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ナルス・マルグライド

Nals Margreid（Alto Adige）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Chardonnay
シャルドネ"カルク"

  "Kalk" 2019 750ml ⽩ ¥3,000 ¥3,300 Ch100%  

Sauvignon
ソーヴィニヨン "スタイン"

 "Stein" 2019 750ml ⽩ ¥3,000 ¥3,300 SB100% ＊在庫僅少(新VT1⽉⼊荷)

Moscato Giallo
モスカート・ジャッロ "サン"

 "Sun" 2019 750ml ⽩ ¥3,000 ¥3,300 MG100%

Pinot Grigio
ピノ・グリージョ "ヒル"

 "Hill" 2019 750ml ⽩ ¥3,000 ¥3,300 PG100%

Muller Thurgau
ミュラー・トゥルガウ "オーベルン・ベルグ"

 "Obern Berg" 2019 750ml ⽩ ¥3,000 ¥3,300 Mu100% ＊在庫僅少(新VT1⽉⼊荷)

Merlot-Cabernet "Vangar"
メルロー・カベルネ "ヴァンガー"

2019 750ml ⾚ ¥3,200 ¥3,520 Me60%,CS40%

Pinot Noir
ピノ・ノワール "アングラ"

 "Angra"  2019 750ml ⾚ ¥3,200 ¥3,520 PN100%

Chardonnay "Magre"
シャルドネ "マグレ"

2019 750ml ⽩ ¥4,000 ¥4,400 Ch100%

Riesling "Pitzon"
リースリング "ピツォン"

2018 750ml ⽩ ¥4,000 ¥4,400 Ri100% ＊在庫僅少(新VT1⽉⼊荷)

Gewurtztraminer "Lyra"
ゲヴュルツトラミネール "リラ"

2018 750ml ⽩ ¥4,000 ¥4,400 Gt100%

Pinot Bianco "Sirmian"
ピノ・ビアンコ "シルミアン"

2018 750ml ⽩ ¥4,500 ¥4,950 PB100% ＊13年連続トレビッキエリ

Sauvignon "Mantele"
ソーヴィニヨン "マンテレ"  2017 750ml ⽩ ¥4,500 ¥4,950 SB100%

Cabernet Riserva "Lafot"
カベルネ・リゼルヴァ "ラフォト"

2017 750ml ⾚ ¥4,500 ¥4,950 CS100%  

Merlot "Levad"
メルロー "レヴァド"

2017 750ml ⾚ ¥4,500 ¥4,950 Me100%  

Pinot Noir "Jura"
ピノ・ノワール "ユラ"

2017 750ml ⾚ ¥5,500 ¥6,050 PN100%  

Chardonnay Riserva "Baron Salvadori"
シャルドネ・リゼルヴァ　"バロンサルヴァドリ"

2014 750ml ⽩ ¥7,000 ¥7,700 Ch100%  

Merlot-Cabernet Antics "Baron Salvadori"
メルロー・カベルネ・アンティクス "バロンサルヴァドリ"

2014 750ml ⾚ ¥7,500 ¥8,250 Me80%, CS20% ＊在庫僅少(新VT1⽉⼊荷)

Moscato Giallo Passito "Baronesse"
モスカート・ジャッロ・パッシート　"バロネス"

2016 375ml ⽩(⽢⼝) ¥7,500 ¥8,250 MG100%  

サンタ・ルチーア　新規ワイナリー　（日本初上陸）

Santa Lucia（Lombardia) 
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Franciacorta Brut
フランチャコルタ・ブリュット・オーガニック

 Organic NV 750ml 発砲・⽩ ¥5,000 ¥5,500 Ch90%,PB10% ＊新商品

Franciacort
フランチャコルタ・サテン・オーガニック

a Satèn Organic NV 750ml 発砲・⽩ ¥6,000 ¥6,600 Ch100% ＊新商品

＜ミレニアムマーケティング ワインリスト＞

アルトアディジェは標⾼が⾼く冷涼な気候の地域が多いため、特に⾼品質な⽩ワイン産地として近年注⽬を集めていま

す。ハプスブルクの時代からブドウ品種としては様々なフランス品種が植えられており、最近ではアルトアディジェを

発祥とする地場品種に⼒を⼊れ、品質の⾼いワインを作る組合が増えています。100年以上の歴史を持つこの組合もそ

の1つで140の⽣産者をまとめています。州北⻄部のナルスからアディジェ川⻄岸のワイン街道「ストラーダ・デル・

ヴィーノ」に沿ってその南端に近いマルグライドまで約150ｈａの畑があり、標⾼は200ｍから900ｍに及びます。各畑

が持つ気候条件や⼟壌を調査し、そこに品種を栽培するとともに収量を抑え、主に単⼀品種のワイン作りを⾏っていま

す。組合は「クラシックレンジ」、「クリュレンジ」、「バロン・サルヴァドリレンジ」とレンジを持ち、幅広い品揃

えを⾏っています。2005年からのエノロゴ、ハラルド・シュラフルはブドウの品質を保ち、品種の個性を素直に⽣かす

「必要以上に作り⽴てない」ワイン作りを⽬指しています。そんな姿勢を反映してナルス･マルグライドのワインはど

れも⾮常に洗練された印象で⾷事にとてもマッチします。クリュレンジのピノ･ビアンコ"シルミアン"2012VTは

GANBEROROSSOにおいて[VINO BIANCO DELL'ANNO]に選出されています。

栽培専⾨家として多くのフランチャコルタワイナリーでコンサルタントとして働いた地元出⾝のピエルル

イジ・ヴィッラが⾃らの理想を体現するべく1990年代後半エルブスコに設⽴したワイナリー。ピエルルイ

ジは⻑年フランチャコルタの⼟壌分析活動にも参加し、数多くの学術書の作者として知られます。彼をサ

ポートするのはブルゴーニュで経験を積んだ醸造家グレゴリオと栽培を学んでいるミケーレという2⼈の息
⼦、そして妻のアルデーニア。エルブスコを中⼼とした7つのエリアに散らばる15区画の畑⾯積は27haで
2014年にはオーガニック認証を取得、年に約10万本と少量⽣産を貫いています。そのほとんどはミラノを

中⼼とした国内マーケットに出荷しており⽇本には初輸⼊です。ワイナリーのベースであるブリュット、

サテンともに⼿摘みで収穫され、収穫されたブドウは区画別に低温発酵後、アッサンブラージュされま

す。ベースのブリュットは24ヶ⽉の瓶内⼆次発酵を⾏い、しっかりとした⾟⼝ながら、熟成した酵⺟を感
じさせる⼼地よいトースト⾹のバランスが絶妙。品質の⾼いキュベを選別して作られるサテンは30ヶ⽉の

瓶内⼆次発酵。花や⽩胡椒を思わせるほのかなスパイス感がある上品な味わいで、特に泡⽴てたクリーム
を⼝いっぱいに頬張ったような荒さを全く感じさせない豊富な泡⽴ちは特筆に値します。



ミケーレ・レヴェルディート

Michele Reverdito（Piemonte）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Barbera d'Alba
バルベーラ・ダルバ  2016 750ml ⾚ ¥2,200 ¥2,420 Bar100% 　

Barbera d'Alba "Butti"
バルベーラ・ダルバ "ブッティ"

2018 750ml ⾚ ¥3,000 ¥3,300 Bar100% 　

Langhe Nebbiolo "Simane"
ランゲ・ネッビオーロ "シマーネ"

2018 750ml ⾚ ¥3,000 ¥3,300 Nb100%

Barolo
バローロ

2016 750ml ⾚ ¥5,000 ¥5,500 Nb100%

Barolo "Ascheri"
バローロ "アスケリ"

2015 750ml ⾚ ¥7,500 ¥8,250 Nb100%

Barolo "Bricco Cogni"
バローロ "ブリッコ・コーニ" 

2015 750ml ⾚ ¥9,500 ¥10,450 Nb100%

ロンキ

Ronchi（Piemonte）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Langhe Arneis
ランゲ・アルネイス

2017 750ml ⽩ ¥3,000 ¥3,300 Arn100% ＊在庫僅少

Langhe Chardonnay
ランゲ・シャルドネ  2018 750ml ⽩ ¥3,800 ¥4,180 Ch100%

Barbera d'Alba "Terle"
バルベーラ・ダルバ "テルレ"  2016 750ml ⾚ ¥3,600 ¥3,960 Bar100%

Langhe Nebbiolo
ランゲ・ネッビオーロ "イン・アンフォリス"

 "in Amphoris" 2018 750ml ⾚ ¥3,800 ¥4,180 Nb100%

Barbaresco
バルバレスコ  2017 750ml ⾚ ¥5,800 ¥6,380 Nb100%

Barbaresco
バルバレスコ "クリュ・ロンキ"

 "Cru Ronchi"  2017 750ml ⾚ ¥8,500 ¥9,350 Nb100%

スパニョール　新規ワイナリー　（日本初上陸）

Spagnol（Veneto) 
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Prosecco Treviso Brut
プロセッコ・トレヴィーゾ・ブリュット

NV 750ml 発砲・⽩ ¥2,500 ¥2,750 Gle100% ＊新商品

Conegliano Valdobbiadene Brut "Col del Sas"
コネリアーノ・ヴァルドッビアデーネ・ブリュット "コル・デル・サス"

NV 750ml 発砲・⽩ ¥3,000 ¥3,300 Gle100% ＊新商品

20世紀初頭スパニョール家当主セラフィーノが設⽴した歴史ある⼩規模家族ワイナリー。当初は近隣のワイナリーにバ

ルクワインとブドウを販売していましたが、1986年から⾃社元詰めを開始。プロセッコの産地では買いブドウで⼤量⽣

産するワイナリーが多い中、スパニョールはカンティーナのある標⾼250ｍのコルベルタルド周辺に34.5haの⾃社畑を

所有し、全て⼿摘みで収穫した⾃社畑のブドウのみを使⽤する⼿作りの⽣産にこだわっています。今では四代⽬当主で

あるオラツィオと4⼈の⼦供たちで栽培と醸造を⾏い、年産50万本とプロセッコの⽣産者としては極めて少量な⽣産本
数を貫いています。またワイナリーの運営⾯では環境に配慮したサスティナブルなワイン作りを⽬指しています。プロ

セッコ・トレヴィーゾは柔らかく⼼地よい泡⽴ちと丸みある果実味があらゆる⾷事に寄り添い、「コル・デル・サス」

はヴァルドッビアーデネ近郊の丘の名前から命名され、ストラクチャーと存在感ある果実味、きめ細かく⼒強い泡⽴ち

が持続します。⾃社農園、⾃社元詰めにこだわる⼩規模家族ワイナリーで構成される「FIVI」(Federazione Italiana
Vignaioli Indipendenti)にも所属しています。

ミケーレ・レヴェルディートはラ・モッラの村でバローロを中⼼としたワインを⽣産する家族経営のワイナリーです。

ブドウ栽培農家として代々買い増してきた畑をベースに現オーナーのミケーレ・サビーナ兄妹が2000年に設⽴しまし

た。セラーのあるラ・モッラを中⼼にセッラルンガ・ダルバﾞ、モンフォルテ・ダルバﾞ、ヴェルドゥーノに合計21haの
畑を所有し、年産7万本のワインを⽣産しています。2015ヴィンテージより新しいエノロゴを迎えてネッビオーロ、バ

ルベーラともバリックを併⽤していた醸造スタイルを改め、5000Ｌの⼤樽のみを使⽤するクラシックなスタイルに回帰
しました(ベースのバルベーラのみ⽊樽不使⽤)。ただし抽出はあくまでも柔らかくエレガントかつ早くから楽しめるワ

イン作りを志向しています。また有機認証は取得していないものの農薬や化学肥料を避け、天然酵⺟を使⽤し可能な限
り⾃然な栽培、サスティナビリティの追求など現代的な視点も重視しています。バローロの上級版は全て単⼀畑となっ

ており、ラ・モッラ最上の畑として知られる「ブリッコ・コーニ」は⽣産本数僅か4,000本の希少品です。

バルバレスコ村で年産わずか３万本のブティック・ワイナリー。畑はすべて村内の南から南⻄向き斜⾯の素晴らしい位
置にあり、ネッビオーロ・バルベーラ・ドルチェット・アルネイス・シャルドネを合わせて約7ha。4代⽬オーナーの

ジャン・カルロ・ロッカが栽培から醸造までの全⾏程をコントロールしており、畑とセラーの隅々にまで⽬を光らせる

仕事ぶりは丁寧で完璧。もちろん農薬や化学肥料といった類いの使⽤はしていません。アンフォラでの醸造を試みるな

ど新しい取り組みにも積極的にチャレンジしています。⽣産されるワインは⼈柄を表して常に誠実でムラがありませ
ん。アルネイスは爽やかなほろ苦さを残す引き締まった味わい、シャルドネは樽のニュアンスがしっかり感じられる

リッチな作り。テルレは⽊樽で熟成された複雑でクラシックなタイプ。イン・アンフォリスは新しくアンフォラに取り

組み始め、果実感⼗分ながらも柔らかく仕上げ、フラッグシップであるバルバレスコは古典的で複雑さを感じ、今飲ん

でも熟成しても楽しめる味わい。クリュロンキは同社最⾼のクリュで条件の良い年にしか⽣産されない限定品です。



ロッカ・ディ・モンテグロッシ

Rocca di Montegrossi（Toscana）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Rosato di Toscana
ロザート・ディ・トスカーナ

2019 750ml ロゼ ¥3,200 ¥3,520 Sg100%

Chianti Classico
キャンティ・クラシコ

2018 750ml ⾚ ¥3,600 ¥3,960 Sg90%,Can10%

Chianti Cl. Gran Selezione "San Marcellino"
キャンティ・クラシコ・グランセレツィオーネ "サン・マルチェッリーノ"

2015 750ml ⾚ ¥8,000 ¥8,800 Sg95%,Pug5%

Rosso di Toscana "Geremia"
ロッソ・ディ・トスカーナ "ジェレミア"

2016 750ml ⾚ ¥8,000 ¥8,800 Me70%,CS30%

Vin Santo del Chianti Classico
ヴィンサント・デル・キャンティ・クラシコ

---- 375ml ⽩(⽢⼝) ------ MB95%,Can5% ＊⽋品(来春⼊荷予定)

コッレ・ベレート

Colle Bereto（Toscana）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Spumante Metodo Classico "Colle B"
スプマンテ・メトド・クラシコ "コッレ・ビー"

NV 750ml 発泡・ロゼ ¥6,000 ¥6,600 PN100%

2018 ¥3,200 ¥3,520 ＊18VT在庫僅少

2019 ¥3,500 ¥3,850

Chianti Classico
キャンティ・クラシコ

2017 750ml ⾚ ¥3,500 ¥3,850 Sg90%,Colo10%

Chianti Classico Riserva
キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ

2013 750ml ⾚ ¥5,800 ¥6,380 Sg100%

Rosso di Toscana "Il Tocco"
ロッソ・ディ・トスカーナ "イル・トッコ"

---- 750ml ⾚ ------ Me100% ＊⽋品(来年1⽉⼊荷)

Grappa Bianca
グラッパ・ビアンカ

---- 500ml 無⾊ ------ Sg, PN, Me ＊⽋品(来年1⽉⼊荷)

Grappa Riserva
グラッパ・リゼルヴァ

---- 500ml 琥珀 ------ Sg, PN, Me ＊⽋品(来年1⽉⼊荷)

リドルフィ

Ridolfi（Toscana）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Spumante Rosato Brut
スプマンテ・ロザート・ブリュット

NV 750ml 発泡・ロゼ ¥2,500 ¥2,750 Sg100%

Chianti "Rocchetto
キャンティ "ロッケット"

" 2018 750ml ⾚ ¥2,300 ¥2,530
Sg75%,Me15%,

Colo10%

Rosso di Toscana "Fiero
ロッソ・ディ・トスカーナ "フィエロ"

" 2017 750ml ⾚ ¥3,500 ¥3,850 Me60%,Sg40%

Rosso di Montalcino
ロッソ・ディ・モンタルチーノ

2018 750ml ⾚ ¥3,500 ¥3,850 Sg100% ＊在庫僅少

2014 ¥8,000 ¥8,800 ＊14VT在庫僅少

2015 ¥9,000 ¥9,900 ＊15VTトレビッキエリ初獲得

現当主マルコ・リカーゾリ・フィリドルフィは完璧主義者で知られ、⺟親からこのワイナリーを引き継いだのち数年をかけて彼⾃⾝の考
えに基づいて設備を⼀新し、畑を整備し直しました。敷地は60haのうち18haがブドウ畑、20haがオリーブ畑。ブドウ畑は⽯灰質の中密
度の⼟壌からなるなだらかな丘の南向き及び南⻄向き斜⾯に位置しており、その標⾼は300〜450ｍ。サンジョヴェーゼを基本とした真の

キャンティ･クラシコ作りを標榜、⼀番重要視しているベースのキャンティ・クラシコはお⼿本ともいえる果実味と酸味、タンニンのバラ

ンスが取れた⾚。ワイナリーの横にあるロマネスク教会に因んで名付けられたサンマルチェリーノ畑で獲れるSg主体のワイン、C.C.グラ

ンセレツィオーネ・サンマルチェリーノはその偉⼤なテロワールを表現し、99VT、07VTがガンベロ・ロッソの3ビッキエリを獲得。また

マルコは国際品種のメルローとカベルネ・ソーヴィニョンを通してテロワールの表現を試み、出来上がった”ジェレミア”は筋⾁質で引き締
まったワインに仕上がりました。⼀般的なレベルとは完全に⼀線を画す宝⽯のようなヴィンサントは情熱と完璧主義の結晶。有機栽培に

も取り組み、2010年にはイタリアの認証機関“ＩＣＥＡ”によるオーガニック認証を取得し、2010VT以降オーガニック認証ワインです。ア

メリカのワイン専⾨誌「Wine & Spirits Magazine」において2020年、2021年と連続で世界トップ100ワイナリーに選出されています。

リドルフィは2007年にブルネッロを初めてリリースした新進ワイナリー。13世紀からの農園を現オーナーのペッレッティ家が買収し投資
を⾏い現代的なワイナリーとして⽣まれ変わらせました。セラーは14年に改修が完了し、モンタルチーノの中⼼から北東へ2kmのメルカ
ターレにあります。北東斜⾯の19haの畑の標⾼は約300m、⼟壌は主に粘⼟質。有機認証は未取得だが農薬や化学肥料の使⽤を避け、可
能な限り⾃然な栽培を⾏いブルネッロで年産約4万本、ロッソで約1万5千本と少量⽣産を貫く。モンタルチーノの醸造は伝統とテクノロ

ジーの融合で発酵は天然酵⺟のみを⽤いてステンレスで⾏い、熟成は⼤樽で⾏います。最低60⽇の時間をかけて抽出を⾏い、若くても柔
らかいエレガントなスタイルを追求。ロゼ・ブリュットはモンタルチーノの早摘みを使った⾟⼝のロゼ・スプマンテです。また同家はラ

ルチャーノにも「ロッケット」を5ha所有。「フィエロ」はそのMeとモンタルチーノのSgをブレンドしたコスパ⾼いスーパートスカン。

21年最新版ガンベロロッソでは１ワイナリーのみが選ばれる「CANTINA EMERGENTE」(躍進著しいワイナリー)に選出されました。

Brunello di Montalcino
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

750ml ⾚ Sg100%

Bianco di Toscana "Albo"
ビアンコ・ディ・トスカーナ "アルボ"

750ml ⽩

Ch40%, PB30%,

Vem30%

1970年にピンツァウーティ家がラッダの⼩さな農園を購⼊し、多⼤な投資を⾏いキャンティ・クラシコをリリースしたのが1981年、その

後90年までに現在の⾚ワインを⽣産するに⾄りました。畑は気温差が⼤きい標⾼の⾼い地域に集中し、標⾼約600ｍの南向き斜⾯に15ha
の畑があり、主に泥灰と⽯灰岩の⼟壌にSg、Colo、PN、Meを植えています。⽣産量はわずか7000ケースほどでその半分はアメリカに輸
出、Me主体のスーパートスカーナ「イル・トッコ」はホワイトハウスにもオンリストされています。畑とワイン作りの全責任を任されて

いるのはベルナルド･ビアンキです。フレスコバルディ家、フェラガモ家のエノロゴとして「ルーチェ」や「イル・ボッロ」も⼿がけた

ニッコロ・ダフリットの指導の下、標⾼の⾼さを⽣かしたアロマティックで酸の綺麗なスタイルのワインを造り出しています。PN100％
のシャンパーニュ製法で作るロゼスプマンテ「コッレB」はブレンドのシャンパーニュを寄せ付けない飲み応えと調和を両⽴させた素晴ら

しい⾟⼝ロゼスプマンテです。トスカーナ・ビアンコ「アルボ」は18VTからVemをブレンド、⿂介にピッタリな塩気を感じるミネラリー

なスタイルに変えました。キャンティ・クラシコはスーツを着たようなクラシカルなイメージで⼼地よい酸と果実味が楽しめます。



イ・ファヴァーティ

I Favati（Campania）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Greco di Tufo "TERRANTICA"
グレコ・ディ・トゥーフォ "テッランティーカ"

2018 750ml ⽩ ¥3,300 ¥3,630 Gre100%

Fiano di Avellino "PIETRAMARA"
フィアーノ・ディ・アヴェッリーノ "ピエトラマーラ"

2018 750ml ⽩ ¥3,300 ¥3,630 Fia100% ＊5年連続トレビッキエリ

Irpinia Campi Taurasini "CRETAROSSA"
イルピニア・カンピ・タウラジーニ "クレタロッサ"

2013 750ml ⾚ ¥3,300 ¥3,630 Ag100%  

2010 750ml ⾚ ¥6,500 ¥7,150 Ag100% ＊在庫僅少

ニーフォ・サッラポキエッロ

Nifo Sarrapochiello（Campania）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Falanghina del Sannio Taburno
ファランギーナ・デル・サンニオ・タブルノ

2019 750ml ⽩ ¥2,200 ¥2,420 Fala100%

Aglianico del Taburno Rosato "Marosa
アリアニコ・デル・タブルノ・ロザート "マロ-サ"

" ---- 750ml ロゼ ------ Ag100% ＊⽋品(来年1⽉⼊荷)

Sannio Rosso del Taburno "Serrone”
サンニオ・ロッソ・デル・タブルノ "セッローネ"

" 2017 750ml ⾚ ¥2,200 ¥2,420
Ag60%, PdR20%,

Sg20%

Aglianico del Taburno Riserva "D'Erasmo
アリアニコ・デル・タブルノ・リゼルヴァ "デラスモ"

" 2012 750ml ⾚ ¥5,000 ¥5,500 Ag100%  

Falanghina Passito "Sarriano"
ファランギーナ・パッシート "サッリアーノ"

---- 375ml ⽩(⽢⼝) ------ Fala100% ＊⽋品(来年1⽉⼊荷)

Grappa di Aglianico
グラッパ・ディ・アリアニコ

---- 500ml 無⾊ ------ Ag100% ＊⽋品(来年1⽉⼊荷)

イ・ファウリ

I Fauri（Abruzzo）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

NV 750ml 発砲・⽩ ¥2,500 ¥2,750 Pec100%

Trebbiano d'Abruzzo
トレッビアーノ・ダブルッツォ

　 ---- 750ml ⽩ ------ Tr100% ＊⽋品(⼊荷未定)

Montepulciano d'Abruzzo
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ

　 2018 750ml ⾚ ¥2,200 ¥2,420 Mp100%

Abruzzo
アブルッツォ・ペコリーノ

 Pecorino 　 2019 750ml ⽩ ¥3,000 ¥3,300 Pec100%  

2017/18 750ml ⾚ ¥3,200 ¥3,520 Mp100%

2015 750ml ⾚ ¥5,800 ¥6,380 Mp100%

1978年にドメニコ・ディ・カミッロが設⽴した⼩規模な家族ワイナリーで年産約12万本。現在は息⼦のルイージがワ

インメーカーを、娘のヴァレンティーナが広報とマーケティングを担っています。ワイナリーと畑はアブルッツォ州南

部キエティの丘陵地帯にあり、アペニン⼭脈に連なるマイエッラ⼭とアドリア海に挟まれて⽇照条件の良い温暖な気候

ながら⼭側からの冷涼な⾵がワインに良質なアロマと綺麗な酸をもたらします。ペコリーノの2013/14/18VTが

Gambero Rosso誌で3ビッキエリを獲得、またチェラッスオーロ・ダブルッツォ2015が同誌廉価版「ベッレベー ネ」

でアブルッツォ州のベストワイン「オスカー・レジョナーレ」に選定されるなどめきめき評価を上げています。スプマ

ンテはきめ細かく強過ぎない泡が⾷前だけではなく⾷中にもピッタリです。トレッビアーノとペコリーノの⽩ワイン2

種はやや濃いめの⾊合いでナチュラルな味わいが楽しめる作りです。ベースのモンテプルチャーノは果実味がしっかり

し、コストパフォーマンスが⾼い味わいで、上級のオットーブレ・ロッソ、ロッソ・デイ・ファウリはセメントを使い

柔らかく温かい質感を堪能でき、バリックを使いバニラ⾹が強いタイプのモンテプルチャーノとは⼀線を画す味わい。

祖⽗が1915年に設⽴したワイナリーをピエルサビーノとジャンカルロのファヴァーティ兄弟がブドウ栽培農家に専念した時期を経由して

2000年に復興、醸造はジャンカルロの妻ロザンナが若きエノロゴ、ヴィンチェンツォ・メルクーリオを迎えて⾼品質のワイン作りに邁進
しました。今ではめきめきと頭⾓を現し、世界中の⼀流レストランにオンリストされるイルピニア有数のワイナリーと評価されるに⾄り

ました。3つのDOCGエリアにある計20haの⾃家畑に⼟着品種のみを栽培し、それぞれの品種の個性を重視した単⼀品種のワインのみで年

産約100,000本と少量⽣産を貫いています。きめ細かい優美なミネラル感と⽩桃やヘーゼルナッツのニュアンスたっぷりのフィアーノ・

ディ・アヴェッリーノは2012/13/15/16/17/18とほぼ毎年ガンベロロッソ誌で3ビッキエリを獲得、フィアーノ16VTはその年最⾼の⽩ワ

インVino Bianco dell'Annoを受賞して脚光を浴びています。グレコ・ディ・トゥーフォもハチミツやフレッシュアーモンド、熟した果実
感を思わせるストラクチャーある作りで⽩2種は18VTからコルクを変更し、瓶差がなくなりました。アリアニコ100％で作るイルピニア・

カンピ・タウラジーニは現⾏13VTで今まさに飲み頃です。タウラージは現⾏11VTながらまだまだ熟成を重ねられる重厚な味わいです。

ニーフォはナポリから北東⽅向に内陸へ70kmほど、古代ローマ時代からワイン作りの伝統を持つタブルノ地区に18世
紀から続く家族経営のワイナリーです。標⾼1400mのタブルノ⼭の麓、標⾼250〜350ｍの丘陵地帯に12haのブドウ畑

が拡がっており、粘⼟質の表⼟の下に礫や⽯灰質の⼟壌がありミネラル豊かなワインが⽣まれます。3代⽬のLorenzo
はワイナリーを引き継いでからすぐに有機栽培への移⾏に取り組み、98年に有機認証を取得しました。ファランギー

ナ、アリアニコを中⼼とした地場品種のワイン作りに徹するとともに⾼品質を貫くため年産約10万本とあえて少量⽣産

を維持しています。ファランギーナはトロピカルなニュアンスがありつつも⼼地良い酸がダレずに楽しめます。ロザー

トはやや濃いめの⾊合い通りしっかりとした果実味ある味わい、セッローネは熟成に時間が必要なアリアニコに他品種

をブレンドすることにより若いVTでも濃い果実味を楽しめる作りとなっています。上級のデラズモは12VTと熟成した

アリアニコを堪能できる飲み頃の⾚、珍しいファランギーナの⽢⼝とアリアニコの無⾊のグラッパもおすすめです。

Taurasi "TERZOTRATTO"
タウラージ "テルツォトラット"

Montepulciano d'Abruzzo "Ottobre Rosso
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ "オットーブレ・ロッソ"

"

Montepulciano d'Abruzzo "Rosso dei Fauri
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ "ロッソ・デイ・ファウリ"

"

Spumante dei Fauri Brut
スプマンテ・デイ・ファウリ・ブリュット



ヴァレンティ

Valenti（Sicilia）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Etna Bianco "Enrico IV"
エトナ・ビアンコ "エンリコ・クアルト"

2019 750ml ⽩ ¥2,800 ¥3,080 Car100% ＊在庫僅少(新VT1⽉⼊荷)

Etna Rosato "Poesia"
エトナ・ロザート "ポエジア"

2019 750ml ロゼ ¥3,000 ¥3,300 NM100%

Ciuri di Lava
シゥリ・ディ・ラーヴァ

---- 750ml オレンジ ------ Car100% ＊⽋品(来年1⽉⼊荷)

Etna Rosso "Norma"
エトナ・ロッソ "ノルマ"

2016 750ml ⾚ ¥3,200 ¥3,520 NM98%, NC2%

Etna Rosso "Puritani"
エトナ・ロッソ "プリターニ"

2014 750ml ⾚ ¥5,000 ¥5,500 NM100%

オレスティアーディ

Orestiadi（Sicilia）
税別⼩売 税込⼩売 品種 ⽋品情報ほか

Molino a Vento Grillo
モリーノ・ア・ヴェント・グリッロ

2019 750ml ⽩ ¥2,000 ¥2,200 Gri100%

Molino a Vento Nero d'Avola
モリーノ・ア・ヴェント・ネッロ・ダーヴォラ

2018 750ml ⾚ ¥2,000 ¥2,200 Nd100%

Orestiadi Catarratto
オレスティアーディ・カタラット

　 2019 750ml ⽩ ¥2,800 ¥3,080 Cat100%

Orestiadi Grillo
オレスティアーディ・グリッロ

　 2018 750ml ⽩ ¥2,800 ¥3,080 Gri100% ＊在庫僅少(新VT1⽉⼊荷)

Orestiadi Zibibbo
オレスティアーディ・ジビッボ

　 2019 750ml ⽩ ¥2,800 ¥3,080 Gri100%

Orestiadi Nero d'Avola
オレスティアーディ・ネッロ・ダーヴォラ

　 2018 750ml ⾚ ¥2,800 ¥3,080 Nd100%

Orestiadi Perricone
オレスティアーディ・ペッリコーネ

　 ---- 750ml ⾚ ------ Per100% ＊⽋品(来年1⽉⼊荷)

Orestiadi Frappato
オレスティアーディ・フラッパート

　 ---- 750ml ⾚ ------ Fra100% ＊⽋品(来年1⽉⼊荷)

"Ludovico
"ルドヴィ-コ" ロッソ・シチリア

" Rosso Sicilia 　 2012 750ml ⾚ ¥5,000 ¥5,500 Nd90%, CS10%

オレスティアーディはシチリア⻄岸マルサラから内陸に⼊ったジベッリーナにあるワイン⽣産共同組合で

す。ワイナリーに近いべリーチェ渓⾕と呼ばれる標⾼200mから500mにかけてのなだらかな丘陵地帯は砂
質、粘⼟質、⽯灰質など⼟壌のバラエティーが豊富で、オレスティアーディではカタラット、グリッロ、

ジビッボ、ネッロ・ダーヴォラ、ペッリコーネ、フラッパートなどこの地域で⻑い歴史を持つ地場品種を

それぞれに最適な⼟壌に栽培しています。ワイン作りはそれぞれの品種の個性を最⼤限に表現するために

単⼀品種でこの地域のテロワールを表現することを標榜しており、セラーには最新のテクノロジーを駆使
した設備を整えて協同組合らしい優れたコストパフォーマンスも追及しています。モリーノ・ア・ヴェン

トはコストパフォーマンスが⾼いリーズナブルライン。オレスティアーディラインの⽩は品種の個性が楽
しめる作りとなっています。⾚のネッロ・ダーヴォラは相性の良いバリックで熟成し、⽊樽を使うことが

多いペッリコーネをステンレスのみで果実のフレッシュさを⽣かした作りに仕上げ、逆にステンレスを使
うことが多いフラッパートはトンノーを使⽤し飲みごたえのあるフルボディに仕上げています。フラッグ

シップのルドヴィーコはネロ・ダーヴォラにカベルネ・ソーヴィニヨンをブレンド、凝縮感と野⽣味ある

パワフルなスタイルながらも現⾏が12VTと熟成感も出始めた複雑な味わいが楽しめます。

ヴァレンティはエトナ⼭北側の⼭麓パッソピシャーロに2004年に設⽴され た新進ワイナリーです。カターニアでビジ

ネスコンサルタントとして成功を収めたオーナーのジョヴァンニ・ヴァレンティが⻑年の夢を実らせて設⽴しました。

ジョヴァンニは50年以上打ち捨てられていた蒸留所を修復してセラーとして再構築するとともにエトナ⼭の斜⾯に古く

からある17haのブドウ畑を購⼊し、5年の歳⽉をかけてきれいに整備し直しました。畑の標⾼は600~700mで⽕⼭性⼟

壌、ネレッロ・マスカレーゼ、ネレッロ・カプッチョ、カリカンテ、グレカニコといったブドウはもともと古くから植

わっている地場品種です。昼夜の寒暖差が激しく冷涼な気候できれいな酸が特徴のエレガントなワインが出来上がりま

す。エンリコⅣは⽕⼭性鉱物のニュアンスがありながらもフレッシュなフルーツ感があるバランスの取れた味わい。ポ
エジアは美しいサーモンピンクでチャーミングかつ引き締まった⼀年を通して楽しめるロザートです。エトナ・ロッソ
のノルマとプリターニはブルゴーニュワインを思わせるエレガントな味わいながらもエトナ北側を連想させるストラク

チャーある作りでどちらも現⾏VTがやや古く、飲み頃にさしかかっています。新しく作られたシゥリ・ディ・ラーヴァ

は鮮やかな⻩⾦⾊で⼀部の⾃然派ワインに⾒られる不快なニュアンスはなくバランスの取れたオレンジワインです。



ラヴィダ

Ravida（Sicilia）
税別⼩売 税込⼩売 収穫⽅法 品種 搾油⽅法、他

250ml ¥2,400 ¥2,592 ＊⽋品(来年1⽉⼊荷予定)

500ml ¥3,600 ¥3,888 ＊⽋品(来年1⽉⼊荷予定)

5L(BOX) ¥26,000 ¥28,080 ＊5Lは在庫あります

Lemon Extra Virgin Olive Oil
レモン・エクストラヴァージン・オリーブオイル 

2020 250ml ¥3,000 ¥3,240 ⼿摘み及び
機械摘み

ビアンコリッラ、
レモン 遠⼼分離法(収穫後8時間以内)

Mandarin Extra Virgin Olive Oil
マンダリン・エクストラヴァージン・オリーブオイル 

2020 250ml ¥3,000 ¥3,240
⼿摘み及び
機械摘み

ビアンコリッラ、
マンダリン 遠⼼分離法(収穫後8時間以内)

250ml ¥3,600 ¥3,888 ⼿摘み グリッロ、カタラット ＊⽋品(来年1⽉⼊荷予定)

500g ¥1,400 ¥1,512 マルサラの海⽔ ＊⽋品(来年1⽉⼊荷予定)

ヴァレンティ

Valenti（Sicilia）
税別⼩売 税込⼩売 収穫⽅法 品種 搾油⽅法

250ml ¥2,000 ¥2,160

500ml ¥3,200 ¥3,456

5L(BOX) ¥26,000 ¥28,080

ロッカ・ディ・モンテグロッシ

Rocca di Montegrossi（Toscana）
税別⼩売 税込⼩売 収穫⽅法 品種 搾油⽅法

Extra Virgin Olive Oil DOP Chianti Classico
エクストラヴァージン・オリーブオイル DOP キャンティ・クラシコ

2020 500ml ¥4,500 ¥4,860 ⼿摘み コレッジョーロ、
モライオーロ

遠⼼分離法(収穫後12時間以内)

167-0053 東京都杉並区天沼3-34-9-508　TEL：03-5930-0630　FAX：03-5930-0631　Mail：kato@vino-e-olio.net　HP：www.vino-e-olio.net

Extra Virgin Olive Oil
エクストラヴァージン・オリーブオイル 

2020

⼿摘み &
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

チェラスオーラ、
ビアンコリッラ、
ノチェッラーラ

ノチェッラーラ・
エトネア 遠⼼分離法(収穫後8時間以内)

Sea Salt
天日海塩

Vinegar and Grape Must
ヴィネガー＆グレープマスト5年熟成（マルサラ・ヴィネガー） 

 (Marsala Vinegar)

ラヴィダはアグリジェントで18世紀から 続くオリーブ農園です。90年代初めにそれまでバルク売りされイタリア本⼟でブレンドされて

いたシチリア産オリーブオイルを最初に⾃社レーベルで国際的に認知させることに成功しました。以来国際オリーブオイル協会のオリー

ヴォ・サラチェーノなどの国際品評会で数々の受賞歴を重ねています。農園では3品種のオリーブを栽培、農薬・化学肥料を⽤いず、イ

タリアの認証機関Suolo e Saluteによるオーガニック認証を取得。10⽉から11⽉にかけて収穫し、コールドプレス後、ノンフィルター

でステンレスタンクに保存し、澱を沈めた上で瓶詰めします。特徴は何と⾔ってもその⾹り⾼さにあります。⻘々しい草の⾹りと⾚い

トマトの凝縮した⾹り、早摘みの若いオリーブに由来する⼼地よい苦味、後味に残るピリッとしたスパイシーな⾟みは、素晴らしいア

クセントとして合わせた⾷材や料理を引き⽴ててくれます。シンプルにトーストしたバゲットに、⽩会⾝⿂カルパッチョや⾁のグリル、

⿂介を使ったパスタに、ブロッコリやジャガイモなどの温野菜に、さらには葉物野菜のサラダにとさまざまな料理がこのオイルで本物
のシチリアの味に変⾝します。ラヴィダ家が、家族の⾷卓のために代々⼤切に守ってきた果樹園の古⽊でできる果実を使って製品化し

たレモン・オリーブオイルとマンダリン・オリーブオイル。農薬や化学肥料を使わずに栽培した果実を丸ごとオリーブと⼀緒に搾油することによって爽やかな柑橘の

⾹りをオリーブオイルにまとわせた贅沢な調味料です。ワインヴィネガーはグリッロとカタラットからまず⽩ワインビネガーを作ってオークの⼩樽で4年以上に渡って

⻑期熟成させます。さらにその⽩ワインビネガーを同じブドウを煮詰めたグレープマストと混ぜ、再び⽊樽に詰めて再醸造したのち1年ほど熟成させてから瓶詰めしま

す。透明感のある琥珀⾊の液体はバルサミコ酢よりもさらりとしてマルサラ酒を連想させる⽢みもほんのりと上品で軽やかです。海塩はマルサラの塩⽥で伝統的な製
法を⽤いながら天⽇⼲しで⽣産されます。春に塩⽥に引き込まれた海⽔は、夏の間ほとんど⾬の降らないこの地域の強烈な太陽の⽇差しとアフリカからの熱⾵によっ

て秋には塩の結晶を作ります。その塩の結晶を洗浄や精製の過程をいっさい経ることなく、⼀定の⼤きさに挽くことによってできたのがこの天⽇海塩です。もちろん

添加物はいっさい使⽤していません。

Extra Virgin Olive Oil
エクストラヴァージン・オリーブオイル 

⼿摘み2020

近年ワイン産地としてめきめき評価を上げているシチリア島東部の活⽕⼭エトナ⼭周辺は古くからオリ ーブ栽培も盛んで、地品種ノ

チェッラーラ・エトネアの500年を超える古⽊を⽬にすることも珍しくありません。ヴァレンティはカターニアでコンサルタントとして成
功したジョヴァンニ・ヴァレンティがその夢をかなえて2004年に設⽴した農園で、エトナ⼭の中腹、標⾼600~700mの斜⾯に約20haの
ブドウ畑とオリーブ畑を所有しています。ジョヴァンニはビジネスで成功して得た資⾦をつぎ込んで最新鋭の設備を備えた醸造所と搾油
所を整備し、⾼品質のワインとオリーブオイル作りに邁進しています。ノチェッラーラ・エトネア100%で作るオリーブオイルはシチリア

産らしい⻘々しい草やグリーントマトそしてアーティチェークの⾹りを持ち、軽やかな苦みとまろやかな⽢みを感じる味わいです。⽩⾝
⿂のカルパッチョなど繊細さを要求される料理からアクアパッツァなどの⿂介料理、さらには⽜⾁のグリルなどあらゆる場⾯で活躍して

くれる万能選⼿です。またその⻘臭い⾹りがサラダやグリルした野菜の味わいを引きたててくれます。

有限会社ミレニアムマーケティング　　

キャンティ地⽅の⼼臓部にあるガイオーレで僅か年間3000本のみ⽣産する稀少なオリーブオイルです。名⾨リカーゾリ男爵家のマルコ

は、ワインだけでなくオリーブオイル作りでも持ち前の完璧主義を貫き、農薬や化学肥料を⽤いない有機栽培に取り組んでいます。農園
ではコレッジョーロという品種のオリーブが標⾼300~450mの南東向き斜⾯に植わっています。収穫は11⽉にこのオリーブをグリーンの

うちに早摘みして12時間以内に最新の設備でコールドプレスします。澱がオイルの酸化を招くというマルコの考えで、搾油後のオイルを

コットンでフィルター後、しばらくステンレスタンクで寝かせて真空状態で瓶詰めします。搾油⼯程の完全な管理のおかげで酸度は0.1%
台と⾮常に品質の⾼いオリーブオイルが⽣まれます。⾊は⻘みがかった鮮やかなグリーンで、アーティチョークと⻘々しい草の⾹りがし

ます。⼝に含むと切れの良いしっかりとした苦味が⼝中に拡がり、後味にはピリピリとした⾟みが残ります。この苦みとスパイシーさこ

そがまさにキャンティオイルの典型的な特徴です。トスカーナのオリーブオイルは、まずバゲットやカンパーニュをトーストしてからオ
イルをひたひたにかけて少量の塩を振って味わうフェットゥンタでその⾹り⾼さを楽しんでみてください。グリル野菜や温野菜などの野
菜料理はもちろんステーキやカルパッチョなどの⾁料理には、このオリーブオイルが⼼地よい苦みやスパイシーさを伴った最⾼のグリー

ンのソースとなって働いてくれます。


