
ワ イ ン が 語 る
“ 自 然 の 恵 み と 造 り 手 の 想 い ” を 伝 え 、

共 感 と 笑 顔 の 輪 を 広 げ ま す

2020年版
カタログ

CATALOG

20
欧州・ニューワールド版



1

目  次

項目 ページ 項目 ページ

20
目次
凡例
葡萄品種 略号表
チェレット
ジッラルディ
カステル ザレッグ
ジュゼッペ クインタレッリ
コルテ アダミ
ラ ジャラ
マッツェイ
カステッロ デイ ランポッラ
フリーニ
テヌータ デル オルネライア
キューザ グランデ
ヴァッレ レアレ
ファットリア ラ リヴォルタ
マッセリア リ ヴェリ
ムルゴ
カゼマッテ
テンポス ベガ シシリア
ベガ シシリア
アリオン
ピンティア
マカン
アルバロ パラシオス
パラシオス レモンド
ボデガス プロトス
ヴィノス ゲラ
リョパール
トレ デル ガル
アルティガ フステル
アンセルモ メンデス
アデガマイン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・    　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ロバート ヴァイル
クロスター エーバーバッハ
ドクター ターニッシュ
ヨハン ヨゼフ プリュム
クレブス
ビュルガーシュピタール
ニコライホーフ
フリッツ サロモン
フーグル ヴィンマー
T-FX-T
ミュンツェンリーダー
サン ミッシェル ワイン エステーツ
ボー フレール
ハイド ド ヴィレーヌ
バイロン
ボンテッラ
クィンテッサ
ファウスト
シルクウッド
ユリシーズ
オーパス ワン ワイナリー
ロス ヴァスコス
クロ アパルタ
ラポストール
アルマヴィーヴァ
ボデガ カテナ サパータ
ボデガス カロ
ヒルスミス ファミリー ヴィンヤーズ
プロヴィダンス
ルパート&ロートシルト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・　　 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・　　 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1
2
3

4－5
6

6－7
7－8
9－10
10

11－13
14
15

15－16
16－17
17－18

18
19
20
21
22
22
23
23
24
25
26

27－28
28

28－29
29
30
31
32

33－34
34

34－35
35－36

36
36

37－38
38－39

39
39
39

40－46
47
48
49
50
51
51
51
52
52
53
54

54－56
56

57－59
60

61－64
65
66



2

ファインズ「自然派」マークについて
ビオロジック農法、ビオディナミ農法の認証を取得している生産者、及び
認証を取得していないが、ビオロジックや、ビオディナミ農法を実施している生産者

安定供給を目指している、
定番にお勧めの商品

ビオディナミ農法を
実施している商品

栓がスクリューキャップの商品

化粧箱付で出荷可能な商品

SAFE ビオロジック農法を
実施している商品

同上（750mlのみ）SAFE
HALF除く

ビオロジック農法
有機農法。化学肥料や農薬を使用しない農法。

ビオディナミ農法
化学肥料や農薬を使用しないという点で有機農法と同じ。
ルドルフ シュタイナー氏の思想に則り、各種プレパラート（自然な素材由来の肥料）を
畑に散布し、天体の運行を参考に行う農法。

凡　例

商品の特徴を表すマーク（上記参照）

※表示価格は2020年1月時点の参考上代（税抜き）です。
※商品写真（ラベル）、商品情報やヴィンテージは2020年1月時点のもので、
　現行品と異なる場合がございます。
※商品の在庫は、ご注文の際にお問合せください。
※掲載外のヴィンテージや取扱い商品については、お問合せください。
※無断掲載および無断転載は、固くお断りします。

商品名

取扱いのある容量と参考上代
商品コード

葡萄品種略号（別表 P.11参照）
色、味わいのタイプ

造りや味わいの特徴

【AOP：サン・ジュリアン】 
■格付け : グラン クリュ3級 
○CS75%/M21%/PV4% 
○赤 /フルボディ  

1983 年より飛躍的な品質向上によ
り、世界の注目を集めているシャトー。
心地よく凝縮された果実の風味と、樽
熟成 21ヶ月でほどよい樽香が見事な
バランスを醸す。今後の熟成も楽しみ
な一本。

シャトー ラグランジュ 
2013
ALCLR13AN
750ML 8,300円
JAN : 4580018617231

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

JANコード

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
産地・原産地呼称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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葡萄品種 略号表

言 語 表 記略　号 品 種 名 称

言 語 表 記略　号 品 種 名 称 言 語 表 記略　号 品 種 名 称

黒葡萄
言 語 表 記略　号 品 種 名 称

白葡萄

各商品の葡萄品種は下記の略号で記載しています。

AragonezAg アラゴネス
AglianicoAli アリアニコ
Alicante NeraAN アリカンテ ネーラ
AlvarelhãoAv アルヴァレリャオン
Blauer BurgunderBB ブラウアー ブルグンダー
BlaufränkischBf ブラウフレンキッシュ
Cabernet FrancCF カベルネ フラン
CaíñoCi カイーニョ
CarménèreCm カルメネール
ColorinoCn コロリーノ
CarignanCr カリニャン
CinsautCs サンソー
Cabernet SauvignonCS カベルネ ソーヴィニヨン
CésarCsr セザール
CastelãoCst カステラン
CorvinaCv コルヴィーナ
CorvinoneCvn コルヴィノーネ
DolcettoDt ドルチェット
GrolleauGll グロロー
GamayGｍ ガメイ
GarnachaGr ガルナッチャ
GrenacheGr グルナッシュ
MerlotM メルロ
MalbecMb マルベック
MencíaMe メンシア
MarselanMl マルスラン
MeunierMn ムニエ
Malvasia NeraMN マルヴァジア ネーラ
MonastrellMo モナストレル
MontepulcianoMp モンテプルチアーノ

AlbariñoAb アルバリーニョ
AligotéAl アリゴテ
ArneisAr アルネイス
AvessoAs アヴェッソ
ArintoAt アリント
AuxerroisAx オーセロワ
BourboulencBb ブールブーラン
Catarratto BiancoCaB カタラット ビアンコ
Chenin BlancCB シュナン ブラン
CarricanteCc カリカンテ
Coda di VolpeCdV コーダ ディ ヴォルペ
ChardonnayCh シャルドネ
ClairetteCrt クレレット
CorteseCts コルテーゼ
Doña BlancaDB ドニャ ブランカ
FalanghinaFa ファランギーナ
FianoFi フィアーノ
FriulanoFl フリウラーノ
FurmintFm フルミント
Fernão PiresFP フェルナン ピレス
Grenache BlancGB グルナッシュ ブラン
GodelloGd ゴデーリョ
GarganegaGg ガルガーネガ
GleraGl グレーラ
GrilloGlo グリッロ
GrecoGrc グレーコ
Grüner VeltlinerGV グリューナー フェルトリーナー
Gewürztraminer Gw ゲヴュルツトラミネール

LoureiroLr ロウレイロ
MalvasiaMa マルヴァジア
MacabeoMbo マカベオ
MuscatMc マスカット
MuscatMc ミュスカ
MoscatoMc モスカート
MuscadetMcd ミュスカデ
MuscadelleMcｌ ミュスカデル

MarsanneMs マルサンヌ
MuskatellerMtl ムスカテラー
NeuburgerNg ノイブルガー
Pinot BiancoPB ピノ ビアンコ
Pinot BlancPB ピノ ブラン
PecorinoPc ペコリーノ
Pinot GrisPG ピノ グリ
Pinot GrigioPG ピノ グリージョ
Picpoul BlancPiB ピクプール ブラン 
ParelladaPl パレリャーダ
PasserinaPrn パッセリーナ
Ribolla GiallaRG リボッラ ジャッラ
RieslingRi リースリング
RolleRo ロール
RoussanneRu ルーサンヌ
SárgamuskotálySa シャールガ ムシュコターイ
Sauvignon BlancSB ソーヴィニヨン ブラン
SémillonSe セミヨン
Sauvignon GrisSG ソーヴィニヨン グリ
SilvanerSl シルヴァーナー
Sauvignon MuskSM ソーヴィニヨン ムスク
SylvanerSn シルヴァネル
ScheurebeSr ショイレーベ
SavagninSv サヴァニャン
TrebbianoTb トレッビアーノ
TraminerTm トラミナー
TorontelTtl トロンテル
Torrontés Tts トロンテス
VerdecaVd ヴェルデカ
VerdejoVe ベルデホ
VermentinoVm ヴェルメンティーノ
ViognierVn ヴィオニエ
ViosinhoVs ヴィオジーニョ
ViuraVu ビウラ
WeissburgunderWb ヴァイスブルグンダー
Xarel-loXl チャレッロ
ZétaZt ゼータ

Moscato RosaMR モスカート ローザ
MataroMtr マタロ

MourvèdreMv ムールヴェードル
NebbioloNb ネッビオーロ
Nerello CappuccioNC ネレッロ カプッチョ
Nero d'AvolaND ネロ ダヴォラ

Nerello MascaleseNM ネレッロ マスカレーゼ
NoceraNo ノチェッラ
Pineau d'AunisPA ピノー ドーニス
PedralPd ペドラル
Pinot NeroPN ピノ ネロ
Pinot NoirPN ピノ ノワール
PiedirossoPi ピエディロッソ
PrimitivoPri プリミティーヴォ
PoulsardPs プールサール
Petite SirahPS プティ シラー
Petit VerdotPV プティ ヴェルド
RondinellaRn ロンディネッラ
SpätburgunderSb シュペートブルグンダー
SangioveseSg サンジョヴェーゼ
ShirazSh シラーズ
SusumanielloSs ススマニエッロ
SyrahSy シラー
Touriga NacionalTN トウリガ ナショナル
TempranilloTp テンプラニーリョ
TrepatTr トレパット
TrousseauTs トゥルソー
ZweigeltZg ツヴァイゲルト
ZinfandelZn ジンファンデル

NegroamaroNe ネグロアマーロ

HársleveluHa ハーシュレヴェルー



バローロ、バルバレスコの品質を追求するアルバ食文化の伝道師
チェレット

3代に渡り、ピエモンテ州アルバで
ワイン造りを続ける家族経営のワイナリー
1930年代にリッカルド チェレットがアルバ地区にワイン醸造所を設立したこ
とが始まり。1960年代にリッカルドの息子であるブルーノ チェレットとマル
チェロ チェレットが経営を引き継ぎ、バローロの造り手として評価を確立。
現在は第三世代にあたる彼らの子供たちが、次世代に向けて新たな発展を目指
しています。

チェレットでは現在全ての単一畑でビオ
ディナミを、その他の畑でビオロジック農
法を実施しています。将来的に自社畑全て
をビオディナミに転換することを目指して
います。また、ワイン造りだけでなくアルバ
市内にミシュラン三ツ星レストランも所
有。ワイナリーでは多くの観光客を受け入
れ、アルバの伝道師として食文化全体の発
展に貢献しています。

チェレットが所有する中で最上の畑であるブリッコ　ロッ
ケ畑は山頂にあり、セッラルンガ ダルバとラ モッラエリア
両方のテロワールを有した好立地にあります。2011年から
はビオディナミを導入しています。

次世代に向けたワインと
食文化の発展を目指す

最新の設備も備えた醸造所
大きな醸造センターを持つのではなく、各畑の中に
醸造所を持つことにより、伝統的な醸造方法と最新
設備を用いた醸造方法をワインによって使い分けて
います。

【DOCG：バローロ】 
○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

カスティリオーネ ファレット村にチェ
レットが単独所有するブリッコ ロッケ
畑。面積は 1.46ha。平均樹齢は約
30年。100％除梗し野生酵母で発酵。
フレンチオーク樽 225L で 30ヶ月、
更に瓶内で12ヶ月熟成させる。

バローロ ブリッコ ロッケ 
2015
MLCRA15
750ML 31,800円
JAN : 4580018615640

【DOCG：バローロ】 
○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

鉄分を多く含む土壌由来の、力強いバ
ローロを産みだすセッラルンガ ダルバ
村プラポ畑の2.4haを所有。平均樹齢
は約40年。熟成は300Lの小樽で
30ヶ月間行う。複雑で骨格のしっかりし
た、長熟タイプ。

バローロ プラポ 2015

MLCRB15
750ML 17,900円
JAN : 4580018615633

【DOCG：バローロ】 
○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

新たにリリースしたクリュ バローロ。
モンフォルテ ダルバ村のブッシアに南
向きの 0.73ha を所有。平均樹齢約
25 年。ビオディナミ農法を採用し
100％除梗、野生酵母で発酵。熟成
は樽で 30ヶ月。壮大で、深みのある
味わい。

バローロ ブッシア 2015

MLCRBS15
750ML 17,900円
JAN : 4580018615725

【DOCG：バローロ】 
○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

バローロ村とラ モッラ村のブルナーテ
畑に 5.6ha を所有。平均樹齢は約
35 年。ステンレスタンクで発酵、フ
レンチオークの小樽で 36ヶ月間熟成
後、瓶熟 12ヶ月。優れた年だけ造る
特醸品。

バローロ ブルナーテ 
2015
MLCRM15
750ML 17,900円
JAN : 4580018615626

【DOCG：バローロ】 
○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

バローロの中でも歴史的な畑として知
られるカンヌビ サンロレンツォ。樹齢
80 年に近い古樹もあり、収量も少な
いためマグナムボトルのみ生産。
100％除梗し野生酵母で発酵。飲み
頃になるまで通常 10 年間の熟成を経
てリリース。

バローロ カンヌビ サンロ
レンツォ 2009
MWCCS09
1500ML 134,000円
JAN : 4580018615657

【DOCG：バルバレスコ】 
○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

バルバレスコ村最上のブリッコ  アジリ
畑に 1.2ha を所有。平均樹齢は約
40 年、熟成は 300L のフレンチオー
ク樽のみで行われ、最低 24ヶ月間熟
成。凝縮感があり力強く、味わいはエ
レガンスの極み。

バルバレスコ アジリ 
2016
MLCRE16
750ML 23,300円
JAN : 4580018615756

【DOCG：バルバレスコ】 
○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

トレイゾ村ベルナドット畑に 5ha を所
有。平均樹齢は約 10 年と少し若目。
300L のフレンチオーク樽のみで最低
24ヵ月間（一部は新樽、他は 2 年使
用樽を使用）熟成。ミントやスパイス
を思わせる涼しげな香りのエレガントな
スタイル。

バルバレスコ ベルナドッ
ト 2016
MLCRF16
750ML 15,800円
JAN : 4580018615749

チェレット ファミリー

CERETTO
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【DOCG：バローロ】 
○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

バローロ地区の様々な村にある自社葡
萄 100％（一部単一畑の格下げを含
む）。300L のフレンチオーク樽で発
酵、ＭLＦし、樽で約12ヶ月、オースト
リア製の大樽に移して更に 24ヶ月熟
成。その後瓶熟約12ヶ月。

バローロ 2015

MLCRZ15
750ML 8,800円
JAN : 4580018611222

【ピエモンテ】 
○Nb100% 
○赤 /甘口  

19 世紀末にカッペラーノ医師が開発
した薬酒。一時は各生産者が生産して
いたが現在は希少。十数種のハーブと
キナの木の皮を別々にアルコールに浸
しエキスを抽出、バローロに添加。更
に糖分を添加しタンクで熟成。

バローロ キナート NV

MLCRLNV
500ML 6,700円
JAN : 4582181935051

【DOC：ランゲロッソ】 
○CS50%/M28%/Sy22% 
○赤 /ミディアムボディ  

アルバの自社畑からの国際品種 3 種
を使用。品種ごとに醸造、樽熟成。ブ
レンド比率は年によって変わる。ビオロ
ジックの認証も取得。カベルネ、メルロ、
シラーのブレンドで造る果実の凝縮感
あるスタイリッシュなワイン。

モンソルド ランゲ ロッソ 
2016
MLCRJ16
750ML 3,560円
JAN : 4582181938670

【DOC：ランゲアルネイス】 
○Ar100% 
○白 /辛口  

標高 200ｍ前後のビオロジック農法で
造られる自社畑の葡萄を手摘み収穫し
一部除梗。ステンレスタンクで発酵、
熟成。発酵時に発生するＣＯ2 を少し
残してフレッシュな口当たりを表現。清
涼感のあるフレッシュな味わい。

アルネイス ブランジェ 
2017
MLCRH17
750ML 3,380円
JAN : 4582181938694

【DOCG：モスカートダスティ】 
○Mc100% 
○白 /中辛口  
モスカート（マスカット）種から造られ
る微発泡性のワイン。アルコール度数
が低く（5－6 度）、甘みもあるが、そ
れに負けない綺麗な酸も備えた味わい
が親しみやすく大人気。

モスカート ダスティ 
2018
ECM18
750ML 2,900円
JAN : 4901777056992

【DOCG：バローロ】 
 ○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

ネゴス部門が特別に造るお手ごろなバ
ローロ。ステンレスタンクで 28－
30℃に管理しながら、アルコール発
酵とマセラシオン。1 年目はフレンチ
オークの樽 (300L) で、2 年目はスラ
ヴォニア産の大樽で熟成。その後瓶内
で約1年熟成。

バローロ コンテ デル 
ウニタ 2013
MLCRW13
750ML 5,400円
JAN : 4580018605115

【DOCG：バルバレスコ】 
○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

自社畑の 2 箇所の区画の葡萄を使用。
平均樹齢は約40年。アジリからはフィ
ネスが、ベルナドットからはボディがも
たらされる。熟成はフレンチオーク樽
と伝統的な大樽を使い、約36ヶ月間。
ブレンドによるエレガントで骨格がある
味わい。

バルバレスコ 2016

MLCRG16W
750ML 8,300円
JAN : 4580018615602

【DOC：ランゲビアンコ】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

標高 600ｍにある畑のリースリングを
使用、石灰質土壌で大きな気温差が
ある土地で生まれる個性を発揮。ＭLＦ
をしないために残る溌剌とした酸と、ド
イツワインのようなわずかな残糖感と
のバランスがよいワイン。

モンソルド ランゲ ビアンコ 
2017
MLCRR17
750ML 3,560円
JAN : 4582203114808

ECMM18

JAN : 4901777070547
375ML 1,780円

ハーフボトル
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ピエモンテの挑戦的な奇才
ジッラルディ

【DOC：ランゲロッソ】
○Sy100% 
○赤 /フルボディ  

ステンレスタンクでマセラシオンを約
10 日間。アルコール発酵の後、マロ
ラクティック発酵。18ヶ月フレンチオー
クのバリックで熟成後瓶熟。フレッシュ
なプラムなどの果実に、コーヒーやヴァ
ニラなどのスパイスのニュアンス。

ハリス ランゲ ロッソ 
2016
MLGGC16
750ML 9,900円
JAN : 4580018616104

【DOCG：バローロ】 
○Nb100% 
○赤 /フルボディ  

バローロ村と、ラモッラ村の畑のネッ
ビオーロをブレンドして醸造。伝統的
な醸造方法で、オーストリアオークの
大樽にて42ヶ月熟成。エレガントな
果実のニュアンスと力強さを併せ持
ち、複雑さもある味わいのバローロ。

バローロ 2014

MLGGA14
750ML 9,000円
JAN : 4580018616098

【DOCG：ドリアーニ】 
○Dt100% 
○赤 /フルボディ  

伝統的なドルチェットの造りに忠実に、
樽は使用せず 12ヶ月熟成。果実や赤
い花を思わせる香り。プラムなどの果
実の凝縮感と、程よい酸味。僅かに後
味にほろ苦さを感じる味わい。

マエストラ ドルチェット 
ドリアーニ 2017
MLGGB17
750ML 2,650円
JAN : 4580018616081

イタリア最北の州である「トレンティーノ・アルト アディジェ」にあり、1851年、オーストリア大
公によりワイン造りが始められました。現在は、クウェンブルグ伯爵家がワイナリーと30haの
畑を所有し、歴史と伝統を大切にしつつ、最新
式の技術を取り入れて土地のテロワールを反映
しています。ワインをこよなく愛するクウェン
ブルク伯爵、そして広い視野を持った若きワイ
ンメーカー、マティウス ホイザーなど、パッショ
ンに溢れたチーム力で、日々丁寧な仕事を行い
ワイン造りに励んでいます。

由緒正しい伯爵家が造るワイン
カステル ザレッグ

【DOC：アルト・アディジェ】 
○MR100% 
○ロゼ /甘口  

ザレッグ家の直系祖先が婚姻関係を
結んだ際にシチリアからもたらされ
た品種。クローン名にはクウェンブル
グ伯爵の名前が付けられている。手
摘みで収穫後、除梗し2週間発酵。熟
成はタンクで12ヶ月、瓶内で12ヶ月。
洗練された甘口ワイン。

モスカート ローザ 2016

MMCSM16
375ML 5,700円
JAN : 4580018615497

【DOC：アルト・アディジェ】 
○PB100% 
○白 /辛口  

低温にモストを冷やし、発酵は 15－
18℃で温度管理をしながら行う。2/3
はステンレスタンク、1/3 はフレンチ
トノーで熟成。桃、トロピカルフルーツ、
バニラなどのエレガントな香り。ミネラ
ルのニュアンスとバランスの良い酸が
特徴。

ピノ ビアンコ プラトゥム 
2015
MLCSJ15
750ML 4,590円
JAN : 4582203129864

【DOC：アルト・アディジェ】 
○SB100% 
○白 /辛口  

短時間のコールドマセラシオンの後、
温度管理しながら発酵。ステンレスタ
ンクで 4ヶ月シュールリーの状態で熟
成。ピンクグレープフルーツや桃、草
のようなフレッシュな香りが魅力的。引
き締まった酸と適度なアルコール感で
余韻も長く感じられる。

ソーヴィニヨン ブラン 
2017
MLCSE17
750ML 2,500円
JAN : 4580018603463

【DOC：アルト・アディジェ】 
○PG100% 
○白 /辛口  

低温のフィルターを通して果汁を冷却
し、その後大部分は、温度管理したステ
ンレスタンクで発酵。シュールリーの状
態で4ヶ月熟成、約5％はバリックで発
酵熟成。アプリコットやミラベルの香り
と共に、ミネラルのニュアンス。

ピノ グリージョ 2017

MLCSD17
750ML 2,500円
JAN : 4580018610690

バローロの南側、ドルチェット ドリアーニDOCGの生産地域内、ファリリアーノにあるワイナ
リー。フランスで生まれたジャコモ(現当主の祖父)は、コート デュ ローヌでワイン造りを経験
し、1928年に“コルサレット”ランゲの方言では“クルサレット”と呼ばれる丘陵にある 畑に移
住し、葡萄栽培を始めました。実際に自社で瓶詰めを始
めたのは、1980年でファミリーの三世代目のジャコリー
ノ(現当主)。更に畑を購入し現在は3.6ha所有。ワインセ
ラーは、 2000年代になり新設されました。2011年に
はバローロ地区に新しい醸造施設を設け、新たなチャレ
ンジを行っています。

クウェンブルグ伯爵醸造責任者 マティウス ホイザー

GILLARDI

CASTEL SALLEGG
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【DOC：アルト・アディジェ】 
○PB100% 
○白/辛口  

コールドマセラシオン後、温度管理しな
がら15－18℃で発酵。ワインの大部
分はステンレスタンクで澱引きせずに
4ヶ月置き、約5％はバリックで熟成。レ
モンやヘーゼルナッツ、熟したリンゴの
ような味わいが感じられ、非常にクリー
ンで酸のしっかりしたワイン。

ピノ ビアンコ 2012

MLCSC12G
750ML 2,500円
JAN : 4582203093752

【DOC：アルト・アディジェ】 
○M100% 
○赤 /ミディアムボディ  

温度管理をしながら約2週間かけて一
次発酵、その後マロラクティック発酵。
熟成は18ヶ月間フレンチバリックの後
12ヶ月瓶熟。ブラックベリーの凝縮感
のある濃厚なアロマと香り。タンニンは
豊かで滑らか。

メルロ リゼルヴァ 2011

MLCSH11
750ML 3,750円
JAN : 4582203115881

【DOC：アルト・アディジェ】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

ステンレスタンクで15日間、最大28℃
で温度管理しながら発酵後、マロラク
ティック発酵。熟成は12ヶ月フレンチバ
リックで行う。赤い果実やスパイスのア
ロマ、品種由来のいい意味での「土っぽ
さ」も感じられ、長い余韻が印象的。

ピノ ネロ 2016

MLCSB16
750ML 2,500円
JAN : 4582203129840

【DOC：アルト・アディジェ】 
○M100% 
○赤 /ミディアムボディ  

最大28℃で温度管理をしたステンレス
タンクで15日間かけて発酵。その後マ
ロラクティック発酵。熟成は、50％ステ
ンレスタンク、50％はバリックで12ヶ
月熟成させてブレンド。メルロの果実味
がジューシーでバランスの良い味わい。

メルロ 2017

MLCSF17
750ML 2,500円
JAN : 4580018615473

ヴァルポリチェッラの伝説的生産者が造る珠玉のワイン
ジュゼッペ クインタレッリ

故ジュゼッペ クインタレッリ 孫 フランチェスコ

ワイナリーの創業は1924年。
ジュゼッペ クインタレッリは、ヴァルポリチェッラ、アマローネを代表する
生産者として世界的に知られています。

【IGP：ヴェネト】 
○CS40%/CF40%/M20% 
○赤 /フルボディ  

カベルネ主体でアマローネと同様に
造ったワイン。半乾燥させた葡萄を
20 日間のマセラシオン後、自然酵母
での発酵は約 50 日。樽で再度アル
コール発酵。熟成はフレンチバリック
で約 6 年間。果実の甘やかさと、ス
パイシーさのあるワイン。

アルゼロ カベルネ 
2007
MLQRG07
750ML 59,000円
JAN : 4582203129888

ワイナリーは、ヴェローナ郊外の町、ネグラールの町から
260m程上ったカ パレッタ丘陵の中腹にあり、街を見渡すこ
とのできる高台に位置し、ヴァルポリチェッラ クラシコの生産
地区の中心部にあります。急勾配にある12haの葡萄畑は樹齢
も高く、年間僅かに60,000本程のワインを生産しています。
ワイナリーの3代目にあたるジュゼッペ クインタレッリは、ヴェ
ネトの伝統的なワイン造りを忠実に継承したワイン造りを行い、自然発酵で
ワイン醸造を行ってきました。ジュゼッペが亡くなった後は、ジュゼッペの長
女の息子であるフランチェスコが中心となり、友人でもある醸造学者フェラ
リーニのコンサルタントの元、家族でその哲学を継承したワイン造りを行っ
ています。

GIUSEPPE QUINTARELLI
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【DOCG：アマローネ デッラ ヴァルポ
リチェッラ】 
○Cv/Cvn/Rn
○赤 /フルボディ
  
最良年にしか造られないアマローネ。
3週間掛けて発酵させ、熟成はスラヴォ
ニアオークを使用。アーモンドやチェ
リーを思わせる繊細で複雑な香り、凝
縮感のあるアロマと他に例をみないほ
どの旨みがあり、余韻の長い味わい。

アマローネ デッラ ヴァルポ
リチェッラ クラシコ 2011
MLQRD11
750ML 44,300円
JAN : 4580018612656

【DOCG：レチョート デッラ ヴァルポリ
チェッラ】 
○Cv/Cvn/Rn/Nb/Sg 
○赤 /甘口
 
最適な特定畑から細心の注意を払って
選果した後、半乾燥させた葡萄を使い、
アマローネと同じ醸造行程で残糖を残
したワイン。更にスラヴォニアオークで
5－6年熟成。

レチョート デッラ ヴァルポ
リチェッラ クラシコ 2004
MMQRF04
375ML 20,900円
JAN : 4582203118141

【IGP：ヴェネト】 
○Cv/Cvn/Rn 
○赤 /フルボディ  

「ベピ」は「ジュゼッペ」の愛称。アマロー
ネは良年にしか造らないため、造らな
い年に、このロッソ デル ベピを醸造。
醸造も熟成工程もアマローネと同じ。
深みと特有のほろ苦い味わいが口の中
に余韻として広がる。

ロッソ デル ベピ 2010

MLQRE10
750ML 24,000円
JAN : 4580018618115

【IGP：ヴェネト】 
○Cv/Cvn/Rn
○赤 /フルボディ  

ワイナリーの向かいの丘陵の頂上付近
に広がる「カ デル メルロ」と呼ばれ
る畑の葡萄で造られる。「メルロ」とは
この地方に生息する黒鳥に由来。ヴァル
ポリチェッラと同様の造りだが畑が異な
るため別々に醸す。非常に生産量の少
ないワイン。

ロッソ カ デル メルロ 
2011
MLQRI11
750ML 11,700円
JAN : 4580018613585

【DOC：ヴァルポリチェッラ】 
○Cv/Cvn/Rn 
○赤 /フルボディ  

樹齢の比較的高い木から収穫された葡
萄を使用。伝統的なリパッソにより、
味わいには複雑味が増し、またワイン
には 10 年以上の熟成に耐えうる強靭
な酒質が生まれる。干したプルーンや
ドライフルーツ、八角などの複雑でエ
キゾチックな風味。

ヴァルポリチェッラ クラシ
コ 2011
MLQRC11
750ML 11,800円
JAN : 4580018608307

【IGP：ヴェネト】 
○CF/CS/Cvn/Cv 
○赤 /フルボディ  

アマローネと同様に陰干しした葡萄で
造られる。最も短い熟成期間でリリー
スされるワインだが、クインタレッリの
ワイン造りを充分体感できる。生き生
きとした果実味や、酸、タンニンのバ
ランスを楽しめるワイン。

プリモフィオーレ 2015

MLQRB15
750ML 7,000円
JAN : 4580018612663

【IGP：ヴェネト】 
○Gg/Tb/SB/Ch 
○白 /辛口  

クインタレッリの造る唯一の白ワイン。
手摘み収穫の後、除梗しステンレスタ
ンクで発酵。熟成期間は 12ヶ月。青
リンゴ、洋ナシ、パイナップルなどトロ
ピカルフルーツの豊かな香り。酸も穏
やかで、柔らかくふくよかな味わい。

ビアンコ セッコ 2017

MLQRA17
750ML 5,200円
JAN : 4580018609557
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コストパフォーマンスの高いソアーヴェの生産者
コルテ アダミ
コルテ アダミは、36haの畑を所有する
ソアーヴェ村の中心地域に位置するワイナリー。

【DOCG：アマローネ デッラ ヴァルポ
リチェッラ】 
○Cvn45%/Cv45%/Rn10% 
○赤 /フルボディ  

樹齢 45 年の葡萄を厳しく選果し、3
－4ヶ月半乾燥させた葡萄で造られる。
伝統的なアマローネほどの重厚なスタ
イルではなく、食事と合わせて楽しめ
る味わい。

アマローネ デッラ ヴァル
ポリチェッラ 2015
MLCAC15
750ML 5,400円
JAN : 4580018610010

【DOC：ヴァルポリチェッラ】 
○Cv/Cvn/Rn
○赤 /ミディアムボディ  

コルヴィーナのみ半乾燥させた葡萄を
使用するが、その他品種は収穫後その
ままプレス。シナモンやクローヴを思
わせるスパイシーなアタック。樽熟成
由来の香ばしいトースト香。生き生き
とした果実味を持ちつつ、凝縮感があ
り葡萄由来の僅かな甘みが心地よいワ
イン。

ヴァルポリチェッラ スペリ
オーレ 2016
MLCAB16
750ML 2,130円
JAN : 4580018603760

【IGP：ヴェネト】 
○Cv70%/M30% 
○赤 /ミディアムボディ  

収穫された葡萄を約3週間陰干し、ス
テンレスタンクで醸造。プラムやチェ
リーのフレッシュな果実味が美しく、口
当たりもまろやかで柔らかい、フルー
ティな味わいのワイン。

センツァフィーネ ロッソ 
ヴェローナ IGT 2017
MLCAG17L
750ML 2,000円
JAN : 4580018604828

【VSQ：ヴェネト】 
○Cv100% 
○ロゼ /辛口  

「クロイーナ｣は使われる葡萄品種｢コ
ルヴィーナ｣を表すこの地域の方言。9
月初めに早めに収穫。スキンコンタク
ト状態で10時間。アルコール発酵は、
ステンレスタンクで約 2 週間。二次発
酵は2.5ヶ月。

スプマンテ ブリュット 
ローザ クロイーナ NV
MLCAE13
750ML 2,590円
JAN : 4582203097125

【IGP：ヴェネト】 
○Cv/M 
○ロゼ /辛口  

セニエ方式で作られた IGT ロゼワイ
ン。収穫後の葡萄を３時間程マセラシ
オン。発酵後はシュールリーの状態で
２ヶ月置かれる。ラズベリーやバラを思
わせる繊細な香りと生き生きとした果
実感、アルコールと果実由来のほのか
な甘みとのバランスが絶妙。優しい味
わい。

センツァフィーネ 
ロザート 2018
MLCAH18
750ML 2,000円
JAN : 4580018613547

【DOCG：ソアーヴェ　スペリオーレ】 
○Gg100% 
○白 /辛口  

カステルチェリーノの標高 350m に
位置する樹齢約 40 年の木から遅摘み
で収穫されたガルガーネガを使用。
シュールリーの状態で１ヶ月置くことで
ワインにはアロマと複雑味が与えられ、
熟成を経るごとにその深みを増してい
く。

ソアーヴェ スペリオーレ 
ヴィーニャ デッラ コルテ 2017
MLCAD17
750ML 1,880円
JAN : 4580018606525

【DOC：ソアーヴェ】 
○Gg90%/Tb10% 
○白 /辛口  

樹齢約 35 年の葡萄の木から収穫され
た果実を醸造。果実の熟度を感じさせ
る程よい凝縮感。ミネラルを思わせる
ニュアンスもあり、余韻も長くコストパ
フォーマンスが非常に高いワイン。

ソアーヴェ 2017

MLCAA17AI
750ML 1,500円
JAN : 4582203083104

父 アンジェロ　兄 アンドレア　妹 マルティーナ

元々葡萄栽培農家でしたが、４代目で現在はワインの醸造も行っている長男
のアンドレアが、自分たちの葡萄の品質を確信し、2004年から自社での瓶
詰めを開始しました。父で３代目のアンジェロは葡萄畑で作業をし、アンドレ
アの二人の妹のマルティーナとジューリアがワインの販売やPRなどの仕事
を担う、家族経営の小さなワイナリーです。美しい酸と果実味、ソアーヴェら
しい鉱物的なニュアンスを持ったワインが人気です。

CORTE ADAMI
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【IGP：ヴェネト】 
○Gg/Ch 
○白 /辛口  

心地よい味わいのスパークリングワイ
ン。焼いたパンのような香ばしい香り
とトロピカルフルーツを思わせる香り。
フレッシュで爽やかな味わいながら口
当たりは柔らかく、クリスピーな泡立
ちのワイン。

センツァフィーネ スプマンテ 
ブリュット ミレジマート 2017
MLCAJ17
750ML 1,950円
JAN : 4582203129826

【IGP：ヴェネト】 
○Gg70%/Ch30% 
○白 /辛口  

気軽に楽しめるＩＧＰクラス。白い花や
トロピカルフルーツの香り、ミネラル
感とバランスのよいエレガントな酸の
ある、フレッシュでアロマティックなワ
イン。

センツァフィーネ 
ガルガーネガ 2017
MLCAF17
750ML 1,920円
JAN : 4580018608383

オーガニック プロセッコの先駆者的なワイナリー
ラ ジャラ
ビオロジック栽培を採用した自社畑の葡萄のみで造るプロセッコ。

【DOC：プロセッコ】 
○Gl100% 
○白 /辛口  

ビオロジックで栽培した葡萄を手摘み
収穫。アルコール発酵は16－18℃の
定温で天然酵母を使用して 10 日間、
二次発酵は、酵母と糖分の状態を管理
しながら行うシャルマ方式。

プロセッコ スプマンテ 
ブリュット NV
MJRANVB
750ML 1,950円
JAN : 4582181939899

MMJRANV

JAN : 4582203117014
375ML 1,290円

【IGP：スプマンテ】 
○Gl70%/Ch30% 
○白 /辛口  

プロセッコの生産は通常 35－40 日
間、それに対し、約 7ヶ月かける｢ロ
ング シャルマ方式」を採用。DOC プ
ロセッコの認証でないのは、残糖分が
プロセッコの定められた下限値 7ｇ/L
を下回る1.2ｇ/L の為。酵母との接触
期間も長くなるため、より複雑な味わ
いで極辛口。

ゼロ アッソルート スプマンテ 
エクストラ ブリュット NV
MJRBNVB
750ML 1,950円
JAN : 4582203080516

【VSQ：ヴェネト】 
○PG100% 
○ロゼ /辛口  
スプマンテの品質分類でＶｉｎｏ Ｓｐｕｍ
ａｎｔｅ ｄｉ Ｑｕａｌｉｔａ（上質スプマンテ）。
果皮と共に軽くマセラシオン後、天然
酵母を使用して発酵。シャルマ方式。
ほのかな桜色。やさしい果実味とクリー
ミーで余韻の長い泡が特長。

ピノ グリージョ ロゼ 
スプマンテ ブリュット NV
MJRCNVB
750ML 1,950円
JAN : 4582203080523

マッシモ マリオン

ワイナリーのオーナーであるマリオン家は、1891年よりこの土地を所有し、
現当主のマッシモはワイナリーの4代目。プロセッコの産地として有名なコ
ネリアーノとヴァルドッビアーデネなどを含む丘陵地帯の一角に約50haの
葡萄畑を所有しています。マッシモは、ワイナリーの改革を積極的に行い、全
ての畑をビオロジック農法に転換(一部ビオディナミ農法)し、2000年には
ビオロジックの認証を取得。プロセッコの生産者としては、ビオロジックの先
駆者的なワイナリーです。残糖度は低めでドライなスタイルに仕上げたプロ
セッコを中心にエレガントなスパークリングワインを生産しています。

MMJRCNV

JAN : 4582203117021
375ML 1,290円

ハーフボトル

LA JARA
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マッツェイ
カステッロ ディ フォンテルートリ
時代を先取り進化するサンジョヴェーゼの第一人者

12世紀からワイン造りを行っていたマッツェイ家がカステッロ ディ フォンテ
ルートリを取得したのは1435年。現在は、フィリッポ マッツェイとフランチェ
スコ マッツェイの兄弟が24代目当主として歴史あるワイナリーを経営。25代
目にあたる息子 ジョヴァンニも参画し、新たな発展を遂げています。

今ではよく知られている「キャンティ」というワインの名は、1398年にラポ マッツェイ氏が
最初に”wine of Chianti”という言葉を公の文書に使用し記録に残したのが由来といわれ
ています。

ベルグァルドは、トスカーナのワイン生
産地域の中でも比較的新しいマレンマ
地区にあるワイナリーです。海まで約
10km程の丘陵地帯にあり、マレンマの
テロワールを繊細に表現したワイン造り
を目指しています。

代々継承する土地、テロワールへの敬意
を表し、更に上質であること、エレガンス
を追求し続けています。

ジゾラはシチリアの南東部、アヴォラか
ら5キロ程のところにあります。シチリア
土着品種の葡萄品種ネロ ダヴォラ発祥
の地に敬意を表した、マッツェイ家の一
番新しいワイナリーです。

17世紀末にティエポロ家によってハン
ティング用のロッジとして建設され、19
世紀にエリザベッタ ガルヴァーニ オニ
ゴが葡萄の木を植樹したことに始まりま
す。ワイナリーは彼女の子孫、マルチェッ
ロ家によって経営されています。

カステッリーナ イン キャンティに約650haの土地を所有し、その内117haで栽培が行われてい
ます。葡萄畑は大きく5つのエリアに分かれており、それをさらに120の区画に分けて個別に管理
し、各テロワールに適した品種が植えられています。

代々継承する土地、テロワールへの敬意を表し、
更に上質であること、エレガンスを追求し続けること。  

ベルグァルド

25代に渡りワイン造りを家業とするキャンティ クラシコの名門

ヴィッラ マルチェッロ

新たな土地で表現するエレガンスマレンマへの挑戦 マッツェイ家25代目が指揮
ジゾラ

後列左：兄 フィリッポ マッツェイ（24代目CEO）
後列右：弟 フランチェスコ マッツェイ（同24代目CEO）
中央:故ラポ マッツェイ（23代目CEO）

マッツェイ家は1997年にトスカーナのマレンマに「テヌータ ディ ベルグァルド」、2003年にはシチリアの南東部に「ジゾラ」、と新しいワイナリーを2つ設立。
それぞれのテロワールとミクロクリマに適した土着品種の特徴を表現した、魅力的なワインを生み出しています。

テロワールの持つ複雑味と多様性をワインに表現

【IGP：トスカーナ】 
○Sg50%/M50% 
○赤 /フルボディ  

海抜260ｍにある南、南西向きのシ
エピ畑の葡萄を使用。タンクで発酵
し、マセラシオンはメルロ14日間、サ
ンジョヴェーゼ18日間。熟成は18ヶ
月フレンチオーク(70％新樽)、その
後4ヶ月セメントタンクで寝かす。単
一畑から造る、フラッグシップ。

シエピ 2017

MLMZD17
750ML 14,300円
JAN : 4580018614797

【DOCG：キャンティ クラシコ グラン セレツィオーネ】 
○Sg92%/MN/Cn
○赤 /フルボディ  

最良の 50 区画で厳選した葡萄を区画
ごとに醸造。フレンチオーク樽で
20ヶ月熟成した後ブレンドしコンク
リートタンクで 4ヶ月を経て瓶詰め、
さらに12ヶ月熟成。カステッロ=シャ
トーの名のもとに造られるグラン セレ
ツィオーネ。

カステッロ フォンテルートリ キャンティ 
クラシコ グラン セレツィオーネ 2016
MLMZC16
750ML 6,700円
JAN : 4580018614803

カステッロ ディ 
フォンテルートリ

イタリア/トスカーナ

カステッロ ディ フォンテルートリ

時代を先取り進化する
サンジョヴェーゼの第一人者

時代を先取り進化する
サンジョヴェーゼの第一人者

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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MMMZB17

JAN : 4582203109149
375ML 1,790円

【DOCG：キャンティ クラシコ】 
○Sg90%/MN4%/Cn4%/M2% 
○赤 /フルボディ  
自社畑の厳選した 5 つの区画の葡萄
を使用。約 28℃で温度管理しながら
ステンレスタンクで発酵。熟成は
12ヶ月でフレンチバリックと500L の
大樽を使用。マッツェイの手印となる
エレガントなワイン。

フォンテルートリ 
キャンティ クラシコ 2017
MLMZB17
750ML 2,990円
JAN : 4582203060396

【IGP：トスカーナ】 
○Sg100% 
○赤 /フルボディ  

「キャンティクラシコ 2000 プロジェク
ト」により選定された、バイオタイプ
の違う 36 種類のサンジョヴェーゼか
ら醸造。ステンレスタンクで発酵、マ
セラシオンは 14日間。熟成は 500L
のフレンチオークで16ヶ月。

ミックス 36 2015

MLMZK15
750ML 8,500円
JAN : 4580018612649

【DOCG：キャンティ クラシコ リゼルヴァ】 
○Sg90%/M10% 
○赤 /フルボディ  

初めてキャンティと称したマッツェイ家
の先祖の名前を冠したオマージュワイ
ン。約28℃で発酵。マセラシオン16－
18日、熟成はフレンチオークのバリック
（新樽50％）と大樽（500L）を併用し
て12ヶ月間。クラシックなスタイル。

セル ラポ キャンティ 
クラシコ リゼルヴァ  2016
MLMZF16
750ML 3,360円
JAN : 4580018612632

【IGP：トスカーナ】 
○Sg80%/CS20% 
○赤 /フルボディ  

スーパータスカンのレジェンドワインの
1 つ。フォンテルートリの標高 450－
550ｍの区画と、シエピの区画の葡
萄を使用。発酵は約28℃の低温管理、
フレンチオークのバリック（70％新樽）
で 18ヶ月間熟成。美しい酸と複雑味
が特長。

コンチェルト 2016

MLMZM16
750ML 12,000円
JAN : 4580018618184

【IGP：トスカーナ】 
○Sg65%/M30%/PV5%
○赤 /ミディアムボディ  

標高 450－510ｍの場所にある畑。
手摘み収穫し除梗。ステンレスタンク
で温度管理しながら天然酵母で発酵。
アメリカンオーク（225L）で 10ヶ
月間熟成。サンジョヴェーゼを主体に
ボルドー品種をブレンド。滑らかでス
ムースな口当たり。

フォンテルートリ 
バディオラ 2017
MLMZA17
750ML 1,880円
JAN : 4582203060389

【DOC：マレンマトスカーナ】 
○CS65%/AN20%/CF10%/PV5% 
○赤 /ミディアムボディ  

樹齢10－15年。12ヶ月フレンチオー
クのバリックで熟成。カベルネ主体の
国際品種に、土着のアリカンテ ネーラ
をブレンド。テヌータのセカンドラベル
と位置づけられるワイン。かつてこの
地を率いたティレノス王子の名に由来。

ティレニコ 2016

MLMZT16
750ML 3,000円
JAN : 4580018614834

【DOC：マレンマトスカーナ】 
○CS85%/CF15%
○赤 /フルボディ  

平均樹齢 18 年の区画。手摘み収穫
後除梗しステンレスタンクで発酵。マ
セラシオンは 16 日間、熟成はコンク
リートタンクとフレンチオークのバリッ
ク (70％新樽 ) で 18ヶ月。マレンマ
のカベルネのポテンシャルを追求した
1本。

テヌータ ベルグァルド 
2015
MLMZI15
750ML 6,800円
JAN : 4580018605108

【IGP：トスカーナ】 
○Sg50%/Sy50% 
○ロゼ /辛口  

海抜 70－130ｍの南・南西向きの斜
面。海と山に挟まれ風通しがよく、昼
夜の寒暖差があり果実のフレッシュさ
が保たれる。14－16℃で低温発酵し、
3ヶ月間シュールリーの状態で熟成。
サンジョヴェーゼとシラーを 50％ずつ
ブレンドしたロゼ。

ベルグァルド ロゼ 2018

MLMZJ18
750ML 2,670円
JAN : 4580018618023

ベルグァルド
イタリア/トスカーナ

マレンマへの挑戦
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【IGP：トスカーナ】 
○Vm100% 
○白 /辛口  

コルシカ北部とサルディーニャから土
地に合うクローンを厳選した、土着の
ヴェルメンティーノ種。手摘み収穫後
ステンレスタンクで 15℃に温度管理し
発酵、深みと凝縮感がありながら、フ
レッシュな風味。

ベルグァルド 
ヴェルメンティーノ 2018
MLMZL18
750ML 2,670円
JAN : 4580018615336

【DOC：マレンマトスカーナ】 
○Vm100% 
○白 /辛口  

コルシカから厳選したクローンを使用。
海抜 90ｍの南・南西向きで、ティレ
ニア海の影響を強く受ける畑。20％を
アンフォラで発酵、4ヶ月熟成。30％
はスキンコンタクトで 4ヶ月熟成。ア
ンフォラとスキンコンタクト由来の複雑
でミネラルを思わせる豊かな風味。

コディーチェ V 2018

MLMZV18
750ML 3,290円
JAN : 4580018614827

【DOC：ノートロッソ】 
○ND100% 
○赤 /ミディアムボディ  

土着品種ネロ ダヴォラ発祥の地に程近
い、海抜 130ｍの南・西向きの斜面
で樹齢は 8－13 年。約 28℃で発酵、
マセラシオンは 14－16 日。フレンチ
バリックで 10ヶ月熟成 (33％新樽 )。
果実味と酸味、スパイシーなニュアン
スのあるワイン。

ジゾラ 2017

MLMZZ17
750ML 2,680円
JAN : 4582203085917

【DOC：シチリア】 
○CaB50%/Glo50% 
○白 /辛口  

海抜 130ｍに位置する、南から東向
きの斜面の葡萄を手摘み収穫し除梗。
低温 15℃のステンレスで発酵させる。
アロマティックでフレッシュ、花や柑橘
系の香りのある、ドライな白ワイン。

ジゾラ アジーザ 2018

MLMZY18
750ML 2,680円
JAN : 4582203115768

【DOC：プロセッコ】 
○Gl85%/PB15% 
○白 /辛口  
海抜 25m のシルト質と粘土質の土壌
で育つ葡萄を使用。ステンレスタンク
で一次発酵後、そのまま4ヶ月間シュー
ルリー。二次発酵は 60 日間行う。リ
ンゴや花のような香りとエレガントな余
韻の、華やかなプロセッコ。

ヴィッラ マルチェッロ プロセッコ 
ブリュット ミレジマート 2017
MLMZP17
750ML 1,970円
JAN : 4580018604781

MLMZP17K

JAN : 4580018604781
750ML 1,970円

【DOC：プロセッコ】
○Gl85%/Ch15% 
○白 /辛口  

ワイナリーで最も古い区画の葡萄を使
用。樹齢約25年。創設者のエリザベッ
タ (E)ガルヴァーニ (G)オニゴ（O) の
名が由来。フレッシュさと骨格を兼ね
備えた、残糖 1ｇ/L 未満の超辛口プ
ロセッコ。

E.G.O. プロセッコ 
ブリュット ゼロ 2017
MLMZQ17
750ML 2,150円
JAN : 4580018610492

【DOC：デッレ ヴェネツィエ】 
○PG100% 
○ロゼ /辛口  

ヴェネツィアのレース編み復興に貢献し
た祖先アンドリアナの名に由来。アロ
マ豊かで繊細な味わいを表現するため
厳選したクローンを使用。90％を
4ヶ月シュールリー、10％をさらに
2ヶ月大樽で熟成。エレガントなスタ
イルのロゼスパークリング。

アンドリアナ ピノ グリージョ 
ロザート ブリュット 2017
MLMZR17
750ML 2,150円
JAN : 4580018610508

ジゾラ
イタリア/シチリア
新たな土地で表現する

エレガンス

ヴィッラ マルチェッロ
イタリア/ヴェネト

マッツェイ家 25 代目が指揮する
プレミアム プロセッコ

化粧箱入り
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「Conca d’Oro」(黄金の谷)と言われるパンツァーノ渓谷南部に畑を所有。1964年からアルチェオ 
ディ ナポリ ランポッラが近代的な手法も取り入れた葡萄栽培を始めました。ワイン造りの全ては葡
萄栽培にあると確信していたアルチェオは、凝縮した葡萄を造るために密植、低収量にこだわり、
ファースト ヴィンテージ の1975年から5年後の1980年にはスーパータスカンの先駆けとなるサ
ンマルコをリリース。その後、更に尖鋭化していきましたが、
道半ばにして他界。父の意志を受け継いだルチアーノ(ルー
カ/ 兄)とマウリツィア(妹)が96年にダルチェオをリリース。
ダルチェオはサンマルコと同様に、ガンベロ ロッソ、ロバー
ト パーカーなどに大絶賛されました。ルーカは35haの葡
萄畑を全てビオディナミに転換し、ワイン造りに真摯な姿勢
で向き合っています。

世界的に高い評価を受けるコンカドーロの珠玉
カステッロ デイ ランポッラ

【IGP：トスカーナ】 
○CS/Sg/M 
○赤 /フルボディ  

海抜360mの南向きの斜面。小石の多
い泥灰質土壌で石灰、粘土を含む畑で
栽培。サンジョヴェーゼは3,000Lのス
ロヴェニアオーク、カベルネ、メルロは
バリックで12ヵ月樽熟。瓶熟期間は5－
8ヵ月。

サンマルコ 2013

MLCRS13
750ML 9,800円
JAN : 4580018603418

【IGP：トスカーナ】 
○Sg100% 
○赤 /ミディアムボディ  

野生酵母を使い、アンフォラで発酵。
熟成もアンフォラで7ヶ月間。無ろ過、
酸化防止剤無添加で造られたワインは
ブル－ベリ－やチェリ－の果実味、ハ－
ブのニュアンス、伸びやかな酸の広が
りがあるワイン。

サンジョヴェーゼ ディ 
サンタルチア 2016
MLCRV16
750ML 6,500円
JAN : 4582203129918

【DOCG：キャンティ クラシコ】 
○Sg85%/M10%/CS5% 
○赤 /フルボディ  

平均樹齢25年の区画の葡萄を手摘み
収穫後除梗。天然酵母でコンクリートタ
ンクで発酵後、3種類のサイズの違う木
樽で12ヶ月熟成。サンジョヴェーゼ種
特有の酸が前面に出すぎることなく、果
実味とのバランスが美しいワイン。

キャンティ クラシコ 
2016
MLCRC16
750ML 3,880円
JAN : 4580018610898

【IGP：トスカーナ】 
○SB60%/Ch25%/Tm15% 
○白 /甘口  

白ワイン向けの畑から遅摘みの葡萄を
収穫し造る甘口ワイン。元々 3 種類の
葡萄品種から造っていたために、トレ
（=3）ビアンコという名前となった。
残糖は程よく、また酸もあるため、強
い甘みは感じない、美しいバランスの
ある甘口ワイン。

トレビアンコ ヴェンデミ
ア タルディヴァ 2012
MMCRT12
375ML 6,000円
JAN : 4582203124296

【IGP：トスカーナ】 
○Tb50％/Ch20％/SB20％/
Tm10％
○白 /甘口  

トレビアンコには遅摘みで甘口ワインと
して造る年と、ドライなスタイルで造
る年とがあるが、2017 年はドライタ
イプのワインとしてリリース。更に酸化
防止剤無添加で造った初めてのヴィン
テージ。凝縮感があり、複雑さのある
味わいが楽しめる。

トレビアンコ 2017

MLCRN17
750ML 4,360円
JAN : 4580018613042

【IGP：トスカーナ】 
○CS85%/PV15% 
○赤 /フルボディ  

カベルネ主体のスーパータスカンを
80 年代初頭にリリースした先駆者が
造るフラッグシップ的な存在。黒系果
実や、チョコレートのような甘いスパイ
スのアロマも感じる。圧倒的な果実感
と存在感のあるタンニンが際立つ、力
強いワイン。

ダルチェオ 2013

MLCRD13
750ML 20,900円
JAN : 4582203124913

CASTELLO DEI RAMPOLLA
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フリーニ家はヴェネチアの旧家で、14世紀エドアルド3世の傭兵隊長としてイギリスに移住し
ました。メディチ家が崩壊したイタリアに帰国し、ハプスブルグ家に仕え、トスカーナ州 マレン
マ地方に広大な領地を与えられました。スカンサーノでワイン造りの経験を積んだジョヴァン
ニ マリア フリーニが、1905年モンタルチーノに移り住み、ワイナリーを創業。 現在、マリア 
フローラ フリーニとシエナ大学の教授も兼任するワインメーカー、ロ
ベルト グエッリーニによって経営されており、70年代初頭からブル
ネッロ ディ モンタルチーノと、 ロッソ ディ モンタルチーノを生産して
います。フリーニのワイナリーと畑は、モンタルチーノから3－4kmの
ところ、 ブルネッロの伝統的な認定地区(東南・東)に位置し、100haを
所有、うち葡萄畑は僅か10haしかありません。

16世紀の歴史的なセラーで造られるクラシカルなブルネッロ
フリーニ

【DOCG：ブルネッロ ディ モンタルチーノ】 
○Sg100% 
○赤 /フルボディ  

手摘み収穫で除梗し天然酵母を使い定
温(27－30℃)で発酵。熟成はスラヴォ
ニア産オークの樽とフレンチオーク樽
の併用で約 38ヶ月。その後更に瓶内
で約 10ヶ月熟成後リリース。洗練さ
れていて且つ厳格さがあり、フィネス
を感じるブルネッロ。

ブルネッロ ディ モンタル
チーノ 2013
MLFUA13
750ML 9,700円
JAN : 4580018604378

【DOC：ロッソ ディ モンタルチーノ】 
○Sg100% 
○赤 /フルボディ  

定温 (27－30℃) で約 2 週間かけ発
酵、3.5ｈL の新樽 20％と、アリエの
樽で 6－9ヶ月熟成。その後瓶熟 3ヶ
月後にリリース。スミレや野イチゴなど
の赤いベリー系果実のチャーミングな
香りと美しい酸があり、余韻も十分に
楽しめる。

ロッソ ディ モンタルチー
ノ 2016
MLFUB16
750ML 5,000円
JAN : 4580018608130

ロベルト グエッリーニ

FULIGNI

テヌータ デル オルネライアは、1981年にロドヴィコ アンティノーリにより
創設されたボルゲリを代表するワイナリーのひとつで、世界的にも高い評
価を受けています。115haの畑を所有(うち約30haはビオロジック農法を
採用)。ボルゲリは、ティレニア海に面した海洋性の気候を持つ地域ですが、
オルネライアの畑は、丘陵の上部に広がり、十分な日照量がありながら、夏
は海からの涼しい風が吹き、葡萄がゆっくりと成熟する特別なミクロクリ
マを持っています。多様性に富んだ土壌からは、複雑味のあるワインが生ま
れます。

「スーパータスカン」の聖地ボルゲリを代表する生産者
テヌータ デル オルネライア
ティレニア海と山に囲まれた地中海性気候で、温暖なエリアですが
海風の影響で極端に温度が上がらず、葡萄がゆっくり成熟します。

【IGP：トスカーナ】 
○M100％ 
○赤 /フルボディ  

オルネライアが手掛けるメルロ
100% のワイン。新樽で 12ヶ月熟
成後にブレンドし、さらに 12ヶ月間熟
成。素晴らしいフレッシュ感と、芳醇で
シルキー、スムーズなバランスを持つ
稀にみるワイン。熟した果実や、バル
サミコやカカオのスパイス香。

マッセート 2015

MLORM15
750ML 100,000円
JAN : 4580018609588

TENUTA DELL'ORNELLAIA

イ
タ
リ
ア

ト
ス
カ
ー
ナ



16

【IGP：トスカーナ】 
○CS53%/M23%/CF17%/PV7% 
○赤 /フルボディ 
 
ボルゲリを代表する生産者が造るワイ
ン。MLFと熟成は新樽70%で18ヶ月
熟成(12ヶ月後にブレンド、瓶詰後に
6ヶ月熟成)。熟していながらフレッシュ
な果実の香りとバルサムやスパイスの
香り。フルボディで豊かで濃厚、滑らか
で洗練されたタンニンがあり、長い余
韻を感じられる。

オルネライア 2015

MLORA15
750ML 29,500円
JAN : 4580018604903

【IGP：トスカーナ】 
○M64%/CS17%/CF10%/PV9% 
○赤 /フルボディ
  
オルネライアのセカンドワイン。メル
ロ主体で、区画の若木から造られる。
醸造方法はほぼオルネライアと同じ。
熟成は新樽 25％ (12ヶ月後にブレン
ドし、さらに3ヶ月熟成 )。凝縮された
色味と若々しい外見があり、熟してフ
ルーティなアロマとスパイスやトースト
のような香りが感じられる。

レ セッレ ヌオーヴェ 
2015
MLORC15
750ML 8,800円
JAN : 4580018604941

【IGP：トスカーナ】 
○M/CS/Sg 
○赤 /フルボディ  

品種ごとの特徴を出すために、別々の
ステンレスタンクで発酵。熟成はオル
ネライアで使用した樽と一部コンク
リートタンクで10ヶ月熟成。オルネラ
イアの味わいを継承したワイン。

レ ヴォルテ 2016

MLORE16
750ML 4,340円
JAN : 4580018604965

当主のフランコ デウサニオ氏は、ボローニャ大学で農業科学の博士号を取
得後、アブルッツォの協同組合でエノロジストとして采配を振っていました
が、90年に葡萄畑を入手し、1998年キューザ グランデを創設しました。現
在は約50haの畑を所有し、ビオロジック農法を採用しています。キューザ 
グランデでは、モンテプルチアーノ種とトレッビアーノ種のワインを中心に、
フレッシュな酸とバランスの良い果実味が感じられるコストパフォーマン
スの高いワインを造っています。

ビオロジック農法で造る、モンテプルチアーノとトレッビアーノ
キューザ グランデ
アブルッツォの協同組合でエノロジストとして
働いていたフランコ デウサニオが、90年に畑を購入、98年に創設。

フランコ デウサニオ

【DOC：モンテプルチアーノ ダブルッツォ】 
○Mp100% 
○赤 /ミディアムボディ  

ワイナリーの創始者のニックネームが
ついたワイン。ビオロジックで栽培し
た葡萄を手摘み収穫して 100％除梗。
ステンレスタンクで約 1ヶ月かけ発酵
させ、その後 2 種類の木樽で 12ヶ
月熟成。果実味とタンニンのバランス
が良い仕上がり。

ロッコセッコ モンテプルチアーノ 
ダブルッツォ 2012
MLCGA12
750ML 2,060円
JAN : 4582203120663

【DOC：モンテプルチアーノ ダブルッツォ】 
○Mp100% 
○赤 /ミディアムボディ  

ノッチアーノとクノーリ畑の葡萄を別々
に発酵。クノーリの葡萄はマロラク
ティック発酵後、2－3ヶ月フレンチオー
クの樽で熟成。柔らかいがしっかりとし
たタンニンとボディを持ち、熟した赤
いベリー系の味わいが心地よく口の中
に広がる。

ヴィノソフィア 
モンテプルチアーノ 2017
MLCGM17
750ML 2,000円
JAN : 4580018606518

【DOC：モンテプルチアーノ ダブルッツォ】 
○Mp100% 
○赤 /ミディアムボディ  

自然との共存を目指したワイン造りを
行うワイナリー。薄紫のエッジを持つ
ルビーレッドの色合いで、バランスの
取れた味わいが心地良いミディアムボ
ディのワイン。

テッレ カサーリ モンテプルチアーノ 
ダブルッツォ 2018
MLCGC18
750ML 1,290円
JAN : 8026583000857

【DOC：チェラスオーロ ダブルッツオ】 
○Mp100% 
○ロゼ /辛口  

発酵から熟成まで樽を使わず、無ろ過。
深みのある美しい色調が目を引くロゼ
ワインで、爽やかでフルーティであり
ながら程よい構成もある、しっかりめ
でドライな味わい。

テッレ カサーリ チェラスオロ 
ダブルッツォ 2018
MLCGD18
750ML 1,290円
JAN : 4580018613660

CHIUSA GRANDE
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【IGP：アブルッツォ】
○Pc100% 
○白 /辛口  

ステンレスタンクで発酵。熟成はワイ
ンにフレッシュ感を与える為に 14℃に
温度管理しながら行う。ペコリーノらし
い、新鮮な切り花やシトラスの香りを
持ち、バランスのとれた味わい。

ヴィノソフィア ペコリーノ 
2016
MLCGH16
750ML 2,000円
JAN : 4580018602749

【IGP：アブルッツォ】 
○PG100% 
○白 /辛口  

低温のステンレスタンクで醸造し、一
部をマロラクティック発酵させる。熟
成は 3ヶ月間。フルーティで、白い花
のようなニュアンス。フレッシュでアロ
マティックな味わいのワイン。

ヴィノフォリア 
ピノ グリージョ 2018
MLCGN18
750ML 2,000円
JAN : 4580018613684

【IGP：アブルッツォ】 
○Prn100% 
○白 /辛口  

ハーブや、洋ナシを思わせる華やかさ
のある香りと、しっかりとした果実感。
少し冷やして楽しみたいワイン。フルー
ティで、白い花のようなニュアンス。
爽やかで繊細な味わいのワイン。

ヴィノソフィア 
パッセリーナ 2018
MLCGP18
750ML 2,000円
JAN : 4580018613677

【DOC：トレッビアーノ ダブルッツォ】 
○Tb100% 
○白 /辛口  

発酵から熟成までステンレスタンクを
使用。セージなどのハーブ、トロピカ
ルフルーツを思わせる、フレッシュでイ
キイキとした香り。柔らかく広がりのあ
る調和のとれた味わい。

ソーマ トレッビアーノ 
ダブルッツォ 2014
MLCGB14
750ML 1,970円
JAN : 4582203108777

【DOC：トレッビアーノ ダブルッツォ】 
○Tb100% 
○白 /辛口  

緑がかった淡い黄色。トレッビアーノ種
らしいフルーティかつフローラルな香り
が特徴的。すっきりとしたキレのよい
酸があり、バランスのとれた爽やかな
味わい。

テッレ カサーリ トレッビアーノ 
ダブルッツォ 2018
MLCGE18
750ML 1,290円
JAN : 8026583000659

【DOC：トレッビアーノ ダブルッツォ】 
○Tb100% 
○白 /辛口  

発酵から熟成までステンレスタンクを
使用。完熟したトロピカルフルーツを
思わせる、フレッシュで生き生きとした
香り。柔らかく広がりのある調和のと
れた味わいのワイン。

ヴィノソフィア トレッビアーノ 
ダブルッツォ 2016
MLCGB16
750ML 2,000円
JAN : 4582203129185

アブルッツォの国立公園内にあるワイナリー
ヴァッレ レアレ
オーナーのレオナルド ピッゾーロにより1997年にアブルッツォの山岳地帯で創業されまし
た。ポポリ国立公園内にある唯一のワイナリーです。国立公園内のクリーンな環境の中で、オー
ガニック農法(ビオディナミ農法に転換中)でワイン造りを行っ
ています。標高が高く、昼夜の寒暖差もあり、葡萄はゆっくりと
成熟するため、例年収穫は11月中旬ごろとなります。アブルッ
ツォの山の特別な気候とテロワール
を反映したワインを造るため、酵母
は添加せず全て自然発酵でワインを
造っています。約60haの畑を所有。

【DOC：モンテプルチアーノ ダブルッツォ】 
○Mp100% 
○赤 /フルボディ  

良年にのみ造られる特別キュヴェ。標
高約350ｍの高樹齢の畑（4ha）の、
最も高い場所に位置し、土壌は骸粒に
富む。気温差が大きいため美しい酸が
残され、長熟のポテンシャルを持つワ
インとなる。

サン カリスト モンテプルチ
アーノ ダブルッツォ 2015
MLVAF15
750ML 6,000円
JAN : 4580018615374

【DOC：モンテプルチアーノ ダブルッツォ】 
○Mp100% 
○赤 /ミディアムボディ  

標高約 500ｍにある 1.8ha サンテウ
ザニオの畑は、非常に石ころの多い土
壌。昼夜の寒暖の差も大きい。その
ため美しく豊かな酸があり、赤い果実
のフレッシュな果実味とのバランスのよ
い味わいに仕上がる。

ヴィニエート サンテウザニオ モンテ
プルチアーノ ダブルッツォ 2015
MLVAE15L
750ML 2,790円
JAN : 4582203129512

【DOC：トレッビアーノ ダブルッツォ】 
○Tb100% 
○白 /辛口  

15世紀から修道士たちがトレッビアー
ノ種のワインを造っていたと言われる
3haのコンヴェント区画の葡萄から。ス
テンレスタンクでの発酵後、シュール
リーの状態で1年以上熟成させる。リコ
リスや火打石などの複雑なアロマがこ
のワインのユニークなスタイル。

ヴィーニャ デル コンヴェント ディ カペスト
ラーノ トレッビアーノ ダブルッツォ 2015
MLVAD15
750ML 5,400円
JAN : 4580018612670

レオナルド ピッゾーロ

VALLE REALE

【DOC：モンテプルチアーノ ダブルッツォ】 
○Mp100％
○赤 /ミディアムボディ

ステンレスタンクで4－6ヶ月熟成。
カペストラーノの葡萄は構成を、ポポ
リの葡萄はアロマと複雑味を与える。
高い標高の畑でゆっくり成熟したモン
テプルチアーノ種の、美しい酸と純粋
な果実の味わいが楽しめる。 

モンテプルチアーノ 
ダブルッツォ 2016
MLVAB16
750ML 2,490円
JAN : 4580018602503
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【DOC：トレッビアーノ ダブルッツォ】 
○Tb100% 
○白 /辛口  

1haのポポリ畑の葡萄を除梗し使用。
野生酵母を用いて温度管理せずに醸造
後、12ヶ月の熟成。“冷涼なトレッビ
アーノ”の印象があるワイン。豊かな酸
と、柑橘系果実や鉱物的なニュアンス
を感じる、引き締まった味わい。

ヴィニエート ディ ポポリ トレッ
ビアーノ ダブルッツォ 2015
MLVAC15
750ML 4,090円
JAN : 4582203129499

【DOC：トレッビアーノ ダブルッツォ】 
○Tb100% 
○白 /辛口  

ポポリとカペストラーノ畑の葡萄を使
用。畑の 5 つの場所からイーストを選
択、一部はプレスも除梗も温度管理も
せずに醸造し、最終的にブレンド。白
い花や火打石の香りを持つ、心地よい
味わいのワイン。

トレッビアーノ 
ダブルッツォ 2017
MLVAA17
750ML 2,490円
JAN : 4580018604804

カンパーニャの固有品種にこだわった品質重視のワイン造り
ファットリア ラ リヴォルタ
「リヴォルタ」とはイタリア語で「改革」の意味で、中世
に農民が農地改革を訴え、大地主と戦い勝利したと
いう醸造所のある地域の歴史に由来します。リヴォ
ルタは19世紀初頭から現在までコトロネーオ家が所
有し、農家として葡萄などの栽培を行っていました。
現当主パオロ コトロネーオが1997年にワイナリー
としてワイン造りを開始。25haの自社畑でカンパー
ニャの土着品種にこだわったワイン造りを行ってい
ます。

【DOC：アリアニコ デル タブルノ】 
○Ali100% 
○赤 /ミディアムボディ  

凝縮感のある樹齢の高いアリアニコを
手摘み収穫し除梗して使用。熟成には
225Lのバリックと500Lのトノーを用
いて18ヶ月。プラムやチェリーのジャム
を思わせる香り。わずかにコショウやカ
カオのようなスパイスのニュアンスも
感じられるワイン。

テッラ ディ リヴォルタ アリアニコ 
デル タブルノ リゼルヴァ 2012
MLFRD12
750ML 5,900円
JAN : 4580018608147

パオロ コトロネーオ

FATTORIA LA RIVOLTA

【DOCG：アリアニコ デル タブルノ】 
○Ali100% 
○赤 /ミディアムボディ  

アリアニコ種は遠くギリシャからこの土
地にもたらされた品種。ステンレスタ
ンクで 25 日間の発酵後、2,500L
の大型のオーク樽で18ヶ月熟成。チェ
リーやプラムなど品種由来の典型的な
香りと、滑らかなタンニンのある果実
味溢れる味わい。

アリアニコ デル タブルノ 
2015
MLFRB15
750ML 3,490円
JAN : 4582203129970

【DOC：サンニオ】 
○Pi100% 
○赤 /ミディアムボディ  

カンパーニャの固有品種にこだわり、
ビオロジック農法で育てたピエディロッ
ソ種単一で造ったワイン。樽を一切使
わず仕上げ、プラムなどのベリー系果
実の新鮮な味わいと、ほのかなタンニ
ンが楽しめるフレッシュなスタイル。

ピエディロッソ 2017

MLFRE17
750ML 2,670円
JAN : 4580018608116

【IGP：ベネヴェンターノ ビアンコ】 
○Fa50%/Fi25%/Grc25% 
○白 /辛口  

「リヴォルタの夢」と名づけられたワイ
ン。ファランギーナを主体に、フィアー
ノとグレーコを絶妙にブレンド。ステン
レスとオーク樽を使い発酵させ、熟成
にもバリックを使用。白い花やハチミ
ツの香り、スパイシーなアロマのある
複雑な味わい。

ソーニョ ディ リヴォルタ ベネ
ヴェンターノ ビアンコ 2016
MLFRC16
750ML 3,750円
JAN : 4580018608321

【DOC：サンニオ】 
○Fi100% 
○白 /辛口  

ビオロジック農法で育てられた葡萄を
手摘み収穫して、樽を一切使わず仕上
げたワイン。完熟した洋ナシのような
果実、ナッツや、ハチミツなどのアロ
マが豊かに広がる。口当たりも穏やか
で美しい酸のある、エレガントさを楽し
める。

サンニオ フィアーノ 
2017
MLFRG17
750ML 2,990円
JAN : 4580018610386

【DOC：タブルノ】 
○CdV100% 
○白 /辛口  

本来補助品種として使用されることの
多い、コーダ ディ ヴォルペ種を単一で
醸造。丁寧に除梗し低温のステンレスで
醸造することで、品種由来のドライフ
ルーツやアプリコット、ハチミツのよう
な香り豊かなドライスタイルに仕上が
る。

タブルノ コーダ ディ ヴォ
ルペ 2017
MLFRF17
750ML 2,650円
JAN : 4580018608109

【DOC：タブルノ】 
○Fa100% 
○白 /辛口  

ファランギーナ種 100％。低温のス
テンレスタンクで 15 日かけ発酵し、
熟成もステンレスで行う。白い花や柑
橘系果実の魅惑的な香り、セージなど
のハーブのアロマ。爽やかでグレープ
フルーツを思わせる果実の味わいが印
象的。

タブルノ ファランギーナ 
2017
MLFRA17
750ML 2,650円
JAN : 4580018610379
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1999年設立の品質重視のプーリアの新しいワイナリー
マッセリア リ ヴェリ
マッセリア リ ヴェリは、1999年に現オーナー（トスカーナ州ヴィノ ノビレの生産者として知
られるアヴィニョネージの創業者）一族によって購入されたワイナリー。2009年に長男のアル
フレッドがワイナリーを継承。ワイナリーを南イタリ
アのトップワイナリーのひとつとすべく、投資を行い、
土着品種にこだわりながらも、フレッシュ感とクリー
ンさ、エレガンスを持った新しいスタイルを目指し、
ワイン造りを行っています。リッカルド コッタレッラ
をコンサルタントに迎え、現在の41haまでに畑を拡
張し、品質重視のワイン生産を行っています。

【IGP：サレント】 
○Ne95%/CS5% 
○赤 /フルボディ  

ステンレスタンクで約 20 日間マセラ
シオン。50ｈL のオークの大樽でマロ
ラクティック発酵。18ヶ月バリックで
熟成後、6ヶ月瓶熟。黒系の果実の力
強い味わいに、バニラやタバコのよう
なスパイスのアロマ。バランスもよく
しっかりとした骨格もある。

マッセリア リ ヴェリ 
2016
MLLVK16
750ML 5,500円
JAN : 4580018609748

【IGP：サレント】 
○Ss100% 
○赤 /ミディアムボディ  

約15日間マセラシオン。50ｈLのオー
クの大樽で発酵後、熟成は9ヶ月間、バ
リックと50ｈLの樽を使用し3ヶ月瓶
熟。リッチでエレガントなスタイルのワ
インで、タンニンも柔らかい。美しい酸
が心地よいフレッシュ感を与える。

アスコス ススマニエッロ 
サレント IGT 2017
MLLVG17
750ML 2,670円
JAN : 4580018610850

【IGP：プーリア】 
○Pri100% 
○赤 /ミディアムボディ  

除梗しステンレスタンクで22－28℃
で約1週間発酵。6ヶ月間バリックで樽
熟成後、3ヶ月間瓶熟。新鮮でよく熟し
た赤い果実のアロマ、スパイスの印象。
力強くスムーズでしっかりした酸が、ワ
インにフレッシュな心地よさを与えてい
る。

オリオン プリミティーヴォ 
サレント IGT 2017
MLLVA17
750ML 1,770円
JAN : 4580018610836

【DOC：サリーチェ サレンティーノ】 
○Ne100% 
○赤 /ミディアムボディ  

標高70メートルの西、南西向きの畑。
樹齢は15年。発酵は27－31℃で温度
管理しながら行い、その後フレンチバ
リックに移し、マロラクティック発酵。6ヶ
月間樽熟成後、更に3ヶ月間瓶熟。

サリーチェ サレンティーノ 
DOC 2016
MLLVC16
750ML 1,650円
JAN : 4580018605153

左：アレッサンドロ ファルヴォ　右：エドワルド ファルヴォ

【IGP：プーリア】 
○Vd90%/Fi10% 
○白 /辛口  

ステンレスタンクで 11－15℃で発酵。
マロラクティック発酵はせずに 3ヶ月
熟成後リリース。トロピカルフルーツ、
洋ナシや柑橘系果実のニュアンスがあ
る香り。バランスがよく酸も美しく、ミ
ネラル感とマイルドな塩っぽい後味。

アスコス ヴェルデカ 
2018
MLLVF18
750ML 2,670円
JAN : 4580018615466

【IGP：プーリア】 
○NA100% 
○赤 /ミディアムボディ  

買い葡萄で造るコスパワインシリーズ。
9 月中旬に収穫した葡萄は小箱でセ
ラーまで運ぶ。温度管理しながら 10
日間マセラシオンし、アルコール発酵。
樽で 3ヶ月間熟成。チェリーやブルー
ベリーの凝縮感のある香りに、ココア
やリコリスなどのニュアンス。

コントラーデ 
ネグロアマーロ 2017
MLLVQ17
750ML 1,290円
JAN : 4580018608291

【IGP：プーリア】 
○Pri100% 
○赤 /ミディアムボディ  

買い葡萄で造るコスパワイン。収穫は9
月初旬、小箱で丁寧にセラーまで運ぶ。
10日間マセラシオンの後、アルコール
発酵し3ヶ月間樽で熟成。ココアやナツ
メグのようなスパイシーなニュアンス。
バランスのよいまろやかな味わい。

コントラーデ 
プリミティーヴォ 2017
MLLVS17
750ML 1,290円
JAN : 4580018608284

【IGP：プーリア】 
○Ma90%/Ch10% 
○白 /辛口  

マッセリア リ ヴェリが買い葡萄で造る
コスパワイン。通常8月中旬に収穫し、
除梗後数時間マセラシオン。その後優
しくプレス。発酵は12℃で行い、熟成も
ステンレスタンクで行う。ライムやキウ
イを思わせる果実のアロマが魅力。

コントラーデ マルヴァジア 
ビアンカ プーリア IGT 2017
MLLVP17
750ML 1,290円
JAN : 4582203128065

【IGP：サレント】 
○Fi100% 
○白 /辛口  

ステンレスタンクで 16℃以下の低温
で温度管理をしながら発酵。マロラク
ティック発酵は行わない。柑橘系の果
実や洋ナシを思わせるフルーティな香
り、爽やかで生き生きとした酸があり、
ミネラルを思わせるニュアンスがある。

フィアーノ 2018

MLLVB18
750ML 1,770円
JAN : 4580018615459

MASSERIA LI VELI
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エトナのテロワールを忠実に表現する家族経営のワイナリー
ムルゴ
ムルゴ家のワイン造りの歴史は古く、1800年代に遡ります。現在は、ミケーレ、ピエトロ、マッ
テオが35haの自社畑で葡萄栽培、ワイン造りを行っています。元々はエトナの地でアグリツー
リズモ（民宿）とレストランを経営していました。ワイ
ンの他にエトナの自然を活かしてブラッドオレンジ
のコンフィチュールやハチミツ、パテ等を生産し自ら
のレストランで提供しています。 ワイン造りは元々自
家消費用と地元レストラン向けに造り始め、現在も輸
出市場とともに地元でも愛飲されています。

【VSQ：シチリア】 
○NM100% 
○ロゼ /辛口  

この地域の土着品種ネレッロ マスカ
レーゼ種を早摘みして造られる瓶内二
次発酵のスプマンテ。瓶熟期間は 30
－36ヶ月。ラスベリーやチェリーを思
わせる香りや花の繊細な香り。赤いベ
リー系果実やバラを思わせる凝縮感の
ある味わい。

ブリュット ロゼ 
メトド クラシコ 2016
MLMGA16
750ML 3,290円
JAN : 4580018613615

【VSQ：シチリア】 
○NM100% 
○白 /辛口  

早摘みした葡萄から造られる瓶内二次
発酵のブラン ド ノワール。30－36ヶ
月の瓶熟の後リリース。白い花の繊細
な香りとわずかに感じるトースト香、生
き生きとしたシャープな酸が豊かで、
余韻も長くドライな味わいのスプマン
テ。

ブリュット メトド クラシコ 
2016
MLMGB16
750ML 3,000円
JAN : 4580018608413

【IGP：シチリア】
◯PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

シチリアでは珍しい、ピノ ネーロで造
られたワイン。チェリーやバラ、リコリ
スや黒コショウのようなスパイシーな
ニュアンス。エレガントで複雑味があり、
野生のラズベリーを思わせる果実味。
バランスが良く、余韻も長く心地よく
続く。

テヌータ サン ミケーレ 
ピノ ネーロ 2016
MLMGH16
750ML 3,340円
JAN : 4580018613608

【DOC：エトナビアンコ】 
○Cc65%/CaB35%/その他5% 
○白 /辛口  

カリカンテ、カタラットの土着品種に、
フランス系品種をブレンドして造られる
ワイン。エニシダの黄色い花の香り、
ライムなどの柑橘系果実の繊細で複雑
味のある香り。生き生きとした酸味も
豊かで、余韻も長く楽しめるワイン。

テヌータ サン ミケーレ 
エトナ ビアンコ 2016
MLMGF16
750ML 3,200円
JAN : 4582203129000

MURGO

【DOC：エトナビアンコ】 
○Cc70%/CaB30% 
○白 /辛口  

ステンレスタンクのみで醸造されるワ
イン。カモミールなどの白い花の繊細
な香りとオレンジなどの柑橘系のアロ
マが豊かに広がる。フレッシュで親しみ
やすい果実味が楽しめ、程よい凝縮感
のある、お手頃価格のエトナ ビアンコ。

エトナ ビアンコ 2018

MLMGD18
750ML 1,770円
JAN : 4580018613592

【DOC：エトナロッソ】 
○NM100% 
○赤 /ミディアムボディ  

熟成の内、6－8ヶ月エトナの伝統的
な樫木の樽 (30－130hL) を使用。
赤いベリー系果実やクローヴなどのス
パイス香。エトナの独特のミクロクリ
マによる涼やかな印象があり、酸も豊
かに残されている。エレガントでチェ
リーやラズベリーを思わせる繊細な味
わいのシチリアワイン。

エトナロッソ 2017

MLMGC17
750ML 1,700円
JAN : 4580018613004

【DOC：エトナロッソ】 
○NM100% 
○赤 /ミディアムボディ  

ネレッロ マスカレーゼなどの土着品種
の葡萄で造られるワイン。心地よい果
実味にほのかに感じる黒コショウのよう
なスパイシーなニュアンス。凝縮感の
ある赤い果実の風味が豊かに広がり、
エレガントでバランスがよい味わい。

テヌータ サンミケーレ
エトナ ロッソ 2016
MLMGE16
750ML 3,340円
JAN : 4580018617200
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わずか20haのDOC ファロの生産者の1つ
カゼマッテ
2008年にジャンフランコ サバッティーノ(会計士)が、当時ユベ
ントスに所属し、かつイタリア代表でもあったアンドレア バル
ツァッリと創業した新しいワイナリー。ワイナリーの名称となっ
た“Casematte”は所有地に残る、第2次大戦の際に使用されて
いた2つのカゼマッテ ( =弾薬庫)に由来しています。ワイナリー
はシチリア島の北東部、メッシーナ丘陵にあり、ティレニア海とロ
ニアン海に突き出たメッシーナ海峡を見渡せます（標高250－
370m）。DOC ファロ スペリオーレ地区に位置する厳しい斜面
に葡萄畑7haを所有しています。

【DOC：ファロ】 
○NM55%/NC25%/No10%/
ND10% 
○赤 /ミディアムボディ  

ビオロジック農法で栽培。スキンコン
タクトの状態での長めのマセラシオン、
フレンチオークで 9－12ヶ月熟成し、
その後瓶詰めして更に 6ヶ月熟成。ベ
リーの香りにスパイシーなニュアンス。
まろやかなタンニンでフィニッシュも繊
細。

ファロ 2015

MLCME15
750ML 4,500円
JAN : 4582203124005

【IGP：シチリア】 
○NM70%/No30% 
○赤 /ミディアムボディ  

野生酵母を用いて発酵、熟成は 12ヶ
月はステンレス、その後2ヶ月間トノー
樽（一部新樽）に移される。ネレッロ
の力強さとエレガントさ、引き締まった
アロマとタンニン。ノチェッラの爽やか
な果実味と凝縮感。シチリアらしいワ
イン。

ペローロ ロッソ 2015

MLCMD15
750ML 2,790円
JAN : 4580018602701

【IGP：シチリア】 
○Glo/Cc 
○白 /辛口  

シチリアの土着品種、グリッロとカリカ
ンテのブレンド。野生酵母でステンレ
スタンクで発酵熟成後、瓶詰め。フレッ
シュでキレがあり、ミネラルを思わせ
るニュアンスと乾燥したミントなどの印
象が後味に感じられる。

ペローロ ビアンコ 
2017
MLCMC17A
750ML 2,790円
JAN : 4580018604798

【IGP：シチリア】 
○ND100% 
○赤 /ミディアムボディ  

ビオロジック農法を採用した自社畑
100％の葡萄を手摘み収穫し、野生
酵母で 14 日間かけて発酵。熟成はス
テンレスで 6ヶ月間。熟したプラムの
ようなアロマ。シチリアらしい果実味、
アルコール感に、美しい酸味を合わせ
持つワイン。

ネロ ダヴォラ 2017

MLCMB17
750ML 1,770円
JAN : 4582203124012

【IGP：シチリア】 
○グリッロ100% 
○白 /辛口  

約 8 ヘクタールの畑、ビオロジック農
法を採用。ステンレスタンクで発酵熟
成後、瓶詰め。リンゴのような凝縮感
のあるアロマとトロピカルフルーツを
思わせるニュアンス。果実味と酸味の
バランスのよい味わい。

グリッロ 2018

MLCMA18
750ML 1,770円
JAN : 4580018605528

CASEMATTE
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【DO：リベラ デル ドゥエロ】 
○Tp94%/CS6% 
○赤 /フルボディ  
最低でも 10 年の熟成を経てからリ
リースされる「唯一」の名前にふさわ
しい逸品。収量はわずか 22.5hL/ｈa。
自家製アメリカンオーク樽やフレンチ
オーク樽、木桶、での贅沢でノーブル
な時間を経て熟成され出荷。まさに偉
大なワイン。

ウニコ 2009
NLVSA09
750ML 67,500円
JAN : 4580018610546

【DO：リベラ デル ドゥエロ】 
○Tp95%/M5% 
○赤 /フルボディ 

ベガ シシリア内の比較的若木を使用し
ますが、ウニコとの選別は醸造段階で
試飲して決定。8,500L の木桶、自
家製アメリカンオークやフレンチオーク
で計 28ヶ月熟成後、さらに約 32ヶ
月瓶熟。熟成に5年掛けることから「バ
ルブエナ5」と名付けられた。

バルブエナ5 2014
NLVSC14
750ML 22,500円
JAN : 4580018610553

NWVSC14

JAN : 4580018611550
1500ML 53,300円

スペインの至宝ベガ シシリアを頂点とするワイナリーグループ
テンポス ベガ シシリア

リベラ デル ドゥエロが生むスペインの至宝
ベガ シシリア

テンポス ベガ シシリアのワイナリー
1982年
1991年
1993年
2001年
2013年

アルバレス家がベガ シシリアを取得
ベガ シシリアから15キロ離れた場所にアリオンを設立
ハンガリーのトカイ オレムスを取得
ベガ シシリアから100キロ離れたトロにピンティアを設立
ベンジャミン ド ロートシルトとともにリオハにマカンを設立

HUNGARY
トカイ・へジャリア
トカイ オレムス

リオハ：マカン

リベラ デル ドゥエロ
ベガ シシリア /アリオン

トロ：ピンティア

SPAIN

オーナー　パブロ アルバレス

最高の品質を追求するため、自社でアメリカンオーク樽を製造、フレンチオー
ク樽の修理も行っています。また、近年では生産者が減ってしまったスペイン
の伝統的なマルチヴィンテージ、「ウニコ レセルバ エスペシアル」も造り続け
ています。葡萄樹の樹齢も古ければ良いとは考えず、平均35年を維持し、理
想的な品質を保ち続けています。

スペインの至宝ベガ シシリアを頂点として、オーナーのアルバレス家がス
ペイン、ハンガリーに所有するワイナリーグループ。
ベガ シシリアでは「最高のワインはまだ造られていない」という理念の元、
流行を追うのではなく、物事の本質を捉え、
原点や伝統に重きを置いています。こうした理念はグループ全体に共通
し、「すべてのワイナリーをベガ シシリアのクオリティにしたい」と考え、
品質に惜しみない投資を行っています。

NWVSA08

JAN : 4580018601667
1500ML 150,000円

2008年

TEMPOS VEGA SICILIA

BODEGAS VEGA SICILIA
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【DO：リベラ デル ドゥエロ】 
○Tp100% 
○赤 /フルボディ  

1991 年設立。130ha の畑でベガ
シシリアと同じアプローチで葡萄を栽
培、手 摘 み 収 穫 後 木 桶 で 発 酵。
225L のフレンチオークとアメリカン
オークで 12ヶ月熟成（80％新樽）。
約 6ヶ月の瓶熟を経てリリース。ティ
ントフィノをモダンに表現。

アリオン 2015
NLVSD15
750ML 13,300円
JAN : 4580018610560

NWVSD15

JAN : 4580018611536
1500ML 31,800円

【DO：トロ】 
○Tp100% 
○赤 /フルボディ  

乾燥し病気になりにくい環境で良く熟
した葡萄を 2 度選果、木桶で 5 日間
のコールドマセレーション後発酵。6
割を樽（フレンチオーク 80％ アメリ
カンオーク 20％）で 18ヶ月熟成し
19ヶ月瓶熟。凝縮したアロマ、長熟
のポテンシャルも備える。

ピンティア 2014
NLVSE14
750ML 9,000円
JAN : 4580018610577

NWVSE14

JAN : 4580018611567
1500ML 22,500円

ベガ シシリアが造るモダンなリベラ デル ドゥエロ
アリオン

ベガ シシリアからわずか15km東に1991年に設立。3つ
の区画からなる130haの畑で、ベガ シシリアと同じアプ
ローチで葡萄を栽培。
ティント フィノ（テンプラニーリョ）100%でモダンに表現
したもうひとつのリベラ デル ドゥエロ。

ベガ シシリアが造るエレガントな、トロワイン
ピンティア

BODEGAS Y VINEDOS ALION

BODEGAS Y VINEDOS PINTIA

2001年設立、DOトロを一躍有名にした、同じドゥエロ川沿いの産地での新たなる挑戦。
ベガ シシリアならではの、トロワインの素朴なイメージを覆すエレガントなワイン。

アリオンの名称はアルバレス家生誕の地、レオンに由来しています。
1993年からワイナリーでの醸造開始。当初はアリオン用に植えた葡萄は使
わず、植樹から10年を経て初めてワインに使用。より良い
品質を求め、2000年から2009年にかけてワイナリーを
改修。ベガ シシリアで効果が証明された発酵用木桶を導
入しています。

リベラ デル ドゥエロでの成功の後、グループの発展のために新たなる挑戦
の地を探し、同じドゥエロ川沿いのトロのポテンシャルに魅了され、荒廃して
いた古い葡萄畑を取得。 2001年、ベガ シシ
リアから下流約100kmにピンティアを設
立。ワイナリーの建物は、2006年に完成。試
行錯誤の末にトロのワインの素晴らしさで
ある果実味を最も表現できる醸造のひとつ
として、収穫後の葡萄の低温保管庫を導入。
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【DOCa：リオハ】 
○Tp100% 
○赤 /フルボディ  

マカン クラシコよりも1年遅れてリリー
スされたフラッグシップ。手摘み収穫で
除梗し木桶で発酵。マロラクティック発
酵。フレンチオークの新樽と1年使用樽
で約18ヶ月熟成。さらに約36ヶ月瓶
熟。充分な熟成を経てリリースされる。

マカン 2014
NLVSF14
750ML 11,800円
JAN : 4580018600288

NWVSF14

JAN : 4580018612809
1500ML 30,000円

【DOCa：リオハ】 
○Tp100% 
○赤 /フルボディ  

マカンのセカンドラベル。アルコール発
酵後、ステンレスタンク、オーク樽でマ
ロラクティック発酵。フレンチオークで
約14ヶ月熟成後、最低18ヶ月瓶熟。穏
やかな気候で育つテンプラニーリョを、
ボルドー的アプローチで表現している。

マカン クラシコ 2015

NLVSG15
750ML 7,400円
JAN : 4580018610584

バロン エドモン ド ロートシルトとベガシシリアのジョイントベンチャー
マカン

2004年設立、
テンポス ベガ シシリアとバロン エドモン ド ロートシルトが、
「ボデガス ベンジャミン ド ロートシルト&ベガ シシリア」を
スタート。

スペインを代表する産地、リオハにおいて最良のワイン造りを目指し、バロン エドモン 
ド ロートシルトとジョイントベンチャーを設立。プロジェクト発足から5年以上に及ぶ
畑取得と研究を重ね、2009年にファーストヴィンテージを醸造、2013年にリリース。
ワイナリーは2017年6月に完成。傾
斜のある土地を利用したグラヴィ
ティーフローで10,000Lのステンレ
スタンクと木桶を45基備えます。ボ
ルドーの伝統にならい、マカンに加
えセカンドラベルのマカン クラシコ
の2種類を生産。

BODEGAS BENJAMIN DE ROTHSCHILD & VEGA SICILIA
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レルミタ

ドフィ

アウバゲテス

キニョンデバルミラ（リオハ）

1.4ha

10ha

1.5ha

3ha

所有畑 作付面積

プリオラート復興の立役者
アルバロ パラシオス

アルバロ パラシオス

「プリオラートの4人組」として同地を復興させ、
デキャンター誌でマンオブザイヤーにも
選出された世界的醸造家
1990年代にスペイン プリオラートでのワイン造
りを復活させ、スペインワインの品質を改めて世界

に知らしめ注目を浴びた｢4人組｣の1人、アルバロ パラシオスが1997年にグラタ
ヨップスにワイナリーを設立。他のメンバーが近代的な栽培法を志向する中、アルバ
ロが目指したのは｢伝統品種と伝統的な方法に立ち返ったワイン造り｣。彼は樹齢 60
年以上の古木に魅せられ、皆が敬遠するような山頂の急勾配に位置するレ
ルミタ畑を買い取り、名声を勝ち取りました。世界も称賛するワイン造りを
実現するだけでなく、土地を代表する造り手として土着品種の葡萄価値観
や地域活性化に貢献しています。化学薬品は使用せず、耕作にはラバを用
いるなどプリオラートの伝統を重んじ、自然環境に配慮したワイン造りを
行います。

【DOCa：プリオラート】 
○Gr78%/Cr20%/その他2％ 
○赤 /フルボディ  

土地のテロワールと、古くから修道士
たちが守ってきたワイン造りの手法を
尊重して、ビオディナミを導入。平均
樹齢は約 85年。極限まで収量を制限
し、じっくりと手間を掛けて造る。毎年
100ケース前後の限定生産。

レルミタ 2017

NLAPA17
750ML 137,500円
JAN : 4580018608697

【DOCa：プリオラート】 
○Gr91％/Cr8％/ その他1% 
○赤 /フルボディ  

テロワールにより適した品種のガルナッ
チャを木桶で発酵後フレンチオーク樽
でマロラクティック発酵。ボコイとフー
ドルで 16ヶ月熟成。コンテンポラリー
なプリオラートを表現したワイン。

フィンカ ドフィ 2017

NLAPB17
750ML 9,900円
JAN : 4580018608703

【DOCa：プリオラート】 
○Gr55%/Cr44%/その他1% 
○赤 /フルボディ  

グラタヨップスを含む 9 つの村の丘陵
の上部にある樹齢の高い樹の葡萄から
造られる。ステンレス、セメント、木桶
でアルコール発酵、木桶とバリックで
マロラクティック発酵。10ヶ月熟成。
ベリー系果実、コーヒーの香ばしいニュ
アンス。

レス テラッセス 2015

NLAPC15
750ML 5,400円
JAN : 4582203118394

【DOCa：プリオラート】 
○Gr80％/Cr19％/その他1% 
○赤 /フルボディ  

グラタヨップスの村に点在する、標高
300－400m に位置する所有畑。樹
齢は約70年。100％除梗後軽く圧搾。
大樽で発酵、ピジャージュを行う。そ
の後マロラクティック発酵。15ヶ月バ
リックで熟成。

グラタヨップス ビ デ ビラ 
2017
NLAPD17
750ML 7,200円
JAN : 4580018608710

【DOCa：プリオラート】 
○Gr35%/Cr25%/CS17%/
Sy13%/M10% 
○赤 /フルボディ  

グラタヨップス周辺の村々の畑から。
100％除梗後軽く圧搾。ステンレス、
セメント、木桶の 3 つで発酵、ルモン
タージュとピジャージュを行った後、タ
ンクでマロラクティック発酵。4－6ヶ
月木桶とバリックで熟成。

カミンス デル プリオラート 
2017
NLAPE17
750ML 3,380円
JAN : 4580018603692

【DOCa：リオハ】 
○Gr100% 
○赤 /フルボディ  

標高 610ｍ、南東向き 3ha の畑。
収量5ｈL/ha。木樽でアルコール発酵、
フレンチオーク100％で熟成。10 年
以上かけて元々植えられていたテンプ
ラニーリョを台木にガルナッチャを接木
し、アルバロ パラシオス名義で初めて
リオハからリリース。

キニョン デ バルミラ 
2017
NLPRE17
750ML 50,000円
JAN : 4580018608338

レルミタの畑は断崖にあり生産量も極僅か。
伝統的な造り方ながら味わいは現代的な、
モダンスパニッシュを代表する1本。

【DOCa：プリオラート】 
○Gr75％/Cr23％/その他2％ 
○赤 /フルボディ  

プリオラートでは影ができる場所が良
い畑になるため、名前の「Auba」は
カタラン語の「影」に由来。フローラル、
カシスの香り。凝縮した果実味。エネ
ルギーに満ち溢れたワイン。かつては
ブレンドに用いていたが、初めて単独
で瓶詰め。

レス アウバゲテス 
2017
NLAPF17
750ML 45,400円
JAN : 4580018608727

ALVARO PALACIOS
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自身が5代目となる伝統ある生産者として、過去の
経験と、熱い情熱をもって、ワインの醸造方法、畑で

の葡萄栽培を見直し、短期間でワイナリーの改革を実現しました。プリオラートのみ
ならず、地元リオハでも注目を集める生産者の1人となりました。

モンテサ 100ha

所有畑 作付面積

アルバロ パラシオスがリオハで手掛ける注目ワイナリー
パラシオス レモンド

150年前から葡萄栽培を行い、
父が1945年に創業したワイナリーを
2000年にアルバロが継承。

モダンで洗練されたエレガントな味わい同様、美しくデザインされたラベル
にもアルバロのこだわりと美学が表れています。

【DOCa：リオハ】 
○Gr100% 
○赤 /フルボディ  

イエルガ山の標高 400－640ｍに位
置する 5 つの畑から厳選。収量 20ｈ
L/ha。手 摘 み で 厳 格 に 選 果。
5,000L の上部開放式木桶で発酵、
100％フレンチオーク樽とフードルで
18ヶ月熟成。ワイナリーを代表する
良い年のみ生産するこだわりのワイン。

プロピエダッド 2015

NLPRA15
750ML 5,200円
JAN : 4582203128768

【DOCa：リオハ】 
○Gr92%/Tp8% 
○赤 /ミディアムボディ  

手摘み収穫後、除梗して破砕。ステン
レスタンクでバトナージュしながら発
酵。そのままマロラクティック発酵。
100％フレンチオークで 12ヶ月樽熟
成の後 6ヶ月瓶熟して出荷します。洗
練されたエレガントなガルナッチャ。

ラ モンテサ 2016

NLPRC16
750ML 2,860円
JAN : 8411580035849

【DOCa：リオハ】 
○Gr50%/Tp50% 
○赤 /ミディアムボディ  

手摘み収穫後除梗し、ステンレスタン
クでパンピングオーバーしながら発酵。
約4ヶ月間樽熟成しフィルター後瓶詰。
チャーミングな果実味にスミレやリコリ
スなどのスパイスのニュアンス。果実
味豊かなモダンスタイルのワイン。

ラ ベンディミア 2017

NLPRD17
750ML 1,970円
JAN : 4582203107138

【DOCa：リオハ】 
○Vu100% 
○白 /辛口  

グリーンハーベストを行い、手摘み収
穫。除梗後部分的に破砕、圧搾。発酵は
2,000Lのフードルの樽で行い、その
まま約11ヶ月間熟成。6ヶ月のボトル熟
成を経て出荷。モンテサ畑に先代が植
えた樹齢約30年のビウラ100％で造
られる希少なワイン。

プラセット デ バルトメ
ジョソ 2017
NLPRB17
750ML 3,880円
JAN : 4580018614735

アルバロ パラシオス

PALACIOS REMONDO
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DOリベラ デル ドゥエロ設立に貢献した地域密着型ワイナリー
ボデガス プロトス

ワイン博物館でもあるペニャフィエル城地下に2kmに渡るセラーを所有し、
観光名所としても地元で愛されています。

1927年高品質なワイン造りを目指し、11の生産者が集まって協同組合を設立。
1929年のバルセロナ万博で金賞を取ったことで国際的に名声を博しました。
その後、DO設立時に名称を譲渡。

【DO：リベラ デル ドゥエロ】 
○Tp100% 
○赤 /フルボディ  

樹齢 70 年以上のエル グラホ ビエホ
畑から 18 区画を厳選し、良年のみ生
産。500L のフレンチオークで発酵、
新樽で18ヶ月熟成。熟した黒系果実、
チョコレートやバニラの香り。力強く長
い余韻。

セレクシオン フィンカ 
エル グラホ ビエホ 2015
NLPTF15
750ML 11,500円
JAN : 4580018609199

【DO：リベラ デル ドゥエロ】 
○Tp100% 
○赤 /フルボディ  

樹齢 50 年以上の葡萄だけを使用し、
良年のみ生産。80％フレンチオーク、
20％アメリカンオークで 24ヶ月熟成
後、瓶熟 36ヶ月。パワフルでエレガ
ント、複雑な味わいのワインです。

プロトス グラン レセルバ 
2012
NLPTE12
750ML 9,000円
JAN : 4580018609182

【DO：リベラ デル ドゥエロ】 
○Tp100％
○赤 /フルボディ  

ステンレスタンクで26－28度に管理
して21日間発酵。その間バトナージュ
を行う。フレンチオーク新樽50％、フレ
ンチオーク1年使用樽30％、アメリカ
ンオーク1年使用樽20％で18ヶ月熟
成後、瓶熟18ヶ月。

プロトス　レセルバ 
2014
NLPTD14
750ML 5,000円
JAN : 4580018620781

【DO：リベラ デル ドゥエロ】 
○Tp100% 
○赤 /フルボディ  

樹齢 25 年以上の葡萄を使用し、フレ
ンチオーク 3 分の 2、アメリカンオー
ク 3 分の 1 で 14ヶ月熟成。パワフ
ルな果実味、ココア豆、スパイスの香
り。酸味もあり、スモーキーな余韻が
感じられる。

プロトス クリアンサ 
2015
NLPTB15
750ML 3,840円
JAN : 4580018614780

【DO：リベラ デル ドゥエロ】 
○Tp100% 
○赤 /ミディアムボディ  

樹齢 25 年未満の葡萄を使用し、6ヶ
月フレンチ＆アメリカンオークで熟成
後、瓶熟6ヶ月を経て出荷。フレッシュ
な果実味、甘いスパイス、トースト香
になめらかなタンニンが感じられる。

プロトス ロブレ 2017

NLPTA17
750ML 2,150円
JAN : 4582203125477

【DO：リベラ デル ドゥエロ】 
○Tp100% 
○赤 /フルボディ  

標高 850ｍにある、ＤＯで最も古い区
画を含む粘土石灰質土壌の畑から樹齢
50年以上の葡萄を使用。フレンチオー
クの新樽で 16ヶ月熟成後、瓶熟
12ヶ月。バルセロナ万博で金賞を受
賞した設立当初の復刻ラベル。

プロトス27
2016
NLPTC16
750ML 4,200円
JAN : 4580018617538

1927年設立時はボデガス リベラ ドゥエロと
名乗っていましたが、1982年のDO設立時に
DOに名称を譲渡。

【DO：ルエダ】 
○Ve100% 
○白 /辛口  

樹齢 25 年以上の葡萄を使用。フレン
チオークでオリとともに 6ヶ月熟成。
瓶熟 12ヶ月。パワフルで複雑な果実
味。熟した柑橘類やトロピカルフルー
ツの香り、スモーキーなニュアンス。

プロトス ベルデホ バリカ 
2017
NLPTH17
750ML 3,400円
JAN : 4580018617545

BODEGAS PROTOS
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【DO：ルエダ】 
○Ve100% 
○白 /辛口  

ルエダ産ベルデホはスペインで最も親
しまれている白ワインのひとつ。樹齢
25 年未満の若木を使用し、収穫は夜
間に行う。ステンレスタンクで発酵、
シュールリーで 3ヶ月熟成。フレッシュ
で生き生きとした酸味が心地よいワイ
ン。

プロトス ベルデホ 2018

NLPTG18
750ML 1,770円
JAN : 4582203125521

【DO：リベラ デル ドゥエロ】 
○Tp100% 
○ロゼ /辛口  

樹齢 25 年未満のテンプラニーリョを
使用。20kg の小箱を使い夜間に手
摘み収穫。100％除梗し、ダイレクト
プレスで圧搾。10℃でスキンコンタク
トを 16 時間行う。テンプラニーリョ
100％で造られる鮮やかな色合い。

プロトス ロサード 2017

NLPTI17
750ML 1,990円
JAN : 4580018609212

農機具が目印、ビエルソ土着のカジュアルワイン
ヴィノス ゲラ
薬剤師であったアントニオ ゲラがビエルソにワイナリーを設立したのは1879年に遡ります。
当時から”GUERRA”の名を冠したワインをリリースしていたため、GUERRAブランドは スペ
イン最古のワインブランドのひとつとされています。発想力豊かな同氏はビエルソの価値とポ
テンシャルを見抜き、海外からも積極的に最新技術
を取り入れ世界にビエルソのワインを発信してい
きました。1960年頃に一時事業が後退しますが、
ビエルソの協同組合に加盟し再スタート。最新鋭の
設備と、栽培農家との長期契約によって高い品質
を維持しており、ビエルソのDO設立にも貢献。今な
お変化と進化を続けています。

【DO：ビエルソ】 
○Me100% 
○赤 /ミディアムボディ  

スレートと粘土質の斜面にある畑の土
着品種メンシア種で造るワイン。標高
450－600ｍ、樹齢 65－85 年の高
樹齢の葡萄を使用。フレンチオークと
アメリカンオークで 12ヶ月熟成。
12ヶ月樽熟成。

アルマス デ ゲラ 
クリアンサ 2011
NLAGD11
750ML 2,400円
JAN : 4582203111388

【DO：ビエルソ】 
○Gd100% 
○白 /辛口  

土着品種ゴデーリョ種のワイン。ステ
ンレスタンクで約 10 日間の発酵後
3ヶ月間シュールリーで熟成。熟した
果実とスパイシーな香りに、ミネラル
を思わせる風味。花やハーブのニュア
ンスも感じる。

アルマス デ ゲラ 
ゴデーリョ 2017
NLAGE17
750ML 1,770円
JAN : 4580018609427

【DO：ビエルソ】 
○Me100% 
○赤 /ミディアムボディ  

標高 450－600ｍ、樹齢約 50 年で
手摘み収穫を実施。土着品種メンシア
由来の野生的な香り。軽やかでフルー
ティ、バランスの良い口当たり。少し
冷やしても美味しい。

アルマス デ ゲラ ティント 
メンシア 2016
NLAGB16
750ML 1,380円
JAN : 4582203111401

【DO：ビエルソ】 
○Gd60%/DB40% 
○白 /辛口  

農民は良いワイン造りのために毎日畑
で戦っているという考えから、ラベル
には農民の武器、農具が描かれている。
標高 450－600ｍ、樹齢約 50 年で
手摘み収穫を実施。フェンネルなどの
ハーブのニュアンスが特徴的な土着品
種のブレンド。

アルマス デ ゲラ 
ブランコ 2016
NLAGA16
750ML 1,380円
JAN : 4582203113337

コルピナット設立の立役者
リョパール

当主 ペーター リョパール

【コルピナット】 
○Xl60%/Mbo40% 
○白 /辛口  

【化粧缶入り】樹齢 40 年以上の最良
の区画の葡萄を使用。栽培はすべて
オーガニックで手摘み収穫を実施。テッ
トドキュヴェの果汁のみを使用し、ステ
ンレスタンクで発酵、瓶内で 60ヶ月
以上熟成。ドサージュ約5ｇ/L。リョパー
ルのトップキュヴェ。別格の味わい。

エックスヴィート ブリュット 
グラン レセルバ2009
NLLOD09
750ML 10,000円
JAN : 4580018613578

リョパール家の歴史は古く、14世紀にはこの土地を所有して
いた記録が残されています。18世紀にはワイン造りに専念、
19世紀にはカバの生産を開始。ビオロジック栽培によりカ
バ生産者としての地位を確立しました。2019年にはDOカ
バを脱退し、コルピナット
として独立。高品質なオー
ガニックスパークリング産
地として進化を続けてい
ます。

VINOS GUERRA

LLOPART
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【コルピナット】 
○Mbo40%/Xl40%/Pl10%/
Ch10% 
○白 /辛口  

祖先レオパルディの名を冠したスペ
シャルキュヴェ。栽培はすべてオーガ
ニックで手摘み収穫を実施。所有畑の
涼しい区画を厳選。ステンレスタンク
で発酵、瓶内で 48ヶ月以上熟成。ド
サージュ約 3ｇ/L で非常にドライな味
わいながら、複雑でエレガント。

レオパルディ ブリュット ナチューレ 
グラン レセルバ 2012
NLLOC12
750ML 5,000円
JAN : 4580018613561

【コルピナット】 
○Mo60%/Gr20%/PN20% 
○ロゼ /辛口
  
栽培はすべてオーガニックで手摘み収
穫を実施。テットドキュヴェ（一番絞り）
の果汁のみを使用し、ステンレスタン
クで発酵、瓶内で 18ヶ月以上熟成。
明るいチェリーピンクの色合い。

リョパール ロゼ ブリュット 
レセルバ 2017
NLLOB17
750ML 3,400円
JAN : 4580018613554

【コルピナット】 
○Xl40%/Mbo30%/Pl30% 
○白 /辛口  
スタンダードキュヴェ。
手摘み収穫を実施。テットドキュヴェ（一
番絞り）の果汁のみを使用し、18ヶ
月以上の熟成による上質できめ細かい
泡立ちと果実味が楽しめる。

リョパール ブリュット 
レセルバ 2016
NLLOA16
750ML 2,500円
JAN : 4580018613530

長期熟成による複雑味あるカバ
トレ デル ガル
トレ デル ガルとは「雄鶏の塔」の意。カタルーニャでは雄
鶏は明るさシンボルで葡萄畑の傍らにあるローマ街道
に古くから建つ見張り塔に由来しています。カヴァの一
大産地、サン サドルニ ダ ノイアと、D.O.ペネデスの拠
点、ビラフランカ デル ペネデスの中間にあるサン ク
ガット セスガリゲスに位置しています。それぞれの品種
に最適な畑で栽培された葡萄を厳選し、長い瓶熟期間
によって生み出される複雑性が魅力のカバを生み出して
います。

【DO：カバ】 
○Mbo50%/Pl35%/XI15%
○白 /辛口  
カバには珍しく自社畑の葡萄のみを使
用し、最長 24ヶ月熟成。長期瓶熟由
来の深みあるボディと酸がエレガントに
調和。品種特有の青リンゴを思わせる
爽やかな果実味。

カバ ブリュット レセルバ 
2016
NLTGA16
750ML 1,880円
JAN : 4580018605832

NLTGBNVS

JAN : 4582203105226
750ML 1,880円

【DO：カバ】 
○Tr80%/Gr20% 
○ロゼ /辛口  

上質なトレパット栽培地として知られる
コンカ デ バルベラの葡萄を使用。
最長 18ヶ月の長期瓶内熟成。ラズベ
リーやスグリの甘酸っぱい果実香。チェ
リーの砂糖漬けのような果実味。

カバ ブリュット ロゼ NV

NLTGBNV
750ML 1,880円
JAN : 4582203105226

TORRE DEL GALL

NLLOA16K

JAN : 4580018613530
750ML 2,500円

化粧箱入り

NLTGA16K

JAN : 4580018605832
750ML 1,880円

化粧箱入り
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【DO：カンポ デ ボルハ】 
○Gr100% 
○赤 /ミディアムボディ  

樹齢 60 年以上のガルナッチャから厳
選して手摘み収穫。葡萄の鮮度を保つ
ため低温で発酵。10,000L のステン
レスタンクから 500L の樽に移し、
6ヶ月熟成。バッコの名はローマ神話
の酒神バッカスにちなんだもの。

バッコ 2017

NLCBB17
750ML 1,770円
JAN : 4580018611239

【DOCa：リオハ】 
○Vu100% 
○白 /辛口  

収穫した葡萄をプレス後、15－16℃
の低温管理した大きなステンレスタン
クで発酵。樽熟や瓶熟は一切行わずリ
リース。青リンゴやレモンのパイ、熟し
た桃の香り。柑橘系果実の味わいが爽
やかで、美しく丸みのある余韻。

ラ クーナ デ ラ ポエジア 
ビウラ 2018
NLCPB18
750ML 1,520円
JAN : 4582203093653

【DOCa：リオハ】 
○Gr100% 
○ロゼ /辛口  

比較的若い樹から手摘みで収穫された
葡萄のフリーランジュースのみを使い、
美しいロゼ色になるまでスキンコンタ
クト。低温で発酵、ステンレスタンク
で貯蔵。野生のストロベリーの魅惑的
な香り。僅かにスパイシーなニュアン
ス。

ラ クーナ デ ラ ポエジア 
ロサード 2013
NLCPP13
750ML 1,520円
JAN : 4582203098900

【DO：バルデペーニャス】 
○Tp100% 
○赤 /ミディアムボディ  

手摘み収穫後、温度管理しながらゆっ
くりと発 酵（20－22℃）。そ の 後
225L 樽で熟成。リリースまでの
60ヶ月の間、最低12ヶ月はフレンチ、
アメリカン、ハンガリアンオークの樽で
熟成。樽由来のスモーキーなバニラや
リッチなカカオのようなスパイシーな味
わい。

カスティーリョ アルマド
レセルバ 2010
NLCAR10
750ML 1,340円
JAN : 4580018614346

【DOCa：リオハ】 
○Tp100% 
○赤 /ミディアムボディ  

「詩人が生まれた場所」という名前の
ワイン。収穫した葡萄の約半分は除梗・
破砕後、コールド マセレーションを経
て 18－22℃で発酵。残りの半分は除
梗した後、自然発生の CO2 による醸
しと、丁寧なルモンタージュによる醸
造。樽熟、瓶熟は行わない。

ラ クーナ デ ラ ポエジア 
テンプラニーリョ 2018
NLCPR18
750ML 1,520円
JAN : 4582203093646

フライングワインメーカーが各地の最良な葡萄で行うワイン造り
アルティガ フステル
アルティガ フステル社は2002年創業。オーナーのマル
ティ ケーはNYの人気レストラン「Aureole」でヘッドソム
リエを務めた後、1995年から母国スペインでワインの販
売に携わってきました。氏が掲げる「顧客視点とシンプル
さを融合させ、ニューワールド的アプローチに よるスペイ
ンワイン造り」という意志に賛同した若く優秀なプロ
フェッショナルたちにより、 ビラフランカ デル ペネデス
を本拠にスペイン各地でコストパフォーマンスに優れた
ワインを 造り、世界中のワイン愛好家のニーズを満たし
ています。

【DO：カンポ デ ボルハ】 
○Gr85%/CS15% 
○赤 /ミディアムボディ

ステンレスタンクで低温下で発酵、フ
レンチオークで 48ヶ月熟成（新樽
50％）、更に大樽に詰め替え、500
年の歴史を誇るセラーで 13 年間に渡
り熟成させる。ボトリングしてさらに
24ヶ月熟成し、ようやくリリース。La 
Vieja Bodegaは「古いワイン貯蔵庫」
を意味。

ラ ビエハ ボデガ カンポ デ 
ボルハ グラン レセルバ 2000
NLCBR00
750ML 2,830円
JAN : 4580018618658

ワインメーカー：パメラ ゲッデス

ARTIGA FUSTEL

ス
ペ
イ
ン

カ
ン
ポ 

デ 

ボ
ル
ハ
／
リ
オ
ハ
／
バ
ル
デ
ペ
ー
ニ
ャ
ス



31

今注目のヴィーニョ ヴェルデを代表する生産者
アンセルモ メンデス
ヴィーニョ ヴェルデの品質向上に貢献し、
醸造コンサルタントとしても活躍するアンセルモ メンデス自身のワイナリー。

アンセルモは特にアルヴァリーニョの名手として知られ、
Mr.アルヴァリーニョとも称され国際的に高い評価を得ています。

微発泡甘口ヴィーニョ ヴェルデとは異なり、葡萄のポテンシャルを最大に引き出した
辛口スティルタイプのワイン造りを行います。

【DOC：ヴィーニョ ヴェルデ】 
○Ab100% 
○白 /辛口  

アンセルモならではのプレミアム アル
ヴァリーニョ。標高 200ｍ、北西向き
の石灰質の畑で育つアルヴァリーニョ
を使用。100％除梗し、500L のフ
レンチオーク樽で発酵、9ヶ月熟成。
さらに1年間瓶熟。長期熟成にも耐え
うる本格派。

クルチメンタ アルヴァ
リーニョ 2016
PLVD16
750ML 5,400円
JAN : 4580018609113

【DOC：ヴィーニョ ヴェルデ】 
○Ab100% 
○白 /辛口  

城壁で区切られた古い畑のアルヴァ
リーニョを使用。手摘みで収穫後、低
温を保ったまま醸造所へ運びステンレ
スタンクで発酵、3ヶ月バトナージュし
ながら熟成。さらに3ヶ月瓶熟。

ムロス アンティゴス アル
ヴァリーニョ 2017
PLVC17A
750ML 2,360円
JAN : 4580018604088

【DOC：ヴィーニョ ヴェルデ】 
○Lr100% 
○白 /辛口  

ムロス アンティゴスは「古い壁」を意
味し、城壁で区切られた古い畑のロウ
レイロ種を使用。完熟を見極めて収穫
し、非常に優しい力で果実をプレス。
ステンレスタンクで発酵、3ヶ月バト
ナージュしながら熟成。繊細なアロマ
としっかりとした酸が魅力の土着品種。

ムロス アンティゴス ロウ
レイロ 2017
PLVB17A
750ML 1,770円
JAN : 4580018604071

【DOC：ヴィーニョ ヴェルデ】 
○Lr40%/As40%/Ab20% 
○白 /辛口  

ヴィーニョ ヴェルデの代表的な土着品
種 3 種のブレンド。城壁で区切られた
古い畑の葡萄を使用。丁寧な剪定によ
り収量を制限し完熟したタイミングを
見極めて収穫し、非常に優しい力で果
実をプレス。低温管理したステンレス
で発酵。

ムロス アンティゴス エス
コリャ 2017
PLVA17A
750ML 1,500円
JAN : 4580018604064

【DOC：ヴィーニョ ヴェルデ】 
○Av50%/Pd25%/Ci25% 
○赤 /ミディアムボディ  

土着品種のみを使用した個性豊かなブ
レンドワイン。手摘み収穫後 100％除
梗、500L のステンレスタンクで発酵。
25％はフリーランの果汁を使用。
100％マロラクティック発酵を行い、1
年間ステンレスタンクで熟成。ポルトガ
ルの土着品種を楽しむ個性派赤ワイン。

パルドゥスコ 2015

PLVE15
750ML 1,770円
JAN : 4580018604101

アンセルモ メンデス

ANSELMO MENDES
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大西洋の海風を受ける新進気鋭の注目生産者

アデガマイン
2011年、ポルトガルの名産物として有名なバカリャウ(鱈の干物)で成
功を収めているアルヴェス家が首都リスボンの北から40km、海からわ
ずか7kmのエリアにワイナリーを新設。 「AdegaMae(アデガマイン)」
とは、ポルトガル語で「母なるワイナリー」の意で、人の成長と葡萄の成

長を重ね合わせ、誕生・愛情・育成に敬意を払って名付けられました。 「Mr.ヴィーニョ ヴェルデ」
として知られるポルトガルを代表する醸造家アンセルモ メンデスと将来が期待される若手醸
造家ディオゴ ロペスの2人の醸造家によって伝統とモダンを融合したワイン造りが行われて
います。そしてワイナリー新設からわずか5年でポルトガルのワイン誌「Revista de Vinhos」
誌で「カンパニー オブ ザ イヤー」に選出されるなど多くの評価を得ています。

【IGP：リスボン】 
○TN/M/CS/PV 
○赤 /ミディアムボディ  

手摘み収穫後、100％除梗。2 日間
のプレマセレーションの後、2 週間温
度管理をして発酵。アメリカンオーク
とフレンチオークで 12ヶ月間熟成。
すみれや黒系果実、タバコやスパイス
の複雑な風味。

ドリー レゼルヴァ ティン
ト 2014
PLRA14
750ML 2,990円
JAN : 4580018608598

【IGP：リスボン】 
■格付け :  
○Vs/Ab/Ch 
○白 /辛口  

除梗後軽くプレスし、低温管理し、
400L のフレンチオークで発酵。9ヶ
月バトナージュしつつ熟成。白い果実
や洋ナシ、レモン、ミネラルを思わせ
る香り。溶け込んだ樽由来のバニラ香
がエレガントに香る。酸もしっかりとあ
るワイン。

ドリー レゼルヴァ ブラン
コ 2016
PLRB16
750ML 2,990円
JAN : 4580018608604

【IGP：リスボン】 
○TN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

完全に除梗し温度管理をしながら発酵
後、10 日間のマセレーションを行う。
その後10ヶ月間フレンチオーク樽（新
樽比率 25％）で熟成。ポルトガルを
代表する土着品種トウリガ・ナショナル
らしく、ボリュームと骨格があるリッチ
な味わい。

トウリガ ナショナル 
2015
PLMA15
750ML 2,500円
JAN : 4580018602770

【IGP：リスボン】 
○Vs100% 
○白 /辛口  

石灰質の多い最良の区画に植えられ
た、土着品種のヴィオジーニョを
100％除梗しステンレスタンクで低温
発酵。バトナージュしながら 6ヶ月間
熟成。大西洋の影響を受けた塩気を感
じるような余韻がある非常に複雑な味
わい。

ヴィオジーニョ 2016

PLMB16
750ML 2,500円
JAN : 4580018602787

【IGP：リスボン】 
○TN35%/Ag31%/M19%/Sy15% 
○赤 /ミディアムボディ  

100％除梗した果実を 2 日間のプレ
マセレーション後、2 週間 22－25℃
に温度管理をして発酵。一部をフレン
チオークで熟成。国際品種と土着品種
をブレンドしたコストパフォーマンスに
優れたスタンダードワイン。

ドリー ティント 2017

PLDA17
750ML 1,500円
JAN : 4582203118233

【IGP：リスボン】 
○Vs31%/Ab29%/At28%/Vn12% 
○白 /辛口  

100％除梗した果実を軽くプレスした
後、低温で 2 週間発酵。バトナージュ
しながら 4ヶ月間シュールリーで熟成
させる。国際品種と土着品種をブレン
ドした、大西洋の海風を思わせるワイ
ン。

ドリー ブランコ 2017

PLDB17
750ML 1,500円
JAN : 4582203118257

【IGP：リスボン】 
○Cst55%/Ag45% 
○赤 /ミディアムボディ  

除梗後、22－25℃のステンレスタン
クで 10 日間発酵。ポルトガル土着品
種をブレンドして造るソフトでフルー
ティな赤ワイン。

ピンタ ネグラ ティント
2018
PLPA18
750ML 1,220円
JAN : 4582203118219

【IGP：リスボン】 
○FP60%/At40% 
○白 /辛口  

除梗後軽くプレスし、低温管理したス
テンレスタンクで発酵しそのまま 4ヶ
月熟成。大西洋の海風を思わせるフレッ
シュで、生き生きとした酸味が特徴の
ポルトガル土着品種ワイン

ピンタ ネグラ ブランコ
2018
PLPB18
750ML 1,220円
JAN : 4582203118226

【IGP：リスボン】 
○Ag100% 
○ロゼ /辛口  

アラゴネス（テンプラニーリョ）100％。
除梗後軽くプレスし、、15－16℃で低
温管理されたステンレスタンクで発酵。
美しいサーモンピンク色。赤系果実の
フルーティなアロマやフローラルな繊
細な香り。

ピンタ ネグラ ロゼ
2017
PLPC17
750ML 1,220円
JAN : 4580018602763

ADEGAMAE
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皇帝にも愛されたラインガウを代表する名醸造所
ロバート ヴァイル
1875年創業後またたく間に頭角を現し、ボルドー1級シャトーと並び
ドイツ皇帝ヴィルヘルムII世にも愛された歴史を持ちます。

1988年サントリーが取得後、頻繁に
全格付け甘口ワインの収穫に成功。
ドイツのみならず国際的にも非常に
高い評価を獲得。

醸造所はキートリッヒ村のライン川右岸から2kmほど北に奥まった丘陵地にあり、
河畔近くの銘醸村に比べて、寒冷なミクロクリマが最大の特徴。
高貴品種リースリングのラインガウワインに、さらなる美しい酸味と果実の香り高
さをもたらしてくれる土地柄です。そのキートリッヒ村で最高の場所に位置する銘
壌グレーフェンベルクを単独所有。恵まれたテロワールと徹底した品質改革で、凝
縮感のある洗練されたワインを生み出します。

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /甘口  

銘壌グレーフェンベルクは「伯爵の山」
という意味。スレートと砂、少量の粘
土が適度に混じり、南西向きで最大
60％の急斜面。完熟した房のみを選
び収穫、100L の小型ステンレスタン
クで発酵。豊かで繊細な酸を持つアウ
スレーゼ。

キートリッヒャー グレーフェンベルク 
リースリング アウスレーゼ 2018
QLRGA18
750ML 17,500円
JAN : 4580018615527

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

ＧＧは、グローセス ゲヴェクスの略。
銘壌グレーフェンベルクの厳選された
葡萄のみを使い、伝統的な 2,400L
の木桶を用い、4 週間かけて発酵後、
8ヶ月熟成。まさにドイツのグラン ク
リュにあたるリースリング。

キートリッヒャー グレーフェンベルク 
リースリング トロッケン GG 2017
QLRGC17
750ML 10,000円
JAN : 4580018613196

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /甘口  

アウスレーゼにできるほどの高い糖度
の完熟葡萄から作られたシュペート
レーゼ。区画ごとに 100L、500L、
1,000L のステンレスタンクで 4ヶ月
熟成。厳選した果実のみが有する自然
の甘味が見事に凝縮。

キートリッヒャー グレーフェンベルク 
リースリング シュペートレーゼ 2018
QLRGS18
750ML 9,700円
JAN : 4580018615534

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

快活で、生き生きとした果実味、よく
溶け込んだバランスのよい酸。白桃な
どのアロマ、豊かな柑橘系の風味。

キートリッヒャー リースリング 
トロッケン 2017
QLRKA17
750ML 5,000円
JAN : 4580018613172

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

グレーフェンベルク畑の近隣の自社畑
で厳選した葡萄を使用。瓶内二次発酵
でルミアージュも職人の手で行い、
18ヶ月熟成。ドサージュにはグレーフェ
ンベルクのシュペートレーゼを使用す
る、こだわりのゼクト。

リースリング ゼクト
エクストラブリュット 2015
QLRGX15
750ML 4,720円
JAN : 4582203116710

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

こまめに熟度をチェックし、選りすぐっ
た葡萄で丁寧に仕上げる。500L、
1,000L などのステンレスタンクで区
画ごとに醸造。バトナージュを 4 回行
い 4ヶ月熟成。控えめで、酸味とのバ
ランスがとれた自然由来の甘味。

リースリング カビネット 
2018
QLRWK18
750ML 4,290円
JAN : 4580018615510

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

2015 年は非常に極端な天候年で、
世紀のヴィンテージとなるポテンシャル
を持つ特筆すべきグレートヴィンテー
ジ。収穫期間中、当主自らこまめに畑
に出て熟度をチェックし、選りすぐった
葡萄を使用。ヴァイルならではの美しい
酸が特長の辛口。

リースリング カビネット
 トロッケン 2015
QLRWL15
750ML 4,270円
JAN : 4582203122162

4代目当主 ヴィルヘルム ヴァイル

WEINGUT ROBERT WEIL
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【ラインガウ】
○Ri100% 
○白 /中辛口  

ラインガウの伝統的なやや残糖がある
リースリング。空気式の圧搾機で 1.5
気圧という低圧力で丁寧に圧搾。
1,000L のステンレスタンクで発酵、
4ヶ月間で 4 回バトナージュを行いな
がら熟成。引き締まった酸味と自然な
甘みが優しい味わい。

リースリング トラディション 
2017
QLRWR17
750ML 3,740円
JAN : 4582203075475

【ラインガウ】
○Ri100% 
○白 /辛口  

ロバートヴァイルの辛口のワイン。空
気式の圧搾機で 1.5 気圧という低圧
力で丁寧に圧搾。1,000L のステンレ
スタンクで発酵、4ヶ月間で 4 回バト
ナージュを行いながら熟成。力強くピュ
アな酸味で引き締まった辛口な味わい
は、ワイン単体でも楽しめる。

リースリング トロッケン 
2017
QLRWT17
750ML 3,740円
JAN : 4582203087300

9世紀から葡萄造りが行われる由緒ある醸造所
クロスター エーバーバッハ
この土地での葡萄栽培は9世紀に遡り、12世紀シトー修道会によりクロスター エーバーバッハ
修道院が建てられ、以後修道僧たちの厳格な生活の中でワイン造りが行われました。賓客をも
てなすために、特に品質の良いワインをキャビネットに保管したことが、現在の ‘Kabinett’の
由来になったとされています。18世紀以降、修道院は解散させられましたが、 ナッサウのヘル
ツォーグ家、その後プロイセン王国の管理下な
どに渡りながらワイン造りは続けられ、1945
年からはヘッセン州による経営が始められま
した。現在、300haのワイン畑は単独所有の
ものとしてはドイツでも最大規模で、うち
134haで葡萄が栽培されています。

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /甘口  

ラインガウの銘醸シュタインベルク畑
のシュペートレーゼ。甘味・酸味・果
実味、全てが凝縮した逸品。長熟が期
待できる。

シュタインベルガー リースリング 
シュペートレーゼ2015
QLKES15
750ML 5,400円
JAN : 4582203117694

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

ラインガウの銘醸シュタインベルク畑
32haを全て所有。ほのかな甘味の背
後に、鋼のように引き締まった男性的
な骨格とテクスチャーを持つ味わい深
い逸品。

シュタインベルガー リースリング 
カビネット 2017
QLKEK17
750ML 3,380円
JAN : 4580018612502

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

ラインガウの3大銘醸畑のひとつ、シュ
タインベルクのリースリング。品種由
来のしっかりした酸と上品な果実味が
調和した深みある味わい。

シュタインベルガー 
リースリング2017
QLKER17
750ML 2,830円
JAN : 4580018615541

【ラインガウ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

ドイツワイン発展の先駆者ワイナリー
のひとつ。ラインガウの伝統的なワイ
ン造りを継承。クラシックはアロマ豊か
でバランスがとれ、リースリングの魅
力を表現した典型的な辛口ワイン。

リースリング クラシック 
2017
QLKEC17
750ML 2,560円
JAN : 4580018612496

200年以上に渡り銘壌ドクトール畑を所有する名門醸造所
ドクター ターニッシュ
1636年以降ベルンカステル村にその名が記録されており、1800年にはミドルモーゼルを代
表する畑、ドクトール畑の最大の生産者と称されていました。現在、ドクトール畑3haのうち約
1haを所有しています。(ドクトール畑の所有者はターニッシュ家とダインハート家、タウ アーブ
ルク家の3家)19世紀、9代目当主の時にドイツ全土に
その名を知らしめましたが、死後、ワイナリーは夫人の
カタリーナによって引き継がれ、以後 Wwe=「未亡人」
の名を冠するようになりました。その後現当主13代目
ソフィア・ターニッシュ ジュピアーまで女性が当主を務
め、ソフィアの娘クリスティーナも将来を継ぐべくワイ
ナリー運営に携わっています。

【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /甘口  

銘壌ドクトール ( 医者 ) 畑の最大所有
者。19 世紀に亡くなった当主の妻カ
タリーナが名を世間に知らしめて以降、
現当主のソフィアにいたるまで、女性
ならではの感性を活かしたワインづく
りの伝統が引き継がれる。

ベルンカステラー ドクター リー
スリング アウスレーゼ 2017
QLDTA17
750ML 6,100円
JAN : 4580018612434

リースリング トラディション 2017
QMRWR17

JAN : 4582203099402
375ML 2,150円

【ラインガウ】
○Ri100%
○白/中辛口

リースリング トロッケン 2017
QMRWT17

JAN : 4582203112118
375ML 2,150円

【ラインガウ】
○Ri100%
○白/辛口

STAATSWEINGUTER
KLOSTER EBERBACH
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【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /甘口  

果実味豊かな甘味と生き生きとした酸
味のバランスがよく、ミネラルを思わ
せる味わいのバードシュトゥーベのアウ
スレーゼ。

ベルンカステラー バードシュトゥーベ 
リースリング アウスレーゼ 2017
QLDTE17
750ML 6,100円
JAN : 4580018615763

【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /甘口  

バードシュトゥーベの畑のシュペート
レーゼ。桃のコンポート、アプリコット
のような香り、ハーブのニュアンスが
ある。エレガントできめの細かい口当
たりのピュアな味わい。

ベルンカステラー バードシュトゥーベ 
リースリング シュペートレーゼ 2016
QLDTC16
750ML 4,040円
JAN : 4580018612489

【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

ドクターの畑に程近いバードシュトゥー
ベの畑の葡萄を使用。傾斜が緩く西向
きの畑で日照量が多くなるため、熟し
たアプリコットや黄桃やレモン風味のク
リームのニュアンスがあり、程よい酸
味が絶妙に調和している。残糖は 50
ｇ/L。

ベルンカステラー バードシュトゥー
ベ リースリング カビネット 2017
QLDTB17
750ML 3,490円
JAN : 4580018612458

【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

収穫を遅らせた完熟葡萄で造るカビ
ネット。優しく果実をプレスし、10－
12℃で管理した 1,000L の木樽で発
酵させ、7ヶ月間熟成。トリアーの司
教が死に至る病の際、一人の農夫が差
し出したこの畑のワインで健康を取り
戻したことで、司教から「ドクター」
の名を贈られた。

ベルンカステラー ドクター 
リースリング カビネット 2018
QLDTK18
750ML 5,400円
JAN : 4580018615558

【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

スレート土壌の畑からとれた葡萄を使
用。フルーティな香り、やさしい口当り、
後味は限りなくエレガント。モーゼルら
しさを存分に楽しめるターニッシュのエ
ントリーワイン。

ドクター ターニッシュ リース
リング(スクリュー ) 2016
QLDTH16
750ML 3,000円
JAN : 4580018604118

モーゼルを代表するリースリングの世界的名醸造所
ヨハン ヨゼフ プリュム
プリュム家の名が歴史に現れるのは12世紀のことですが、中
でも最も評判の高いのが本家である当ワイナリー。醸造家と
してのヨハン ヨゼフ プリュム家の名声は18世紀にはすでに
確立されていました。リースリングの魅力を最大限に引き出
すため、長期熟成を前提としたワイン造りを行っています。

【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /甘口　

ヴェーレナー ゾンネンウァーはプリュム
を代表する畑で 5ha を所有。南南西
向きの傾斜は約 70 度にもなります。
完全手摘みのアウスレーゼ。香り高い
果実味、生き生きとした酸味を持ち、
長い熟成の妙味を楽しめる。

ヴェーレナー ゾンネンウァー リー
スリング アウスレーゼ 2015
QLJJA15
750ML 7,200円
JAN : 4582203128300

【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /甘口  

プリュムを代表するヴェーレナーゾンネ
ンウァー畑の遅摘みのシュペートレー
ゼクラス。黄桃や梨などの華やかな香
り、口当たりはやわらかく、長い余韻
が楽しめる。その名は現当主のプリュ
ム家の祖先が、時計を持てない時代の
労働者のために作った日時計、ゾンネ
ンウァーに由来。

ヴェーレナー ゾンネンウァー リー
スリング シュペートレーゼ 2017
QLJJS17
750ML 6,700円
JAN : 4580018610805

【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

プリュムを代表するヴェーレナーゾンネ
ンウァー畑のカビネットクラス。労働者
に時間を知らせるための日時計（ゾン
ネンウァー）があることから名付けられ
た。フルーティな酸味、なめらかな口
当たり、芳醇かつエレガントで深みの
ある風味のワイン。

ヴェーレナー ゾンネンウァー 
リースリング カビネット 2017
QLJJK17
750ML 5,200円
JAN : 4580018610799

【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

ヒンメルライヒ（天の王国の意）の畑
はヴェーレナーゾンネンウァーの南端
に隣接。やや西に向いており、傾斜が
緩く、深く水はけのよい土壌。砕いた
岩を思わせる鉱物的なニュアンスがあ
る。リースリング種で長熟を前提とし
たワインといえる。

グラーハー ヒンメルライヒ 
リースリング カビネット 2017
QLJJB17
750ML 4,450円
JAN : 4580018609434

左：長女 カタリーナ
右：当主 マンフレート プリュム
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【モーゼル】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

グラーハー ヒンメルライヒの南端に接
する畑。わずかに傾斜が緩く、グラー
ハーやヴェーレナーに比べ深い土壌。
西向きの畑のため、日照量が多くなる。
独特のエレガンスの中に、葡萄の力強
さが感じられる。

ベルンカステラー バドシュトゥーベ 
リースリング カビネット 2016
QLJBK16W
750ML 3,900円
JAN : 4582203128829

ヴェーレナー ゾンネンウァー 
リースリング アウスレーゼ 
2016
QMJJA16

JAN : 4582203128294
375ML 4,290円

カニのマークが目印、ファルツで注目される若手醸造家
クレブス
元々協同組合としてワイン造りを行っていましたが、1982
年現当主のユルゲン クレブスの父が現在のフラインスハイ
ムにワイナリーを創設し、瓶詰めを開始。ユルゲンは2008
年よりワイナリーに参加、2010年には彼が手がけた赤ワイ
ンが国内コンクールで表彰され国際的に注目を集めていま
す。VDP主催の才能ある若手醸造家向けプログラムにも参
加。若手醸造家が台頭しているファルツ地方の中でも、ゴー
ミヨ誌で早くも2葡萄を獲得する実力派です。現在16haの
自社畑を所有し、白葡萄50%、黒葡萄50%を栽培していま
す。

【ファルツ】 
○Sb100% 
○赤 /ミディアムボディ  

南向きの傾斜のある畑の葡萄を使用。
除梗せず、約 2 週間かけてアルコー
ル発酵を行う。発酵は 1,200L の大
型の木樽を使用し、パンピングオーバー
を行いながら 10ヶ月熟成。サクラン
ボなどの果実味に紅茶のニュアンス。

シュペートブルグンダー 
トロッケン 2016
QLKRC16
750ML 2,430円
JAN : 4582203125064

【ファルツ】 
○Wb100% 
○白 /辛口  

南向きで傾斜のある畑の葡萄を使用。
除梗せず約 8 時間のスキンコンタクト
の後、8 割ステンレスタンクと 2 割の
木樽を用いて低温で約 2 週間発酵さ
せる。その後一部マロラクティック発
酵を行う。

ヴァイスブルグンダー 
トロッケン 2018
QLKRB18
750ML 2,250円
JAN : 4580018615565

【ファルツ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

主に南向きで傾斜がある畑の葡萄を使
用。除梗せず約 8 時間のスキンコンタ
クトの後、低温で発酵し一部マロラク
ティック発酵を行う。発酵は 80％ステ
ンレスタンク、20％は 600L の木樽
を使用。ミネラル感と溌剌とした酸が
あり、スパイシーさも感じるワイン。

リースリング トロッケン 
2017
QLKRA17
750ML 2,250円
JAN : 4580018604132

ボックスボイテルを生んだフランケンを代表する名醸造所
ビュルガーシュピタール
ビュルガーシュピタールの歴史は、1316年にこの地の富豪であるヨハネス フォン シュテレン
がヴュルツブルクの城門前に貧困に苦しむ人々を療養するための屋敷を建て、そこでワイン造
りをはじめた事が起源とされています。元々ワインは自家消費用でしたが、16世紀には療養所
の住人達に1.22Lのワインが分け与えられ、住人の行いが悪ければ罰として水を混ぜるという
仕組みがとられ、療養所の規律を守る手段にも使われました。その後、ワインは、療養所の経営
基盤にまでなり、現在も約750人もの人々がこの療養所で介護を受けています。

【フランケン】 
○SI100% 
○白 /辛口  

その起源は14世紀の療養
所まで遡る、伝統的なワイナ
リー。平均収量60ｈL/ha。9
日間の発酵、4週間澱に接触
させてワインを寝かせ、まろ
やかな味わいを加える。そ
の後3ヶ月間、ステンレスタ
ンクで熟成。

ヴュルツブルガー シルヴァーナー 
トロッケン 2017
QLBWV17
750ML 2,740円
JAN : 4580018612175

WEINGUT KREBS

BURGERSPITAL

ユルゲン クレブス
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ビオディナミ農法の先駆者的なワイナリー
ニコライホーフ
1971年よりビオディナミ農法を実践、1992年にオーストリア国内の
ワイナリーで初めてデメテールの認証取得。
ワイナリーの建物は985年建設の修道院。地下セラーはドナウ河が氾濫し洪水と
なった時にも全く水が入らなかった強固な造り。
自然との共存の考えをベースに農薬や化学肥料を一切使用せず、動物の堆肥や
植物を煎じた自然界のものをプレパラシオンとして使用する。
土壌の活力を最大限に発揮する農法をいち早く取り入れた、ビオディナミの先駆者。

伝統的な大樽でゆっくり熟成させてリリースされるワイン。

【ヴァッハウ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

イム ヴァインゲビルゲの畑で収穫され
たリースリングを木製の大きなプレス
でゆっくりとプレスして造る希少なワイ
ン。シリーズの中でも別格の滑らかさ
を持ち、柔らかくスムーズな口当たり
が楽しめるワイン。

バウムプレッセ イム ヴァイン
ゲビルゲ リースリング 2011
RLNKY11
750ML 11,500円
JAN : 4582203120649

【DAC：クレムスタール】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

シュタイナー フントはヴァッハウの隣の
クレムスタール地区にある畑。白桃や
白い花を思わせる豊かでエレガントな
香り。酸と果実味に溢れ、ミネラルの
凝縮感と骨格のある味わい。

シュタイナー フント  リースリング 
レゼルブ 2014
RLNKH14
750ML 8,200円
JAN : 4580018603043

【ヴァッハウ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

フォン シュタイン畑の完熟した葡萄な
らではの香りと、しっかりしたボディが
ワインのスケールを大きくしている。
スマラクトとは現地の緑色をしたトカゲ
の名称で、格はほぼシュペートレーゼ
に相当。

フォン シュタイン 
リースリング スマラクト 2014
RLNKV14
750ML 7,200円
JAN : 4580018608550

【ヴァッハウ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

大樽で 10 年以上の熟成を経てリリー
ス。良年のみに造られる。10 年以上
熟成しているとは思えない程フレッシュ
な酸が豊かに残る味わいは、正にニコ
ライホーフの神秘。一度は飲んで頂き
たいオーストリアワインの最高峰。

ヴィノテーク リースリング 
2002
RLNKN02
750ML 17,900円
JAN : 4580018619327

【ヴァッハウ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

フォン シュタインの畑から収穫された
葡萄で造られたワイン。畑名のフォン 
シュタインは「石の」という意味。そ
の石ころが多く水はけの良い土地を活
かし、繊細で洗練された、力強いワイ
ンに仕上げている。フェダーシュピー
ルはドイツでいう「カビネットクラス」
にあたる。

フォン シュタイン リースリング 
フェダーシュピール 2012
RLNKO12
750ML 4,270円
JAN : 4582203099440

【ヴァッハウ】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

ニコライホーフのリースリングを気軽に
楽しんで欲しいという意図で造られた
特別キュヴェ。フォン シュタインの畑
の葡萄を使用。みずみずしいミネラル
感と、杏などのストーンフルーツを思
わせる豊かな果実味を楽しめるワイン。

リースリング 2014

RLNKU14
750ML 3,340円
JAN : 4580018602541

【ヴァッハウ】 
○GV100% 
○白 /辛口  

470 年には名前を知られていたオー
ストリア最古の葡萄畑、イム ヴァイン
ゲビルゲの、グリューナー フェルトリー
ナー種から造られる。「スマラクト」と
はシュペートレーゼクラスの葡萄を辛
口に仕上げたワインを指している。

イム ヴァインゲビルゲ グリューナー
フェルトリーナー スマラクト 2015
RLNKS15
750ML 7,000円
JAN : 4580018608529

クリスティーネ サース夫人

NIKOLAIHOF
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【ヴァッハウ】 
○GV100% 
○白 /辛口  

イム ヴァインゲビルゲはオーストリア
で最古の葡萄畑。グレープフルーツや
カリンなどの柑橘系果実と、白い花や
スパイスの香り。バランスのよい味わ
い。コストパフォーマンスに優れる。

イム ヴァインゲビルゲ グリューナー フ
ェルトリーナー フェダーシュピール 2017
RLNKF17
750ML 4,000円
JAN : 4580018608512

【ヴァッハウ】 
○Mtl100% 
○白 /辛口  

ムスカテラー 100％。白桃や白や黄
色の花を思わせるフルーティな香りが
一杯に広がる。バランスのよい美しい
酸がワイン全体を引き締め、上品な味
わいに仕上げている。

ゲルバー ムスカテラー 
フェダーシュピール 2016
RLNKM16
750ML 4,000円
JAN : 4582203128867

【ヴァッハウ】 
○Ri/GV/Ng/PB 
○白 /辛口  

リースリング、グリューナー フェルト
リーナー、ピノ ブラン、ノイブルガー
他の品種を一緒にして醸造。木樽で完
全に発酵させ、さらに12カ月間熟成。
ブーケは繊細で芳醇、ボディが厚くス
パイシーな味わい。

エリザベート 2016

RLNKE16
750ML 6,300円
JAN : 4580018613073

ヴァーグラムでビオディナミ農法のワイン造りを行う若手生産者
フリッツ サロモン
サロモン家は、オーストリアで非常に有名な一族。13世
紀に建てられた教会を1863年から所有し、ワイナリー
として使用しています。葡萄畑は約20ha。フリッツ サ
ロモンは、30代半ばの若手生産者で、所有地内の他の
農園と同様に、葡萄畑も2010年よりdemeter(デメ
テール)の認証を受けています。同じビオディナミ農法
を実践するニコライホーフのサース夫人も、真摯に取り
組む若い生産者として高く評価をしています。

【ヴァーグラム】 
○BB100% 
○赤 /ミディアムボディ  

南向きで風通しのよい斜面。ビオディ
ナミで育てた葡萄を小さな籠で手摘み
収穫後、除梗。発酵後、木樽とステン
レスで澱と共に 24ヶ月間熟成。赤い
果実のニュアンスと心地よい酸味、美
しい余韻がある。

ブラウアー ブルグンダー  
2011
RLFSE11
750ML 4,700円
JAN : 4582203105479

【ヴァーグラム】 
○Zg100% 
○赤 /ミディアムボディ  

熟成期間はステンレスで澱とともに
36ヶ月。昼夜の寒暖差のあるミクロ
クリマの恩恵を受け、繊細なチェリー
を思わせるニュアンス。心地よい酸と
シルキーな口当たりで、美しい余韻が
ある。

ブラウアー ツヴァイゲルト 
2013
RLFSD13
750ML 3,090円
JAN : 4580018613066

【ヴァーグラム】 
○GV100% 
○白 /辛口  

マールベアーパークの畑の名前はキル
シュベルグに植えられたマルベリー（桑
の木）に由来。数百年前、この地はシ
ルクの生産をしており、その桑の木が
この畑に残っていたためその名が付け
られた。果実味に僅かなハーブのニュ
アンス。

グリューナー フェルトリーナー 
マールベアーパーク 2014
RLFSC14
750ML 4,000円
JAN : 4582203121547

【ヴァーグラム】 
○GV100% 
○白 /辛口  

柑橘系を思わせる完熟した果実の豊か
な 味わいと凝 縮 感。「Brunnberg
（Spring hill）」は名の通り泉の沢山あ
る丘陵の豊かな土壌。最も古い樹齢の
葡萄の木が植えられている。

グリューナー フェルトリーナー 
ブリュンベルグ 2015
RLFSB15
750ML 3,090円
JAN : 4580018613059

【ヴァッハウ】 
○GV100% 
○白 /辛口  

品種由来の白コショウなど、スパイス
を思わせる香りが特徴的。フレッシュ
な酸が生き生きとした心地よい味わい
のワイン。

グリューナー フェルトリー
ナー 2015
RLNKC15
750ML 3,340円
JAN : 4582203120618

サロモン夫妻

FRITZ SALOMON

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ヴ
ァ
ッ
ハ
ウ
／
ヴ
ァ
ー
グ
ラ
ム



39

【ヴァーグラム】 
○GV100% 
○白 /辛口  

「ヴァッハライン」は、ワイナリーのあ
るヴァーグラムの中世の名称。果実味
があり魅惑的な味わい。柑橘系果実と
リンゴを思わせるニュアンス。太陽の
恵みを楽しめるワイン。

グリューナー フェルトリーナー 
ヴァッハライン  2017
RLFSA17
750ML 2,590円
JAN : 4580018608499

【ヴァーグラム】 
○GV100% 
○白 /辛口  

「パトロン」は、ワイナリーが教会の所
有であった時代に、聖餐用ワインとし
て使用されていたことに由来。発酵期
間 22℃で 6ヶ月間。その後シュール
リーの状態で 24ヶ月熟成。典型的で
クラシックなフェルトリーナーの果実味
とフレッシュ感を持ったワイン。

グリューナー フェルトリーナー 
パトロン 2014
RLFSA14
750ML 2,590円
JAN : 4582203107114

若い夫婦によって営まれる新しいワイナリー
フーグル ヴィンマー
フーグル ヴィンマーは、30代の若い夫婦によって約
10年前に創業された家族経営の新しいワイナリー。
ウィーンから北に約60kmのヴァインフィアテルDAC
に位置します。Hugl(フーグル)は主人の姓で、ワイン農
家出身の3代目。Wimmer(ヴィンマー)は、夫人の旧姓
で同じくワイン農家の出身。ワイン農家出身の二人が
結婚後フーグル ヴィンマーとして創業しました。両家の
葡萄畑を合わせて、約20haの葡萄畑を所有し、その他
約30haの農家と契約しています。 左：夫人 シルヴィア フーグル

右：当主 マルティン フーグル

【DAC：ヴァインフィアテル】 
○GV100% 
○白 /辛口  

生き生きとした果実味を残すために
18℃の低温で 10 日間発酵し、ステ
ンレスタンクで熟成。フローラルな香
りに、柑橘系果実の心地よいアロマと、
トロピカルフルーツや品種由来の白コ
ショウを思わせるスパイシーな印象。

フーグル グリューナーフェルトリーナー 
クラッシック 2017
RLNHG17
750ML 1,670円
JAN : 4580018608505

オーストリアで最高品質の赤ワインを造るという使命の実現
T-FX-T

ノイジードラーゼー地区で
最も古いワイナリーの1つ
ミュンツェンリーダー

高品質白ワインで知られるオーストリアで、最高品質かつ安定した生産量の赤ワインをつく
る、というかつてない試みを実現するため、オーストリアの3つの才能が結集しました。
「T-FX-T」とは、3人の頭文字です。「T」は赤ワイン産地ブルゲンランドのネゴシアン、ティボー
ル セメズ(故人)、「FX」はヴァッハウのマフィアとの異名をとる鬼才、F.X.ピヒラー、「T」は南部
ズュートシュタイヤーマルクを代表する生産者、 マンフレッド テメント。ホリチョン ワイン協
同組合に加盟している農家のうち、優れた畑を所有している25軒と約25haの畑を契約、
1996年に最初のキュヴェをリリースしました。

【ミッテルブルゲンラント】 
○Bf100% 
○赤 /ミディアムボディ  

「アキラ」とはブルゲンラントの方言で
「ああ、すてき」の意。ブラウフレンキッ
シュ100％で醸造し、木樽で 16ヶ月
熟成。スモーキーなニュアンスと甘や
かなタンニン。完熟したプラムのよう
な果実味があるパワフルなワイン。

アキラ 2015

RLARA15
750ML 3,000円
JAN : 4580018602558

【DAC：ノイジードラーゼー】 
○Sr62%/Ch21%/GV17% 
○白 /甘口  

古くから食通の垂涎の的となってきた
トロッケンベーレンアウスレーゼ（貴腐
ワイン）。ショイレーベ、シャルドネ、
グリューナー フェルトリーナーのブレン
ド。貴腐特有の香ばしい香りと、蜜の
ように濃厚な甘味。

ノイジードラーゼー トロッケン
ベーレンアウスレーゼ 2015
RMNDT15
375ML 3,380円
JAN : 4582203117830

HUGL WIMMER

T-FX-T

PMC MUNZENRIEDER

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ヴ
ァ
ー
グ
ラ
ム
／
ヴ
ァ
イ
ン
フ
ィ
ア
テ
ル
／
ミ
ッ
テ
ル
ブ
ル
ゲ
ン
ラ
ン
ト
／
ノ
イ
ジ
ー
ド
ラ
ー
ゼ
ー



40

アメリカ プレミアムワインのリーディングワインカンパニー
サン ミッシェル ワイン エステーツ

シャトー サン ミッシェルの本拠地
シアトル郊外のウンディンヴィル

イーラスの畑

スタッグス リープ ワイン セラーズの畑

北米大陸において、パイオニアとしての
輝かしい歴史を誇り、 今も高い品質を
磨き続けるワイナリーを率いる
ワインカンパニー

カリフォルニアのスタッグス 
リープ ワイン セラーズ、パッツ
＆ホール、オレゴンのイーラスな
ど、西海岸のプレミアムワイナ
リーを取得し、惜しみない投資に
より品質向上を果たしています。

シャトー サン ミッシェル
サン ミッシェル ワイン エステーツの中核。
ワシントンワインのパイオニア。

ドメーヌ サン ミッシェル
シャンパーニュのスタイルを目指した
瓶内二次発酵のプレミアムスパークリングワインを生産。

コル ソラーレ
イタリア、アンティノリとのコラボ。伝統のワイン造りと
ワシントンのテロワールの融合。

エロイカ
ドイツ、DR.ローゼンとのコラボ。
ワシントンとモーゼルのリースリングの協演。

テネット
南フランスの生産者、コンサルタントとのコラボ。
シラーの可能性を追求する。

イーラス
オレゴンワイン近代化の先駆者、
ディック イーラスのワイナリー。

スタッグス リープ ワイン セラーズ
「パリスの審判」の主役にして、伝統に磨きをかける
カリフォルニアを代表する名門。

モットー
リッチでダーク、
個性的なルックス＝カリフォルニアらしい「モットー」

パッツ&ホール
カリフォルニアのプレミアム ピノ＆シャルドネを
手がける生産者。

スティムソン エステート
長い日照と冷涼な夜に恵まれ、凝縮したフレーバーとアロマを
そなえる葡萄をカジュアルなスタイルに仕上げたシリーズ。 
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シャトー
サン ミッシェル

アメリカ/ワシントン
【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○CS57%/Sy34%/Mb9% 
○赤 /フルボディ  

小ロットに分けて発酵した後、贅沢に
新樽 100％フレンチオークで 24ヶ月
熟成。生産量はわずか 921 本。ジャ
ミーなベリー系の香りに、チョコレート
や白コショウのニュアンス。熟した果実
感と柔らかいタンニンが特徴的。

インピタス 2014

ULCSR14
750ML 26,800円
JAN : 4582203127969

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○CS72%/M20%/Mb5%/CF3% 
○赤 /フルボディ  
ワシントンの個性的な気候、4つの区画
の土壌で生まれた4つのボルドー品種
の各個性を最大限に活かした、ブレン
ディングの｢芸術｣と、有名芸術家達によ
るアートラベルの競演。力強く、複雑な
アロマとフレーバー。
※毎年シアトルに縁深いアーティストの
デザインラベルを起用し、3種シリーズ
でリリース。（商品コード末がB、Cもあり）

アーティスト シリーズ 
メリタージュ リザーブ 2014
ULCSZ14A
750ML 10,000円
JAN : 4582203129796

1967年シアトル郊外に設立した｢シャトー サン ミッシェル」を核とするワイ
ナリーグループ。ワシントン州における近代的ワイン産業のリーダーとして、
コロンビアヴァレーの生産地域の地位向上に尽力してきました。1983年に
ワシントン州初のAVA｢ヤキマ ヴァレー｣、87年に｢コロンビア ヴァレー｣、｢ワ
ラワラ ヴァレー｣ が認証され、米国内のみならず世界中からの同州ワインへ
の関心が高まるなか、サン ミッシェルはリーダーとしての名声を確立してい
きました。
1998年にトスカーナのマルケージ アンティノリとのコラボレーションによ
り、｢コル ソラーレ」創設、 また、99年にはモーゼル、エルンスト ローゼン博
士とのコラボレーションにより、｢エロイカ」をリリース。

サン ミッシェル ワイン エステーツの中核。
ワシントンワインのパイオニア。

STE MICHELLE WINE ESTATES
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【AVA：ホース ヘヴン ヒルズ】 
○M92%/CS8% 
○赤 /フルボディ  

所有するカヌーリッジ畑は 1991 年に
植樹されたコロンビア川沿いホース へ
ヴン ヒルズの急峻な傾斜に広がる畑。
フレンチオーク、アメリカンオーク（新
樽 65％）で 18ヶ月熟成させた黒系
果実の香りと、複雑な余韻をもつボル
ドースタイル。

カヌー リッジ メルロ 
2014
ULCSW14
750ML 4,290円
JAN : 4580018615343

【AVA：ホース ヘヴン ヒルズ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

所有するカヌーリッジ畑の｢テロワー
ル」を表現するワインシリーズ。マロ
ラクティック発酵由来のリンゴや柑橘系
のアロマに、深みがありながら生き生
きとした酸味が特徴の、上品でエレガ
ントなシャルドネ。

カヌー リッジ シャルドネ 
2015
ULCSS15
750ML 4,290円
JAN : 4582203128713

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

コロンビアヴァレー内で最も温暖で、
降水量の少なさ、土壌の水はけのよさ
が特長の畑。手摘みで約 1ヶ月かけて
房ごとに成熟のタイミングを見極めな
がら収穫。房ごとに糖分の差が出来る
ことで、味わいの幅が広がる。

コールド クリーク リース
リング 2016
ULCSV16
750ML 3,200円
JAN : 4580018603470

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○CS89%/Sy11% 
○赤 /フルボディ  

｢典型的なニューワールドスタイル」を
表現したシリーズ。コロンビア ヴァレー
北部、温暖で葡萄の生育期間の長い
自社畑インディアンウェールズ ヴィン
ヤードを中心に、完熟の葡萄を厳選。
新樽40%で22ヶ月熟成。

インディアン ウェールズ 
カベルネ ソーヴィニヨン 2016
ULCSO16
750ML 3,330円
JAN : 4580018614001

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

温暖なインディアンウェールズ ヴィン
ヤードを中心に、厳選した葡萄を天然
酵母で発酵。熟成はタンクと、フレンチ、
アメリカンオーク（新樽 35％）で
14ヶ月。トロピカルフルーツのアロマ
とキャラメルのフレーバー、リッチで滑
らかな口当たり。

インディアン ウェールズ 
シャルドネ 2016
ULCSP16
750ML 3,330円
JAN : 4580018613103

【AVA：ホース ヘヴン ヒルズ】 
○CS100% 
○赤 /フルボディ  

葡萄は除梗され、丁寧にパンプオー
バーしながら発酵させフレーバーと色
を抽出。タンクごとに毎日試飲し、果
皮を取り除く最適なタイミングを決め
る。繊細ながらしっかりとした骨格を併
せ持つ。

ミミ カベルネ ソーヴィニ
ヨン 2017
ULCSL17
750ML 3,330円
JAN : 4580018617170

【AVA：ホース ヘヴン ヒルズ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

89％を澱につけたまま 10ヶ月熟成。
樽はフレンチオークの新樽、1 年使用
樽、古樽を使用。11％はステンレス
で発酵と熟成を行う。樽由来のエレガ
ントさと、生き生きとした酸味のバラン
スが良い仕上がり。

ミミ シャルドネ 2017

ULCSM17
750ML 3,330円
JAN : 4580018617125

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○CS91%/Sy6%/Gr1%/ その他2% 
○赤 /ミディアムボディ  

発酵中の優しいパンプオーバーにより
色合い、アロマ、タンニンが抽出がさ
れる。熟成はフレンチオーク、アメリ
カンオーク（新樽 32％）で 14ヶ月
行う。樽由来の複雑さと構成力、シル
キーなタンニンが魅力。

コロンビア ヴァレー 
カベルネ ソーヴィニヨン 2016
ULCSA16
750ML 2,670円
JAN : 4582203110695

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○M85%/Sy10%/CS5% 
○赤 /ミディアムボディ  

100％除梗し、発酵中は優しくパンプ
オーバーする。熟成はフレンチオーク、
アメリカンオーク（新樽 33％）で
18ヶ月行い、やわらかく、たっぷりし
たタンニンを表現。滑らかで甘い余韻。
複雑味がある。

コロンビア ヴァレー 
メルロ 2016
ULCSC16
750ML 2,670円
JAN : 4582203088628

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Sy98%/Vn2% 
○赤 /ミディアムボディ  

醸しを行い、熟成はフレンチオーク、
アメリカンオーク（新樽 24％）で
16ヶ月行う。シラーはワシントン州の
長く暖かい生育期に適しており、口当
たりが柔らかく、熟した果実の味わい
が豊か。

コロンビア ヴァレー 
シラー 2015
ULCSH15
750ML 2,670円
JAN : 4582203115614

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Sy98%/M2% 
○ロゼ /辛口  

4 時間のスキンコンタクトの後、ゆっく
りと丁寧に果皮を除き、ステンレスタ
ンクで 3 週間かけて発酵。明るく淡い
ピンクが特徴的な、エレガントで辛口
のスタイル。生き生きとした酸味も特
長。

コロンビア ヴァレー ロゼ 
2017
ULCSI17
750ML 2,150円
JAN : 4580018602602

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

成育期の日照時間はカリフォルニアよ
りも約 2 時間長く、葡萄がよく成熟す
る。ステンレスタンクで発酵と熟成。
クリーンで爽やかなオフドライタイプ
で、ワインそのものでも楽しみやすく、
料理との相性も幅広い。

コロンビア ヴァレー 
リースリング 2018
ULCSD18
750ML 1,590円
JAN : 4582203088635
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ドメーヌ
サン ミッシェル

アメリカ/ワシントン

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

マロラクティック発酵によるリッチで複
雑な味わいと、樽由来のまろやかな風
味とスパイスのニュアンス。2016 年
ヴィンテージは特に熟度とエレガントさ
をそなえた素晴らしい仕上がり。

コロンビア ヴァレー 
シャルドネ 2016
ULCSB16
750ML 2,150円
JAN : 4582203116659

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Ch/PN/Mn 
○白 /辛口  
ヤキマヴァレーからの葡萄を厳選。瓶
内二次発酵で22ヶ月。長い日照時間
の気候により得られる完熟した果実味
と、砂漠気候由来の昼夜の寒暖差から
得られる美しい酸とのバランスが良い。

ミッシェル ブリュット NV
ULDSANV
750ML 2,490円
JAN : 4582203094995

ULDSANVK

JAN : 4582203094995
750ML 2,490円

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○PN/Mn 
○ロゼ /辛口  
ヤキマヴァレーからの葡萄を厳選。特異
な気象条件から得られる完熟した果実味
と、美しい酸とのバランスに加え、ピノ 
ノワール由来の美しいブラッシュの色合
いとしっかりとしたタンニンを楽しめる。

ミッシェル ブリュット ロゼNV
ULDSCNV
750ML 2,490円
JAN : 4582203095008

ULDSCNVK

JAN : 4582203095008
750ML 2,490円

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Ri100% 
○白 /中辛口  

ドイツ、モーゼルの優良生産者、ドク
ターローゼン醸造所とのコラボワイン。
冷涼な夜中に収穫、そのままプレスし、
低温で発酵。区画ごとに個別に醸造を
行う。最終的なブレンドにより複雑味
がもたらせられる。

リースリング 2016

ULERA16
750ML 4,080円
JAN : 4580018606815

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Ri100% 
○白 /甘口  

ナイトハーベスト後、フレッシュさが失
われない様そのまま圧搾し低温発酵。
数十ものロットの中から様々な要素、
気候が反映された複雑味のあるワイン
を造り上げる。一部貴腐葡萄を使用し
た甘口タイプ。

エロイカ ゴールド 
リースリング 2013
ULERG13
750ML 4,790円
JAN : 4582203126153

【AVA：ホース ヘヴン ヒルズ】 
○Ri100% 
○白 /甘口  

収穫期 (10 月末 ) の最低気温がマイ
ナス 10℃と、凍結に理想的な気候に
恵まれた年だけ生産。深夜に手摘みで
収穫された葡萄はすぐにプレスされ、
高い糖分を含んだ果汁を抽出、8 週
間かけてゆっくりと発酵。

リースリング アイス ワイ
ン 2014
UMERI14
375ML 9,400円
JAN : 4580018603746

シャンパーニュのスタイルを目指した
瓶内二次発酵の

プレミアムスパークリングワインを生産。

エロイカ

アメリカ/ワシントン
ドイツ、DR.ローゼンとのコラボ。
ワシントンとモーゼルの
リースリングの協演。

化粧箱入り 化粧箱入り
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コル ソラーレ

アメリカ/ワシントン

テネット

アメリカ/ワシントン

スティムソン

アメリカ/ワシントン

【AVA：レッド マウンテン】 
○CS88%/CF6%/M4%/Sy2% 
○赤 /フルボディ  

約 16ha の自社畑を所有。醸造所を
頂点とし放射線状に広がった区画は、
品種毎に風や日光の当たり方、傾斜や
植樹率など綿密に計算されている。新
樽 100％のフレンチオークで 22ヶ月
熟成、エレガントでシルクのような口
当たり。

コル ソラーレ 2013

ULSOC13
750ML 15,900円
JAN : 4582203120946

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○CS77%/CF10%/M8%/Mb5%
○赤 /フルボディ  

コル ソラーレのセカンドラベル。自社
所有のレッド マウンテンの葡萄を主体
に使用。熟成はフレンチオークの新樽
50％で 17ヶ月。コル ソラーレの特
徴を感じさせながらも、若いうちでも
熟成させても楽しむことができる。

シャイニング ヒル 2013

ULSOS13
750ML 8,600円
JAN : 4582203120991

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Gr40%/Sy35%/Mv25% 
○赤 /フルボディ  

厳選した古樹からのローヌ品種を南
ローヌの伝統的な製法で醸造。一部の
ロットの熟成には 500L の大樽を使用
することで、フレッシュな味わいを保つ。
非常に高い凝縮感を持ち、長い余韻と
長熟のポテンシャルがある。

テネット グルナッシュ シラー 
ムールヴェードル 2013
ULTNA13
750ML 12,200円
JAN : 4582203109484

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Sy90%/Gr4%/Mv4%/Vn2% 
○赤 /フルボディ  

テネットのセカンドワインでフクロウの
ラベルが目を惹く。古樹からのローヌ
品種を一部全房で発酵。熟成にはフレ
ンチオーク、アメリカンオーク、一部
大樽を使用。野性味とフィネスを感じ
る仕上がり。

ザ パンディット シラー 
2016
ULTNB16
750ML 5,000円
JAN : 4580018613141

【AVA：ウィラメット ヴァレー】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

ジョリー土壌、ネキア土壌と呼ばれる火
山性土壌主体の、4つの単一畑の葡萄
から造られるリザーヴタイプ。テロワー
ルが反映され豊かなアロマを兼ね備え
た仕上がりで、若いうちでも熟成させて
も楽しめる。

エステート セレクション 
ピノ ノワール 2016
ULOES16
750ML 5,400円
JAN : 4580018618146

【ワシントン】 
○CS/M 
○赤 /ミディアムボディ  

シャトー サンミッシェルのエントリーワ
イン。長い日照と冷涼な夜に恵まれ、
凝縮したフレーバーとアロマをそなえ
る葡萄を、カジュアルなスタイルに仕
上げたシリーズ。果実味と、柔らかさ
のバランスが取れたスタイル。
※4月以降ラベル変更予定

カベルネ ソーヴィニヨン 
2018
ULSEC18
750ML 1,770円
JAN : 4582203088703

【ワシントン】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

シャトー サンミッシェルのエントリーワ
イン。熟したリンゴやメロンにキャラメ
ルの香り、さわやかな酸味と樽由来の
香ばしさのバランスが取れている。
※4月以降ラベル変更予定

シャルドネ 2018

ULSEH18
750ML 1,770円
JAN : 4582203088710

イタリア、アンティノリとのコラボ。
伝統のワイン造りと

ワシントンのテロワールの融合。

南フランスの生産者、
コンサルタントとのコラボ。
シラーの可能性を追求する。

イーラス

アメリカ/オレゴン
オレゴンワイン近代化の先駆者、
ディック イーラスのワイナリー。

長い日照と冷涼な夜に恵まれ、
凝縮したフレーバーとアロマを

そなえる葡萄をカジュアルなスタイルに
仕上げたシリーズ。 

【ワシントン】 
○M100% 
○赤 /ミディアムボディ  

シャトー サンミッシェルのエントリーワ
イン。長い日照と冷涼な夜に恵まれた
完熟葡萄を、カジュアルなスタイルに
仕上げたシリーズ。赤系果実の香りに、
バニラやトーストしたオークが調和。
※4月以降ラベル変更予定

メルロ 2018

ULSEM18
750ML 1,770円
JAN : 4582203088727
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【オレゴン】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

凝縮感のあるクローンと区画からの葡
萄を使用。フレンチオークで熟成（新
樽比率 25％）。しっかりとした色調が
あり黒系果実、樽由来の香り、スパイ
スが贅沢に感じられ、リッチでふくよか
なタイプ。

レスプレンデント 2017

ULOER17
750ML 4,000円
JAN : 4580018613110

【オレゴン】 
○PN100% 
○赤/ミディアムボディ  

ウィラメットヴァレーを中心に、オレ
ゴン各地にある所有及び契約の畑
(約25箇所)から選別。熟成はフレン
チオーク（新樽20％）を使用し、極力
種子の苦味がワインに反映されない
ようフルーティに仕上げる。

ピノ ノワール 2017

ULOEN17
750ML 3,360円
JAN : 4580018618153

【オレゴン】 
○PN100% 
○ロゼ /辛口  

エレガントさを表現するために、土壌
やクローンを厳選。過度な色彩とタン
ニンの抽出を避けるため、醸しはわず
かで丁寧にプレスする。果実味とアロ
マを引き出すため、ステンレスタンク
で発酵。溌剌としたロゼ。

ピノ ノワール ロゼ 
2017
ULOET17
750ML 3,360円
JAN : 4580018602596

【オレゴン】 
○PG100% 
○白 /辛口  

手摘み収穫した葡萄を全房でプレスし
低温発酵。マロラクティック発酵や樽
熟は行わない、生き生きとしたスタイ
ル。メロンやバラの花びらなどの魅惑
的な香りと青リンゴやレモンなど、
ジューシーな風味が感じられる。

ピノ グリ(スクリュー ) 
2016
ULOEB16
750ML 3,000円
JAN : 4580018614100

【AVA：スタッグス リープ ディストリクト】 
○CS100% 
○赤 /フルボディ  

冬に適度な降雨量があり、安定的な気
候の続いた生育期により十分な収穫量
が得られた年。複雑味と柔らかいタン
ニンが特徴。リッチでよく熟した黒系
果実を凝縮させたような味わいと、甘
やかなタンニンが特徴的。

カスク23 カベルネ 
ソーヴィニヨン 2012
ULSLC12
750ML 47,900円
JAN : 4582203108739

【AVA：スタッグス リープ ディストリクト】 
○CS100% 
○赤 /フルボディ  

華やかなフェイ由来の香りと、SLV 由
来の骨格とミネラルを思わせる味わい
が特徴的な年。黒系果実、ドライイチ
ジク、スミレ、ヘーゼルナッツ、ココ
アの複雑なアロマ。リッチで華やか、
非常になめらかなタンニン。

カスク23 カベルネ 
ソーヴィニヨン 2015
ULSLC15
750ML 49,700円
JAN : 4580018607171

【AVA：ナパ ヴァレー】 
○CS100% 
○赤 /フルボディ  

ＳLＶはスタッグス リープ ヴィンヤード
の略。冷涼で低収量の年。バランスは
よくエレガントで、ローストした栗、紅
茶、クローブ、チョコやチェリーのアロ
マ。たっぷりとしたタンニンと、長い余
韻が特徴的。

SLVエステート カベルネ 
ソーヴィニヨン 2011
ULSLS11
750ML 30,000円
JAN : 4582203103918

【AVA：スタッグス リープ ディストリクト】 
○CS100% 
○赤 /フルボディ  

比較的温暖な気候で干ばつが続いたが
春に降った雨のおかげで乾燥を避けら
れた年。ココア、ブラックベリー、ス
パイスの香りと鉱物のニュアンス。シ
ルキーで丸みのあるタンニンと豊かな
ミネラル感。

SLVエステート カベルネ 
ソーヴィニヨン 2015
ULSLS15
750ML 31,800円
JAN : 4580018613011

【AVA：ナパ ヴァレー】 
○CS100% 
○赤 /フルボディ  

冷涼な年で低収量。バランスは良くエ
レガントで食事に寄り添う穏やかで控え
めな味わいの年。リコリスのヒントに、
ダークラズベリー、モカやバニラのア
ロマ。しっかりとした骨格のあるタンニ
ンを感じられる。

フェイ エステート カベルネ 
ソーヴィニヨン 2011
ULSLF11
750ML 24,200円
JAN : 4582203103901

【AVA：スタッグス リープ ディストリクト】 
○CS100% 
○赤 /フルボディ  

比較的温暖な気候で干ばつが続いたが
春に降った雨のおかげで乾燥を避けら
れた年。熟した果実感とシルキーなタ
ンニンの良いバランスがとれている。

フェイ エステート カベルネ 
ソーヴィニヨン 2015
ULSLF15
750ML 27,700円
JAN : 4580018610782

【AVA：ナパ ヴァレー】 
○CS86%/M11%/Mb3% 
○赤 /フルボディ  

「パリスの審判」以降、ワインメーカー
達に引き継がれたスタッグスの伝統と
技法を表現する「手印」。区画毎の管
理を行い、醸造所はグラヴィティシステ
ムを採用。熟成はオーク樽で17ヶ月。

ハンズ オブ タイム レッド 
ブレンド 2014
ULSLH14
750ML 5,700円
JAN : 4582203129475

スタッグス リープ
ワイン セラーズ

アメリカ/カリフォルニア
「パリスの審判」の主役にして、

伝統に磨きをかける
カリフォルニアを代表する名門。

ア
メ
リ
カ

オ
レ
ゴ
ン
／
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア



45

【AVA：ナパ ヴァレー】 
○CS91%/M6%/PV2%/Mb1% 
○赤 /フルボディ  

ナパ ヴァレー各地の良質な葡萄を使う
ことから、ギリシャの狩猟の女神であ
るアルテミスと名づけられた。熟成は
フレンチオーク 34％、アメリカンオー
ク 4％で約 16ヶ月。優れた構成力を
持つワイン。

アルテミス カベルネ 
ソーヴィニヨン 2016
ULSLT16A
750ML 10,000円
JAN : 4580018613134

【AVA：ナパ ヴァレー】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

カリアはギリシャ語で「優雅さ」を意
味する。海からの冷涼な風を受けた爽
やかな酸味を持つシャルドネを使用。
約 9 割ＭLＦを行い、ステンレスタンク
とフレンチオーク樽（新樽 34％）で
約8ケ月間、熟成させる。

カリア シャルドネ 2017

ULSLK17A
750ML 5,700円
JAN : 4580018616944

【AVA：ナパ ヴァレー】 
○SB86%/SM10%/Se3%/Mc1% 
○白 /辛口  

アヴィータとはギリシャ神話で「水の
神」の意。オークノルの自社畑を中心
にナパの中でも冷涼な畑の葡萄を厳
選。品種独特のハーブ香と果実味、古
樽熟成による複雑な旨みが魅力的。

アヴィータ ソーヴィニヨン 
ブラン 2017
ULSLB17
750ML 4,430円
JAN : 4580018613127

【AVA：サンタ ルシア ハイランズ】 
○PN100% 
○赤 /フルボディ  

カリフォルニアを代表しパワフルなピノ 
ノワールの栽培家として知られる、ピ
ゾーニ家の葡萄を野生酵母で開放式の
樽にて発酵。熟成にはフレンチオーク
（新樽 75％）を使用。味わいに深み
と複雑味をもたらす。

ピゾーニ ヴィンヤード 
ピノ ノワール 2014
ULPHN14
750ML 16,800円
JAN : 4582203123688

【AVA：ロス カーネロス】 
○PN100% 
○赤 /フルボディ  

44 もの区画に分けられるハイド ヴィ
ンヤードの、「カレラ＝ハイド」クロー
ンのピ ノ ノワールを使用。果実の複
雑味とピュアさが共存し、酸が豊富で
色々な表情を併せ持つ味わいに仕上が
る。

ハイド ヴィンヤード 
ピノ ノワール 2016
ULPHS16
750ML 14,000円
JAN : 4580018610737

【AVA：ソノマ コースト】 
○PN100% 
○赤 /フルボディ  

ほぼ全ての葡萄をパッツ＆ホールが入
手。南向きの斜面により育まれる果実
味と、西にある丘に遮られ気温が急降
下する日没後に形成される酸とのバラ
ンスが絶妙。華やかな香りを産み出す。

チェノウェース ランチ 
ピノ ノワール 2014
ULPHM14
750ML 14,000円
JAN : 4582203123671

【AVA：ソノマ コースト】 
○PN100% 
○赤 /フルボディ  

ギャップス クラウンは特有の岩を多く
含んだ水捌けの良い土壌で、ピノ ノ
ワールにとって最適な環境。野生酵母
で発酵し、熟成はフレンチオーク（新
樽60％）で行う。

ギャップス クラウン 
ピノ ノワール 2015
ULPHE15
750ML 14,000円
JAN : 4580018610768

【カリフォルニア】 
○CS90%/PS10% 
○赤 /ミディアムボディ  

ロットごとに醸造、新古両方の樽を組
み合わせて熟成。瓶詰めの前に最終の
ブレンドを行う。リッチで濃いカリフォ
ルニアらしさを追求した、果実味のイ
ンパクトがあるダークなスタイル。

モットー カベルネ ソー
ヴィニヨン 2014
ULMTA14AI
750ML 2,360円
JAN : 4582203119599

【カリフォルニア】 
○Zn/CS 
○赤 /ミディアムボディ  

フレンチオークの古樽で熟成。プラム
やクランベリーのような果実の香り、
チョコレートなどのニュアンス。カリフォ
ルニアらしさを追求したインパクトのあ
る果実味とスパイシーが同居する口当
たりのよいタイプ。

モットー ジンファンデル 
2015
ULMTB15AI
750ML 2,360円
JAN : 4582203119605

【カリフォルニア】 
○SB100% 
○白 /辛口  

クリスピーで爽やかなソーヴィニヨン 
ブラン。青リンゴやパッションフルーツ
のアロマと、爽やかでキレのある酸。
爽快な草の香りが口いっぱいに広がる。

モットー ソーヴィニヨン 
ブラン 2016
ULMTD16
750ML 2,360円
JAN : 4582203127952

パッツ&ホール

アメリカ/カリフォルニア
カリフォルニアの

プレミアム ピノ＆シャルドネを
手がける生産者。

モットー

アメリカ/カリフォルニア
リッチでダーク、

個性的なルックス＝カリフォルニアらしい
「モットー」
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【AVA：ソノマ コースト】 
○PN100% 
○赤 /フルボディ  

標高約 150ｍの砂利混じりのローム
土壌で、緩やかに波打つように傾斜し
た 7ha の畑。開放式の樽で発酵し、
フレンチオーク（新樽 50％）で熟成。
凝縮感と複雑味を兼ね備えたワイン。

ジェンキンス ランチ 
ピノ ノワール 2015
ULPHD15
750ML 11,500円
JAN : 4580018610751

【AVA：ロシアン リヴァー ヴァレー】
○Ch100% 
○白 /辛口  

全房をプレスし、野生酵母を使用し開
放式の樽でマロラクティック発酵。澱
につけたまま 1 週間に 1 度バトナー
ジュし、フレンチオーク樽で 10ヶ月熟
成。複雑さがありながらも美しい骨格
を兼ね備えている。

ジオ トニー シャルドネ 
2015
ULPHH15
750ML 14,000円
JAN : 4580018610775

【AVA：ロス カーネロス】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

1979 年にラリー ハイドによって開拓
された畑。水はけの良い砂質の土壌か
ら作られる収量の低いシャルドネは凝
縮感がある。熟成はフレンチオーク（新
樽 40％）を使用。ミネラル感豊かな
味わいと樽由来のニュアンス。

ハイド ヴィンヤード 
シャルドネ 2016
ULPHF16
750ML 11,600円
JAN : 4580018610720

【AVA：ロシアン リヴァー ヴァレー】
○Ch100% 
○白 /辛口  

ソノマ カウンティ西部の中では最も古
い畑の一つ。手摘み収穫し野生酵母で
全房発酵、フレンチオーク（新樽35％）
で熟成。後味にわずかなほろ苦さを感
じるのが特徴的。

ダットン ランチ 
シャルドネ 2016
ULPHC16
750ML 7,700円
JAN : 4580018618177

【メンドシーノ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

太平洋からわずか 11km 余り、標高
780ｍの場所に位置する畑。高標高
と海からの影響による夜の寒さがもた
らす、しっかりした酸味と、強い太陽が
もたらす粘性のある果実味とが絶妙な
バランス。

アルダー スプリングス 
ヴィンヤード シャルドネ 2015
ULPHG15
750ML 11,600円
JAN : 4582203123657

【AVA：ソノマ コースト】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

単一畑のダットンランチを含む、グリー
ン ヴァレー、ソノマ ヴァレー、ロシア
ン リヴァー ヴァレーなど優れた畑から
の葡萄をブレンド。シナモンやクロー
ブなどのスパイスやチョコなどの芳醇
な香りで、口当たりはとても滑らか。

ソノマ コースト 
ピノ ノワール 2016
ULPHB16
750ML 8,000円
JAN : 4580018613165

【AVA：ソノマ コースト】
○Ch100% 
○白 /辛口  

サンチェティヴィンヤードとギャップス
クラウンの畑を中心に使用。サンチェ
ティの葡萄は豊かな果実味を、ギャッ
プス クラウンの葡萄はミネラル感と溌
剌とした酸をもたらす。複雑でリッチな
味わい。

ソノマ コースト 
シャルドネ 2016
ULPHA16
750ML 6,800円
JAN : 4580018613158

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○CS80%/M18%/Sy2% 
○赤 /ミディアムボディ  

コロンビア ヴァレーの中でも温暖で収
量の低い畑から凝縮味のある葡萄を厳
選。アメリカンオークの古樽で 9ヶ月
熟成。熟した果実味とシルキーな口当
たり。余韻は力強く滑らか。

ドラムヘラー カベルネ 
ソーヴィニヨン 2015
ULDHA15
750ML 2,860円
JAN : 4582203123718

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

コロンビア ヴァレーの中でも高品質の
シャルドネが作られるホース ヘヴン ヒ
ルズの畑の葡萄を使用。16 年のハン
グタイムは、ワシントン州の記録の中
で最も長いものになった年。トロピカ
ルな果実と、スモーキーな口当たり。

ドラムヘラー シャルドネ 
2016
ULDHC16
750ML 2,860円
JAN : 4580018606396

サン ミッシェル
ワイン エステーツ

アメリカ/ワシントン
サン ミッシェル ワインエステーツの中核。

ワシントンワインのパイオニア。

【AVA：コロンビア ヴァレー】 
○Sy93%/Gr7% 
○ロゼ /辛口  

コロンビア ヴァレーの複数の畑から、
昼夜の寒暖差がもたらす自然な酸を残
しながら完熟した房を厳選。ピンク グ
レープフルーツや桃の花のような生き
生きとした香り。色調を残すため低温
で発酵。

アニュー ロゼ 2016

ULNEA16
750ML 2,360円
JAN : 4582203121516
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【AVA：リボン リッジ】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

小さな木桶を使い、野生酵母で一部全
房発酵。フレンチオーク（新樽 40％）
で 11ヶ月熟成し、無濾過、無清澄で
瓶詰。ボー フレール厳選のクローンが
植えられたプレミアム区画からの限定
キュヴェ。

アッパー テラス 
ピノ ノワール 2017
ULBFD17
750ML 26,500円
JAN : 4580018613646

【AVA：リボン リッジ】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

名は「義姉妹」の意。3 つの自社畑
の最上のロットをバレルセレクトしたプ
レミアムキュヴェ。ビオディナミ農法を
実践し、野生酵母で一部全房発酵。フ
レンチオーク（新樽 38％）で 11ヶ
月熟成し、無濾過、無清澄で瓶詰。

ベル スール 
ピノ ノワール 2017
ULBFE17
750ML 26,500円
JAN : 4580018613653

【AVA：リボン リッジ】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

南、南東向き斜面の堆積土壌の自社
畑。野生酵母、一部全房で小さな木
桶を使い発酵。フレンチオーク（新樽
45％）で 11ヶ月熟成。無濾過、無
清澄。しっかりとした酸と、土壌由来
のすみれのような香りが特徴。

ボー フレール ヴィンヤード 
ピノ ノワール 2017
ULBFB17
750ML 24,200円
JAN : 4580018613639

【AVA：ウィラメット ヴァレー】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

自社畑と契約するウィラメット ヴァレー
の優良 8 畑をアッサンブラージュ。野
生酵母、一部全房で小さな木桶を使い
発酵。フレンチオーク（新樽 41％）
で 10ヶ月熟成。無濾過、無清澄で瓶
詰め。

ウィラメット ヴァレー 
ピノ ノワール 2017
ULBFA17
750ML 15,000円
JAN : 4580018613622

多彩なクローンでテノワールを表現
ボー フレール
1986年 マイケル エッツェルと義兄のロバート パーカーが共同設立しました。2016年にはワ
インスペクテーター　「World’s Top 100 Wines」で3位獲得。
2017年にアンリオファミリーの傘下に入りました。
多様なクローンを組み合わせ植樹し、畑のテロワールを最
大限に表現するピノ ノワールを生み出しています。
醸造は野生酵母を活かし最低限の介入にとどめています。
長く、ゆったりとした発酵により、複雑なアロマ、フレーバー
を引き出します。

BEAUX FRÈRES
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【AVA：ロス カーネロス】 
○CS53%/M47% 
○赤 /フルボディ  

約 2.4ha、樹齢 21－24 年のメルロ
と、約 20 年のカベルネを使用。21
－35 日かけて発酵、品種ごとにフレン
チオークの新樽（50％）で 6ヶ月間
熟成し、ブレンド後更に新樽で 12ヶ
月熟成。Belle Cousine とは「美し
いいとこ」の意。

ベル クジーヌ 2014

ULHVB14
750ML 13,400円
JAN : 4580018611628

【AVA：ロス カーネロス】 
○Sy100% 
○赤 /フルボディ  

約 1.2ha の畑。1 本の枝に一房のみ
残すという徹底した収量制限により、
凝縮感を高める。半分はオープントッ
プのタンクで、残りを密閉したタンク
で発酵。熟成は樽で 22ヶ月、無ろ過
で瓶詰め。

カリフォルニオ シラー 
2015
ULHVS15
750ML 14,900円
JAN : 4580018611635

【AVA：ソノマ マウンテン】 
○PN100% 
○赤 /フルボディ  

ブルゴーニュタッチのピノ ノワールを
再現するため、海抜約 375－450ｍ
のソノママウンテン AVA、ヴァン デル 
キャンプ ヴィンヤードの葡萄を採用。
12 日間発酵した後フレンチオークで
17ヶ月熟成、無ろ過で瓶詰め。

イザベル ピノ ノワール 
2016
ULHVP16
750ML 21,500円
JAN : 4580018611659

【AVA：ロス カーネロス】 
○PN100% 
○赤 /フルボディ  

2000 年に新たに植樹した 0.76ha
のピノ ノワールの畑から収穫。熟成は
フレンチオーク（新 樽 15％）で
17ヶ月。無ろ過、無清澄で瓶詰め。
葡萄本来の味わいとポテンシャルを表
現。凝縮感と複雑味がありながら生き
生きとした仕上がりが特徴。

イグナシア ピノ ノワール 
2016
ULHVR16
750ML 21,500円
JAN : 4580018611642

00

DRCの共同経営者であるオベール ド ヴィレーヌと、
有名葡萄栽培家ラリー ハイドとのコラボレーション。

ハイド ド ヴィレーヌ HYDE DE VILLAINE

ハイド ヴィンヤード 60ha

所有畑 作付面積

ブルゴーニュとカリフォルニアのマリアージュ

左：オベール ド ヴィレーヌ　右：ラリー ハイド

【AVA：ロス カーネロス】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

カリフォルニア屈指の名畑、ハイドヴィ
ンヤードで栽培されるシャルドネのオー
ルドウェンテとカレラのクローンを使
用。樽で発酵しフレンチオークで（新
樽20％）で11ヶ月熟成させ、清澄・
濾過は行わずに瓶詰め。

カーネロス シャルドネ 
2016
ULHVC16
750ML 12,200円
JAN : 4580018611611

｢パリスの審判｣に審査員として立会い、カリフォルニアワ
インの可能性をいち早く知ったドメーヌ ド ラ ロマネ・コ
ンティの共同経営者であるオベール ド ヴィレーヌ。そし
て、｢キスラー｣、｢パッツ&ホール｣などの名だたるワイン生
産者へも葡萄を供給してきた｢ハイド ヴィンヤード｣のラ

リー ハイド。 ド ヴィレーヌの妻となった、パメラがハイドの従姉妹にあたる
ことから、2000年に二人のパートナーシップが成立しました。
2002年からはステファン ヴィヴィアーが醸造責任者を務め、ブルゴーニュ
の造りと、ナパ ヴァレーでも冷涼な
ロス カーネロス地区のハイド ヴィ
ンヤードの優良なテロワールの融合
を実現しています。
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ニールソン ヴィンヤード 170ha

所有畑 作付面積

冷涼な気候を活かしたエレガントなカリフォルニア ピノ ノワール
バイロン
1984年にケン ブラウンがサンタ バーバラ地区サンタ マリアAVAに創設

選び抜いたクローンを植樹し、密植栽培を実施しています。

1964年にサンタ バーバラで初めて（商業用として）植えられた葡萄畑を所有する
ワイナリー。
世界でも稀に見る生育期間の長い冷涼なサンタ バーバラで、ピノ ノワールと
シャルドネにこだわりワイン造りを行っています。

ニールソン

【AVA：サンタ マリア ヴァレー】 
○PN100% 
○赤 /フルボディ  

発酵の段階でルモンタージュとピ
ジャージュを繰り返すことにより、
しっかりと抽出。その後フレンチオー
ク（新樽70％）で16ヶ月間熟成。ダー
クプラム、ブルーベリーなどの色の濃
い果実やシナモン、クローブに加え、花
やスモークなど非常に香りが豊か。

モニュメント ピノノワール 
2016
ULBRE16
750ML 12,900円
JAN : 4580018616258

【AVA：サンタ マリア ヴァレー】 
○PN100% 
○赤 /フルボディ  

サンタ マリア ヴァレー東に位置し、暖
かい気候により色濃く、よく熟した味わ
いが特徴。100％除梗した後、低温で
35 日間醸しを行う。100％フレンチ
オーク（新樽比率 35％）で 15ヶ月
間熟成することでリッチなテクス
チャー、滑らかなタンニンを引き出す。

ニールソン ヴィンヤード 
ピノノワール 2014
ULBRC14
750ML 6,600円
JAN : 4580018602527

【AVA：サンタ バーバラ】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

冷涼なサンタ バーバラは水はけがい
い土壌で、太平洋からフレッシュで乾
燥した風が吹く。エリアの特徴を生か
すため、フレンチオーク（新樽 5％）
で12ヶ月熟成。樽のニュアンスをしっ
かりと感じる長い余韻。

サンタバーバラ
ピノノワール 2016
ULBRA16
750ML 3,540円
JAN :4580018621955

【AVA：サンタ マリア ヴァレー】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

ウェンテクローンから得られる大小の
葡萄の粒がワインに複雑味を与える。
フレンチオーク（新樽比率 52％）で
15ヶ月間熟成。柑橘系やミネラルフ
レーバーに加えてハチミツのニュアン
スが感じられ、樽由来の香り、味わい
が溶け込んだ非常にリッチなワイン。

ニールソン ヴィンヤード 
シャルドネ 2017
ULBRD17
750ML 5,200円
JAN : 4580018616135

【AVA：サンタ バーバラ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

太平洋から乾燥した風が流れるこの土
地ならではの自然な酸を活かす為、
80％ステンレスタンク、20％フレン
チ古樽で 10ヶ月熟成。イチジクやハ
チミツ、スパイス、赤リンゴなど多様
な香り。溌剌かつ濃縮感のある味わい。

サンタバーバラ シャルドネ 
2017
ULBRB17
750ML 3,180円
JAN : 4580018616128

ワインメーカー  ジョナサン ナギー

ワインメーカー ライアン ペース

ジャクソンファミリーが
バイロンとともに、
品質にこだわり作り出す
サンタバーバラの
ピノノワールとシャルドネ。

BYRON

NIELSON
BY BYRON

ア
メ
リ
カ

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア



50

オーガニックワインのパイオニア
ボンテッラ
ボンテッラとはフランス語、ラテン語の造語で「良き
土、良き大地」を意味します。3年以上、無農薬、無化学
肥料、無除草剤を経て、カリフォルニア州最大の有機
農法認定機関であるCCOFの認定を受けた自社畑と
一部契約栽培農家の葡萄から造られます。カリフォル
ニア州メンドシーノ地区で600haの有機栽培葡萄園
を所有し、一部にはビオディナミ農法も取り入れ、
demeterの認証を受けています。

【カリフォルニア】 
○CS81%/Sy6%/Mb3%/PS3%/
その他7% 
○赤 /ミディアムボディ  

カリフォルニアの有機栽培ワインの先
駆者。黒系ベリーやコーヒー、バニラ
など芳醇な香りがあり、タンニンも程
よく溶け込んでいる。エレガントさを
感じる味わい。

カベルネ ソーヴィニヨン 
2017
ULFBS17
750ML 2,770円
JAN : 082896780402

【カリフォルニア】 
○M76%/Zn13%/PS6%/CS2%/
その他3% 
○赤 /ミディアムボディ  

チェリーやベリー系のフレーバーと滑ら
かなタンニンが甘いオーク香によって
引き立ち、ベルベットのようなフィニッ
シュが心地よく続く。

メルロ 2017

ULFBM17
750ML 2,770円
JAN : 4580018606150

【メンドシーノ】 
○Zn83%/PS16%/その他1% 
○赤 /ミディアムボディ  

カリフォルニア ジンファンデルとしては
穏やかなスタイル。コーヒーやカラメ
ルを思わせる甘く魅惑的な香りと華や
かな果実香。

ジンファンデル 2016

ULFBZ16
750ML 2,770円
JAN : 082896780129

【カリフォルニア】 
○Ch92%/Mc2%/Vn1%/Ru1%/
その他4% 
○白 /辛口  

青リンゴや洋梨、柑橘系のフレッシュ
な果実の香りがあり、味わいは豊かで、
クリーミーな舌触り。

シャルドネ2018

ULFBC18
750ML 2,770円
JAN : 082896780419

【カリフォルニア】 
○SB99%/その他1% 
○白 /辛口  

ソーヴィニヨンに少量のマスカットと
シャルドネをブレンド。グレープフルー
ツ、トロピカルフルーツ、マスカット、
ハーブの香りに溢れる。

ソーヴィニヨン ブラン 
2017
ULFBB17
750ML 2,770円
JAN : 4580018609144

【メンドシーノ】 
○Vn99%/その他1% 
○白 /辛口  

桃や花を思わせる華やかで力強い香り
と、アプリコットのフレーバーが樽の
ニュアンスに支えられた魅力的な白ワ
イン。

ヴィオニエ 2017

ULFBV17
750ML 2,770円
JAN : 4580018609137

BONTERRA
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ワインの「本質」「真髄」を追い求めて
クィンテッサ
もともとはケイマス所有の畑を、サンフランシスコの有名レストラン「オマー カイヤム」のオー
ナー、ジョージ マーディキアンが1904年に買い取りました。土地の力を活かした高品質なワ
イン造りを夢見ていましたが、その夢が叶わぬまま、1990年にマーディキアン家から畑を受
継いだのがチリ出身のワイン投資家で1960年代にコンチャ イ トロの経営者として同社を大
きく成長させた現オーナーのヒュネーウス夫妻です。所有しているナパヴァレー ラザフォード
にある約69haの葡萄畑は、ミクロクリマや土壌の異なる26の区画に分かれており、区画ごと
の丁寧できめ細かい栽培と醸造を行っています。

【AVA：ラザフォード】 
○CS/M/CF/PV/Cm 
○赤 /フルボディ  

1994 年リリース。ナパ ヴァレー、ラ
ザフォードから生まれる屈指の「カルト
ワイン」。ビオディナミで育てられた葡
萄で造る、高級かつ明快なカベルネ主
体のワインで、オーク由来の繊細な花
やクレームブリュレ、バニラの香り。

クィンテッサ 2015

ULQTQ15
750ML 27,700円
JAN : 4580018612779

多様なミクロクリマと
土壌の力を表現したワイン
ファウスト

【AVA：ナパ ヴァレー】 
○CS/M/Mb/CF/PV 
○赤 /フルボディ  

所有する約 69ha の葡萄畑を傾斜や
標高、ミクロクリマや土壌により26区
画に分ける。ベクストファー、パルメイ
ヤー、ステージコーチなどの、ナパ ヴァ
レーでも屈指の銘畑からの葡萄を使
用。2004 年にビオディナミに転換済
み。

ファウスト 2016

ULQTF16
750ML 10,600円
JAN : 4580018612793

【カリフォルニア】 
■格付け :  
○SB53%/SM40%/Se7% 
○白 /辛口  

ナパ、ソノマ各地の畑から厳選し手摘
みで収穫した葡萄を全房のままやさし
くプレス。その後、ほぼ野生酵母で様々
な種類の樽やタンクで発酵。澱につけ
たまま熟成をすることでワインに厚み
と複雑さを与える。

イルミネーション 2017

ULQTI17
750ML 8,100円
JAN : 4580018612786

1979年、ナパ スプリングマウンテンでシャルドネに特化した造り手として創業。レーガン政権、
ブッシュ政権下でホワイトハウス御用達のワインとして使われたほか、各国サミットでもサーブさ
れていましたが、1982年に当時のワインメーカーが亡くなり、納得のいくワインが造れなくなった
のを理由にワイナリーは一度休止し、葡萄や他の作物の栽培に専念しました。1998年、ナパにお
いて少量のプティ シラーのワインを生産し、1999ヴィンテージは2002年のカリフォルニアス
テートフェアで「ナパ最高のワイン」という評価を受けま
すが、火事でワイナリーが焼失。2度目の事業停止に見舞
われました。3度目のスタートで、モデスト近郊でのシ
ラー、プティ シラー、カベルネ等の栽培を開始し、ローダ
イにワイナリーを所有。現在はアメリカ国内と日本でワイ
ンを販売。米国内のワイン展覧会のメダル常連であると
共に、ホワイトハウスからの注文も数多く受けています。

ホワイトハウス御用達の輝かしい歴史
シルクウッド

【スタニスラウス】 
○PS100% 
○赤 /フルボディ  

シラーに似ていながら更に粒が小さく、
凝縮味と長熟のポテンシャルに優れた
品種｢プティ シラー｣100％のワイン。
誰がなんと言おうと「Big, Black, 
Bold, Beautiful」なワインを貫くス
タイルにこだわり「マイ ウェイ」と名
づけられた。

プティ シラー マイ ウェイ 
2013
ULSWP13
750ML 7,700円
JAN : 4580018606488

【スタニスラウス】 
○Sy100% 
○赤 /フルボディ  

完熟した葡萄のみを手作業で徹底的に
選定し収穫。3 日間にわたる低温醸し
と、発酵中1日2回のパンプオーバー
を行うことで、果実からの抽出を最大
化。フレンチオークで熟成させ清澄は
行なわず最小限のフィルタリングを経
てボトリング。

シラー 2018

ULSWS18
750ML 5,400円
JAN : 4580018619884

【スタニスラウス】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

ジョン モニック氏の醸造家としての
キャリアにおいて、30年ぶりとなるシャ
ルドネでのワイン造り。所有畑におい
て選ばれた区画で、低収量に抑えて育
てたシャルドネを丁寧にプレスし発酵。
2011年よりガラス栓を採用。

シャルドネ 2014

ULSWH14
750ML 3,680円
JAN : 4582203129178

【スタニスラウス】 
○CS50%/Sy50% 
○赤 /フルボディ  

フレンチオーク (80％がミディアムトー
スト ) で約 13ヶ月熟成。清澄は行な
わず、最小限のフィルタリングのみを
経てボトリング。シラーとカベルネのス
トックをハーフアンドハーフで混醸し
た、マルチヴィンテージのユニークな
スタイル。

キャブ シラー レッド デュ
エット NV
ULSWDAA
750ML 3,400円
JAN : 4560179340247

QUINTESSA

FAUST

SILKWOOD
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時(タイム)と場所(プレース)を表現、唯一無二のワイン
オーパス ワン ワイナリー

バロン フィリップ ド ロートシルトとロバート モンダヴィの情熱によって
誕生したワイナリー
構成力、フィネス、テクスチャーが絶妙なバランスで調和がとれている、
磨き抜かれた宝石のようなワイン

CEO デヴィッド ピアソン

【AVA：ナパ ヴァレー】 
○CS79%/CF7%/PV6%/M6%/
Mb2% 
○赤 /フルボディ 
 
フィリップ ド ロートシルト男爵とロバー
ト モンダヴィの合弁。「作品番号1番」
と言う名は男爵が命名。スキンコンタ
クト 18 日間、フレンチオークの新樽
100％で 18ヶ月熟成。凝縮感のあ
る果実の香り、かすかに森の下草や黒
鉛のニュアンスがアクセント。

オーパス ワン 2012

ULOPR12
750ML 66,500円
JAN : 4582203111005

【AVA：ナパ ヴァレー】 
○CS/M/CF/PV/Mb 
○赤 /フルボディ  

1993 年がファーストヴィンテージの
セカンドワイン。自社畑のボルドー品
種を反映し、ヴィンテージの枠を超えて
オーパス ワン自社畑のエッセンスを捉
えている。複数のヴィンテージをブレ
ンド、ブレンド率や樽熟成のアプロー
チは、常にオーパス ワンとは異なる。

オーヴァチャー NV

ULOVRNV
750ML 28,400円
JAN : 4582203119445

シャトー ペトリュスをはじめとしたボルドーの有名シャトーで素晴らしいワインを造り続ける
クリスチャン ムエックスが、カリフォルニアのナパ ヴァレーで造るワイン。2008年にこの土地
を取得して以来、ムエックスと醸造チームは土壌と気候の研究を重ね、この地で最良のワイン
造りが出来るように畑の改修を実施。2012年のファーストヴィンテージから「ユリシーズ ヴィ
ンヤード」のテロワールを反
映したワインを生み出し、専
門誌からも非常に高い評価
を獲得し続けています。

クリスチャン ムエックスがナパ ヴァレーで造るもう一つの伝説
ユリシーズ

【AVA：ナパ ヴァレー】 
○CS/CF/PV 
○赤 /フルボディ  

ナパ ヴァレー、オークヴィル。マヤカ
マス山脈の麓に広がる扇状地で葡萄栽
培に非常に適した畑。土壌はカベルネ 
ソーヴィニヨンに向いている砂利、粘
土質。

ユリシーズ 2014

ULULY14A
750ML 26,700円
JAN : 4580018603975

UWULY14

JAN : 4580018603982
1500ML 55,000円

ULYSSES

OPUS ONE WINERY

ア
メ
リ
カ

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア



53

【DO：コルチャグア ヴァレー】 
○CS85%/Cm10%/Sy5% 
○赤 /フルボディ  

ロス ヴァスコスでの醸造 10 周年を記
念してリリースした、特別なキュヴェ。
樹齢 70 年を超える特別な区画から葡
萄を厳選。30℃のステンレスタンクで
発酵後、ラフィット製フレンチオークの
新樽で18ヶ月、更に12ヶ月瓶熟成。

ル ディス ド ロス ヴァス
コス 2015
YLVD15
750ML 5,000円
JAN : 4582203059697

【DO：コルチャグア ヴァレー】 
○CS87%/Sy10%/CF2%/Cm1% 
○赤 /フルボディ  

樹齢の高い「エル フライレ」畑を中心
に、より良質の葡萄のみを選りすぐって
造られる。収穫は手摘み。除梗し、伝統
的なボルドーの技法で発酵。20％の新
樽を含む自社製フレンチオークで12ヶ
月熟成。コストパフォーマンスに優れた
ワイン。

グランド レゼルブ 2016

YLVR16
750ML 2,410円
JAN : 7804360121930

【DO：コルチャグア ヴァレー】 
○Cm100% 
○赤 /フルボディ  

区画ごとのミクロクリマを把握、品質
向上を図った自社畑のカルメネールを
100％使用し、除梗してステンレスタ
ンクで発酵。木桶と自社製のフレンチ
オーク（20％新樽）で12ヶ月熟成。

カルメネール グランド レ
ゼルブ 2017
YLVN17
750ML 2,410円
JAN : 4901777255678

【DO：コルチャグア ヴァレー】 
○CS100% 
○赤 /ミディアムボディ  

すべて自社畑で一部オーガニック栽培
の葡萄を使用。ステンレスタンクで発
酵と熟成。カベルネらしいベジーな香
りが強く、ラフィットのエレガンスとコ
ルチャグア ヴァレーの特長がシンプル
に楽しめる、バランスのよいワイン。

カベルネ ソーヴィニヨン 
2017
YLVC7A
750ML 1,650円
JAN : 7804360111900

【DO：コルチャグア ヴァレー】 
○CS90%/Sy10% 
○ロゼ /辛口  

カベルネとシラーのそれぞれの品種の
アロマと爽やかさを引き出すため冷
却。発酵は 12－15℃のステンレスタ
ンクで 3－4 週間かけてゆっくり行わ
れ、果実の華やかな明るい色調と官能
的な魅力を最大限に引き出す。

ロゼ 2017

YLVV7Q
750ML 1,650円
JAN : 4901777219786

【チリ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

自社畑の冷涼な区画と、カサブランカ
やレイダなどにある契約畑から、同社
のスタイルに合った葡萄を選んで収
穫。冷却した葡萄を除梗し、破砕。
14－18℃度に温度管理されたステン
レスタンクで発酵。

シャルドネ 2018

YLVH18
750ML 1,650円
JAN : 7804360311003

【チリ】
○SB100% 
○白 /辛口 

カサブランカ、クリコなど、チリでも屈
指の白葡萄品種の名産地で長期契約
を結んでいる優良な畑から葡萄を厳
選。冷却し除梗後、破砕。12－14℃
に管理されたステンレスタンクで発酵。
ソーヴィニヨン ブランらしい草原を思
わせる香りと爽やかさ。

ソーヴィニヨン ブラン 
2018
YLVS18
750ML 1,650円
JAN : 7804360211914

ドメーヌ バロン ド ロートシルト初の海外進出、
プレミアムチリのパイオニア
ロス ヴァスコス
ロス ヴァスコスはチリに移住したスペイン人により1750年に創業されました。シャトー ラ
フィット ロートシルトを擁するドメーヌ バロン ド ロートシルト（DBR）はチリでワインを造る
ことを決め、銘醸地や生産者の調査を行っていました。その中で選ばれたのが、このロス ヴァ
スコスです。1983年から植え替えや水源の確保、畑の区画ごとのミクロクリマの把握などを
行い、1988年から経営を開始しました。｢ロス ヴァスコス｣の名は18世紀この土地に初めて葡
萄を持ち込み、19世紀にワイン造りを
大きく発展させたスペイン バスク地方
出身の｢エチュニク家｣に因んでいます。

LOS VASCOS

チ
リ
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フランスの伝統とチリのテロワールの融合
ラポストール

ラポストールが世界に誇る トッププレミアムチリ
クロ アパルタ

フランスの伝統を受け継ぎつつサステイナブル農法を実践
チリでも有数の赤ワイン産地コルチャグア ヴァレーのサンタ クルス近くに醸造施設があ
り、グラン マルニエでの成功体験とフランスでのワイン造りの経験を活かし、チリのテロ
ワールを重視したワイン造りを行っています。現在、オーガニック農法の認証「Ceres」を取得
しています。

ボルドーと同じ造りで醸されるボルドーブレンドのワイン。
ビオディナミ農法を実践するアパルタ ヴィンヤードから採れる葡萄で
「クロ アパルタ」ワイナリーで醸されるワールドクラスのワイン。
■2008年ワインスペクテーター Top100で05Vinが堂々一位（96点）！一位獲得は南米
　で唯一。Top 3は3回、Top 100は5回ノミネート。
■ジェームス サックリングでも高得点続出。14Vin:100点、15Vin:100点、16Vin:99点
■アパルタ畑から取れる100％有機栽培ビオディナミの葡萄を使用、一房一房手で除梗。
　4－5週間のマセラシオンの後、100％フレンチオークの新樽で熟成。
■全工程グラヴィティフローの「アパルタ ワイナリー」で醸造。

CEO シャルル デ ブルネ
チリのテロワールのありのまま表現
1994年、グランマルニエ創業者のひ孫であるアレクサンドラ マルニエ ラポストールと夫のシリル デ ブル
ネが設立しました。アンデス山脈の麓、標高850－1,500mに自社畑を所有しています。山岳地帯の冷涼な
気候のため葡萄はゆっくりと徐々に成熟
するため、凝縮感の高い葡萄が収穫でき
ます。また、冷涼な気候下ではポリフェ
ノールがより多く蓄積されます。

フレンチオークを3,500樽所有しプレミ
アムワインのみを生産しています。

【DO：コルチャグア ヴァレー】 
○Cm46%/CS30%/M19%/CF5% 
○赤 /フルボディ  

花崗岩、沖積土土壌のアパルタの区
画。手摘み収穫後、100％除梗。自
然酵母、95％は大型のフレンチオー
クの木桶で、残りはフレンチオーク樽
で発酵。5 週間ほどスキンコンタクト
しフレンチオークのバリックで 26ヶ月
熟成。

クロ アパルタ 2015

YLPSR15
750ML 18,500円
JAN : 4580018609762

【DO：コルチャグア ヴァレー】 
○CS49%/Cm47%/PV4% 
○赤 /フルボディ  

クロ アパルタのセカンドラベル。樽熟
成 12ヶ月目の試飲で、ファーストと
セカンドのセレクションをする。使用す
る葡萄や造りはクロ　アパルタと同等。
果実系の凝縮感のある香りとハーブの
ニュアンス。大きな構成と美しい酸を
持つ味わい。

ル プティ クロ 2015

YLPSP15
750ML 6,500円
JAN : 4580018609755

【チリ】 
○Cm45%/M20%/CS15%/Sy/PN 
○赤 /フルボディ  

手摘み収穫で 100％除梗、熟成はフ
レンチバリックの新樽 100％で 28ヶ
月。ボルドー、ローヌ、ブルゴーニュを
代表する葡萄品種をブレンドして造られ
たワイン。独特の個性を持ちながら、
清涼感ある味わいに仕上げている。

ラポストール ボロボ 
2013
YLPBB13
750ML 15,900円
JAN : 4582203128638

CLOS APALTA
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【DO：カサブランカヴァレー】 
○PN100% 
○赤 /フルボディ  

ピノ ノワールの栽培に向くといわれる、
冷涼なカサブランカヴァレーの自社畑
の葡萄を手摘み収穫。フレンチオーク
とステンレスタンク半々で自然酵母で
発酵。フレンチオークで 14ヶ月熟成。
エレガントな仕上がり。

キュヴェ アレクサンドル 
ピノ ノワール 2017
YLPCF17
750ML 3,540円
JAN : 4580018618160

【DO：カサブランカヴァレー】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

チリで冷涼なシャルドネの産地として知
られる、カサブランカヴァレーの標高
300ｍの自社畑の葡萄を使用。マロラ
クティック発酵は行わない。フレンチ
オーク（新樽 23％）で 10ヶ月熟成。
エレガントながら熟成にも向くシャルド
ネ。

キュヴェ アレクサンドル 
シャルドネ 2016
YLPCD16
750ML 3,540円
JAN : 4580018601315

【DO：ラペルヴァレー】 
○SB88%/SG12% 
○白 /辛口  

アンデス山脈の麓からわずか 5km に
位置し、アンデスからの冷たい空気の
影響を受けた、ラス クラスの畑の葡萄
を使用。ステンレスタンクで 14－
16℃で 3 週間発酵。フレンチオーク
で 5ヶ月熟成。フレッシュで複雑な芳
醇、穏やかな酸が楽しめる。

キュヴェ アレクサンドル 
ソーヴィニヨン ブラン 2016
YLPCG16
750ML 3,540円
JAN : 4580018602572

【DO：ラペルヴァレー】 
○CS85%/Sy15% 
○赤 /ミディアムボディ  

手摘み収穫し約 28℃に温度管理され
たステンレスタンクで 3－4 週間発酵。
熟成は 40% をタンク、60% をフレ
ンチオークの古樽で 4ヶ月間。深紫色
でフレッシュなチェリーやプラムのよう
な赤系果実の香りがあふれる。

ラポストール カベルネ 
ソーヴィニヨン 2015
YLPAA15
750ML 2,150円
JAN : 4582203111838

【DO：ラペルヴァレー】 
○Cm88%/Sy12% 
○赤 /ミディアムボディ  

手摘み収穫し 50％除梗、天然酵母で
ステンレスタンク発酵。20％をフレン
チオーク（5％新樽）で 4ヶ月熟成、
残りはタンクを使用。赤紫色のベリー
系とペッパーの香り、口当たりはなめ
らかで軽やか。

ラポストール 
カルメネール 2015
YLPAC15
750ML 2,150円
JAN : 4582203111821

【DO：ラペルヴァレー】 
○Sy28%/Cm23%/CS25%/M22%/CF2% 
○赤 /ミディアムボディ  

フランスで培ったアッサンブラージュの
技術を体現し、5 品種のブレンドで造
られるチリブレンド。熟成はフレンチバ
リックの古樽で 12ヶ月間。エレガント
でバランスの良いタンニンが、ほのか
な苦味と美しく調和した味わい。

ラポストール ル ルージュ 
2014
YLPAR14
750ML 2,360円
JAN : 4580018614650

【DO：ラペルヴァレー】 
○Cs56%/Sy25%/Gr12%/Mv7% 
○ロゼ /辛口  

サンソー、シラーなどの南仏品種のフ
レッシュな味わいを大切にするため低
温管理したステンレスタンクで醸したロ
ゼ。淡いサーモンピンク。杏やグレー
プフルーツ、バラなどの花の香りとしっ
かりした口当たり。

ラポストール ル ロゼ 
2016
YLPAS16
750ML 2,150円
JAN : 4582203121134

【チリ】 
○Gr85%/Cr15% 
○赤 /フルボディ  

マウレのドライファーミングの畑。古樹
のパイスの台木にグルナッシュを接ぎ
木。手で丁寧に除梗後、7 日間 10℃
で低温浸漬。ＭLＦ後、古樽で 17ヶ月
熟成。生産量が少ない特別キュヴェを
集めたコレクションライン。

ラポストール コレクション 
グルナッシュ 2017
YLPBD17
750ML 4,650円
JAN : 4580018612601

【DO：コルチャグア ヴァレー】
○Se82%/Ttl15%/Vn3% 
○白 /辛口  

セミヨンとトロンテルの古樹を使用。
セミヨンは果皮と共に発酵し、9ヶ月
間大樽で熟成。1,000 本にも満たな
い生産本数。生産量が少ない特別キュ
ヴェを集めたコレクションライン。

ラポストール コレクション 
セミヨン トロンテル 2018
YLPBC18
750ML 4,650円
JAN : 4580018617712

【DO：コルチャグア ヴァレー】 
○CS90％/CF4%/PV4%/Cm2% 
○赤 /フルボディ  

1920 年に植樹された畑のカベルネ
を一部使用し、一部はクロ アパルタの
ワイナリーで手で丁寧に除梗。ステン
レスと木桶で発酵し、フレンチオーク
（新樽 26％）で 10ヶ月熟成。しっか
りとしたタンニンが余韻、骨格を支え
る。

キュヴェ アレクサンドル 
カベルネ ソーヴィニヨン 2017
YLPCA17
750ML 3,540円
JAN : 4580018608666

【DO：コルチャグア ヴァレー】 
○M87%/Cm13% 
○赤 /フルボディ  

手摘み収穫後、手で丁寧に除梗され、
ステンレスと木桶で発酵。フレンチオー
ク（新樽 39％）で 15ヶ月熟成。濃
紫色で凝縮感のある赤系・黒系果実
の香りとカカオのニュアンス。なめらか
なタンニンと酸がバランスを取ってい
る。

キュヴェ アレクサンドル 
メルロ 2014
YLPCB14
750ML 3,540円
JAN : 4582203111852

【DO：コルチャグア ヴァレー】 
○Sy100% 
○赤 /フルボディ  

サン ホセ デ アパルタ畑の葡萄を使
用。26℃のステンレスタンクで 2 週
間発酵、スキンコンタクトの状態でさ
らに 2 週間。ＭLＦはフレンチオークで
行い、熟成はフレンチバリック（48％
新樽）で15ヶ月間。

キュヴェ アレクサンドル シラー 
サン ホセ デ アパルタ 2015
YLPCH15
750ML 3,540円
JAN : 4580018612618

チ
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YMPDA17

JAN : 4580018600202
375ML 1,000円

【DO：カサブランカヴァレー】 
○Ch89%/Se11% 
○白 /辛口  

アタラヤス畑とカサブランカヴァレー畑
の葡萄を使用。ステンレスタンクで発
酵後、同じく 12ヶ月熟成し瓶詰め。
軽目のイエロー、フレッシュなトロピカ
ルフルーツの香り、生き生きとした酸
味と長い余韻を兼ね備える。

ラポストール シャルドネ 
2017
YLPAD17
750ML 2,150円
JAN : 4582203111814

【DO：ラペルヴァレー】 
○SB85%/SG15% 
○白 /辛口  

標高 400m、北西向きの区画の葡萄
を使用、14－16℃に低温管理したス
テンレスタンクで 4 週間発酵して瓶詰
め。淡い黄色、凝縮感がある白桃や黄
桃、シトラスの香り。フレッシュな酸が
特徴的。

ラポストール ソーヴィニヨン 
ブラン 2018
YLPAE18
750ML 2,150円
JAN : 4582203111807

【チリ】 
○CS/M 
○赤 /ミディアムボディ  
24－28℃に温度管理したステンレス
タンクで 2 週間かけて天然酵母で発
酵、約 30％のワインはフレンチオー
クの古樽で約 6ヶ月間熟成。コーヒー
や赤・黒系果実のアロマ。ソフトなタ
ンニン。

ダラメル カベルネ ソーヴィニヨン 
レゼルバ 2017
YLPDA17
750ML 1,500円
JAN : 4582203111791

YMPDE17

JAN : 4580018600219
375ML 1,000円

【チリ】 
○Cm/Mb/Sy 
○赤 /ミディアムボディ  

約 50％除梗し、ステンレスタンクで
発酵。15％はフレンチオークの古樽
で 6ヶ月熟成。シナモンや黒胡椒と熟
した赤系果実の香り。明るい果実味と
丸みのある渋味のバランスが良い。

ダラメル カルメネール 
レゼルバ 2016
YLPDC16
750ML 1,500円
JAN : 4582203111784

【チリ】 
○SB/Se 
○白 /辛口  
収穫後除梗し、14－16℃の低温管理
したステンレスタンクで発酵、瓶詰め。
グリーンがかった明るい黄色で白い花
や白桃、黄桃のような印象的なアロマ。
フレッシュな酸とふくよかな口当たり。

ダラメル ソーヴィニヨン 
ブラン  レゼルバ 2018
YLPDE18
750ML 1,500円
JAN : 4582203111777

シャトー ムートン・ロスチャイルドを所有するバロン フィリップ ド ロスチャイルド社と、チリ
のコンチャ イ トロ社とのジョイントベンチャーによって1998年に設立。葡萄栽培に適したチ
リのテロワールとフランスで長年培われてきた醸造技術とを掛け合わせて造られるワインは、
各国の評価誌などでの評価も高く、チリを代表するプレミアムワインの一つとなっています。

XWAMR16

JAN : 4580018609601
1500ML 57,200円

最高峰のフランコ・チリワインを目指して造られるプレミアムワイン　
アルマヴィーヴァ

【チリ】 
○CS66%/Cm24%/CF8%/PV2% 
○赤 /フルボディ  

ファーストヴィンテージは 1998 年。
名前はモーツァルトの「フィガロの結
婚」に登場するアルマヴィーヴァ伯爵
に由来。

アルマヴィーヴァ 2016

XLAMR16
750ML 26,400円
JAN : 4580018609595

ALMAVIVA
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リ
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マヤのピラミッドを模したデザインを
取り入れた最新の設備を備えたワイナリー

マルベックの可能性と高標高栽培を研究し世界的ワインへ
ボデガ カテナ サパータ
最高のワインをアルゼンチンで

標高850m－1,550mの葡萄畑
左：4代目 ラウラ カテナ
右：3代目 ニコラス カテナ

アンデス山脈の麓、標高850－1,550mに自社畑を所有しています。
山岳地帯の冷涼な気候のため葡萄はゆっくりと徐々に成熟するため、凝縮感の高い葡萄が収穫できます。
高標高で冷涼な気候下ではポリフェノールがより多く蓄積されます。

【メンドーサ】 
○CS83%/Mb17% 
○赤 /フルボディ  

｢世界に匹敵するアルゼンチンワイン｣
を追及し続けるカテナ家のフラッグシッ
プ。カベルネ、マルベック共に所有畑
の中でも最良の区画を厳選。210 に
分かれたロットの個性を最大限に表現
しながらアッサンブラージュ。

ニコラス カテナ サパータ 
2015
YLCTZ15
750ML 12,600円
JAN : 4580018610218

【メンドーサ】 
○Mb100% 
○赤 /フルボディ  

所有畑で優良なマルベックが育つアン
ヘリカ畑とニカシア畑の中で更に最良
の区画を定義づけ、そこで収穫される
葡萄のみを使用。長年にわたるカテナ
のマルベック探求の集大成と言えるワ
イン。

カテナ サパータ マルベック 
アルヘンティーノ 2017
YLCTM17
750ML 13,500円
JAN : 4580018618450

【メンドーサ】 
○Mb100% 
○赤 /フルボディ  

標高 1,180ｍに位置する畑。10％除
梗し、100％フレンチオークで低温発
酵。マセラシオンの果帽処理は全て手
作業で、フレーバーとタンニンを優し
く引き出す。熟成もフレンチオークで
18ヶ月。

カテナ サパータ ニカシア
ヴィンヤード マルベック 2015
YLCTZN15
750ML 10,700円
JAN : 4580018616661

【メンドーサ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

カテナ家所有の最も標高の高いアドリ
アンナ畑の区画から、特に石灰質の土
壌が広がる畝を厳選。低温で長い時間
をかけた発酵、フレンチオークでの
12－16ヶ月の熟成を経て、清澄・濾
過せずにボトリング。塩味を思わせる
味わい。

カテナ サパータ アドリアンナ ヴィンヤード 
ホワイトボーンズ シャルドネ 2017
YLCTK17
750ML 12,500円
JAN : 4580018618474

【メンドーサ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

カテナ家所有のアドリアンナ畑の中で、
白くて丸い小石に覆われた土壌が特徴
の区画。養分は少なく葡萄に適度なス
トレスと、水はけの良さをもたらす。
白い果実と花に、ミネラル感がそなわ
り、エレガントな口当たり。

カテナ サパータ アドリアンナ ヴィンヤード 
ホワイトストーンズ シャルドネ 2017
YLCTL17
750ML 11,600円
JAN : 4580018618467

【メンドーサ】
○Mb100% 
○赤 /フルボディ  

最も標高の高いアドリアンナ畑での区
画毎の研究により生み出されたワイン。
約 5ha に広がる砂の層が 1m ほどの
深土になる区画。他の土壌よりもスト
レスが少ないため、幸運な土壌の意味
の「Fortuna Terrae」と名付けられた。

カテナ サパータ アドリアンナ ヴィンヤード 
フォルトゥーナ テラエ マルベック 2016
YLCTAF16
750ML 13,500円
JAN : 4580018618481

【メンドーサ】 
○Mb100% 
○赤 /フルボディ  

最も標高の高いアドリアンナ畑の区画
ごとに生み出されるワイン。2.6ha の
砂質、礫岩土壌。岩がちの土壌のた
めストレスを受けながら根をはる。暖
かい区画。生き生きとした華やかな香
り、なめらかなタンニンが特徴。

カテナ サパータ アドリアンナ ヴィンヤード 
リヴァー ストーンズ マルベック 2016
YLCTAR16
750ML 17,000円
JAN : 4580018618498

高地では病虫害が少ない為、殺虫剤を使用する
必要がなく、昼夜の温度差のある気候も葡萄栽
培に適しています。

現在はラウラ カテナ氏が中心となり、テロワー
ルやマルベックの研究を行い、葡萄栽培の品質
向上に努めています。

カテナの歴史は1902年にニコラ カテナ氏がイタリアよりアルゼンチンに渡
り、メンドーサで葡萄畑を開墾したことから始まります。その後「世界に認めら
れる最高のワインをアルゼンチンで造る」ことを目指し、高級ワイン造りに取り
掛かりました。そして世界各地で高い評価を得て世界にカテナのワインが知ら
れるようになりました。

BODEGA CATENA ZAPATA
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【メンドーサ】 
○Mb100% 
○赤 /フルボディ  

最も標高の高いアドリアンナ畑の区画
ごとに生み出されるワイン。1.4ha の
この区画のみに生息する微生物が葡萄
の根に働きかけ、様々なストレスへの
抵抗と土壌の栄養分の吸収を助ける。
華やかで複雑みのある味わいが特徴。

カテナ サパータ アドリアンナ ヴィンヤード 
ムンデュス バシユス テラエ マルベック 2015
YLCTAT15
750ML 35,000円
JAN : 4580018610201

【メンドーサ】 
○Mb100% 
○赤 /フルボディ  

カテナ家が所有する畑において特に優
れていると定義された葡萄の列を選び
出し醸造。野生酵母によりステンレス
タンクと樽でロットごとに全房発酵。フ
レンチオークで 18ヶ月熟成。フィル
タリング無しで瓶詰め。

カテナ アルタ マルベック 
2016
YLCTX16
750ML 6,300円
JAN : 4580018615107

【メンドーサ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

カテナ家が所有する畑において特に優
れていると定義された葡萄の列を選び
出し醸造。フレンチオーク樽にてシュー
ルリーで 14ヶ月熟成。白桃や柑橘類
のようなフレーバーとしっかりしたミネ
ラルを思わせる味わい。

カテナ アルタ シャルドネ 
2017
YLCTY17
750ML 6,300円
JAN : 4580018617064

【メンドーサ】 
○Mb100% 
○赤 /フルボディ  

所有畑の中から、良質の区画を選び収
量を制限して収穫。8.8 度のコールド
マセラシオンを 5 日間行った後、発酵
と熟成。70％フレンチオーク、30％
アメリカンオークで 12ヶ月熟成。より
複雑で完成度の高い味わいを実現。

カテナ マルベック 2017

YLCTA17
750ML 2,840円
JAN : 4582203095039

【メンドーサ】 
○CS90%/CF7%/PV3% 
○赤 /フルボディ  

所有畑から収量を抑えて育てられた果
実を手摘みで丁寧に収穫。12 日間掛
けて発酵後、29 日間醸し。80％フレ
ンチオーク、20％アメリカンオークで
12ヶ月熟成。果実味豊かでなめらか
なタンニン、樽熟の余韻が心地よい。

カテナ カベルネ ソーヴィ
ニヨン 2017
YLCTC17
750ML 2,840円
JAN : 4582203093127

【メンドーサ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

高品質なシャルドネを産する畑、区画
のみを選んで手摘みで収穫。自然酵母
を使い、18℃で 33 日掛けて発酵後、
フレンチオーク、シュールリーで 10ヶ
月間熟成。白桃や柑橘類のフレーバー
としっかりしたミネラルを思わせる味わ
い。

カテナ シャルドネ 2018

YLCTH18
750ML 2,840円
JAN : 4582203086709

【メンドーサ】 
○Ch70%/PN30% 
○白 /辛口  

カテナの畑の中でも最も冷涼なエリア
からスパークリング用の葡萄を厳選。
シャルドネ由来の白い花やシトラスの
風味、ピノ ノワール由来の複雑味と酸
を備え、瓶内二次発酵由来のトースト
香も加わりクリーミーな味わい。

DV カテナ ナチュール 
NV
YLCSVNVL
750ML 3,180円
JAN : 4582203104816

【メンドーサ】 
○Ch/PN 
○白 /辛口  
トゥプンガトからスパークリングワイン
に合った葡萄を厳選。シャルドネは凝
縮感のあるアロマと余韻を、ピノ ノ
ワールはバランスのとれた酸と骨格、
複雑味をもたらす。口当たりはリッチ
で、フレッシュな余韻。

アラモス エクストラ ブリュット NV
YLCSANVL
750ML 1,880円
JAN : 4582203057266

YLCSANVKL

JAN : 4582203057266
750ML 1,880円

【メンドーサ】 
○Mb100% 
○赤 /ミディアムボディ  

14 日間、約 26℃で発酵後、スキン
コンタクﾄのまま 23 日かけて醸し。
9ヶ月間フレンチ + アメリカンオーク
樽 ( 新樽 25％) で熟成。ブラックチェ
リーやカシスなど黒系果実やチョコレー
ト、スパイスの香り、リッチな口当たり。

アラモス マルベック 
2018
YLCTN18
750ML 1,770円
JAN : 707319096037

アラモス
アルゼンチン

【メンドーサ】 
○CS100% 
○赤 /ミディアムボディ  

1 日間のコールドマセレーションのあと
8－12 日間約 29℃で発酵。その後
最大 2 日間かけて醸し。6－9ヶ月間
フレンチ + アメリカンオーク樽で熟成。
熟した赤い果実やスパイスの香りがあ
り、複雑さを感じられる。

アラモス カベルネ 
ソーヴィニヨン 2018
YLCTD18
750ML 1,770円
JAN : 707319096020

【メンドーサ】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

メンドーサの中でも標高の高い、トゥ
プンガトエリアで収穫した葡萄を使用。
8 時間のマセラシオン。9－12℃とい
う低温で 35 日間かけて発酵。プラム
やストロベリー、ブラックベリーの香り
と、酸味と柔らかなタンニン。

アラモス セレクシオン 
ピノ ノワール 2017
YLCTPS17
750ML 1,990円
JAN : 4582203102331

化粧箱入り
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ボデガス エスメラルダ
アルゼンチン

【メンドーサ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

所有する比較的若い畑を中心に、手摘
みで収穫された果実を使用。70％マ
ロラクティック発酵。60％をステンレ
スタンク、40％をシュールリーで 5ヶ
月間オーク樽で熟成。国内外で高い評
価を受るハイコストパフォーマンスなワ
イン。

アラモス シャルドネ 
2018
YLCTJ18
750ML 1,770円
JAN : 707319096013

【サルタ】 
○トロンテス100% 
○白 /辛口  

サルタ州カファジャテ地区の冷涼な畑
で厳選されたトロンテスの果実を丁寧
に醸造。柑橘類や桃の果実にジャスミ
ンやハーブの香りが爽快。バランスの
とれた酸味が特徴。

アラモス トロンテス 
2018
YLCTT18
750ML 1,770円
JAN : 4582203118288

【メンドーサ】 
○CS100% 
○赤 /ミディアムボディ  

発酵は 26－28℃で 12日間、マセラ
シオンは 21 日。6ヶ月フレンチオー
クとアメリカンオークの樽で熟成。熟し
た赤い果実の味わいと、甘くスパイ
シーでシガーのようなスモーキーな
タッチもあるリッチな味わい。

ティリア 
カベルネ ソーヴィニヨン 2018
YLTLC18
750ML 1,430円
JAN : 4582203074188

【メンドーサ】  
○Mb60%/Sy40% 
○赤 /ミディアムボディ  

マルベックとシラーをブレンド。6ヶ月
フレンチオークとアメリカンオークの樽
で熟成。黒い果実のアロマと土っぽい
香りにコーヒーのニュアンス。シナモ
ンなどのスパイスを思わせる味わいで、
しなやかなワイン。

ティリア マルベック 
シラー 2018
YLTLS18
750ML 1,430円
JAN : 4582203074195

【メンドーサ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

低温で 12 日間発酵、21 日間のマセ
ラシオンを経て 6ヶ月間フレンチオー
クとアメリカンオークの樽で熟成。洋
ナシやイチジクのジャムのような風味
にバニラなどのスパイス、生き生きと
した酸のあるフルーティなワイン。

ティリア シャルドネ 
2018
YLTLH18
750ML 1,430円
JAN : 4582203074201
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2つの家族、2つの文化、2つの葡萄の融合
ボデガス カロ BODEGAS CARO

【メンドーサ】 
○CS/Mb 
○赤 /フルボディ  

カロはアルゼンチンのカテナ家とロス
チャイルド家のジョイントベンチャー。
自社畑の樹齢の高い葡萄を中心に使
用。パンピングオーバーやオリ引きな
ど、伝統的な醸造法を採用。自社製フ
レンチオークで18ヶ月熟成。

カロ 2016

YLCRC16
750ML 6,900円
JAN : 4580018609014

【メンドーサ】 
○Mb70%/CS30% 
○赤 /ミディアムボディ  

その名前は、アンデス山脈の高地に棲
息する小さな花のインディオ語の名称
である「アマンカヤ」に由来。標高
800－1,000ｍの畑の葡萄を手摘み
で収穫し 100％除梗、50％フレンチ
オーク、50％コンクリートタンクで
12ヶ月熟成。

アマンカヤ 2016

YLCRA16
750ML 2,580円
JAN : 3296329300618

1998年ドメーヌ バロン ド ロートシルト（ラフィットグループ）とカテ
ナが提携し、カロが誕生しました。「CARO」の由来はカテナの「CA」と
ロートシルトの「RO」で、またイタリア語で「愛しい人」という意味です。 
2008年からラフィットグループの海外ワイナリーを監督するオリヴィ

エ トレゴワがテクニカルディレクターとして技術部門を統括しています。
カテナが所有している畑のほか、優良な栽培家と契約を結び、毎年、8つの畑
の中から優れた約20区画を選び醸造しています。標高が高いため、除草剤や
殺虫剤に頼る必要がなく、灌漑は土壌によりドリップ式とフラッド式両方を
使い分けています。

ア
ル
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左：ニコラス カテナ
右：エリック ド ロートシルト男爵
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バロッサ最古の家族経営ワイナリーである「ヤルンバ」の、
ヒルスミス家が所有するプレミアムワイナリー
ヒルスミス ファミリー ヴィンヤーズ

【GI：バロッサ】 
○Sh96%/CS3%/Mtr1% 
○赤 /フルボディ  

バロッサの小規模栽培家より葡萄を購
入。収穫後除梗し醸造。フレンチ、ハ
ンガリー、アメリカンオークで12か月
熟成。ダークベリーとプラムのコンポー
トの香り、ほのかにモカ、バニラ、ブラッ
クペッパーを感じる。

バロッサ シラーズ
2018
VLES18
750ML 2,150円
JAN : 4580018617941

【GI：バロッサ】 
○CS91%/Sh8%/Mtr1% 
○赤 /フルボディ  

シラーズ同様、小規模栽培家より葡萄
を購入。除梗し醸造。フレンチ、ハン
ガリー、アメリカンオークで 9 か月熟
成。ブルーベリー、カシスと樽由来の
トースト香やバニラの香り。なめらかな
口当たり。

バロッサ カベルネ 
ソーヴィニヨン 2018
VLEC18
750ML 2,150円
JAN : 4580018617873

【GI：イーデン ヴァレー】 
○Ri100% 
○白 /辛口  
所有する自社畑の中でもさらに選ばれ
た区画、「コンツアーズ」の葡萄のみ
を使用。ビオロジックを実践し野生酵
母で発酵、5 年間の瓶熟を経て、飲
み頃になったタイミングでリリースされ
る。リッチで、凝縮した味わい。

ザ コンツアーズ 
リースリング 2013
VLPB13
750ML 4,860円
JAN : 4580018618405

【GI：イーデン ヴァレー】 
○Ri100% 
○白 /辛口  

所有する50ha の畑は区画ごとに土壌
や斜面の向きが異なり、細かく分けて
収穫し醸造を実施。凝縮したレモン、
ライムの香り、心地よい酸が凝縮した
果実味やミネラル感とのバランスを取
る。

イーデン ヴァレー
 リースリング 2018
VLPA18
750ML 3,580円
JAN : 4580018618382

※ジョン デュヴァルはヒルスミス傘下ではありませんが、
ヒルスミス傘下の会社が輸出を請け負っています。

ヤルンバは1849年設立、家族経営ではバロッサ最古。
バロッサの、主要な生産者として唯一の苗木園を所有、大手生産者にも販売。
自社で樽工場も所有し、品質にこだわる。
ヒルスミス ファミリー ヴィンヤーズはヤルンバのノウハウを駆使し
オーストラリア・ニュージーランド各地でプレミアムワインを造るワイナリー
グループです。
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アースワークス
バロッサの土地を知り尽くした家族経営の葡萄農家から
提供される葡萄で表現するバロッサスタイルワイン

ピュージー ヴェイル
バロッサで最初に植えられたリースリングの畑

ヘギーズ
冷涼なイーデン ヴァレーで造る
ブルゴーニュスタイルのシャルドネ

ジョン デュヴァル ワインズ
グランジで名を馳せた伝説の男が古樹から紡ぎだす
プレミアムバロッサ

ジャンツ
タスマニア初のシャンパーニュ製法

ダルリンプル
「ヴィニュロン」が作り出す冷涼ピノ＆シャルドネ

レッドバンク
高標高地で作られるフルーティなオージーワイン

ノーティラス
マールボロで家族経営では二番目に古いワイナリー

アースワークス
オーストラリア／

サウスオーストラリア
バロッサの土地を知り尽くした
家族経営の葡萄農家から
提供される葡萄で表現する
バロッサスタイルワイン

ピュージー ヴェイル
オーストラリア

サウスオーストラリア
バロッサで最初に植えられた

リースリングの畑

VLPB09

JAN : 4582203106339
750ML 4,860円

2009年

当主 ロバート ヒル・スミス

HILL-SMITH FAMILY VINEYARDS

オ
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ス
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【GI：バロッサ ヴァレー】 
○Sh100% 
○赤 /フルボディ  

バロッサ ヴァレーとイーデン ヴァレー
より選りすぐりのシラーズのみを使用。
ステンレスタンクで果房と共に発酵。
熟成は 300L のフレンチオークで
20ヶ月（75％新樽）。複雑味を持ち
リッチで、口当たり滑らかなタンニン。

エリゴ シラーズ 2015

VLGA15
750ML 17,900円
JAN : 4580018606761

【GI：バロッサ ヴァレー】 
○Sh100% 
○赤 /フルボディ  

クロンドルフ、グレノック、イーデン ヴァ
レーのシラーズを使用。開放式の小さ
なステンレスタンクで果房と共に発酵。
熟成は 300L のフレンチオークで
16ヶ月（新樽 35％）。タンニンはき
め細かく、エレガントで上品に凝縮した
果実味。

エンティティー シラーズ
2015
VLGB15
750ML 8,600円
JAN : 4580018606778

【GI：バロッサ ヴァレー】 
○Sy52%/Gr29%/Mv19% 
○赤 /フルボディ  

樹齢 100 年を超える葡萄も使用。開
放式の小さなステンレスタンクで果房
と共に発酵。シラーズの一部はオーク
樽で発酵。熟成は 300L のフレンチ
オークで 15ヶ月。細かなタンニンと
引き締まった凝縮感が、余韻の長さに
繋がる。

プレキサス シラーズ グルナッシュ 
ムールヴェードル 2010
VLGC10
750ML 8,100円
JAN : 4582203107695

【GI：バロッサ ヴァレー】
○Ms55%/Ru32%/Vn13% 
○白 /辛口  

収穫した葡萄は 100％除梗。マルサ
ンヌの一部とルーサンヌはステンレス
タンクで発酵させ、秋の瓶詰めまで澱
と共に寝かせる。残りのマルサンヌと
ヴィオニエは樽で発酵、熟成。爽やか
なアロマと滑らかな口当たり。

プレキサス マルサンヌ 
ルーサンヌ ヴィオニエ 2013
VLGD13
750ML 5,800円
JAN : 4582203112156

【GI：イーデン ヴァレー】
○Ch100% 
○白 /辛口  

標高 550ｍにある古い区画から 3 種
類のブルゴーニュのクローンを使用、
熟成はフレンチオーク（新樽 30％）
で 11ヶ月。複雑なフレーバーを表現
し、生き生きとしたミネラル感としっか
りとした骨格を兼ね備える。

エステート シャルドネ
2016
VLHH16
750ML 3,950円
JAN : 4580018617866

【GI：タスマニア】 
○PN/Ch 
○白 /辛口  
タスマニア全域の冷涼なエリアにある
選ばれた畑から収穫。複雑味をもたら
すため 1 回の収穫ごとに分けて醸造。
24ヶ月瓶内二次発酵。長く澱に触れ
させ、味わいに深みを増す。上品なフ
ルーツとクリーミーな味わい。

プレミアム キュヴェ NV
VLJANVL
750ML 4,610円
JAN : 4582203106346

【GI：タスマニア】 
○PN/Ch 
○ロゼ /辛口  

複雑味をもたらすため 1 回の収穫ごと
に分けて醸造。18ヶ月瓶内二次発酵。
上品なピンク色で長く続く繊細な泡立
ち。クリーミーな舌触りとストロベリー
の濃厚なフレーバーが広がる。

プレミアム ロゼ NV

VLJBNV
750ML 4,610円
JAN : 4582203106353

ジョン デュヴァル ワインズ
オーストラリア

サウスオーストラリア
グランジで名を馳せた伝説の男が

古樹から紡ぎだす
プレミアムバロッサ

ジャンツ
オーストラリア
タスマニア

タスマニア初のシャンパーニュ製法

VLJANVC

JAN : 9311789078601
750ML 4,610円

ボトルカバー付き

ヘギーズ ヴィンヤード
オーストラリア

サウスオーストラリア
冷涼なイーデン ヴァレーで造る
ブルゴーニュスタイルのシャルドネ

オ
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【GI：ヴィクトリア】 
○Sy95%/Sg5% 
○赤 /ミディアムボディ  

グレート ディヴァイディング レンジの
麓。畑は海抜 700－860ｍに位置し、
とても冷涼。アロマには生き生きとし
た森のフルーツやフレッシュプラムに加
え、白コショウやスターアニスのニュ
アンスがある。

ロング パドック シラーズ 
2013
VLRC13
750ML 2,150円
JAN : 4582203106247

【GI：ヴィクトリア】 
○M/Sg 
○赤 /ミディアムボディ  

キングヴァレーの冷涼な気候と、火山
性の赤土土壌により、エレガントで酸
を蓄えた仕上がり。メルロにほんの数％
加えるサンジョヴェーゼが、スパイシー
な印象を引き立てる。

ロング パドック メルロ
2014
VLRE14
750ML 2,150円
JAN : 4582203116529

【GI：ヴィクトリア】 
○PG100% 
○白 /辛口  

海抜 700－860ｍの高標高で涼しい
夏がピノ グリージョのアロマティックな
風味を最大限に引き出す。熟した洋梨
やフレッシュピーチのフレーバーと、切
れのよい酸味の絶妙な味わいのバラン
ス。

ロング パドック 
ピノ グリージョ 2018
VLRD18
750ML 2,150円
JAN : 4582203106254

【GI：タスマニア】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

タスマニアの北西部、夏でも最高気温
が 30℃を超えない最も冷涼な地域パ
イパーズリヴァーと、中部ビチェロ、
南部コールリヴァーヴァレーからの葡萄
をブレンドし、フレンチオーク（新樽
22％）で10ヶ月熟成。

ピノ ノワール2017

VLDA17
750ML 5,900円
JAN : 4580018618375

【GI：タスマニア】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

ワインの名は、収穫する区画に由来。
水はけがよく急斜面に位置する畑は自
然に収量が少なくなり、凝縮した葡萄
が育つ。収穫は全て手摘み。シトラス
系の香りに溢れ、樽由来のスパイスの
ニュアンスと調和する。

ケーヴ ブロック 
シャルドネ 2016
VLDB16
750ML 5,900円
JAN : 4580018606747

【GI：タスマニア】 
○PN/Ch 
○白 /辛口  

区画ごとに手摘みで収穫。丁寧にプレ
スを行い、樽での発酵を行ってからアッ
サンブラージュ。瓶内二次発酵に 4 年
半を費やし、澱に触れさせながら熟成
させることで、ナッツやハチミツのよう
なニュアンスをもたらす。

ヴィンテージ キュヴェ 
2014
VLJC14
750ML 6,300円
JAN : 4580018618665

【GI：マールボロ】 
○PN70%/Ch30% 
○白 /辛口  

手摘みで収穫後、全房を優しくプレス。
ロット毎に発酵し、9 月頃にブレンド比
を決め、リザーヴ比率は年により 5－
15％で複雑味を与える。最低 36ヶ
月の瓶熟期間を経てリリース。クリー
ミーなムースのような口当たり。

キュヴェ マールボロ ブ
リュット NV
SLNSNV
750ML 3,990円
JAN : 4580018609076

【GI：マールボロ】 
○SB100% 
○白 /辛口  

除梗し低温管理のステンレスで発酵。
熟成はタンクと大樽を用いて約 6ヶ月
間。グラヴィティーフローとソフトプレ
スが可能な設備を整え、品質の向上に
寄与した。シトラスのフレーバーが特
徴の滑らかな口当たり。

ソーヴィニヨン ブラン 
2019
SLNA19
750ML 3,180円
JAN : 4580018620095

レッドバンク
オーストラリア／ヴィクトリア

高標高地で作られる
フルーティなオージーワイン

ダルリンプル
オーストラリア
タスマニア

「ヴィニュロン」が作り出す
冷涼ピノ＆シャルドネ

ノーティラス エステート
ニュージーランド
マールボロ

マールボロで家族経営では
二番目に古いワイナリー
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【GI：マールボロ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

夜中のうちに手摘み収穫をし、優しく
プレスした後、野生酵母で樽発酵。熟
成は、フレンチオーク（新樽 20％）
で行う。柑橘系、花のアロマがあり、
余韻も長い。熟成も期待できる。

シャルドネ 2017

SLNC17
750ML 3,990円
JAN : 4580018609069

【GI：マールボロ】 
○PG100% 
○白 /辛口  

全て手摘み収穫で、100％除梗。優
しくプレスして果汁を抽出し、低温の
ステンレスタンクで発酵、熟成。5－
6ヶ月シュールリーをし、澱引きの後
ボトル詰めしたワインは更に 6ヶ月寝
かせてから出荷。

ピノ グリ2019

SLNB19
750ML 3,180円
JAN : 4580018620132

【GI：マールボロ】 
○GV100% 
○白 /辛口  

最初の区画は収穫後 100％除梗し、
すぐにプレスされステンレスタンクにて
発酵。次の区画は古樽を使用。発酵後、
それぞれをブレンドし澱につけたまま
5ヶ月間熟成させ、瓶詰め。スパイス
の香りとチョークを思わせる香り、酸味
が力強い。

グリューナー 
フェルトリーナー 2018
SLNE18
750ML 3,180円
JAN : 4580018614360

【GI：マールボロ】 
○Ab100% 
○白 /辛口  

夜の涼しいうちに手摘み収穫し、除梗
してプレス。ステンレスタンクで低温
発酵し、澱につけたまま熟成し瓶詰め。
アプリコットやスイカズラの香り、メロ
ンとマンダリンの皮のニュアンスに生
き生きとして爽やかな余韻。

アルバリーニョ 2019

SLNF19
750ML 3,180円
JAN : 4580018620125

【GI：マールボロ】 
○PN100% 
○赤 /ミディアムボディ  

全て手摘み収穫。全房発酵や自然酵
母を使用する比率を年々高めている。
野生の木イチゴやモリーユの香り、凝
縮した長い余韻が魅力的。複雑味を
持ったスタイルを目指し造られている。

ピノ ノワール (スク
リュー ) 2016
SLND16
750ML 4,550円
JAN : 4580018620118

【GI：マールボロ】 
○SB97%/PG2%/GV1% 
○白 /辛口  

マールボロのノーティラス自社畑及び
長期契約の畑から、豊かな風味をもた
らす、よく熟した葡萄を使用。生き生
きとした酸を活かすため、13℃の低温
のステンレスタンクで醸造。マロラク
ティック発酵は行わない。

ソーヴィニヨン ブラン
2018
SLNT18
750ML 2,150円
JAN : 4582203116536
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自社畑 2ha

所有畑 作付面積

ニュージーランド随一のカルトワイン
プロヴィダンス
わずか2haから作り出されるボルドー右岸ブレンドに肩を
並べるワイン

【GI：マタカナ】 
○CF/M/Mb/Sy 
○赤 /フルボディ  

「四人の使徒」を意味し所有する畑に植
えられる 4 つの葡萄全てを必ず使用。
手摘み収穫、100％除梗、自然酵母の
みで大きな木樽で発酵。フレンチオーク
新樽100％で24ヶ月の熟成。

フォー アポッスルズ 
2014
SLPF14
750ML 21,500円
JAN : 4582203119001

【GI：マタカナ】 
○CF45%/M30%/Mb25% 
○赤 /フルボディ  

除草剤、化学肥料を使用せず、自然に
還元される有機肥料のみを使用した、
最良の葡萄をアッサンブラージュする
ボルドー右岸ブレンドのアイコンキュ
ヴェ。口当たりには黒系果実と渋み、
バニラのニュアンスが感じられる。

プライベート リザーヴ 
2014
SLPP14
750ML 21,500円
JAN : 4582203118974

【GI：マタカナ】 
○Sy100% 
○赤 /フルボディ  

ビオロジック農法を徹底し、自然に還
元される有機肥料のみを使用。手摘み
収穫、天然酵母のみで発酵、フレンチ
オークの新樽で 24ヶ月間熟成を経て
造られる。フレッシュなタンニンがエレ
ガントな余韻に繋がる。

シラー 2014

SLPS14
750ML 21,500円
JAN : 4582203119056

【GI：マタカナ】 
○CF87%/M13% 
○ロゼ /辛口  

1993、2004、2010、2014、
2017 にしか造られていない希少なワ
インでカルト的存在。自然に還元され
る有機肥料のみを使用し、手摘み収穫。
天然酵母のみで発酵、プレスジュース
のみで造られる。熟成にも耐える偉大
なロゼ。

ロゼ 2017

SLPR17
750ML 12,500円
JAN : 4580018605139

ジェームス ヴルティッチ

ニュージーランド北島マタカナの地にジェームス ヴルティッチ氏が設立。
除草剤、化学肥料を使わず、自然に還元することの出来る有機肥料のみ
を使用します。野生酵母で発酵し無濾過・無清澄で酸化防止剤、保存料は
一切使用せず葡萄造りから醸造、熟成まで一貫して自然に任せながら、
世界の偉大なワインに肩を並べるワインを造っています。
初ヴィンテージのプライベート リザーヴ1993は96年、ジャンシス ロビ
ンソンらが参加したミュンヘンでのブラインドテイスティングにて「シュ
ヴァル ブラン」「ペトリュス」1990年に並んで供され、見事1位を獲得。
ニュージーランドで最高の赤ワインの一つと評されます。

PROVIDENCE
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ルパート&ロートシルト
ルパート家とエドモンド ロートシルト家のジョイントベンチャー

ケープタウンから東に約50km、美しい山に囲まれたフランシュエック(フランス人が住む角地)と呼
ばれる土地が広がります。1690年、フランスから移住したユグノー(プロテスタント)がここを切り開
き、その生活の中心となったのが、現在ルパート&ロートシルトのワイナリーと畑があるフレデリック
スベルク農場でした。1986年、南アでワイン産業の近代化にも大きな功績を残したアントン ルパー
トと、ボルドーでシャトー オディロンを経営するエドモン ド ロートシルトが共同でこの農場を買い
取り、1997年に「ルパート&ロートシルト」として公式
に創業しました。現在はアントンの息子でリシュモン社
のオーナーであるヨハン ルパートとエドモンの息子バ
ンジャマン ド ロートシルトが共同で運営しています。 
積極的な投資で最新鋭の設備を備え、HACCP、更には
国内では初めてのISO14001を取得。畑でのリュットレ
ゾネの実践だけでなく、ワイナリーにおいても環境負荷
の少ないワイン造りを行っています。

【WO：ウェスタン ケープ】 
○M60%/CF25%/CS15% 
○赤 /フルボディ  

その年最も質の高い葡萄を生み出した
畑を 5－6 つ抜き出し使用。発酵は木
桶とステンレスタンク、6－20 日間の
スキンコンタクト。225L のフレンチ
オーク新樽でマロラクティック発酵、
18ヶ月熟成。

バロン エドモン 2014

ZLRRA14
750ML 5,800円
JAN : 4582203128935

【WO：ウェスタン ケープ】 
○Ch100% 
○白 /辛口  

冷涼な畑のシャルドネを厳選。全房を
破砕、丁寧に抽出したフリーランの果
汁のみ使用。15％コンクリートタンク
発酵。85％ステンレスタンクと
300L のフレンチオーク樽で発酵。
10ヶ月間 300L のフレンチオークで
熟成 (新樽比率は3分の1）。

バロネス ナディーヌ 
2017
ZLRRB17
750ML 4,250円
JAN : 4580018609229

【WO：ウェスタン ケープ】 
○M50%/CS35%/CF15% 
○赤 /ミディアムボディ  

ルパート＆ロートシルトのスタンダード
ワイン。手摘み収穫した葡萄をステン
レスで発酵、そのままスキンコンタク
ト。マロラクティック発酵は 300L の
フレンチオーク樽にて行い、17ヶ月
熟成。

クラシック 2016

ZLRRC16
750ML 2,700円
JAN : 4582203063410

RUPERT&ROTHSCHILD
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