASSICO TREBBIANO (LINEA TOP EXPORT)

辛口

6
750ml

アルバーナ

TERRE CEVICO SPUMANTE METODO
CLASSICO SANGIOVESE (LINEA TOP EXPORT)

辛口

6
750ml

CEVICO VINO SPUMANTE
BRUT CONTE FOSCO

辛口

6
750ml

リミニの丘陵地からのブド
ウをステンレスタンクで発
酵、
コンクリートタンクで9ヵ
月間熟成。強いストラクチャ
―、豊富かつ滑らかなタン
ニンとバランスの良い酸味
が整ったミッド〜フルボディ
の赤ワインです。

リミニの丘陵地からのブドウ
をステンレスタンクで発酵、
コンクリートタンクで7ヵ月間
熟成。4ヵ月間ステンレスタ
ンクでファインニングした後
にボトリング。飲み応え十分
な強固なボディと豊富な酸
味とタンニンが特徴的。

丘陵地に植わるトレッビアー
ノから。約14ヵ月の二次発
酵 期 間を経てリリースされ
る。残糖6g/L。完璧に熟し
たトレッビアーノだからこそ成
し得るストラクチャーを伴っ
た充実の果実感に、ほどよ
い複雑味が溶け込みます。

サンジョヴェーゼのヴィニ
フィカート・イン・ビアンコ。
瓶内で約14ヵ月の二次発
酵期間を経てリリース。残
糖5g/L。完熟したブドウだ
からこその完成度。サンジョ
ヴェーゼの多様な表現をお
楽しみください。

フレッシュな果実味としっか
りとした泡立ち。イタリアで
絶 大な信 頼を集めるメー
カー「CEVICO」のお買い
得なスパークリングです。
様々なお料 理と合わせて
楽しめます。

￥1,500

￥1,700

￥2,500

￥2,500

￥1,200

サンジョヴェーゼ
メルロ

サンジョヴェーゼ

4940015939475
93947
チェヴィコ スプマンテ
ドルチェ コンテ フォスコ
CEVICO VINO SPUMANTE
DOLCE CONTE FOSCO

スプマンテ
中辛口

6
750ml

フレッシュな果実味としっか
りとした泡 立ち。フルーツ
キャンディや完熟オレンジ
のようなフルーティーな味わ
い。やや甘味を感じる爽や
かな飲み口。

￥1,200

トレッビアーノ

40

トレッビアーノ

サンジョヴェーゼ

トレッビアーノ

Toscana トスカーナ /

Italia

ヴェントライオ
VENTOLAIO
ティレニア海からの心地よい風が常に吹き抜ける標高480メートルのヴェントライオ丘の上。眼
前には1700メートル級のアミアータ山がそびえ、
その足元にオルチャ川が流れています。すぐ南
には濃厚なブルネッロで著名なカステルヌオーヴォ・デッラバーテ地区が位置し、ポッジョ・ディ・
ソット、チャッチ・ピッコロミーニ・ダラゴーナといった高名な生産者の畑が広がっています。ヴェン
トライオのオーナー、ルイージ・ファンティさんは19世紀から続く農家の5代目。
1988年、25歳で父から畑を譲り受けた彼は自らのブドウをワインとして表現するため、元詰生
産者として舵を切ることを決意。2003年より
「ヴェントライオ」の名でワインをリリースすることに
なりました。栽培は実質のビオロジコ。発酵は自生酵母のみ。熟成には15HL、30HLのスラヴォ
ニア産オークのボッテとフレンチオークのトノーを使い分けます。2015年より高名なエノロゴ、マ
ウリツィオ・カステッリ氏を醸造コンサルタントに迎えたヴェントライオは今後各ガイド誌でその
名を知らしめることになるであろう、最も勢いのある生産者と評されています。

4940015584187
58418
2021年秋入荷予定
IGT トスカーナ ロザート
ロ スピッフェロ
IGT TOSCANA ROSATO
LO SPIFFERO

トスカーナ
IGT
辛口

4940015507407
50740
IGT トスカーナ ロッソ
センティエロ デル ファンテ
IGT TOSCANA ROSSO
SENTIERO DEL FANTE

750ml

ロッソ ディ モンタルチーノ
ROSSO DI MONTALCINO

4940015549971
54997
ブルネッロ ディ
モンタルチーノ
BRUNELLO DI MONTALCINO

4940015466315
46631
ブルネッロ ディ
モンタルチーノ リゼルヴァ
BRUNELLO DI MONTALCINO
RISERVA

ブルネッロ ディ モンタルチーノ
リゼルヴァ
12

12

ロッソ ディ モンタルチーノ 12
DOC

ブルネッロ ディ モンタルチーノ 12
DOCG

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

トスカーナ
IGT

12

4940015543658

54365

DOCG

早摘みのサンジョヴェーゼ
のダイレクトプレスによるロ
ザート。プレス後自生酵母の
みでゆっくりと発酵させる。
サンジョヴェーゼらしい溌剌
とした酸味、ダークチェリー
やプラムの優しい果実味。

濃縮した赤いベリーなめし
革や甘いタバコのノート。
ファミリーネームの”Fanti”
と「 悪 者 」を 意 味 す る ”
Fante”をかけて「曲者の小
路」
というユーモアの効い
た名前に。このワインだけラ
ベルに小路が描かれていま
す。年産わずか4000本。

スミレを思わせる甘い花やザ
クロ、ベリーをかじった時のフ
レッシュなアロマ。美しい酸
味と、十分なストラクチャー
に富んだボディ。タンニンは
しっかりとありますが滑らかで
余韻も長く感じられます。

スパイシーで濃く凝縮した
プラムやシダー、
なめし革の
ノート。強いストラクチャー
ながら滑らかなタンニン。濃
縮感とうまくバランスした美
しい酸味がエレガントさを生
み出しています。15年は熟
すポテンシャル。

貴 重な2 0 1 0 年 産を限 定
入手。
ブラックチェリーやス
ミレ、バニラやミントの複雑
なノート。膨らみのあるボ
ディと非常に滑らかなタン
ニン。威厳を感じる雄大な
ワインです。20年は熟成す
るポテンシャル。

￥3,000

￥2,300

￥3,200

￥6,500

￥10,000

サンジョヴェーゼ

サンジョヴェーゼ

サンジョヴェーゼ

2020

サンジョヴェーゼ

2018

2018

サンジョヴェーゼ

2015

2012

コローニョレ
COLOGNOLE
ルフィナのキャンティはそのずば抜けた品質の高さから、18世紀、時のトスカーナ大公コジモ3
世によって庇護を受けた銘醸地。1892年からの歴史を持ち、
クオリティ・キャンティの代名詞と
して強いブランド力を誇った「スパレッティ」を前身に、1990年、
コローニョレが産声を上げまし
た。現在は女性伯爵ガブリエッラ・スパレッティ女史が所有。その子息、チェーザレとマリオの
コーダ・ヌンツィアンテ兄弟がワイン切り盛りをしています。
コローニョレの畑は冷涼な味わいで知られるルフィナの中心よりもさらに標高の高い海抜380
メートルから400メートルのシエーヴェ渓谷の斜面に位置。アペニン山脈から吹き降ろす冷涼な
風がブドウに美しい酸味を、石灰を含む土壌がミネラル分をブドウにもたらし、繊細極まりない
ワインを生み出しています。1994年からは高密植、低収量に向けブドウ樹の改植に着手。ノー
マルのキャンティでも50ha/hlにまで収量落としています。認証はないもののブドウ栽培は98
年からビオロジコに着手。自生酵母で醸し、
この類まれなテロワールを見事に表現しています。

4940015509913
50991
IGT トスカーナ
ビアンコ シノピエ
IGT TOSCANA BIANCO SINOPIE

トスカーナ
IGT

12

46657

4940015466575

51070

4940015510704

キャンティ ルフィナ

キャンティシノピエ
CHIANTI SINOPIE

CHIANTI RUFINA

キャンティ
DOCG

キャンティ ルフィナ
DOCG

12

4940015510452
51045
キャンティ ルフィナ
リゼルヴァ デル ドン
CHIANTI RUFINA
RISERVA DEL DON

キャンティ ルフィナ リゼルヴァ 12
DOCG

12

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

年産約6500本のみの貴重
な白。クリスピーで複雑。
ミネ
ラルと酸味、
そして気品にあ
ふれた凛とした味わいです。
「シノピエ」はフレスコ画をつ
くる前の土台となる下書き＝
ガイドラインのこと。つまり、
コローニョレの「 指標 」とも
言える位置づけです。

フラッグシップ、
キャンティ・ル
フィナのセカンドワインの位
置づけ。赤系ベリーのチャー
ミングな果 実の香り。透 明
感ある酸味と豊富なミネラ
ル。品格と繊細さに溢れた
フードフレンドリーなワイン。

樹齢の高いサンジョヴェー
ゼから。スミレや熟したダーク
チェリーのアロマ。美しい酸
味とブルーベリーやプラムの
充実の果実味にスパイスの
ニュアンスが混ざります。す
でにリゼルヴァクラスの片鱗
を感じさせる完成度。

3つの区画からのベストセレ
クションによるサンジョヴェー
ゼ 1 0 0 ％ 。良 年 の み 約
2300本のリリース。50％を
20〜30HLのスラヴォニア
ンボッテで、50％をアリエ産
バリックでそれぞれ24ヵ月熟
成しブレンド。12ヵ月の瓶熟
を経てリリース。圧倒的なス
ケールの大きな味わいです。

￥1,900

￥2,000

￥2,600

￥4,800

辛口

750ml

シャルドネ

2018

サンジョヴェーゼ
メルロ

2017

サンジョヴェーゼ
コロリーノ

ミディアムボディ 750ml

サンジョヴェーゼ

2016

2015
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「キャンティ・クラッシコと名乗るのなら、
必ず伝統的なブレンドで造らなければならない」

ブレンドによるキャンティの表現という礎を築いた由緒ある家系
リカーゾリ男爵家の出身「伝統＆質実剛健」

ROCCA DI MONTEGROSSI
ロッカ ディモンテグロッシ
６世紀のロンゴバルド王国家にさかのぼる武
門の旧家リカーゾリ家の出身で、
イタリア共和
国2代目の首相を務め上げたベッティーノ・リ
カーゾリはキャンティ
・クラッシコのフォーミュラ
を築き上げた祖として知られる人物。
ロッカ・
ディ
・モンテグロッシのオーナー、マルコ・リカー
ゾリ氏はその37代目にあたります。
ガイオーレ
の地に彼の母が所有するカステッロ・ディ
・カッ
キアーノ所有の畑の一部を相続。
ガイオーレ
の中でも最上のテロワールを持つとされる、モ

4940015509258

50925

キャンティクラッシコ

CHIANTI CLASSICO HALF

CHIANTI CLASSICO

キャンティ クラッシコ
DOCG

4940015509265
50926
キャンティクラッシコ
ハーフ

キャンティ クラッシコ
DOCG

12

ミディアムボディ 750ml

12
375ml

ミディアムボディ

深みのあるルビー色をして
おり、典 型 的 なサンジョ
ヴェーゼを表す果実のアロ
マ、特に野イチゴの香りが
よくでています。バランスが
とれており、良好なストラク
チャー、軽やかなタンニンが
楽しめます。

￥2,300

サンジョヴェーゼ
カナイオーロ
コロリーノ

2017

ンティ・イン・キャンティの地に1992年、
ロッカ・
ディ
・モンテグロッシが設立されました。醸造所
に隣接するサン・マルチェリーノ教会の眼前
に広がるブドウ畑はバチカンの古文書におい
て、歴史上初めてキャンティに触れられた一
節「サン・マルチェリーノのキャンティ」のまさに
そのロケーションに位 置 。現 在のす べての
キャンティ・ワインの生誕の地と知られていま
す。エノロゴにアッティリオ・パーリを迎え、厳格
ながら柔和、
ヴィンテージごとの異なる作柄で
も一貫性ある味わいのキャンティ
・クラッシコを
リリースしています。

￥3,500

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE
SAN MARCELLINO

キャンティ クラッシコ
グランセレツィオーネ

12

DOCG

ミディアムボディ 750ml
モンテグロッシ最上畑サン・
マルチェリーノから収穫され
るブドウのみを使用して生
産。秀逸な年しかつくられま
せん。
しっかりとしていて、
バ
ランスが取れており、
なめら
かでやさしいタンニンの結
集が素晴らしいフレッシュさ
とアロマの複雑さを完璧に
しています。

￥7,500

サンジョヴェーゼ
カナイオーロ
コロリーノ

サンジョヴェーゼ
プニテッロ

2017

2015

4940015509319
50931
IGT トスカーナ
ジェレミア

4940015549865
54986
IGT トスカーナ
ロザート

4940015509357
50935
ヴィンサント デル
キャンティクラッシコ ハーフ

トスカーナ
IGT

トスカーナ
IGT

ヴィンサント デル
キャンティ クラッシコ DOC

IGT TOSCANA GEREMIA

12

ミディアムボディ 750ml

IGT TOSCANA ROSATO

辛口

12
750ml

VIN SANTO
DEL CHIANTI CLASSICO HALF

極甘口

3

375ml

チェリーや 赤 系 ベリーに
ヴァニラや甘草のノートが
加わる複雑味のあるアロマ
を醸し出しています。
しっか
りとしたストラクチャーをして
おり、
リッチで完熟した甘い
タンニンを持った柔らかい、
シルクのような舌触りのあ
るエレガントなワインです。

非常に美しい透明感に満
ちたサーモンピンク。ラズベ
リーやレッドカラントのアロ
マにハーブやオレンジゼスト
のニュアンスも。香りに直
結した果実味を持ち、
リコリ
ス様の甘味を余韻に残す。
ミネラル感が素晴らしいワ
イン。

トスカーナの銘酒であるヴィ
ン・サントとは、陰干しして糖
度を高めたブドウを醗酵さ
せたものを小 樽に産 膜 酵
母をつけて数 年 間 熟 成さ
せたもの。辛 口 、中 辛 口 、
甘口の3タイプあります。こ
のワインは小樽で６〜７年
熟 成させた風 味 豊かな甘
口タイプのワインです。

￥7,000

￥3,000

￥10,000

メルロ
カベルネ・ソーヴィニヨン
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4940015509296
50929
キャンティクラッシコ
グランセレツィオーネ サン マルチェリーノ

サンジョヴェーゼ

2015

2019

マルヴァジア・ビアンカ
カナイオーロ

2009
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「バロン・フィリップが
自分の畑にサンジョヴェーゼを植えるのなら
私もカベルネのワインをつくってもいいだろう」

冷涼な気候から生み出される秀でたエレガンスと複雑味
「気鋭＆感性」サンジョヴェーゼ100%の気高さ

RIECINE
リエチネ
ガイオーレの山側に位置するリエチネのブド
ウ畑は教会の記録で1112年まで遡る歴史を
持ちます。1971年、
イギリスからやってきたジョ
ン・ダンクレーはバディア・ア・コルティブオーノ
が所有していたこの1.5haのブドウ畑を購入。
75年にリリースしたヴィーノ・ダ・ターヴォラが現
在のリエチネの出発点となりました。設立当初
より、
カルロ・フェッリーニがエノロゴを務め、
1 9 8 2 年にリリースされたサンジョヴェーゼ
100％の「ラ・ジョイア」はペルゴーレ・
トルテや

4940015535059

53505

キャンティクラッシコ
CHIANTI CLASSICO

キャンティ クラッシコ
DOCG

パー・タスカンの潮流を確実なものにしました。

12

によりエレガントさと繊細さが格段に向上した
リエチネはイタリア国内でトップクラスの生産
者に数えられるようになりました。2016年より
ショーンにかわって醸造を担当することになっ
たアレッサンドロ・カンパテッリはトリノーロでフ
ランケッティの右腕としてワインづくりを行って
いた注目の若手。
リエチネは今後も目が離せ
ない進化を遂げていくでしょう。

キャンティ クラッシコ
リゼルヴァ
DOCG

トスカーナ
IGT

6

IGT TOSCANA ROSE PALMINA

6

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

赤系果実や、ユーカリのほ
のかなアロマをもつフルー
ティーな赤。
エレガントなミディアムボ
ディで、
ヴェルヴェットのよう
な滑らかでまるみのあるタン
ニンをもちます。

カンティーナ眼前の畑の隅
「ジットーリ」
と呼ばれる区画
は1971年にサンジョヴェー
ゼが植樹され、
リエチネにとっ
て重要な位置づけ。2017年
産のリゼルヴァからはこの単
一区画からのリリースとなりま
す。グルニエの木樽で24カ
月の熟成、その後約半年の
瓶熟を経てリリースされます。

こちらも同じく最も樹齢の
古いサンジョヴェーゼが植
わる「パルミナ」の区 画か
ら。二度にわたる徹底した
選果の上、
ダイレクトプレス
で30hl/haという搾汁率で
つくられる貴重なロザート。
淡く美しい色調、
フレッシュ
で伸びゆく酸味、品のある
果実味。

￥3,600

￥5,000

￥3,000

サンジョヴェーゼ

辛口

サンジョヴェーゼ

750ml

サンジョヴェーゼ

2018

2017

2019

4940015509401
50940
IGT トスカーナ リエチネ

4940015535097
53509
IGT トスカーナ
ラ ジョイア

46945 限定品 4940015469453
IGT トスカーナ
トレセッテ

トスカーナ
IGT

トスカーナ
IGT

たショーン・オキャラハンはビオディナミコの導
入とプロットごとの醸造に取り掛かります。
これ

4940015535066
53506
IGT トスカーナ
ロゼパルミナ

CHIANTI CLASSICO RISERVA

フラッチャネッロなどと並び評され、
ともにスー
そして、1991年より醸造を手掛けることになっ

4940015530887
53088
キャンティクラッシコ
リゼルヴァ

IGT TOSCANA RIECINE

トスカーナ
IGT

IGT TOSCANA LA GIOIA

6

6

IGT TOSCANA TRESETTE

6

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

ルビーの色調を持つミディ
アムボディ。良好な酸味と
赤 系フルーツの華やかで
深みのある味わいはまさに
ブルゴーニュ最上のピノノ
ワール。いまやラ・ジョイア
より知られる存在のリエチ
ネの名刺代わりの作品。

リエチネの名を世界にとど
ろかせた1本。プロットごと
に 約 3 6ヵ月間 の 熟 成 の
後、約12ヵ月瓶熟。
ブレンド
ブラックベリーやスミレの芳
醇な香り。ややスパイシー
なニュアンスが滑らかで上
品なタンニンを支える。温か
みあるボタンやのブーケを
伴った長い余韻。

2016年が初ヴィンテージ
で2800本のみリリース。
フ
レンチオークの700L入りト
ノーで20ヵ月間熟成。瓶熟
6ヵ月。サンテミリオンの味
わいとは異なり、
ガイオーレ
でしか生まれ得ない酸味と
エレガンス、そしてスパイ
シーさを備えます。

￥8,500

￥10,000

￥15,000

サンジョヴェーゼ

サンジョヴェーゼ

2015

メルロ

2017

2016
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カステラーニ
CASTELLANI
カステラーニの歴史はトスカーナ、
ピサ近郊にアルフレード・カステラーニが19世紀に設立した
小さな醸造所にまで遡ることが出来ます。そしてその息子ドゥイーリオとマリオの二人が事業を
拡大。その息子ジョルジオとロベルトがキャンティ・ワインの輸出事業に乗り出し、そのアグレッ
シヴな事業哲学は現在のオーナー、
ピエルジョルジオ・カステラーニに継承されました。
ブルキーノ、チェッパイアーノ、ポッジオ・アル・カソーネ、
カンポマッジオ、
トラヴァルダのそれぞれ
の自社畑はビオディナミコあるいはビオロジコで運営され、若き醸造家サビーノ・ルッソによる細
やかな醸造を経て、伝統とモダンの調和がとれた味わいに仕上がります。
そのほか、
イタリア各地に点在する契約生産農家や共同組合との協力関係から、
それぞれの地のブドウ品種の個性が十分に表現された手頃なワインをリリースしています。

4940015311103
31110
ボッサート
プリミティーヴォ ディ プーリア

4940015110447
11044
ボッサート
ネロダヴォラ ディシチリア

4940015110256
11025
ボッサート
ネグロ アマーロ ディ プーリア

4940015321409
32140
ボッサート
グリッロ ディシチリア

4940015110157
11015
ボッサート
トスカーナ ビアンコ

プーリア
IGT

シチリア
DOC

プーリア
IGT

シチリア
DOC

トスカーナ
IGT

BOSSATO
PRIMITIVO DI PUGLIA

6

ミディアムボディ 750ml

BOSSATO
NERO DʼAVOLA DI SICILIA

6

ミディアムボディ 750ml

BOSSATO
NEGROAMARO DI PUGLIA

6

ミディアムボディ 750ml

BOSSATO
GRILLO DI SICILIA

辛口

6
750ml

BOSSATO
TOSCANA BIANCO

辛口

6
750ml

スパイスのアロマと濃縮し
たダークベリーの果実味、
程よいタンニンの渋みが心
地よいプーリアを代表する
ブドウ品種です。フレッシュ
な酸味が料理との組み合
わせをより楽しいものにして
くれます。

シチリアの代表的なぶどう
品種、ネーロ・ダーヴォラを
100％使用した、太陽のよ
うに暖かみのある色調のワ
イン。バルサム香とおだや
かな酸味があり、果実味が
長い余韻を残します。

プーリアの名高いぶどう・ネ
グロアマーロから生まれた、
濃厚なワイン。甘い果実の
ような味わいにスパイスの
風味が混じりあい、
まろやか
な後味へと続きます。

グリッロはシチリア西部の
固 有 品 種 。アプリコットや
黄桃のような温かみある果
実のアロマ。
ジャスミンの香
りも華やかさに花を添えま
す 。穏 や か な 酸 味 とボ
リューム感ある厚い 果 実
味。
グラスワインにもお薦め
したい1本です。

トレッビアーノとシャルドネを
ブレンドした、
デリケートな花
やシトラスの香りを持つ白
ワイン。酸味と果実味のバ
ランスがよく、心地よい飲み
口です。

￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000

4940015106587
10658
ジオ バッファトスカーナ
ロッソ ビオロジコ

4940015106570
10657
ジオ バッファ
ピノ グリージョビオロジコ

4940015084441
8444
オイノス オーガニック
ネロ ダヴォラ メルロ

4940015084458
8445
オイノス オーガニック
シラー

4940015238462
23846
オイノス オーガニック
ピノ グリージョ

トスカーナ
IGT

12

シチリア
IGT

12

シチリア
IGT

シチリア
IGT

シチリア
IGT

ミディアムボディ 750ml

辛口

750ml

プリミティーヴォ

ネロ・ダヴォラ

ZIO BAFFA TOSCANA
ROSSO BIOLOGICO

ネグロアマーロ

ZIO BAFFA
PINOT GRIGIO BIOLOGICO

グリッロ

OYNOS
NERO DʼAVOLA MERLOT

6

ミディアムボディ 750ml

トレッビアーノ
シャルドネ

OYNOS SYRAH

6

ミディアムボディ 750ml

OYNOS PINOT GRIGIO

辛口

6
750ml

カステラーニのエステート
「ポッジョ・アル・カソーネ」
のビオロジコのブドウを使
用。なめらかで上品な果実
味がつまっています。新し
いタイプのコルクを採用し、
ワインオープナーなしで、
い
つでも気軽にお楽しみいた
だけます。

ビオロジコで栽 培されたシ
チリアのピノグリージョを使
用 。きれいな酸と南 国フ
ルーツ系の凝縮感。新しい
タイプのコルクも楽しさに花
を添えます。ファッションデ
ザイナー／プロサーファー
として著名なクリス・デル・モ
ロがラベルをデザイン。

エトナ西部、
マルサラ近郊に
位置する標高350Mに位置
する有機の畑から。自生酵
母により醸造されています。
しっかりと濃い赤色、
ブラック
チェリーや黒系ベリーのニュ
アンス。瑞々しくも柔らかくエ
レガントなテクスチャー。

エトナ西部、
マルサラ近郊に
位 置する標 高 3 5 0 Mに位
置する有機の畑から。自生
酵母により醸造されていま
す。深い赤色、
プラムやリコ
リス、
ブラックペッパーのニュ
アンス。丸みがあり豊かで優
しいタンニンをもちます。

エトナ西部、マルサラ近郊
に位置する標高350Mの
有機の畑から。自生酵母に
より醸 造されています。黄
桃 や 青リンゴを思わせる
たっぷりの 果 実 味を透き
通った酸が支えるバランス
のよい白ワイン。イタリア北
部のピノグリージョとは違う
表情を見せてくれます。

￥1,700

￥1,700

￥1,300

￥1,300

￥1,300

サンジョヴェーゼ
シラー

ピノグリージョ

4940015696323
69632
テヌータ ディ ブルキーノ
イル ブルキーノ ロッソ
TENUTA DI BURCHINO
IL BURCHINO ROSSO

トスカーナ
IGT

6

ネロ・ダヴォラ
メルロ

4940015449998

44999
キャンティ
CHIANTI

キャンティ
DOCG

6

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

チェリーやブルーベリー、バ
ルサミコの 香り。甘 草 や
ヴァニラのニュアンスを伴う
まろやかな味わい、酸と果
実味のバランスが良い。

幅広い料理と気軽にペア
リングを楽しむことが出来る
として、再 度 注目を集めて
いるキャンティ。ステンレス
だけで 仕 上 げ 、サンジョ
ヴェーゼらしいフレッシュで
活き活きとした果実味を楽
しむことが出来ます。

￥2,800

￥1,200

サンジョヴェーゼ
カベルネ・ソーヴィニョン
メルロ
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サンジョヴェーゼ
カナイオーロ
チリエジョーロ

シラー

ピノ・グリージョ

Abruzzo

アブルッツォ /

Italia

カンティーナ トッロ
CANTINA TOLLO
カンティーナ・
トッロは、
イタリア、アブルッツォ州、キエティ県トッロ村で、40の栽培農家が集まり
1960年に設立された協同組合です。1962年に自分達でワイン醸造を始め、
その後自社元詰を
開始しました。現在の契約農家は約820軒、畑面積は3000ha、年間生産量は約1000万本に
も及び、
ヨーロッパでも有数の規模に発展。デイリーユースのエントリーレンジからグランメゾン
のレストランユース、
この地に根付く古典的な醸造によるワインまで、幅広い商品ラインナップ
を取り揃えています。また、MUNDUS VINI 2010では全ヨーロッパ中の年間最優秀生産者に
選出され、ガンベロロッソ2007年ではセラー・オブ・ザ・イヤーに選出、ヴィニタリー2009年では
協同組合として初のグランヴィニタリー賞を獲得するなど、国内外から高い評価、信頼を得るイ
タリアNo.1の協同組合といわれています。またビオロジックやビオディナミの導入にも近年積
極的に取り組んでいます。

4940015486207
48620
ロッカ ヴェントーザ
モンテプルチャーノ ダブルッツォ

4940015486214
48621
ロッカ ヴェントーザ
サンジョヴェーゼ

4940015486221
48622
ロッカ ヴェントーザ
カベルネ

4940015486238
48623
ロッカ ヴェントーザ
トレッビアーノ ダブルッツォ

4940015486245
48624
ロッカ ヴェントーザ
シャルドネ

モンテプルチャーノ ダブルッツォ 6
DOC

テッレ ディ キエティ
IGT

テッレ ディ キエティ
IGT

トレッビアーノ ダブルッツォ 6
DOC

テッレ ディ キエティ
IGT

ROCCA VENTOSA
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO

ROCCA VENTOSA SANGIOVESE

6

ROCCA VENTOSA CABERNET

6

6

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml
ワイルドチェリーのような熟
した 赤 い 果 実 の フレ ー
ヴァー。上品さの中にもス
パーシーさが感じられます。

赤系果実の繊細かつスパイ
シーな味わいが楽しめます。や
わらかなタンニンが心地よい、
フルボディの赤ワインです。

トレッビアーノ種100%。爽
快な飲み口でシトラスやグ
レープフルーツのすがすが
しさと青リングのような果実
味をお楽しみいただけます。

蜂蜜やバニラのようなふく
よかな味わいが 楽しめま
す。
しっかりとした辛口の白
ワインです。

￥1,200

￥1,200

￥1,200

￥1,200

￥1,200

サンジョヴェーゼ

辛口

カベルネ・ソーヴィニヨン

750ml

ROCCA VENTOSA
CHARDONNAY

モン テ プ ル チャーノ 種
100%。チェリーやスミレの
香り豊かでフレッシュな赤
いベリーの味わいが嬉しい
ミディアムフルボディです。

モンテプルチアーノ

ミディアムボディ 750ml

ROCCA VENTOSA
TREBBIANO D'ABRUZZO

トレッビアーノ

辛口

750ml

シャルドネ

4940015486252
48625
ロッカヴェントーザ
ピノグリージョ

4940015528587
52858
トレッビアーノ ダブルッツォ
ビオロジコ

4940015528600
52860
チェラスオーロ
ダブルッツォ ビオロジコ

4940015528594
52859
モンテプルチャーノ
ダブルッツォ ビオロジコ

4940015534694
53469
エンメオー モンテプルチャーノ
ダブルッツォリゼルヴァ

テッレディキエティ
IGT

トレッビアーノ ダブルッツォ 6
DOC

チェラスオーロ ダブルッツォ 6
DOC

モンテプルチャーノ ダブルッツォ 6
DOC

モンテプルチャーノ ダブルッツォ 6
DOC

ROCCAVENTOSA
PINOTGRIGIO

6

MONTEPULUCIANO
D'ABRUZZO BIOLOGICO

MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO RISERVA

750ml

ミディアムボディ 750ml

やや淡い麦わら色。
ノンフィ
ルターでボトリングしている
ため、やや濁りも感じられま
す。鉱物敵ニュアンスも混
ざったフローラルで芳醇な
アロマ、
ミッドボディでデリ
ケートなストラクチャー 。
アーモンドのニュアンスを
含んだ余韻があります。

標 高 1 5 0Ｍ、南 東 向き斜
面。石灰混じりの粘土質土
壌に広がるビオロジコ認証
の畑から。ステンレスタンク
のみの醸造。爽やかさだけで
なくふくよかなチェリーの果
実が見事にバランス。魚介
だけでなく豚肉のラグーのパ
スタでさえ合わせやすい。

標高400メートルを超える
なだらかな丘陵地に植わる
老樹。日中を通して変化す
る風向きは特有のミクロク
リマを形成。粘土石灰質土
壌ならではの豊かなベリー
やチェリー、
スミレのアロマ
と酸味を充分に含んだ強め
のボディを持っている。

樹齢30年以上のブドウのみ
を使用。スラヴォニアンオーク
の25HLの大樽で24ヵ月間
熟成、6ヵ月の瓶内熟成を経
てリリース。熟れた赤系果実、
カカオ、バニラ、
リコリスやシナ
モンが溶け込んだ複雑なアロ
マ。ガンベロロッソで5年連続
でトレビッキエーリを獲得する
トッロの名刺代わりの1本。

￥1,200

￥1,600

￥1,600

￥1,600

￥2,500

辛口

ピノグリージョ

750ml

CERASUOLO D'ABRUZZO
BIOLOGICO

ピノ・グリージョ種100%。
フ
レッシュな果実味が楽しめ
る、バランスの良い辛口の
白ワインです。

辛口

750ml

TREBBIANO D'ABRUZZO
BIOLOGICO

辛口

トレッビアーノ

モンテプルチアーノ

モンテプルチアーノ

ミディアムボディ 750ml

モンテプルチアーノ

2015
4940015503263
4940015487150
50326
48715
チンカンタ
トレ
トレッビアーノ ダブルッツォ トレッビアーノ ダブルッツォ
TRE TREBBIANO D'ABRUZZO

CINCANTA
TREBBIANO D'ABRUZZO

4940015534700
53470
カジオーロ モンテプルチャーノ
ダブルッツォリゼルヴァ

トレッビアーノ ダブルッツォ 6
DOC

トレッビアーノ ダブルッツォ 6
DOC

モンテプルチャーノ ダブルッツォ
6
DOC

750ml

ミディアムボディ 750ml

トレッビアーノの一部を伝統
的な30HLのスラヴォニア産
大樽で約5ヵ月熟成させたト
レッビアーノ。シトラスゼスト
の様な苦味を伴った酸味と、
25〜30年という高い樹齢
い由来する果実の高いエキ
ス、ナッティでスモーキーさの
複雑味が見事に調和したト
レッビアーノの新たな表現。

1960年に設立されたワイ
ナリーの50周年を記念し
て造られた限定品。スキン
コンタクトによる複雑味に
富んだ味わい。
フレッシュな
酸味があり上品。紅茶の風
味と白い花のニュアンスが
口中に広がります。

ダークベリーやカカオ、
タバ
コ、
チョコのアロマ。濃厚な
がら美しい 酸とストラク
チャーのバランスが見事で
スムースな飲み口。

￥2,500

￥3,200

￥4,000

辛口

750ml

CAGIOLO MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO RISERVA

辛口

トレッビアーノ

トレッビアーノ

2018

モンテプルチアーノ

2015

2014
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Italia

カンパーニア

/ Canpania

フィラドーロ
FILADORO
1000メートル級の山々を抱くカンパーニア州のイルピニアは、
その標高の高さとアペニン山脈
から吹き降ろす冷たい風のため、イタリア南部ながら涼しさを感じる特徴をワインにもたらす特
殊なテロワール。その中でもタウラージ村のすぐ南西に位置するラピオは「Patria del Fiano」
という別名を持つ小さな村。
「フィアーノのふるさと」
という意味で、粘土石灰質の土壌を味方に
つけ、繊細さと品格に満ち溢れたワインを産み出す銘醸地です。元々フィラドーロは3世代に渡
る小さなブドウ農家。著名なワイン生産者にブドウを納めてきましたが、
このラピオへの誇りと独
立心から2008年、ワインの元詰生産者としての歴史をスタートさせました。祖父母の時代から
農薬は使用せず、今は実質上のビオロジコ。発酵には自生酵母のみを使用します。
初ヴィンテージのグレコはエスプレッソガイド誌で16/20を。フィアーノはヴィニタリー2010で優
秀賞を獲得。スローワインガイドでもその品質の高さと地に根ざしたワインとして高く評価され
ています。

4940015526422
52642
フィアーノ フリッツァンテ
フリッツィ

4940015423974
42397
フリッツァンテ
フリッツィ ロザート

4940015507384
50738
ベネヴェンターノ
ファランギーナ

4940015507377
50737
フィアーノ
ディ アヴェッリーノ
FIANO DI AVELLINO

FIANO SANTARI

カンパーニア
IGT

カンパーニア
IGT

ベネヴェンターノ
IGT

フィアーノ ディ アヴェッリーノ 6
DOCG

カンパーニア
IGT

FIANO FRIZZANTE FRIZZY

辛口

6
750ml

FRIZZANTE
FRIZZY ROSATO

辛口

6
750ml

BENEVENTANO FALANGHINA

辛口

6
750ml

辛口

750ml

4940015537657

53765

フィアーノ サンターリ

辛口

6
750ml

発 酵 完 了 直 前のワインを
冷却し澱抜きしたものをボト
リング。青リンゴや桃、アプ
リコットのアロマ。滑らかな
果実感ある軽い飲み口。

アリアニコをつかった珍し
い微発泡。発酵完了直前
のワインを冷却し澱抜きし
たもの。2018年1月にボト
リング。フレッシュな酸味を
伴ったチェリーやプラムの
フルーツを思わせるチャーミ
ングで軽い飲み口。

桃やパイナップル、白い花の
ニュアンスを伴った非常にク
リーンなアロマ。柔らかな果
実感とフレッシュな酸味を感
じる清涼感ある辛口です。

桃、パイナップル、
アプリコッ
ト、木 蓮 、炒ったヘーゼル
ナッツや蜂蜜を想わせる複
雑なアロマ。塩味を感じるほ
どのミネラルとフレッシュな
酸味。イルピニアのフィアー
ノにおいて最高ランクに位
置づけられるワイン。

良年のみの限定品で最も
評価の高い1本。通常より
約2週間遅く収穫したフィ
アーノを24時間スキンコン
タクト。発酵後瓶詰めまで
に10から20日毎にデカン
タージュし、瓶内で12ヵ月
熟成させる。

￥2,600

￥2,600

￥2,200

￥2,600

￥4,500

フィアーノ

アリアニコ

ファランギーナ

2018
4940015533451

53345

2017
4940015533574

53357

2018

イルピニア アリアニコ

タウラージ

GRECO DI TUFO

IRPINIA AGLIANICO

TAURASI

辛口

イルピニア
DOC

6

750ml

タウラージ
DOCG

6

ミディアムボディ 750ml

4940015550083

55008

グレコ ディトゥーフォ
グレコ ディトゥーフォ
DOCG

フィアーノ

フルボディ

6
750ml

バナナや蜂蜜、アプリコット
やアーモンドのアロマ。豊か
なミネラルとフレッシュな酸
味。余韻が非常に長く、苦味
を伴うハーブのニュアンスが
フィニッシュを引き締めます。

チェリーやプラム、ラズ ベ
リー等の明瞭なフルーツの
アロマ。デリケートな渋みと
しっかりとした酸味。上品で
ニュアンスに富んでいます。

スミレ、黒胡椒、
シナモン、
煮詰めたベリー、
タバコや
バニラの非常に複雑なア
ロマ。滑らかなタンニンと芳
醇な果実味。透明感があり
時にピノノワールのような
表情もみせます。

￥2,600

￥2,400

￥4,500

グレコ

アリアニコ

2018
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アリアニコ

2017

2015

フィアーノ

2018

2018

Puglia

プーリア /

Italia

ロマルド グレコ
ROMALDO GRECO
プーリア州南部、
レッチェからさらに南に位置するセクリ村の小さな生産者。夏場には40度を超
えますが、朝晩はイオニア海とアドリア海からの風が吹きそそぎ、昼夜の寒暖差を生み出す特
殊なテロワール。ロマルド・グレコは1973年よりブドウ栽培を行ってきたオーナー、ロマルド・グ
レコ氏が、その子息アントンジュリオ氏とともに2011年に立ち上げた、元詰としてはまだ若き生
産者。マンガンを多く含む粘土砂質土壌が香り高くミネラルに富んだブドウを育みます。栽培は
認証こそとっていませんがビオロジコ。自生酵母のみで醸造されます。エノロゴはゴッフレード・
アゴスティーニ氏。高名なエノロゴ、アッティリオ・パーリ氏の右腕として知られ、カンティーナ・
トッロを世界の表舞台に立たせた実力者です。設立から数年しか経っていませんが、スローワイ
ンガイドでの高評価の他、
「トップ・イタリアン・レッド・ワイン 2016」ではサッシカイアやソライア
などと並んで、
グレコのワインが2アイテム取り上げられるほど評価を高めています。

4940015504086

50408

シャルドネ シャール
CHARDONNAY SHAHAR

サレント
IGT

4940015504093
50409
ネグロアマーロ
ロザートドゥオデーチム

4940015504079
50407
ネグロアマーロ
ニーグラ

サレント
IGT

サレント
IGT

NEGROAMARO
ROSATO DUODECIM

6

シラー ミロン

プリミティーヴォ プリムス

SYRAH MYRON

PRIMITIVO PRIMUS

サレント
IGT

6

4940015557006

55700

サレント
IGT

6

6

750ml

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

ライムを中心とした柑橘類
の爽やかなアロマに白い花
のニュアンスが加わります。
アーモンドのような香ばしさ
も。
フレッシュ感と果実感が
バランス良く、硬質なミネラ
ルが感じられます。

セニエによるロゼ。チェリー
やラズベリーのみずみずし
い果実感あるアロマ。淀み
無い美しい酸味とミネラル
感あふれる硬質さを残した
辛口。およそプーリア南部
でつくられたとは思えない
清々しさ。

スミレやブラックベリーにス
パイスの複 雑 味が 加わる
香り。円やかなタンニンと濃
縮した果 実 味があるもの
の、豊かな酸味に支えられ
たバランスの良さが感じら
れます。
プーリア全州で偉大なネグ
ロアマーロのひとつ。

胡椒やリコリス、
プラムやブ
ラックベリーなどシラーに特
徴的な風味。細やかな渋み
は十分な果実味をともなっ
てエレガントさを醸し、豊か
な酸味は味わいに立体感
をもたらせています。
「ミロン」はギリシャ語で
「没
薬」のこと。

マ ルメロ やブラックチェ
リー、熟したプラムに少しだ
けスパイスのニュアンスが
混ざったアロマ。果実味豊
富ですが、やはり美しい酸
味に支えられた素晴らしい
バランス感覚はやはり食中
にあわせていただきたい。

￥2,000

￥2,000

￥2,000

￥2,000

￥2,000

辛口

750ml

6

NEGROAMARO NIGRA

4940015356937

35693

辛口

シャルドネ

ネグロアマーロ

ネグロアマーロ

シラー

2018

2018

2016

4940015455043
45504
ネグロアマーロ &
シラー ファーブラ

4940015417553
41755
ネグロアマーロ &
カベルネ カンティコ

4940015556993
55699
プリミティーヴォ &
メルロ エリジール

サレント
IGT

サレント
IGT

サレント
IGT

NEGROAMARO &
SYRAH FABULA

6

ミディアムボディ 750ml

6

ミディアムボディ 750ml

完熟のプラムやコショウ、
タバコ
やカカオのブーケ。ネグロアマー
ロのまろやかさとエレガンス、
シ
ラーの複雑味に上品な酸味が
溶け込んでいます。のど越しは
驚くほどスムースで余韻は非常
に長い。
ワイン名の「ファーブラ」
はラテン語で「伝説」。ロマルド
さんのワインづくりの軌跡を意
味し、
シラーに対する想いが詰
まったワインでもあります。

￥2,800

ネグロアマーロ
シラー

NEGROAMARO &
CABERNET CANTICO

2015

PRIMITIVO &
MERLOT ELISIR

55706

ミディアムボディ 750ml

2017

4940015557068

4940015455067
45506
ネグロアマーロ
ヴェルスス

プリミティーヴォ エラ
PRIMITIVO ERA

サレント
IGT

6

プリミティーヴォ

2014

フルボディ

NEGROAMARO VERSUS

サレント
IGT

6
750ml

フルボディ

6
750ml

赤いベリーやインク、ハーブ
にスミレやプラムの香り。果
肉感ありながら酸味が全体
をささえ、バランス感と飲み
やすさと上品さを持ち合わ
せています。
「カンティコ」
は
男女の愛をうたったヘブラ
イ聖書の「 雅歌 」に由来。
固有品種と国際品種の見
事な調和。

完熟のチェリーやプラムの
アロマ。バニラやカカオの
ニュアンスも。大柄な骨格を
もったフルボディの味わいな
がらタンニンはあくまでも滑ら
か。余韻長く飲み応え十分。
ワイン名「エリジール」は「万
能薬」や「魔法の薬」の意。

堅 固なストラクチャーのフ
ルボディ。まったりとした濃
いプ ルーンやダークチェ
リーに、樽熟由来のバニラ
の豊かな風味。豊富ながら
品の良い甘いタンニン。
バリックで9ヵ月間熟成させ
た同社のトップレンジ。

た い へ ん 大 きなストラク
チャーでフルボディ。完熟の
ブラックチェリーやプルーン
の風味に焦がしたアーモン
ドやスパイスなど複雑味も。
甘く豊富なタンニンで非常
に長い余韻を特徴とします。
バリックで15ヵ月間熟成さ
せた同社のトップレンジ。

￥2,800

￥2,800

￥3,800

￥4,200

ネグロアマーロ
カベルネ・ソーヴィニヨン

2014

プリミティーヴォ
メルロ

プリミティーヴォ

2016

2017

ネグロアマーロ
シラー

2014
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Italia

/ Sicilia

シチリア

ヴァルディベッラ
VALDIBELLA
スローワインガイドや、ナチュールワインの生産者が集うサロン
「Vinnatur」、
「Raw Wine」の
サロンに必ずと言って目にするのがヴァルディベッラです。ヴァルディベッラの畑はパレルモの
中心から南西に車で約50分、なだらかな丘陵が連なるカンポレアーレに広がっています。
200ヘクタールの敷地の中でアーモンドやシチリア固有の小麦と様々な種類の豆、ハーブ、オ
リーブ、果樹園とそしてワインをつくるためのブドウを育てています。ブドウ畑の面積は50ヘク
タール。そこから年間約14万本のワインをボトリングしています。1998年、
ドン・ファビオと彼の
サレジアンの思想に賛同する5名の土地所有者によって設立。その後2000年に農業協同組合
に発展しました。ブドウ栽培は認証付のビオロジコ。
「なぜオーガニックか。それはブドウを発酵させるための健全な酵母を育ませるためです。ブドウ
の皮に付着した自生酵母でワインをつくることが、
その土地のテロワールを反映させることにつ
ながると信じています」
と栽培責任者のマッシミリアーノさんは語ります。

4940015580578
58057
2021年夏入荷予定
スッレ ブッチェ
センツァ SO2

4940015583678
58367
2021年夏入荷予定
カタラット ニンファ
センツァ SO2

4940015550052
55005
ネレッロ マスカレーゼ
アガペ

4940015550076
55007
ネロ ダヴォラ レスピーロ
センツァ SO2

テッレ シチリアーネ
IGT

テッレ シチリアーネ
IGT

シチリア
DOC

シチリア
DOC

SULLE BUCCE SENZA SO2

辛口

12
750ml

CATARRATTO NINFA
SENZA SO2

辛口

12
750ml

NERELLO MASCALESE AGAPE

12

NERO DʼAVOLA RESPIRO
SENZA SO2

ミディアムボディ 750ml

12

ミディアムボディ 750ml

10日間、
ブドウの皮と一緒に
漬け込みながら自生酵母の
みで発酵。その後、ステンレ
スタンクで澱と共に5ヵ月間、
瓶内で１ヵ月熟成させてから
リリース。SO2不添加。ブドウ
の皮に由来する紅茶のよう
な渋味やスパイス感と共に、
良く熟れたみかんを思わせる
果実が口中で感じられます。

標 高 4 5 0 M 、北 向き斜 面
の粘土が多く含まれる石灰
質の土壌。自生酵母のみ、
ステンレスタンクで10日間
果皮とともに発酵。MLFな
し。澱と共に約 5ヵ月間の
静置の後、SO2不添加の
ままボトリング。
シトラスのフ
レッシュな果実味と塩味の
強い余韻を残します。

標 高 3 5 0 M 、北 向き斜 面
の粘土が多く含まれる石灰
質の土壌。自生酵母のみ、
ステンレスタンクで約8日間
の発酵。約8ヵ月間の静置
の後ボトリング。濃厚なチェ
リーの果実味がありながら、
酸味のトーンはエトナの同
品種と共通しています。

標 高 3 0 0 M 、南 南 東 向き
斜面の石灰質に粘土が混
ざる土壌から。自生酵母の
み、
ステンレスタンクで約8
日間の発酵。約6ヵ月間の
静置の後、SO2不添加の
ままボトリング。フレッシュな
チェリーのアロマ。柔和なタ
ンニンと果実味とみずみず
しさが特徴的。

￥2,400

￥2,400

￥2,400

￥2,400

グリッロ

カタラット

ネレッロ・マスカレーゼ

2020

ネロ・ダヴォラ

2020

2019

2019

フェウディ デル ピショット

ヴァレンティノ メルロ

FEUDI DEL PISCIOTTO

VALENTINO MERLOT

その名はイタリアの国内外に知れ渡り、毎年のようにガンベ
ロ・ロッソでトレ・ビッキエリを獲得するなど高い評価を得てい
ますが、この名声を築いたのはかの著名なエノロゴ、故ジャ
コモ・タキスでした。現在はカステッラーレやロッカ・ディ・フ
ラッシネッロのディレクターを兼任するアレッサンドロ・チェッ
ライ氏が醸造を手掛け、
フェウディ・デル・ピショットの評価は
さらに揺るぎないものになっています。また、オーナーである
パオロ・パネライ氏との友情から、著名なファッションデザイ
ナーがラベルをデザインしていることでも知られていますが、
これはデザイナーの名を貶めることのない、優れた品質を
持ったワインであることの裏打ちとも言えるでしょう。

4940015647844
64784
ミッソーニ
カベルネ ソーヴィニョン

64782
ヴェルサーチ
ネロ ダヴォラ

シチリア
IGT

シチリア
DOC

MISSONI CABERNET
SAUVIGNON

6

ミディアムボディ 750ml

4940015647820

VERSACE NERO DʼAVOLA

6

ミディアムボディ 750ml

4940015647790

64779

シチリア
IGT

6

ミディアムボディ 750ml
ヴァレンティノ・デザインラ
ベル。
メルロー100％。ステ
ンレス発酵・樽熟成。
シチリ
ア島のテロワールを表現豊
かに反映したメルロー種を
目指して最初にブドウ畑に
植樹した果実を使用してい
ます。上質で丸味を帯びた
タンニン、熟した果実味が
楽しめる美酒。

￥3,500
メルロ

4940015647851
64785
キャロライナ マレンゴ
グリッロ

4940015647875
64787
バーリオ デル ソーレ
ネロ ダヴォラ

4940015647882
64788
バーリオ デル ソーレ
インツォリア

シチリア
DOC

シチリア
DOC

シチリア
IGT

12

辛口

750ml

CAROLINA MARENGO
GRILLO

辛口

6

BAGLIO DEL SOLE
NERO DʼAVOLA

12

750ml

ミディアムボディ 750ml

BAGLIO DEL SOLE
INZOLIA

ミッソーニ・デザインラベル。
カベ ルネ・ソーヴィニョン
100％。ステンレス発酵・樽
熟成。標高が高く、沿岸に
位置したブドウ畑はシチリア
の暑い完璧な気候の恩恵
を受けてしっかりと果実を熟
成します。リッチなストラク
チャーがあるワインです。

ヴェルサーチ・デザインラベ
ル。
シチリアの土着品種ネ
ロ・ダヴォラ100％。
ステンレス発酵・樽熟成。
最上の選別を行い、完璧な
純粋さ、比類なきエレガンス
さ、進化するポテンシャルを
誇示するワインを目指して
生産。ガンベロロッソ2010
年版で3グラスを獲得。

キャロライナ・マレンゴ・デザ
インラベル。
グリッロ100％。ステンレス
発酵・樽熟成。シチリアの
地品種としては知る人ぞ知
る白ブドウで、上品な洋梨
やリンゴのアロマ、
ジュー
シーで調和のとれた味わい
です。

ネロ・ダヴォラ100％。
ステンレス発酵・熟成。
シチリアの地品種であるネ
ロ・ダヴォラの個性を最大
限に表現し、凝縮感、エレ
ガンス、繊細なタンニンを調
和させた、
コストパフォーマ
ンスのよいワイン。

インツォリア種100％。
ステンレス発酵。地品種で
あるインツォリアはシチリア
の暑い気候の中、何世紀
も自生でそのアロマと風味
を保ってきた由緒ある白ブ
ドウです。
ソフトでクリーミー
な口当たりの辛口ワイン。

￥3,500

￥3,500

￥3,500

￥1,500

￥1,500

カベルネ・ソーヴィニヨン

48

ネロ・ダヴォラ

グリッロ

ネロ・ダヴォラ

インツォリア

