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ファインズ

イタリア
ファインワインリスト

2019

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
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凡 例

品名

取扱いのある
容量と参考上代、
生産国と地域

ブドウ品種と色、
味わいのタイプ

造りや味わいの
特徴

相性の良い
料理例

商品の特徴を
表すマーク

＜各マークの意味＞

… 安定供給を目指して
いる、定番にお勧め
の商品

… 同上（750mlのみ）

… ビオロジック農法の
認証を得ている商品

… ビオディナミ農法の
認証を得ている商品

…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

フォンテルートリ キャンティ クラシコ

750ml 3,360円
375ml  1,790円

【イタリア DOCGキャンティ クラシコ】

○ サンジョヴェーゼ主体、マルヴァジア

ネーラ、コロリーノ、メルロ

○ 赤 フルボディ

エレガントでありながら複雑味を併せ持ち、絶
妙なバランスを保ったワイン。テロワールの
素晴らしさが体感できる、完熟した果実の味
わいが層になって広がるワインです。

◇牛肉のロースト、ハーブやスパイスの効い
た肉料理
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CERETTO

Piemonte
【ピエモンテ】

ミシュラン三ツ星レストランも
有するピエモンテの食文化の伝道者

【単一畑名ワイン】

バローロ ブリッコ ロッケ

750ｍｌ 31,800円

【DOCG:バローロ】
○ ネッビオーロ 100%
○ 赤 フルボディ

イタリアワインの王様「バローロの名醸
造所チェレット社の造る3つのクリュ バ
ローロの中でも最高峰のブリッコ ロッ
ケ。その味わいは芳醇にして優雅、繊
細且つ華麗。その名に恥じないワイン
です。

バローロ ブルナーテ

750ｍｌ 17,900円

【DOCG:バローロ】
○ ネッビオーロ 100%
○ 赤 フルボディ

3つのクリュ バローロの中では、もっと
も柔らかく女性的で、エレガントな味わ
いを持つブルナーテ。なめらかで香り
高いバローロです。

バローロ プラポ

750ｍｌ 17,000円

【DOCG:バローロ】
○ ネッビオーロ 100%
○ 赤 フルボディ

力強く骨格のある味わいのプラポは、
重厚でコクのある長熟タイプのバロー
ロです。

バローロ カンヌビ サン ロレンツォ

1500ｍｌ 97,900円 (03,04,05,06VIN)    

134,000円 (2009VIN)

【DOCG:バローロ】
○ ネッビオーロ 100%
○ 赤 フルボディ

バローロの畑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年近いブドウの木の残る畑で
造られるワインは収量も少なくマグナ
ムボトルだけ瓶詰めされます。ワイン
が飲み頃になるまでリリースしないと
いう徹底した管理のもの、通常10年近
い熟成を経てリリースされます。

2代目の兄弟（左）と
3代目のチェレットファミリー（上）

チェレットの起源は、リッカルド チェレットが1930年代後半
にピエモンテ州アルバに創設したワイナリーに遡ります。
彼の息子であり、70歳を超えた現在も会社の経営に携わる
ブルーノ チェレットとマルチェロ チェレットの兄弟が1960年
代にワイナリーを引継ぎました。

現在では、3世代目が祖父の時代から続くワイナリーを継承
し、イタリア最高の赤ワインであるバローロ、それと並び賞さ
れるバルバレスコの最高の造り手のひとつとして、確固たる
地位を確立しています。

【ワイン造り】

チェレット

2代目から「最上の畑で最上の酒をつくる」ことに対するこだ
わりを持ってワイン造りを行っています。そして「エステート」
という考えにこだわり、単一畑のバローロの醸造所、バル
バレスコ生産地域の単一畑のバルバレスコの醸造所など、
それぞれのワインの生産地域の畑の近くに個々に小さな醸
造所を設立しました。

テロワールの個性をよりよく表現したワインを造るため、
2010年からはバローロ、バルバレスコの単一畑ではビオ
ディナミ農法を実践。2015年には所有している畑のすべて
においてビオロジックの認証を取得しています。

また近年、チェレットでは、環境に配慮した活動をおこなっ
ており、醸造設備で必要な電力を生産するためのソーラー
パネルの導入や、またブドウの木の栽培や醸造施設内で
の作業に関して、国際的な専門家にアドバイスとコンサル
ティングを求め、共同作業を始めています。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

※ビオ認証は2015年ヴィンテージからとなります。

http://www.icea.info/
http://www.icea.info/


バルバレスコ ベルナドット

750ｍｌ 15,800円

【DOCG:バルバレスコ】

○ ネッビオーロ 100%

○ 赤 フルボディ

粘土質の土壌で育った樹齢の若いブド
ウの木から造られる。タンニンも柔らかく、
年によってはアジリに負けるとも劣らな
い評価を受ける、果実味のあるバルバレ
スコ。力強さと繊細な気品をあわせもち
ます。
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バルバレスコ アジリ

750ｍｌ 23,300円

【DOCG:バルバレスコ】

○ ネッビオーロ 100%
○ 赤 フルボディ

樹齢の高いブドウの木から作られるバル
バレスコは、品質の高いバルバレスコを
生み出す畑として知られるアジリ畑から
収穫されたブドウで造られます。果実の
濃縮感や力強さを十分堪能できる、エレ
ガンスの極みともいえるワインです。

バルバレスコ

750ｍｌ 8,300円

【DOCG:バルバレスコ】

○ ネッビオーロ 100%

○ 赤 フルボディ

チェレットの造る定番バルバレスコ。

品種特有のドライフラワーのような香りと、
エレガントな酸のあるバランスの取れた
味わいが楽しめるワインです。

CERETTO

【定番ワイン】

バローロ

750ｍｌ 8,800円

【DOCG:バローロ】

○ ネッビオーロ 100%

○ 赤 フルボディ

イタリアワインの王様バローロ。ネッビ
オーロ種らしいきれいな酸とエレガントな
優しくソフトなタンニンのある味わい。ヴィ
ンテージ差の少ない、定番。

モンソルド ランゲ ロッソ

750ｍｌ 3,560円

【DOC:ランゲロッソ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 50%、

メルロ 28%、シラー 22%

○ 赤 ミディアムボディ

カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ、シ
ラーの国際品種のブレンドによって造り
上げる現代的な味わいのスタイリッシュ
な赤。バニラなどの甘いスパイスの香り
と果実の凝縮感のある味わいです。

◇牛肉などの肉料理

モンソルド ランゲ ビアンコ

750ｍｌ 3,560円

【DOC:ランゲビアンコ】

○ リースリング 100%

○ 白 中辛口

わずかに残糖を感じるスタイルに仕上
げられ、マロラクティック発酵をしてい
ないために生まれるフレッシュ感との
よいバランスが保たれ、チャーミングで
複雑味のあるワインに仕上がっていま
す。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。 マーク
の商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

ベルナルディーナ醸造所セラーと畑プレパラシオン

※ビオ認証は2015年ヴィンテージからとなります。

※ビオ認証は2015年ヴィンテージからとなります。

※2017年ヴィンテージよりスクリューキャップ
になります。
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CERETTO

アルネイス ブランジェ

750ｍｌ 3,380円
1500ｍｌ 7,000円

【DOC:ランゲ アルネイス】

○ アルネイス 100%

○ 白 辛口

イタリアの白ワインの歴史を変えたといわ
れるワイン。白い花のような香り、土壌由
来の塩っぽいニュアンス、発酵時に発生す
るCO2を少し残してフレッシュ感を与えた清
涼感のある口当たりに仕上げられています。

モスカート ダスティ

750ｍｌ 2,900円
375ｍｌ 1,780円

【DOCG:モスカート ダスティ】

○ モスカート 100%
○ 中辛口

アルコール度数も5-6%と低く、微発泡なワ
インは、女性に大人気。甘みはありますが、
それに負けない綺麗な酸があり、ワイン全
体の味わいをしっかりと引き締め、美しい
バランスを保たせます。

◇食前または食後に、デザートと一緒に

バローロ

コンテ デル ウニタ

750ｍｌ 5,400円
【DOCG:バローロ】

○ ネッビオーロ 100%

○ 赤 フルボディ

チェリーやクランベリーなどベリー系果実や
甘いスパイスの香りと共にトリュフやリコリ
スのニュアンスの仄かな香りやエレガント
な熟成に由来する香りも感じます。切れの
ある清涼感のある酸があり、口の中でも香
りと同様な赤い果実とスパイス、スミレを思
わせる花のような風味があります。タンニン
も繊細で余韻のある洗練されたフィニッシュ。
長熟のポテンシャルのあるワインです。

※ビオ認証は2015年ヴィンテージからとなります。

Piemonte
【ピエモンテ】

チェレットのネゴス部門が厳選した
買いブドウで造るバローロ

バローロの銘壌チェレットのネゴス部門が厳選した生産者
から入手した買いブドウを使って特別に醸造し瓶詰してい
ます。
「統一の伯爵」を意味するコンテ デル ウニタは、かつてピ
エモンテを統治し、イタリア統一の基礎を築いたカヴール
伯爵に名をちなみます。
元来、霜や雹害など、悪天候等による影響のリスクを軽減
し、品質を保つために様々な畑のブドウをブレンドして造っ
ていたバローロの伝統的な造りを実践しています。

コンテ デル ウニタ

ブドウ畑は、バローロ村、カスティリオーネ ファレット村、ラ
モッラ村、モンフォルテ ダルヴァ村等のブドウを使用します。

醸造：除梗後、圧搾。ステンレスタンクで28-30度に温度管
理しながら、アルコール発酵とマセラシオン(14-16日)。そ
の後、ブレンドと澱引き。
マロラクティック発酵もステンレスタンクで行います。

熟成：最初の1年はフレンチオークの樽(300L)で行い、2年
目はスラヴォニア産の大樽で熟成します。その後、瓶内で
約1年熟成し、計38ヶ月の熟成後にリリースされます。

【ワイン造り】

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。



ジッラルディ

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、ブドウ栽培を始めました。

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)で、この時期に更に
畑を購入。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。

GILLARDI
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Piemonte
【ピエモンテ】

ピエモンテの奇才な挑戦者

ハリス

750ｍｌ 9,900円
【DOC:ランゲロッソ】

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ

ワインは18ヶ月古い小樽で熟成 (新樽を
10-15%使用することもあります)。
ジッラルディの名前をイタリア国内及び
世界に知らしめたワインで、ローヌに良く
似た地形、標高、気象条件を持つピエモ
ンテで造るシラー種のワイン。フィネスと
エレガンスを備えます。

バローロ

750ｍｌ 9,900円
【DOCG:バローロ】

○ ネッビオーロ 100%
○ 赤 フルボディ

2つの場所にある畑の買いブドウから造
られるワインで、ひとつはバローロ村の
Vignane(ヴィニャーネ)の樹齢40年の畑。
標高350メートル、南西向きの斜面で、カ
ンヌビの正面に位置しており、もうひとつ
はラモッラ村のBoiolo(ボイオーロ)の樹齢
50年の畑。標高は550メートルの南東向
きの斜面でブルナーテの上に位置してい
ます。
42ヶ月、オーストリアの古い大樽(22hl)で
熟成させます。

マエストラ

750ｍｌ 2,650円
【DOCG:ドリアーニ 】

○ ドルチェット 100%
○ 赤 フルボディ

樹齢35～40年のドルチェットから造られ

るワイン。

「マエストラ」という名称は1970 年代初頭

に、家族が所有していた畑の隣の畑を

売ってくれたルイジア マエストラ(教授)に

由来し、彼女に敬意を表し、1982年にリ

リースされたこの畑のワインを“マエスト

ラ”と名付けました。

現当主、ジャコリーノ ジッラルディ

バローロの南側に位置する
ファリリアーノのブドウ畑

※ラベルの色はヴィンテージによって異なります。

樽熟庫

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



Trentino-Alto Adige
【トレンティーノ・アルトアディジェ】

カステルザレッグの歴史は1851年にオーストリア大公に
よるワイン造りから始まりました。
現在はクウェンブルク伯爵家が所有。歴史と伝統を大切に
しつつ、最新式の技術を取り入れてテロワールを反映した
ワイン造りを行っています。

由緒正しい伯爵家が造るワイン

カステル ザレッグ

【トレンティーノ・アルト アディジェ州】

トレンティーノ・アルト アディジェ州は、イタリア最北の州で、
特にアルト アディジェはドイツ語で南チロルとも呼ばれて
います。第一次世界大戦まではオーストリアに帰属してい
たため、ドイツ語を話す住民も多く、イタリア語に加えてドイ
ツ語が州の公用語となっています。
ユネスコ世界遺産の
ドロミテ渓谷の一部
を有する、自然
豊かな土地です。

★この地域でも最もブドウ栽培に適しているといわれる区画
を所有しています。カルダーロ湖からの温かい風とドロミテ
渓谷からの冷たい風の影響で昼夜の気温差が大きく、また
最大40度の傾斜で水はけもよいです。

★ブドウはすべて自社畑のものを手摘みで収穫しています。
約30haの畑は全てワイナリーから15分以内の距離にあり、
収穫してすぐに醸造を行えます。

★各ワインに合わせた最適な醸造を行うため、タンクは全て
特注。5Lから200Lまでの大きさをそろえています。
また熟成庫は1,000年の歴史があるといわれる城の地下
室を利用しています。

【ワイン造り】

ワインをこよなく愛する
現オーナーのクウェン
ブルク伯爵（左）と若き
エノロゴ、マティウス
（右）

CASTEL SALLEGG
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ピノ ビアンコ プラトゥム

750ｍｌ 4,590円

【DOC:アルト アディジェ】

○ ピノ ビアンコ 100%

○ 白 辛口

低温にモストを冷やし、発酵は15-18度で
温度管理をしながら行います。2/3はステ
ンレスタンクで発酵し、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。爽やかで果
実味とのバランスの良さが特徴的なピノ
ビアンコは、余韻が長く心地よい林檎の
蜜のような味わいが口の中を満たしてく
れます。

ピノ グリージョ

750ｍｌ 2,500円

【DOC:アルト アディジェ】

○ ピノ グリージョ 100%

○ 白 辛口

低温のフィルターを通してワインを冷却し、
その後の発酵は温度管理しながら行い
ます(15-18度)。大部分は、ステンレスタ
ンクで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
やミラベルの心地よい香り。口に含むとラ
イムのような柑橘系果実の味わいと共に
はっきりとしたクリーンな酸が感じられる
爽やかな味わいです。

ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 2,500円

【DOC:アルト アディジェ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100%

○ 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(15-18度)。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のような柑橘
系果実や白桃、僅かに切りたての草のよ
うな爽やかな香り。引き締まった酸と適度
なアルコール感、みずみずしい果実味溢
れるワインです。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。
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ピノ ネロ

750ｍｌ 2,500円

【DOC:アルト アディジェ】

○ ピノ ネロ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで15日間、最大28度で温度
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います。
甘くチャーミングな赤い果実の風味とスパイ
スのアロマに、いい意味での「土っぽさ」も感
じられます。バランスのとれたボディとタンニ
ンも存在感があり、長い余韻が印象的です。

メルロ

750ｍｌ 2,500円

【DOC:アルト アディジェ】

○ メルロ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

最大28度で温度管理をしながらステンレスタ
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。
赤スグリのジャムや桑の実のアロマが特徴
的で複雑な香り、ほのかに杉やタバコなど
のスパイスのニュアンスも感じられる。深み
があり、タンニンも豊かで長い余韻が楽しめ
ます。

ピノ ネロ リゼルヴァ

750ｍｌ 3,500円

【DOC:アルト アディジェ】

○ ピノ ネロ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

軽くプレス後発酵は約2週間。16～18ヶ月フ
レンチオークの樽で熟成。ラズベリーやチェ
リーの香りに、バニラなど甘いスパイスの
ニュアンス。ほのかにスモーキーでアーモン
ドなどのナッツ類を思わせるアロマがタンニ
ンとよく調和しています。

メルロ リゼルヴァ

750ｍｌ 3,750円

【DOC:アルト アディジェ】

○ メルロ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

温度管理をしながら約2週間かけて発酵、そ
の後マロラクティック発酵。ピジャージュは優
しく行います。18ヶ月間フレンチバリック後
12ヶ月瓶熟成。ブラックベリーのコンポート
のような凝縮感のある濃厚なアロマ。しっか
りしたボディ、豊かなタンニンは非常に滑ら
か。凝縮感のある果実味が楽しめるワイン。

CASTEL SALLEGG

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

ヴィラ ルシッツ

ヴィラ ルシッツは1869年にフランス人、セオドア デ ラ
トゥールによって設立されました。古くから最も条件の良
い畑を所有、分割することなく現在に至ります。
フランス系のブドウを初めてこの地域に持ち込み、DOC
コッリオの中でも条件の良い南向き斜面に植えました。
第一次世界大戦後､オーストリア領からイタリア領に変
わったのを機に、未亡人となっていたデ ラ トゥールの妻
は、孤児院の設立を条件にイタリア政府に寄付。現在で
もワイナリー内に孤児院が運営されています。1988年、
ジャンニ メノッティがワインメーカーとなって以来、急激に
評価を高め、現在はジャンニのアシスタントを務めていた
気鋭のワインメーカー、ジョヴェンニ ジェニオが醸造を
行っています。

コッリオを代表する生産者の
ひとつ

【COLLIO  コッリオ】 の特徴
・ 南東のアドリア海から約30km、北西部ジュリアン

アルプスから約30kmに位置

・ 昼は雨が少なく陽光が強い
→健全で熟したブドウ。高いアルコールとしっかりとし
たボディ

・ 夜はアドリア海側からの寒冷な風により昼夜の寒暖差
が激しい
→理想的な酸度のブドウ複雑味と余韻、熟成の可能性

・ 土壌は石灰質と粘土質の層が重なる白ワインにとって
理想的な土壌。
→ミネラル感が非常に強くエレガント

VILLA RUSSIZ

Furiuli-Venezia Giulia
【フリウリ・ヴェネツィア ジューリア】



VILLA RUSSIZ
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シャルドネ コッリオ

750ｍｌ 2,670円
【DOC:コッリオ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

ヴィラ ルシッツのあるコッリオは、白ワイ

ンの醸造に適した土地として知られ、ル
シッツはその中でもトップクラスのワイン
の生産者です。

パンやフルーツの繊細な香り、リンゴを思
わせる果実のニュアンスが感じられ、バ
ランスのよい後味が長く広がります。

ピノ グリージョ コッリオ

750ｍｌ 2,670円
【DOC:コッリオ】

○ ピノ グリージョ 100%
○ 白 辛口

繊細でエレガント、また複雑味を持った果
実味。干し草やローストしたアーモンドな
どのナッツ香が香ばしく豊かなブーケ。
しっかりとした酸、果実味とのバランスが
よいワインです。

フリウラーノ コッリオ

750ｍｌ 2,670円
【DOC:コッリオ】

○ フリウラーノ 100%
○ 白 辛口

フリウリを代表する品種から造られたワイ
ンは、品種由来のグレープフルーツなど
の柑橘系果実や白い花の香り。比較的
酸味も穏やかで、円熟した滑らかな味わ
いです。

ソーヴィニヨン デ ラ トゥール コッリオ

750ｍｌ 5,200円
【DOC:コッリオ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100%
○ 白 辛口

ワイナリーを見下ろす主に南向きの丘の頂
上に位置する畑から造られるソーヴィニヨン
のトップキュヴェ。生産量は約14,000本。
複雑で豊かな香りは黄色コショウ、グレープ
フルーツ、セージ、桃を連想させる。ヴェル
ベットのようにスムーズでエレガント。熟成
後のポテンシャルも高いワインです。

シャルドネ コッリオ
グラッフィン デ ラ トゥール

750ｍｌ 5,200円
【DOC:コッリオ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

醸造施設のすぐ近くに広がる粘土質の土壌
の畑から造られるわずか4,000本程度の希
少なシャルドネ。225リットルの小樽で12ヶ月
間、熟成させます。金色の外観に熟したリン
ゴ、バニラ、柑橘、トースト香が上手く統合さ
れた華やかな香り。複雑でしっかりとした酸
とミネラルのバランスの美しい味わいです。

マイシャ

750ｍｌ 3,490円
【DOC:コッリオ】

○ フリウラーノ 100%
○ 白 辛口

オーガニック農法で栽培されたブドウで造ら
れる、少量生産のワイン。
ステンレスタンクで醸造され、シュール
リーで6ヶ月の熟成後、瓶詰されます。
ルシッツの新たな試みとなるワインです。

レ ザンファン

750ｍｌ 2,150円
【IGP:ヴェネツィア ジューリア】

○ ピノ グリージョ 50%
ピノ ビアンコ 25%
リボッラ ジャッラ 20%
ソーヴィニヨン 5%

○ 白 辛口

「レ ザンファン」は子供たちの意。
フランス系品種を初めてこの地域にもたら
し、孤児院を併設するというワイナリーの起
源に敬意を表し造られました。よく熟したリ
ンゴや黄桃のアロマ。滑らかな口当たりで
親しみやすいワインです。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

ソーヴィニヨン コッリオ

750ｍｌ 2,670円
【DOC:コッリオ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100%
○ 白 辛口

緑がかったハイライトを持つ淡い黄色。品
種由来のエレガントで豊かな香りはコショ
ウ、セージ、白桃などを連想させます。

驚くほどシャープな酸と、凝縮した果実の
味わいが印象的なクリーンな味わいのワ
インです。



LA JARA

Veneto
【ヴェネト】

ラ ジャラ

プロセッコ スプマンテ ブリュット

750ｍｌ 1,950円
375ｍｌ 1,290円
【DOC:プロセッコ】

○ グレーラ 100%
○ 白 辛口

繊細な泡立ち、果実味溢れるイキイキと
した洗練されたブーケ。品種特有の青り
んごのような風味があり程よい酸味の
あるクリーンな味わいです。

オーガニック プロセッコの
先駆者的なワイナリー

マッシモの代になりブドウの木の
植え替えを行うなど積極的なワイ
ナリーの改革を行い、またビオロ
ジックのブドウ栽培に着手しまし
た。結果、2000年よりラ ジャラの
造るプロセッコは、ICEAよりビオ
ロジックの認証を受けています。

【マリオン兄弟】
現当主マッシモ マリオンは、ワイナリーの3代目にあたり、ワ

イナリーの経営全般を統括しています。弟のパオーロはワイ
ンの醸造などの技術責任者です。

ICEA

(Instituto per la Certificazione Etica ed

Ambientale) 

ICEAはイタリアで最も有名な有機
農産物やサステイナブル（代替可
能な）エコノミーを目的とした商品
の認証団体の1つです。

ラ ジャラ

ワイナリーのオーナーであるマリオン家は、1891年よりこの辺
りの土地を所有しています。ヴェネト州で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デーネなどを含む丘陵地
帯の一角、グラーヴェ ディ パパドポーリの程近くに位置し、
40haのブドウ畑を所有しています。ワインはすべて自社畑で
収穫したブドウから造られています。

ゼロ アッソルート

スプマンテ エクストラブリュット

750ｍｌ 1,950円
【IGP:スプマンテ】

○ グレーラ 70%、シャルドネ 30%
○ 白 辛口

DOCプロセッコでないのは、残糖分が
1.2g/Lとプロセッコの基準の下限値
7g/Lを下回っているためです。通常の
プロセッコは35-40日のところ、このワ
インは生産に210日(約7ヶ月間)を要し
ます。白い花やグレープフルーツのアロ
マ、口当たりは柔らかく、ドライでバラン
スのよい味わいです。

ピノ グリージョ ロゼ

スプマンテ ブリュット

750ｍｌ 1,950円
375ｍｌ 1,290円
【VSQ:スプマンテ】

○ ピノ グリージョ 100%
○ ロゼ 辛口

手摘み収穫後、圧搾機内で48時間の
マセレーションを行い色素を抽出した後
にステンレスタンクで1次発酵及び2次
発酵を実施します。ストロベリーのチャ
ーミングな香りと品種特有の芳ばしいア
ロマが魅力的で、非常にクリーミーで余
韻の長い泡が感じられます。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

当主：マッシモ マリオン
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GIUSEPPE QUINTARELLI

ジュゼッペ クインタレッリ

クインタレッリはヴェネトの地で造られるヴァルポリ
チェッラ、アマローネを語る上で最も重要な生産者であ
ることは間違いありません。機械化されたワイン造りが
主流の現代において農作業から醸造、ラベルを貼るこ
とまで手作業で行われています。醸造に関しても自然
酵母での自然な発酵は勿論、発酵後もあえて何もせず、
自然に任せたワイン造りにこだわっています。

『良い畑、良いブドウの樹、良い環境、低い収量。良い
仕事人。なにより良いワインを造り続ける情熱と余計な
事をしないでゆっくり待つ忍耐力。良いワイン造りには
時間も必要です。』

Veneto
【ヴェネト】

プリモ フィオーレ

750ｍｌ 7,000円
【IGP:ヴェネト】

○ コルヴィーナ ヴェロネーゼ、
コルヴィノーネ 50%
カベルネ ソーヴィニヨン、
カベルネ フラン 50%

○ 赤 ミディアムボディ

もっとも短い熟成でリリースされる赤ワイン。ド
ライフルーツやベリー系果実、スパイスなどの
香りが複雑に混ざりあいます。酸、果実味、タン
ニンのバランスがよく、食事を通して楽しめるワ
インです。

ビアンコ セッコ

750ｍｌ 5,200円
【IGP:ヴェネト】

○ ガルガーネガ、トレッビアーノ トスカーノ、
ソーヴィニヨン ブラン、シャルドネ、サオリン
○ 白 辛口

青リンゴ、洋ナシ、パイナップルなどのトロピカ
ルフルーツの爽やかな香り。酸も穏やかで、柔
らかくふくよかな印象のワインです。

ヴァルポリチェッラの伝説的
生産者の造る珠玉のワイン

※基本的にはスラヴォニア産
の大古樽を使用。ワインによっ
てはバリックの使用もあるが比
率は非常に低いです。

※通常の規定より長い熟成期
間をとることによって美味しい
状態で出荷。勿論長期熟成も
可能です。

【ワイナリー】
・創業：1924年
・ヴェローナ郊外ネグラール村

カ・パレッタ中腹
・ワインメーカー：

フランチェスコ氏（ジュゼッペの孫）
フェラリーニ醸造学者

・平均樹齢：20年～30年

急勾配
コルヴィーナの畑

【ワイン造り】
■土壌は石灰質を多く含んだ泥灰土が主です。

■9月末から手摘み収穫、発酵はこの地方に自生する自然酵
母で発酵。

■大きな特徴は、この地方の伝統的手法であるリパッソ※を
行い強靭な酒質を持たせる事です。

■スロヴェニアの大樽で6年間熟成させます。

※リパッソ：ブドウの絞りかすを発酵させたワインに再度漬け込み再び発
酵させる方法。ピエモンテの一部やヴェネトでの伝統的手法。手間がかか
る為、今では行っている造り手は数少なくなっています。

フランチェスコ

ラベル手貼り作業

ヴァルポリチェッラ クラシコ

750ｍｌ 11,800円
【DOC:ヴァルポリチェッラ】

○ コルヴィーナ、コルヴィノーネ
ロンディネッラ
カベルネ、ネッビオーロ、
クロアティーナ、サンジョヴェーゼ

○ 赤 フルボディ

バニラやキャラメルのような甘いスパイスと、
ハーブの香りが複雑。しっかりしたタンニンと、
果実の凝縮感があり、余韻の長いワイン。

アマロ－ネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラシコ

750ｍｌ 44,300円
【DOCG:アマローネ デッラ

ヴァルポリチェッラ】

○ コルヴィーナ、コルヴィノーネ
ロンディネッラ
カベルネ、ネッビオーロ、
クロアティーナ、サンジョヴェーゼ

○ 赤 フルボディ

＜長い年月をかけゆっくりと熟成させた珠玉のア
マローネ＞アーモンドのほろ苦い香りやチェリー
を思わせる繊細な香り、凝縮感のあるアロマ。干
しブドウやジャム、様々なスパイスの混じりあった
味わいは、他に例をみないほどの複雑味がある。
深みがあり余韻の長いワイン。

12 ※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



CORTE ADAMI

コストパフォーマンスの高い
ソアーヴェの生産者

Veneto
【ヴェネト】

コルテ アダミ

コルテ アダミは36haの畑を所有する3代続く小規模ブド
ウ栽培家。4代目となる長男アンドレアが「家族の絆ブドウ」
の品質を確信し2004年から自社瓶詰めを開始しました。収
穫したブドウの一部は協同組合への販売を続けていますが、
近年その品質の高さが認められ、各国で賞を受賞。自社で
の瓶詰めの割合が増えており、これからますますその品質
の高まりが期待できる気鋭のワイナリーです。

【土壌】
ソアーヴェ村の中心地に位置するワイナリー周辺には19haの畑
が広がり、粘土石灰質土壌の平地にガルガーネガ、トレッビアー
ノ、ピノ グリージョそして試験的にシャルドネが栽培されています。

コルテ アダミが7haの畑を所有するカステルチェリーノ地区は、標
高350mと高地に広がっており、昼夜の寒暖差（±6℃）がブドウの
夜間成熟を防ぎ適度な酸味を保持するのに貢献しています。土
壌はトゥフォと呼ばれる石灰質土壌が深層を占め、表土には黒い
火山性土壌が広がっています。このテロワールで栽培されたガル
ガーネガはミネラル分に富み切れ味良い酸味を有します。

ヴァルポリチェッラ スペリオーレ

750ｍｌ 2,130円
【DOC:ヴァルポリチェッラ】

○ コルヴィーナ 45%
コルヴィノーネ 45%
ロンディネッラ 10%

○ 赤 ミディアムボディ

平均樹齢45年のブドウを手摘み収穫後、
コルヴィーナのみ3週間乾燥させ残りの2
品種は直接醸造します。
非常にスパイシーなアタックで特にシナ
モンやクローヴを感じ、グリルやトースト
香も。全体的にふっくらとした味わいが特
徴的で、程よい果実味と天然ブドウ由来
の甘味（残糖3-4ｇ/L）が見事に調和して
います。

アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ

750ｍｌ 5,400円
【DOCG:アマローネ デッラ

ヴァルポリチェッラ】

○ コルヴィノーネ 45%
コルヴィーナ 45%
ロンディネッラ 10%

○ 赤 フルボディ

平均樹齢45年のブドウを手摘み収穫後、
全て3ヶ月間乾燥させてから、ステンレス
タンクで約1ヶ月間の発酵と醸しを行いま
す。その後、500Lの新樽で2年間熟成、
4ヶ月間の瓶熟を経て出荷。

濃密で芳ばしい焦がし黒糖の様な香り
やブラックチェリーの砂糖漬けのアロマ
を感じます。伝統的なアマローネほどの
重厚感がなく、料理との相性も広がりの
もてるアマローネです。

ソアーヴェ スペリオーレ
ヴィーニャ デッラ コルテ

750ｍｌ 1,880円
【DOCG:ソアーヴェ スペリオーレ】

○ ガルガーネガ 100%
○ 白 辛口

コルテアダミが単独所有している、カステ

ルチェリーノ畑からのブドウのみを使用。

樹齢約40年の木から遅摘みしたガル

ガーネガを使用し、醸造は全てステンレ

スタンクで行います。美しい酸、果実味と

ミネラルを思わせる風味に溢れたワイン

で、熟成を経るごとにその味わいに深み

を増していきます。

13
※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる

可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

ソアーヴェ

750ｍｌ 1,500円
【DOC:ソアーヴェ】

○ ガルガーネガ 90%
トレッビアーノ 10%

○ 白 辛口

収穫後、優しくプレス。14度で一晩コールド

マセラシオン。アルコール発酵は温度管理し

ながらステンレスタンクで行い、澱引きせず

に2ヶ月置く。その後、瓶詰し、瓶内で１ヶ月

ほど休めてからリリース。リンゴや柑橘系の

香りとグリーンノートがあり、ブドウの熟度を

思わせる凝縮感のある味わいです。余韻も

長くコストパフォーマンスが非常に高いワイ

ンです。



CORTE ADAMI

センツァフィーネ ガルガーネガ

750ｍｌ 1,920円
【IGP:ヴェネト】

○ ガルガーネガ 70%
シャルドネ 30%

○ 白 辛口

フレッシュでトロピカルフルーツを思

わせる果実味があり、ミネラルを思わ

せる風味とバランスのよい酸を備え

た心地よい辛口の味わいです。

センツァフィーネ ロッソ ヴェローナ

750ｍｌ 2,000円
【IGP:ヴェネト】

○ コルヴィーナ 70%
メルロ 30%

○ 赤 ミディアムボディ

フレッシュなベリー系の果実味を備え

ています。タンニンは柔らかく飲みや

すいエレガントなワインです。

センツァフィーネ ロザート

750ｍｌ 2,000円
【IGP:ヴェネト】

○ コルヴィーナ 70%
メルロ 30%

○ ロゼ 辛口

甘酸っぱいラズベリーのような果実

味が魅力的です。バランスが良く、繊

細なアロマの感じられるワインです。

スプマンテ ブリュット

ローザ クロイーナ NV

750ｍｌ 2,590円
【VSQ:ヴェネト】

○ コルヴィーナ100%
○ ロゼ 辛口

コルヴィーナは、9月の初めに早めに収
穫。軽く圧搾後、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15度で約15日間。第2次発酵
は密閉タンクで2.5ヶ月かけて行います。

「クロイーナ｣はこのワインに使われるブ
ドウ品種｢コルヴィーナ｣を表すこの地域
の方言。コルヴィーナ100%で造られるス
プマンテは、繊細な香りとアロマの豊か
なエレガントなワインです。

センツァフィーネ ブリュット ミレジマート

750ｍｌ 1,950円
【IGP:ヴェネト】

○ ガルガーネガ、シャルドネ
○ 白 辛口

リッチな泡立ちが特徴の心地よい味わい

のスパークリングワインです。瓶内二次

発酵由来のトーストやトロピカルフルーツ

を思わせる魅惑的な香り。フレッシュでク

リーンな口当たりで、フルーティでありな

がら、クリーミーなミネラルの要素も感じ

られます。

アペリティフとして、白身の魚や鶏肉、

チーズなどと楽しめます。

祖父から孫の代まで
家族で協力してワイナ
リーを運営している。

【センツァフィーネシリーズ】

｢センツァ フィーネ｣は｢終わりがない｣という意味。気づ
いたら1本空いてしまうようなワインを目指しています。
DOC、DOCGの枠に捉われず、気軽にもっとワインを楽
しんで欲しい！という思いで造られており、フルーティで
フレッシュな味わいが魅力です。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。14



MAZZEI FONTERUTOLI

Decanter誌で「キャンティ地区

で史上、最も素晴らしいセ
ラー」と評された、天然の地形
を生かしたセラーと最新の設
備と規模を誇る醸造施設を所
有しています。

◆グラヴィティー（重力）フローを利用した醸造施設
◆天然の地形と湧き水を利用した温湿度管理の地下セラー

◆特徴を最大限に生かすための醸造、熟成はすべて区画ご
とに実施 →76のステンレスタンクで、120もの区画から

収穫されたブドウを別々に醸造して、最終的にブレンドしてい
ます。

ブドウ畑の管理からワイン醸造
まで、「Mr. サンジョヴェーゼ」と
称されるカルロ フェッリーニがコ

ンサルタント兼醸造家を務めて
います。

◆徹底した密植、低収量
フォンテルートリでは通常のキャンティの2～3倍の密度でブドウ
の木を植え、収量は通常の1/4～1/3しか収穫しません。

◆区画ごとのブドウ品種、苗木の選択
複雑な地形とミクロクリマを持つ、それぞれの区画の特徴を最大
限に生かすために、区画ごとに最適な品種を植樹。特にサンジョ
ヴェーゼでは、最適な苗木を選んで植えています。

【醸造】

【ブドウ栽培】

カステッロ ディ フォンテルートリ

マッツェイ家は1435年よりカステッロ ディ フォンテルートリ
を所有し、6世紀に渡りワイン生産を行うトスカーナの名門
一家です。現在はその24代目にあたる兄弟フィリッポ（兄）
とフランチェスコ（弟）の兄弟が二人でCEOを務めています。
彼らの父ラポ マッツェイは、20年にわたりキャンティ クラシ
コ協会の会長を務めた人物。キャンティ クラシコの品質向
上、イメージ改善に多大な貢献をしました。

カステッロ ディ フォンテルートリでは、それぞれに異なる
個性を持ちつつも、どのワインにも共通する一貫した特徴
を、彼ら自身「エレガンス」と表現します。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を目指しています。

1435年からキャンティ クラシコで
ワイン造りを行う名門

Toscana
【トスカーナ】

15

セル ラポ

キャンティ クラシコ リゼルヴァ

750ｍｌ 3,360円

【DOCG:キャンティ クラシコ リゼルヴァ】

○ サンジョヴェーゼ 90%、メルロ 10%

○ 赤 フルボディ

フレッシュな黒いベリー系のアロマが豊
かな味わい。熟成期間が長く、タンニン
分も豊かでしっかりとした構成があり、
凝縮感のある味わいのよりクラシックな
キャンティ クラシコです。

フォンテルートリ バディオラ

750ｍｌ 1,880円

【IGP:トスカーナ】

○ サンジョヴェーゼ 65%、
メルロ 30%、プティ ヴェルド 5%

○ 赤 ミディアムボディ

バディオラは比較的標高の高い冷涼な
畑のブドウが多く使われます。素晴らし
い構成とスムーズな口当たり、滑らかさ
を持った、果実味溢れる万能ワインで
す。

フォンテルートリ キャンティ クラシコ

750ml 2,990円
375ml 1,790円

【DOCG:キャンティ クラシコ】

○ サンジョヴェーゼ 90%、
マルヴァジア ネーラ 4%、
コロリーノ 4%、メルロ 2%

○ 赤 フルボディ

エレガントでありながら複雑味を併せ持
ち、絶妙なバランスを保ったワイン。
テロワールの素晴らしさが体感できる、
完熟した果実の味わいが層になって広
がるワインです。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。 マーク
の商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。



シエピ

750ｍｌ 14,300円

【IGP:トスカーナ】

○ サンジョヴェーゼ 50%
メルロ 50%

○ 赤 フルボディ

単一畑（シエピ）の中でも最も良い区画
（約6ha)から収穫されたブドウで醸造され
ます。凝縮感と複雑さを持つワインは、ユ
ニークでありながら本格派の風格を持って
おり、フォンテルートリのアイコンワインと
なっています。

カステッロ ディ 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

750ｍｌ 6,700円

【DOCG:キャンティ クラシコ
グラン セレツィオーネ】

○ サンジョヴェーゼ 92%
マルヴァジア ネーラ、コロリーノ 8%

○ 赤 フルボディ

フォンテルートリの畑の中でも最高の区画
から収穫されたサンジョヴェーゼを主体に
醸造しています。エレガントで力強く、テロ
ワールがよく表現されたトップクラスの
キャンティ クラシコです。

MAZZEI FONTERUTOLI

フォンテルートリ ミックス 36

750ｍｌ 8,500円

【IGP:トスカーナ】

○ サンジョヴェーゼ 100％
○ 赤 フルボディ

40年に渡るマサルセレクションとクローン
セレクションの結果得られた、36の異なる
バイオタイプのサンジョヴェーゼをブレンド。
エレガントでフレッシュ。赤い果実のアロマ
が強く感じられ、複雑味があり、余韻が長
いワインです。

フォンテルートリ コンチェルト

750ｍｌ 12,000円

【IGP:トスカーナ】

○ サンジョヴェーゼ 80%
カベルネ ソーヴィニヨン 20%

○ 赤 フルボディ

1981年初ヴィンテージ、2013年に復刻
した先駆者的なスーパートスカンの1つ。
緊張感があって厳格、力強さとエレガント
さを持ったエネルギーの溢れるワイン。2

つの品種がコンチェルト（協奏曲）のような
ハーモニーを奏でます。

16

ベルグァルド

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。テヌータ ディ ベルグァルドは、海まで約10キロ程
の丘陵地帯にあり、1997年にワイン造りを開始しました。
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。

ワイナリーのロゴは、レオナルド ダ ヴィンチが描いた多面
体がモチーフ。ベルグァルドの所有地の形と、ワイナリー
の将来的な展望を象徴化したものです。

↑ ベルグァルドの畑
海からの風が吹き抜ける海洋性気候
に属し、夏も気温が上がりすぎず、昼
夜の気温差が大きい気候です。岩が
ちで、石灰岩質や砂岩質の土壌によ
り、マレンマのテロワールの特徴をよ
く表現したワインが造られています。

トスカーナ州

Toscana
【トスカーナ】

マッツェイ家がトスカーナ、
マレンマで行う新たなチャレンジ

ベルグァルド ヴェルメンティーノ

750ｍｌ 2,670円

【IGP:トスカーナ】

○ ヴェルメンティーノ 100%
○ 白 辛口

豊かな白桃のアロマに加え、心地よ
いミネラルを思わせる風味が余韻に
感じられます。海からの影響を感じる、
ドライな味わいのワイン。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



TENUTA DEI BELGVARD

ベルグァルド ロゼ

750ｍｌ 2,670円
【IGP:トスカーナ】

○ サンジョヴェーゼ50%

シラー50%

○ ロゼ 辛口

エレガントな色調の珍しいブレンドの
ロゼ。フレッシュで花のような風味のド
ライなロゼ。口当たりも滑らかで心地
よい味わいで食事を通じて楽しめま
す。

セッラータ

750ｍｌ 2,670円

【IGP:トスカーナ】

○ サンジョヴェーゼ 80%
アリカンテ ネーラ 20%

○ 赤 ミディアムボディ

サンジョヴェーゼとアリカンテ ネーラ
で造られたアロマティックで奥行きの
あるワイン。マレンマらしい果実味と、
アリカンテ由来の少しスパイシーな味
わいが、テロワールをよく表現してい
ます。

17※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

テヌータ ベルグァルド

750ｍｌ 6,800円

【DOC:マレンマ トスカーナ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 85%
カベルネ フラン 15%

○ 赤 フルボディ

カベルネ ソーヴィニヨン主体のワインは、
力強く、エレガント。カベルネ×マレンマ
のテロワールのポテンシャルを追求した
ワインです。マレンマらしいスパイシーな
ニュアンスがあり、複雑味も感じられます。

ティレニコ

750ｍｌ 3,000円

【DOC:マレンマ トスカーナ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 65%
アリカンテ ネーラ 20%
カベルネ フラン 10%
プティ ヴェルド 5%

○ 赤 ミディアムボディ

テヌータのセカンドワイン。ティレニア海の
恩恵を受けた畑のカベルネ主体のワイン
は、太陽の恵みを感じさせる豊かな果実
味と海のニュアンスを併せ持つワイン。
オンブロネ河とテヌータ ベルグァルドの
ある海岸線の輪郭を図案化したラベルが
印象的。かつてこの地を率いたティレノス
王子の名前から名付けた魅力的でエレガ
ント、モダンなワインです。

ブロンゾーネ
モレッリーノ ディ スカンサーノ リゼルヴァ

750ｍｌ 3,570円
【DOCG:モレッリーノ ディ

スカンサーノ】

○ サンジョヴェーゼ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ベルグァルドで最もサンジョヴェーゼに適
した畑がブロンゾーネです。力強く温かみ
のある味わいは、トスカーナの代表品種
サンジョヴェーゼでマレンマの驚くべきテ
ロワールを表現したワインです。

※2016年ヴィンテージより名称「ティレニコ」へ変
更、ラベルデザインも変更。



Veneto【ヴェネト】

ヴィッラ マルチェッロ
17世紀末にティエポロ家によって大きな森の中にハンティング
用のロッジとして建設され、19世紀に当時の所有者のエリザ
ベッタ ガルヴァーニ オニゴが所有地にブドウの木を植樹。
今日、ワイナリーは彼女の子孫、マルチェロ家によって経営さ
れています。 トレヴィーゾ近郊に57haを所有し、その内26.5ha
がブドウ畑。プロセッコに使われるグレーラが大部分を占め、そ
の他少量のピノ ビアンコが植えられています。

ヴィッラ マルチェッロ プロセッコ
ミレジマート

750ｍｌ 1,970円

【DOC:プロセッコ】
○ グレーラ 85%、ピノ ビアンコ 15%
○ 白 辛口

リンゴの果実、フジの花やアカシアのような
花の香り。フレッシュでエレガント、複雑味の
ある余韻が長く続きます。美しい酸が保たれ
ているため、食前酒や食中酒としても様々な
食事とあわせやすいワインです。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。18

EGOプロセッコ ブリュット ゼロ

750ｍｌ 2,150円

【DOC:プロセッコ】
○ グレーラ 85%、シャルドネ 15%
○ 白 辛口

創設者のエリザベッタ ガルヴァーニ オニゴ
に名を由来。ワイナリーの最も古い区画のブ
ドウを用いたフレッシュな風味と骨格を兼ね
そなえたワイン。残糖のないスタイルに仕上
げられたドライな後味が魅力です。

アンドリアナ ピノ グリージョ ロザート

ブリュット

750ｍｌ 2,150円

【DOC:デッレ ヴェネツィエ】
○ ピノ グリージョ 100%
○ ロゼ 辛口

ヴェネツィアのレース編み復興に貢献した祖
先アンドリアナに名を由来。90%を4ヶ月
シュールリー、10%をさらに2ヶ月大樽で熟
成。口当たりは柔らかくドライでエレガントな
スタイル。ラズベリーのようなベリー系果実
の風味がある、爽やかな味わいです。

MAZZEI VILLA MARCELLO MAZZEI ZISOLA

シチリア州

Sicilia【シチリア】

ジゾラ
ジゾラはシチリアの南東部、ネロ ダヴォラ発祥の地として知ら
れるアヴォラから5キロ程のところにあります。マッツェイ家は、
このジゾラの地のポテンシャルの高さに着目し、2003年にワイ
ナリーを創設。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。

アジーザ

750ｍｌ 2,680円

【DOC:シチリア】

○ カタラット50%、グリッロ50%

○ 白 辛口

アロマティックで、適度なボリュームも
あるフレッシュなワイン。花や柑橘系
の香りにあふれ、心地よい辛口。
石灰質土壌に由来するミネラルを思
わせる風味が楽しめます。

ジゾラ

750ｍｌ 2,680円

【DOC:ノートロッソ】

○ ネロ ダヴォラ 100%

○ 赤 ミディアムボディ

しっかりと酸の残ったブドウを収穫す
ることで果実味とのバランスを保って
います。長年の経験と熟練した技術に
より、ワインは奥行きのある高い凝縮
感を持ったエレガントな味わいに仕上
げられています。



CASTELLO DEI RAMPOLLA

キャンティ クラシコ

750ｍｌ 3,880円
【DOCG:キャンティ クラシコ】

○ サンジョヴェーゼ
カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ

○ 赤 フルボディ

サンジョヴェーゼ種特有の酸が前面に
でることなく、プラムやチェリーの果実
味とのバランスが美しいワインです。
しっかりとした構成とキメ細やかなタン
ニンを持つ、しなやかなワインです。

ダルチェオ

750ｍｌ 20,900円 (2013VIN)
【IGP:トスカーナ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 85%
プティ ヴェルド 15％

○ 赤 フルボディ

ブラックベリーやプラムなどの果実や、
チョコレートのような甘みのあるスパイ
スのアロマ。時間と共によりスパイシー
な印象が強く現れます。
圧倒的な果実感とキメの細かいタンニ
ンも感じられる、力強いワインです。

カステッロデイランポッラ

“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年から現オーナーの父であるアルチェ
オ ディ ナポリ ランポッラが近代的な手法も取り入れたブド
ウ栽培を始めました。

ワイン造りの全てはブドウ栽培にあると確信していたアル
チェオは、凝縮したブドウを造るために密植、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、世界的に高い評価を受けて
います。

華々しい名声が先行するランポッラですが、その真髄はブ
ドウ造りに対する真摯な姿勢。気負いなく淡々と畑に接す
るのがランポッラの真の姿と言えます。

Toscana
【トスカーナ】

スーパータスカンの先駆者

【評価】
ダルチェオ1996がファースト ヴィンテージでガンベロ ロッソ
にてイタリア最高の赤ワインに選ばれました。以降2003年
ヴィンテージまで7年連続のトレビッキエーリを受賞した上、
ダルチェオ1999はパーカー99点を獲得。またパーカーは著
書「ロバート パーカーが選ぶ最新版･世界の極上ワイン」
にてランポッラを選出しました。

サンマルコ

750ｍｌ 9,800円
【IGP:トスカーナ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン
サンジョヴェーゼ、メルロ

○ 赤 フルボディ

カベルネ ソーヴィニヨン主体で造った
ワイン。凝縮感のあるブラックベリーを
思わせる果実味には、甘みさえ感じら
れます。またしっかりとしたタンニンもあ
り、力強さとエレガントさを兼ね備えた
ワインです。

トレ ビアンコ ヴェンデミア タルディヴァ

375ｍｌ 6,000円
【IGP:トスカーナ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 60%、
シャルドネ 25%、トラミナー 15%

○ 白 甘口

スパイシーでアロマティックな甘口ワインで
すが、酸もしっかりとあるため口当たりはさ
らりとしながら余韻の長いワインです。白ワ
イン向けの畑をわずかに2ha持っており、糖
度が上がって後摘みできた際にリリースしま
す。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。 19



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

Toscana
【トスカーナ】

FULIGNI

フリーニ

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
ちブドウ畑は僅か 10haを所有しています。

16世紀の歴史的なセラーでワイン造りを行う小規模ワイナリーで、ス
ラヴォニア産の大樽を使って造る伝統的なブルネッロの造りを行っ
ています。

グラスに注ぐ時のエアレーションで素直に開くしなやかさのあるブル
ネッロを造り出します。

【ワイン造り】

ロベルト グエッリーニワイナリーとブドウ畑

ワイン熟成庫

ブルネッロ ディ モンタルチ－ノ

750ｍｌ 9,700円

【DOCG:ブルネッロ ディ
モンタルチーノ】

○ サンジョヴェーゼ 100%
○ 赤 フルボディ

定温(27～30度)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していま
す。

ダークチェリーなどの赤黒系果実や、ド
ライフルーツを思わせる凝縮感のある
果実味。ミネラルを思わせるニュアンス
もあり熟成に由来するスモーキーさも感
じます。洗練されていて厳格さがあり、
フィネスを感じるブルネッロです。

ロッソ ディ モンタルチ－ノ

750ｍｌ 5,000円

【DOC:ロッソ ディ モンタルチーノ】

○ サンジョヴェーゼ 100%
○ 赤 フルボディ

定温(27～30度)で発酵、3.5ヘクトリッ
トルの新樽20%と、アリエの樽で6～
9ヶ月熟成。その後、瓶熟3ヶ月後リリー
スしています。

スミレや野いちごなどの赤いベリー系果
実のチャーミングな香り。美しい酸があ
り、口当たりも滑らか。果実の余韻も十
分に楽しめるワイン。

20 ※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



VALLE REALE

Abruzzo
【アブルッツォ】

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

現オーナーであるレオナルド ピッゾーロにより1997年に創業さ
れ、2015年版ガンベロロッソ誌、最優秀白ワインに選ばれた、
注目の若手生産者です。
アブルッツォの内陸部、ポポリの国立公園内に存在する唯一
のワイナリーであり、アブルッツォの山で栽培され、その気候と
テロワールを反映した、優美でアロマティックなワインを造って
います。

約30haの畑をワイナリーがあるポポリに、約30haをカペ
ストラーノ高原に所有しています。

標高が高く、昼夜の寒暖の差が大きいため、ブドウは
ゆっくりと成熟し、例年、収穫は11月中旬頃と遅いのが特
徴です。

畑では、有機農法（一部ビオディナミ）でブドウを栽培。ワ
インの味は酵母に左右され、それがテロワールの味わい
を表現するために重要とレオナルド氏は考えているため、
天然酵母での自然発酵にこだわっています。

【ワイン造り】

オーナー
レオナルド ピッゾーロ

・ヴィーニ ディ カペストラーノが2015年版ガンベロロッソ
誌最優秀白ワインに選出されています。

・ヴァッレレアレはほぼ毎年ガンベロロッソ誌の最高評価
トレビッキエーリに選ばれており、常連ワイナリーとなって
います。

【評価】 ヴィーニャ デル コンヴェント
ディ カペストラーノ

750ｍｌ 5,400円

【DOC:トレッビアーノ ダブルッツォ】

○ トレッビアーノ 100%
○ 白 辛口

ヴィーニャ ディ カペストラーノは2007年に初め
てヴァッレ レアレが自然発酵でのワイン造りを
実現しました。この畑は村の下に位置し、中世
の修道院と所有地との境界にあります。15世紀
から修道士たちがトレッビアーノ種のワインを
造っていました。凝縮された個性あるトレッビ
アーノ種のミネラルを思わせる風味と酸がきわ
だち、長熟のポテンシャルも合わせ持つワイン
です。

ガンベロ ロッソ
2015トレビッキエーリ
2015年最優秀白ワイン

13 21※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

ヴィニエート ディ ポポリ

750ｍｌ 4,090円

【DOC:トレッビアーノ ダブルッツォ】

○ トレッビアーノ 100%

○ 白 辛口

セラー近くの厳選した1haの畑から収穫したブド
ウで造る“冷涼なトレッビアーノ”の印象を備え
たワイン。独特のミクロクリマから例外的に多く
の酸を持ち、柑橘系のニュアンスやミネラルを
思わせる風味、フレッシュさを備えたひきしまっ
た味わいの山のトレッビアーノです。

イタリアソムリエ協会
BIBENDA 2015
最高ランク５ブドウ

トレッビアーノ ダブルッツォ

750ｍｌ 2,490円

【DOC:トレッビアーノ ダブルッツォ】

○ トレッビアーノ 100% 
○ 白 辛口

ポポリとカペストラーノの畑のブドウを使用。畑
の中で5つの場所からの厳選したイーストを使
用、一部はプレス、除梗および温度管理をせず
に醸造。最終的なワインは、5つのキュヴェをブ
レンドして造られています。
白い花や火打ち石の香りを備えています。



VALLE REALE

ヴィニエート サンテウザニオ

750ｍｌ 2,790円

【DOC:モンテプルチアーノ
ダブルッツォ】

○ モンテプルチアーノ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

周囲を森に囲まれたサンテウザニオの畑は、
高い標高(約500ｍ)に位置し、 非常に石ころ
の多い土壌です。昼夜の寒暖の差も大きく、
モンテプルチアーノ種のブドウが成熟するの
にぎりぎりの気候となっています。山岳地帯の
モンテプルチアーノならではの美しい酸と豊か
なフレッシュ感を持つワイン。

モンテプルチアーノ ダブルッツォ

750ｍｌ 2,490円

【DOC:モンテプルチアーノ
ダブルッツォ】

○ モンテプルチアーノ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ポポリとカペストラーノの畑のブドウを使用。カ
ペストラーノのブドウの持つ構成力と、ポポリ
のブドウの持つ複雑な香りを備えたワインで
す。どちらの畑も昼夜の寒暖の差があるため、
美しい酸を持ったワインとなります。

22 ※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

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

当主のフランコ デウサニオはボローニャ大学で博士号を取
得後、アブルッツォの共同組合でエノロジストとして采配を
振るっていました。90年にブドウ畑を入手し、98年にキュー
ザ グランデを創設、現在に至ります。

畑は標高2,912ｍのグラン サッソ山の麓300ｍあたりに3箇
所所有しています。耕地ゆえの寒暖差が大きく、またアドリ
ア海から吹く風の恩恵をブドウ栽培に適した土地となってい
ます。

アブルッツォでは灌漑が広く行われていますがキューザ グ
ランデでは畑に撒く水も全て雨水を使用。100％アブルッ
ツォの自然を表現することをモットーとしています。

キューザ グランデ

モンテプルチアーノ ダブルッツォ、トレッビアーノ ダブルッ

ツォを中心に完全なビオロジックを実践し、伝統的アブルッ
ツォらしいワイン造りに徹しています。

グラン・サッソの麓の畑は他の生産者の畑と隣接しない単
独の孤立した環境となっており、他の生産者の薬剤等の影
響も受けにくい最良の環境。また傾斜のある畑斜面は、太
陽の光を直接に受け日中の温度は高くなりますが、夜はア
ペニン山脈の影響を受け夏場でも冷え込むブドウ栽培に理
想的な環境にあるといえます。
現在は、AIAB、ICEA、RENAよりビオロジックの認証を受け
ています。

【ワイン造り】

CHIUSA GRANDE

Abruzzo
【アブルッツォ】

２月のワイナリー周辺の畑

サン カリスト

750ｍｌ 6,000円
【DOC:モンテプルチアーノ

ダブルッツォ】

○ モンテプルチアーノ 100%
○ 赤 フルボディ

標高約350mと高い位置に畑があり、最も樹齢
が高いブドウの植わる土壌は骸粒に富んでい
ます。
2004年以降、イタリア評論家の間で高く評価さ
れ、イタリアのトップ20の赤ワインとして度々
評価されています。気温差がもたらす美しい
酸がワインに残され、長熟のポテンシャルを
持つワインです。

イタリアソムリエ協会
BIBENDA 2015
最高ランク５ブドウ



テッレ カサーリ

モンテプルチアーノ ダブルッツォ

750ｍｌ 1,290円
【DOC:モンテプルチアーノ ダブルッツォ】

○ モンテプルチアーノ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

薄紫のエッジを持つルビーレッドで、やわ
らかくチェリーのような果実の香りと、バラ
ンスの取れた味わいが心地良いミディア
ムボディ。
◇生ハムやサラミ、パスタやラザニア、肉
料理からチーズまで幅広い料理と

テッレ カサーリ

トレビアーノ ダブルッツォ

750ｍｌ 1,290円
【DOC:トレッビアーノ ダブルッツォ】

○ トレッビアーノ 100%
○ 白 辛口

緑がかった淡い黄色。品種に由来するフ
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良い酸があり、バラ
ンスのとれた味わいです。

◇前菜から魚介を使ったパスタやリゾット、
魚介のグリルなど幅広い料理と

テッレ カサーリ

チェラスオロ ダブルッツォ

750ｍｌ 1,290円
【DOC:モンテプルチアーノ ダブルッツォ】

○ モンテプルチアーノ 100%
○ ロゼ 辛口

深みのある美しい色調が目を引くロゼワイ
ン。爽やかでフルーティかつ程よい構成も
ある、しっかりとした辛口のロゼです。
◇魚から肉まで幅広い料理に合わせられ
ます。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。 23

CHIUSA GRANDE

ロッコセッコ

モンテプルチアーノ ダブルッツォ

750ｍｌ 2,060円
【DOC:モンテプルチアーノ

ダブルッツォ】

○ モンテプルチアーノ 100%

○ 赤 ミディアムボディ

ワインの名前は現当主の曾祖父でキュー
ザ グランデの創始者のニックネームです。
ほのかな甘いスパイス香と、ジャムや完
熟した果実を思わせるフルーティな香り。
プラムやブラックベリーの果実味と程よい
ボディのあるバランスのよいワインです。

■当主のフランコ デウサニオは、アブルッツォのワイン生

産地区として知られるトッロの出身。彼の父親が苗木屋で
あったこともあり、モンテプルチアーノとトレッビアーノには
こだわり（ブドウ果実が小さいもの、樹齢が高いこと）があり、
また古来種の発掘にも力を注いでいます。

■ワイン造りのポリシーは、「昔の農民としての良心に立ち
返ることです。ワインはあくまでも飲み物で農民が造る生
活必需品であり、決して嗜好品であってはならない。理屈
抜きに気持ちよく飲めるものでなければならない。」との考
えを持っており、その考えに基づいたワイン造りからビオロ
ジックに辿り着きました

当主 フランコ デウサニオ



ヴィノソフィア ペコリ－ノ

750ｍｌ 2,000円
【IGP:アブルッツォ】

○ ペコリーノ 100%

○ 白 辛口

ステンレスタンクによって発酵、熟成。熟成
はワインにフレッシュ感を持続させる為に
14℃に温度管理しながら行われます。ペコ
リーノらしい、麦色のやや濃い色調で、フ
レッシュな花やシトラスの香りを持ち、全体
的にバランスのとれた味わいです。 ファットリア ラ リヴォルタ

リヴォルタとは、レヴォリューションという意。中世に農民
が農地改革を訴え、大地主と闘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。リヴォルタの歴史は古
く、約100年もの間、農家として経営されてます。

当主のパオロ コトロネーオ（下の写真右）とコンサルタン
トのヴィンチェンゾ メルキュリオ（下の写真左）は、カン
パｰニャの固有品種にこだわったワイン造りをしており、
注目のワイナリーです。

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

【ブドウ畑】

はじめに25haの自社畑の半分を植え替え、量ではなく品
質のための仕立て法、グイヨ、コルドンなどに変え、ブド
ウはすべてカンパーニャの土着品種としました。

畑はすべてなだらかな日当たりのとてもよい丘の上に位
置し、石灰質と粘土質で構成される最もブドウ栽培に適し
た土壌の構成となっています。

カンティ－ナは現代的なシステムの醸造所に建て替えら
れ、1997年より畑はビオロジック認証団体ICEAによる認
定を受けることとなりました。

Campania
【カンパーニャ】

CHIUSA GRANDE FATTORIA LA RIVOLTA

ヴィノソフィア モンテプルチアーノ

750ｍｌ 2,000円
【DOC:モンテプルチアーノ ダブルッツォ】

○ モンテプルチアーノ 100%

○ 赤 ミディアムボディ

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果実の味わい
が心地よく口の中に広がるワイン。程よい
凝縮感があり、充実感のある味わいです。

ヴィノフォリア ピノ グリージョ

750ｍｌ 2,000円
【IGP:アブルッツォ】

○ ピノ グリージョ 100%

○ 白 辛口

フルーティで、白い花のようなニュアンス。
フレッシュ感があり繊細な味わいのワイン。
リンゴや仄かに南国の果実のニュアンスが
あり、フレッシュでアロマティックな風味を楽
しめます。国際品種で造られるピノ グリー
ジョは、ヴィノ フォリアと名付け区別してい
ます。

ヴィノ ソフィア(ソフィアは英知の意)はキューザグランデのワイン造り
の哲学を、最もよく表現したライン。アブルッツォ(ペスカーラ）のテロ
ワール、ミクロクリマで最もよく育つ、土着のブドウ品種で造られます。

【ヴィノソフィア】

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

ヴィノソフィア パッセリーナ

750ｍｌ 2,000円

【IGP:ダブルッツォ】

○ パッセリーナ 100%
○ 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。フルーティ
で、白い花を思わせる繊細な味わいで少し
冷やしめで楽しみたいワインです。

24



FATTORIA LA RIVOLTA

タブルノ ファランギーナ

750ｍｌ 2,650円
【DOC:タブルノ】
○ ファランギーナ 100%
○ 白 辛口

カンパーニャを代表する土着品種として
知られるファランギーナから造られたワ
イン。
グレープフルーツなどの香り、セージやミ
ネラルを思わせるアロマ。フレッシュな果
実の味わいが印象的で口いっぱいに凝
縮感のある味わいが広がります

ソーニョ ディ リヴォルタ
ベネヴェンターノ ビアンコ

750ｍｌ 3,750円
【IGP:ベネヴェンターノ ビアンコ】

○ ファランギーナ 50%
フィアーノ 25%
グレーコ 25%

○ 白 辛口

「ソーニョ」はイタリア語で「夢」。リヴォ
ルタの夢と名付られたワインには、他
のワイナリーには造れないワインを造
りたいというリヴォルタの熱い思いが込
められています。
ファランギーナを主体に、カンパーニャ
の土着の2品種を絶妙にブレンド。
白い花やハチミツ、ほのかにスパイ
シーなアロマ。ミネラルを思わせる味わ
いがあり、骨太な印象のワインです

アリアニコ デル タブルノ

750ｍｌ 3,490円
【DOCG:アリアニコ デル タブルノ】

○ アリアニコ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

アリアニコ種は元々ギリシャからこの地
域にもたらされたブドウ品種と言われて
います。
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親
しみやすい味わいです。

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

750ｍｌ 5,900円
【DOCG:アリアニコ デル タブルノ】

○ アリアニコ 100%
○ 赤 フルボディ

品種由来の完熟したチェリーやプラム
などの果実の香りに、ほのかにスパイ
シーな印象があります。濃縮感のある
果実の味わいに、バランスがよく滑らか
なタンニンが溶け合った、リッチな味わ
いのワインです。

サンニオ フィアーノ

750ｍｌ 2,990円
【DOC:サンニオ】

○ フィアーノ 100%
○ 白 辛口

完熟した洋ナシのような果実、ナッツ、ハ
チミツなどのアロマが豊かに広がります。
口当たりもまろやかで、穏やかで美しい
酸のある、たっぷりとしたエレガントな味
わいが楽しめます。

ピエディロッソ

750ｍｌ 2,670円
【DOC:サンニオ】

○ ピエディロッソ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

プラムなどのベリー系果実にほのかなス
パイスの香り。新鮮な果実の味わいと、
ほのかなタンニンの感じられるフレッシュ
な味わいのワインです。

タブルノ コーダ ディ ヴォルペ

750ｍｌ 2,650円
【DOC:タブルノ】

○ コーダ ディ ヴォルペ 100%
○ 白 辛口

カンパーニャの土着品種にこだわるリ
ヴォルタは、通常他品種とブレンドして使
われることの多い品種も、単一品種のワ
インとして醸造しています。
ドライフルーツや、アプリコット、ハチミツ
のような甘い香り。フレッシュな果実味の
あるドライな味わいです。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。
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Pulia
【プーリア】

MASSERIA LI VELI

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 ヴェリは、1999年に現オーナー一族によって
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。

醸造家のリッカルド 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。

マッセリア リ ヴェリ

フィアーノ

750ｍｌ 1,770円
【IGP:サレント】

○ フィアーノ 100%
○ 白 辛口

ステンレスタンクで温度管理をしなが
ら発酵。マロラクティック発酵は行い
ません。
柔らかさのある柑橘系果実や洋ナシ
を思わせる香り。フレッシュで生き生
きとした味わいで、柔らかさと同時に
ミネラルを思わせる風味溢れるワイ
ンです。

オリオン

750ｍｌ 1,770円
【IGP:サレント】

○ プリミティーヴォ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで22～28℃で約1週
間で発酵。6ヶ月バリックで熟成後、
3ヶ月瓶内で熟成。
チェリーなどのフレッシュな果実味が
あり、シナモンやナツメグなどのスパ
イスのニュアンスを備えます。力強さ
もありながら滑らかな口当たりの、心
地よい味わいです。

【クラシック：自社ブドウで造る
エントリーレベルのワイン】

【畑・ワイン造り】
畑はアルベレッロの仕立てで、ヘクタール辺り約5,100本と
密植されています。

栽培されている主な品種：

ネグロアマーロ
マッセリア リ ヴェリで一番多く植えられている品種。力強く
フルボディでリッチ、複雑味のあるワインを生み出します。
生産量も安定しており、暑い乾燥した気候を好みます。

ススマニエッロ
土着品種のひとつで、クロアチア由来とされます。2009年か
らこのブドウでの栽培を始めました。美しい酸のある味わい
は最近注目を集めています。

ヴェルデーカ
プーリアの一部の地域(ヴァッレ ディタリア近郊)で長く栽培
されてきたブドウ品種です。デザートワイン用で他の品種と
ブレンドされることが多く、味わい的にはニュートラルな味
わい。リ ヴェリでは、2009年からこの品種でのワイン造りを
スタートしています。
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サリーチェ サレンティーノ

750ｍｌ 1,650円
【DOC:サリーチェ サレンティーノ】

○ ネグロアマーロ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

赤や黒のベリー系果実の香り。口に
含むと完熟した果実やドライフルーツ
のような凝縮感のある果実味が広が
り、タンニンも柔らかくスムーズな口
当たりのワインです。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



MASSELIA LI VERI

コントラーデ マルヴァジア

750ｍｌ 1,290円
【IGP:プーリア】
○ マルヴァジア ビアンカ 90%

シャルドネ 10%
○ 白 辛口

ライムやキウィ、リンゴを思わせる果
実のアロマ。溌剌としたクリーンな酸
があり、するする飲めてしまう親しみ
やすい味わいです。

コントラーデ プリミティーヴォ

750ｍｌ 1,290円
【IGP:プーリア】
○ プリミティーヴォ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ベリー系の凝縮感のあるアロマに、コ
コアやナツメグのようなスパイシーな
ニュアンス。僅かにバニラを思わせま
す。ミディアムボディでバランスのよ
いまろやかな味わいです。

コントラーデ ネグロアマーロ
750ｍｌ 1,290円
【IGP:プーリア】
○ ネグロアマーロ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

チェリーやブルーベリーのジャムの
凝縮感のある香り、ココアやリコリス
などのスパイスのニュアンス。豊かな
果実味とスムーズなタンニンのある
柔らかな味わいです。

アスコス ヴェルデーカ

750ｍｌ 2,670円
【IGP:プーリア】
○ ヴェルデーカ 90%

フィアーノ 10%
○ 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、リリースします。
トロピカルフルーツや柑橘、洋ナシな
どの香り。酸味と果実味のバランスも
よく、塩っぽいミネラルを思わせる後
味があります。

アスコス ススマニエッロ

750ｍｌ 2,670円
【IGP:サレント】
○ ススマニエッロ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで約15日間マセラシ
オン。50hlのフレンチオーク樽で22～
28℃で発酵後マロラクティック発酵。
9ヶ月バリックと50hlの樽で熟成後、
3ヶ月瓶内で熟成してからリリースし
ます。
ラズベリーやチェリーの甘酸っぱいア
ロマ。柔らかくてふくよかさがあり、タ
ンニンも柔らかいです。

マッセリア リ ヴェリ

750ｍｌ 5,500円
【IGP:サレント】
○ ネグロアマーロ 90%

カベルネ ソーヴィニヨン 5%
○ 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のフレンチオーク樽で22～
28℃で発酵後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
を行います。
豊かな香り、甘みのあるタンニンがあ
り、黒スグリやタバコ、スパイスの
ニュアンス。素晴らしい構成力を持つ
ワインです。

【単一畑ワイン】

【アスコス：こだわりの土着/古代品種
で造ったワイン】

【コントラーデ：契約農家のブドウで造る
気軽に毎日楽しめるデイリーワイン】

27※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。



LE CASEMATTE

Sicilia
【シチリア】

わずか20haのファロDOCのワインを
生産する生産者の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、元ユ
ベントスでイタリア代表キャプテンも経験したアンドレア 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
渡す標高250-370mのところに位置します。またDOC ファ
ロ スペリオーレ地区内にあり、海峡を見渡す厳しい斜面
にブドウ畑が広がっています。 （全7ha所有）

【畑・ワイン造り】
畑はメッシーナ海峡に面しているため、常に海から良い風
が吹き、特別なミクロクリマをもたらしています。

この風により、畑に理想的な昼夜の寒暖の差が生まれま
す。夏でも気温が上がりすぎることなくブドウ果はフレッシュ
に保たれ、病気の原因となる湿度を低く保ちます。

ファロの土地の個性とミクロクリマからもたらされるブドウを
最大限に表現するため、ビオロジック農法を採用。バリック
や新樽の使用も最小限にし、エレガントで個性のある土地
のワインを造ることを哲学としています。

土着品種のブドウにこだわり、畑にはネレッロ マスカレー
ゼ、ネレッロ カプッチョ、ノチェッラ、ネロ ダヴォラなどの品
種が植えられています。

Palermo
パレルモ

Messina
メッシーナ

Faro Superiore
ファロ スペリオーレ

1328

ティレニア海

イオニア湾

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

グリッロ

750ｍｌ 1,770円
【IGP:シチリア】

○ グリッロ 100%
○ 白 辛口

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のニュアンス
が感じられます。果実味と酸味のバ
ランスがとれた味わいです。

ネロ ダヴォラ

750ｍｌ 1,770円
【IGP:シチリア】

○ ネロ ダヴォラ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

熟したプラムのようなアロマがあり、
シチリアらしい果実味とアルコール
感、そして酸味を合わせ持つワイ
ンです。



ペローロ ビアンコ

750ｍｌ 2,790円
【IGP:シチリア】

○ グリッロ 65%
カリッカンテ 35%

○ 白 辛口

ステンレスタンクで発酵、熟成を
行った後、瓶詰めをしています。
ミモザの花や白桃の香りに加え、ほ
のかにミネラルや、カモミール、地
中海のハーブを思わせるアロマを
備えています。フレッシュで心地よ
い果実味が長く口中に広がり、生き
生きとした柑橘系の味わいが楽し
めます。

ペローロ ロッソ

750ｍｌ 2,790円
【IGP:シチリア】

○ ネレッロ マスカレーゼ 70%
ノチェーラ 30%

○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで発酵、熟成を行
い、その後フレンチオークで2ヶ月
熟成後に瓶詰めしています。
ラズベリーなどの小さな赤い果実
のアロマに、リコリスやスパイスな
どのニュアンスが感じられます。
フレッシュな酸と果実の豊かさにタ
ンニンの要素が加わったバランス
のよい味わいとなっています。
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LE CASEMATTE

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

ジャンフランコ サバッティーノ（右）と
アンドレア バルツァッリ（左）

ファロDOC

750ｍｌ 4,500円
【DOC:ファロ】

○ ネレッロ マスカレーゼ 55%  
ネレッロ カプッチョ 25%
ノチェーラ 10％
ネロ ダヴォラ 10%

○ 赤 フルボディ

スキンコンタクトの状態での長めのマセラ
シオンを行った後、フレンチオークで9～
12ヶ月熟成。その後瓶詰めし、更に6ヶ月
熟成させています。
完熟したベリーやブルーベリーの香りに
加え、地中海らしいナツメグやペッパーな
どのスパイシーなニュアンス。バランスが
よくエレガントな味わいで丸みのあるタン
ニンとリッチな果実の風味があり、フィニッ
シュも繊細です。

※ファロDOC

1976年に制定されたDOCで、広さは僅か20haとなります。



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、マッテオがブドウ栽培、
ワイン造りに勤しみますが、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や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。

ムルゴ/テヌータ サン・ミケーレ

MURGO 

Sicilia
【シチリア】

【シチリアエトナの特徴】
シチリアの北東部に位置する活火山であるエトナ山。目の前には
イオニア海を臨みます。
①石灰質に富んだ火山性土壌主体。(マンガン、マグネシウムなど
のミネラルが豊富)

②暑いイメージの強いシチリアにあってエトナは冷涼な気候です。

③標高の高さと海からの寒冷な風によって昼夜の寒暖差が激しく
ブドウ栽培にとっては非常に適した環境です。

こういった条件が揃う土地はイタリアではエトナしかなく、注目を集
める生産地です。

特にエトナ山の南東はバランスの良いエレガントなワインを産むと
される特別な畑です。

【カンティーナ】
エトナ火山の南東部、標高500-550メートルに位置。
噴火口から流れ出した溶岩が目の前まで来ているため、明らかに
他のシチリアの畑とは違う色合いです。
広大な土地はブドウの他各種フルーツも植えられ、畑のすぐ横には
カンティーナが建っています。醸造、熟成庫は全て地下に収められ
ていて夏場でもひんやりとした理想的環境。
数人の従業員と家族のみの小規模経営です。

火山性土壌 ネレッロ マスカレーゼの畑
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■エトナ地区で、瓶内二次発酵のスパークリングワインを生産し
ているワイナリーは殆どなく、地元消費が中心で生産量は少量
です。

■ブリュット、ロゼはすべて同じ畑から収穫されたブドウで、熟成
期間、マセラシオン、ドサージュを変えて造ります。

■未だに一部はピュピトルを使い、手作業でルミアージュを行っ
ています。

ムルゴでは1989年からネレッロ マスカレーゼ種を使った
瓶内二次発酵のスパークリングワインを生産しています。

スパークリング ワイン

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

ムルゴ ブリュット メトド クラシコ

750ｍｌ 3,000円

【イタリア VSQシチリア】

○ ネレッロ マスカレーゼ 100%
○ 白 辛口

エトナの火山性土壌由来の豊富なミネラ
ルを思わせる風味と、高い標高と昼夜の
寒暖差から生まれる繊細で伸びやかな
酸が印象的です。
この地域の土着品種、ネレッロ マスカ
レーゼ種から造られ、白い花の繊細な香
りとわずかに感じるトースト香、いきいき
とした豊かな酸。余韻も長いドライな味わ
いは、食事を通して楽しめます。

ムルゴ ロゼ メトド クラシコ

750ｍｌ 3,290円

【イタリア VSQシチリア 】

○ ネレッロ マスカレーゼ 100%
○ ロゼ 辛口

エトナのテロワールを反映したブドウは、
フルーツの熟した風味ではなく硬い鉱物
的ニュアンスや火山性土壌のミネラルを
思わせる風味をワインにもたらしてくれま
す。

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。ザクロや赤いベリー系
果実やバラを思わせる凝縮感のある味
わいです。



MURGO 
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エトナ ロッソ

750ｍｌ 1,700円

【DOC:エトナ ロッソ】

○ ネレッロ マスカレーゼ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

チェリーやラズベリーのような赤い果実
と黒コショウ、クローヴなどのスパイスの
香り。凛とした酸、ミネラル、果実味など
全体のバランスのよい、涼やかな味わい
です。
◇肉のグリル、ラグーソースのパスタ、
ハムやサラミ類、ソーセージなどに合い
ます。

エトナ ビアンコ

750ｍｌ 1,770円

【DOC:エトナ ビアンコ】

○ カリッカンテ 70%
カタラット ビアンコ 30%

○ 白 辛口

火山性土壌とエトナ山麓の比較的冷涼
な気候を生かした個性あるワインが造ら
れています。白い花や黄色いリンゴなど
の香り。いきいきとした印象で、バランス
良く、はっきりとした味わい。
◇淡白な魚の焼き（味付けがオリーヴオ
イル、レモン、にんにく、パセリ）、白身の
肉が良く合います。

スティル ワイン

■エトナ ロッソDOCのワインの中心となる品種は、エトナの土着
品種のネレッロ マスカレーゼ種。この品種に関する最初の記述は、
18C初頭、ドメニコ セスティーニの著書に残されています。
ネレッロは「黒」を意味し、マスカレーゼは「Mascali /マスカッリ」と
いうムルゴから10キロほどのところにある海沿い小さな村の名前
に由来します。

■ムルゴのネレッロ マスカレーゼ種は、1969-70年に植えられた
樹齢約40年のものが中心。近年新しいクローンも植樹し、2008年
に初めて収穫しました。

■熟成には、エトナ地方で伝統的に使われている栗の木の大樽
を使用。伝統的なエトナスタイルのワインを生産しています。

エトナのテロワールとネレッロ マスカレーゼ種の個性を最大限
に表現し、果実味あるエレガントなワインを造るために、伝統的
なワイン造りで造られます。

テヌータ サン ミケーレ エトナ ビアンコ

750ｍｌ 3,200円

【IGP:シチリア】

○ カリカンテ 65%
カタラット ビアンコ 35%
その他 5%

○ 白 辛口

自社畑の最良の区画からのブドウを厳
選し、ミネラルを思わせる風味を強調し
た充実感と余韻を感じるワインに仕上げ
ています。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。フレッシュでミネラル感に
溢れ、余韻も長く楽しめるリッチな味わい
です。
◇ロブスターなどの甲殻類をはじめ魚介
類との相性は抜群です。

テヌータ サン ミケーレ エトナ ロッソ

750ｍｌ 3,200円

【DOC:エトナ ロッソ】

○ ネレッロ マスカレーゼ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

心地よい果実味にほのかに黒コショウの
ようなスパイシーな香り。凝縮感のある
赤い果実がリッチに広がり、エレガントで
バランスがよい味わいです。

◇ペコリーノチーズや、子牛のカツレツ、
グリルした肉類全般と楽しめる。

テヌータ サン ミケーレ ピノ ネーロ

750ｍｌ 3,340円

【IGP:シチリア】

○ ピノ ネロ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

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、タンニ
ンも心地よく、後味の余韻も長区楽しめ
ます。

※価格は2019年8月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。
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