
自然で偽りのないワイン、

それが私たちよつ葉の

イタリアワインです

Vini Genuini

※掲載内容は変更になる場合があります。 2019年製作

関西よつ葉連絡会・株式会社ひこばえ
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化学物質に頼らない

ぶどう栽培
　オーガニックやビオディナミ、生産者によっ

てスタイルは異なりますが、自然にやさしく人

にやさしく、そして美味しいワインを造るとい

う想いは同じ。化学物質に頼らず、持続可能

な農法で育てたぶどうのみを使用したワイン

を扱っています。また、ワインに添加する亜

硫酸塩は無添加、もしくは最低限に抑えてい

ます。

生産者の想いも一緒に
　生産者から直接ワインを仕入れているの

で、誰がどこで造った物なのかが明らかです。

そしてよつ葉では、物のやり取りだけではなく、

その奥にある造り手の想いを共有し、きちん

と伝えていきたいと考えています。

肩肘はらない

親しみやすさ
　イタリア全国から届くワインのラインナップ

は約100 種。赤・白・ロゼ・スパークリング、

味も香りも違うけれど、どれも一口飲むとスッ

と身体に沁み入る、やさしい味わいです。我

が家でゆっくり飲むもよし、お呼ばれした時

の一本にするもよし、肩肘はらない親しみや

すさを感じてください。

セレクトするのはこの人
　よつ葉のイタリアワインをセレクトするのは、

イタリア・ウンブリア州スペッロ出身、イタリア

ソムリエ協会認定オフィシャルテイスターのル

カ・ブロッツィ。大学ではエコロジー（生態学）

の研究、またイタリアの言語と文化についての

研究で、2つの学位を取得。イタリア食文化

への情熱が高じて、1999 年にイタリアワイン

と食材の輸出入会社「B＆ B」を弟のマルコ・

ブロッツィと設立、2016 年には東京・立川で

イタリア食材店「Da Luca」をオープンしまし

た。好きな物は白ワインとおにぎり。
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C a n t i n a

Azienda Agricola 
Aldo Marenco
アルド・マレンコ

　1950年後半、アルド・マレンコはピエモンテ州ラン

ゲ地方の小さな一農家として誕生。本格的にワインの

製造・販売を始めたのは1977年から。祖父の代、父の

代では、ワインは身内向けに作るのがほとんどで、そ

れ以外には家畜を育てたり、近所の農家集落に出向

いて小麦の収穫を手伝ったり…早朝からの大変な作

業でも、父や大人たちと一緒になって働き、そして一

緒に食卓を囲むことが、代表のクラウディオ氏にとっ

ては楽しみであった。

　1991年にはワインの有機認証を取得したが、認証

は単に書類上の手続きに過ぎず、彼らにとっては昔も

今もごく当たり前の取り組み。最近では亜硫酸塩無添

加ワインにも取り組んでいる。

無添加

ドルチェット・ディ・

ドリアーニ赤
酸 化防止 剤完 全 無 添
加。赤い花を思わせる
香り。タンニン、酸味、
甘味ともまろやかです。
やや辛口 渋味：中口

無添加バルベーラ・

ピローナ赤
コンポートしたベリー
のような練れた香り。
上品な甘味と程よい酸
味の赤ワインです。
やや辛口 渋味：中口

ピエモンテ州
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C a n t i n a

Azienda Agricola Camparo 
Di Drocco Mauro
カンパーロ

　イタリアで「ワインの王」とも「王のワイン」とも呼

ばれる『バローロ』。原料品種はネッビオーロ種。最

低でも 38ヶ月の熟成が義務つけられていて、ピエモ

ンテ州のバローロ村とその周辺でしか作られていな

い。その中でオーガニック生産者は2社しかなく、そ

の内の1社がカンパーロ。

　カンパーロは 1938年ドロッコ家により酪農家とし

て創業。現在、酪農は従兄弟が継ぎ、現在の当主マ

ウロ氏は、葡萄農家を引き継ぎカンパーロ醸造所と

して運営している。農場はピエモンテ州ランゲ地方

のほぼ中心にあり、アルバからほど近いところ。12haの畑では、葡萄とヘーゼルナッツを無農薬有

機栽培している。バローロ村の高台の斜面にある畑は水はけが良く、寒暖の差も大きいので良質の

葡萄が収穫される。

ファヴォリータ・

ランゲ白
稀 少な 固 有品 種「ファボ
リータ」100%。白い花
や新鮮な野菜の香りで、
味わいも爽やかです。
やや辛口 酸味：やや強

バローロ赤
スミレやバルサミコ酢
の 香りに ス パイスの
ニュアンス。イタリア
ワインの王様と呼ばれ
るワインです。
辛口 渋み：強

ネッビオーロ

ダルバ赤
イタリアワインの王と
言われるバローロと同
じ品種を使用。しっか
りしたボディが特徴。
辛口 渋味：やや強

ピエモンテ州
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C a n t i n a

Castello Di Tassarolo
カステッロ・ディ・タッサローロ

　ピエモンテ州南東部にあるタッサローロ醸造所を経

営するスピノーラ家は、8世紀まで遡ることができる

家系で、枢機卿、ジェノア総督、銀行家、将軍など

を輩出し、コロンブスの新大陸発見の渡航費用の半

分を負担するなど、特にルネサンス時代には、フィレ

ンツェのメディチ家に比べられるほど歴史上大きな影

響力のあった家系であった。

　現在、醸造所を囲むように 20haの葡萄畑があり、

ルドルフ・シュタイナーが提唱したビオディナミ農法

に基づいて、コルテーゼ・ディ・ガヴィ、バルベーラ、

カベルネ・ソーヴィニョン種が栽培されている。また、

畑を耕すのにも葡萄の根が傷むので、重機の変わり

に農耕馬を使用。農場の責任者であるヘンリー氏に

よると、その馬糞も有機質肥料として畑に良い影響を

与えているそう。2007年からは亜硫酸塩無添加のワイ

ンの造りに取り組み、現在 4種類の無添加ワインを提

供している。

無添加ガヴィ白
ピエモンテ州で生産さ
れるライトな白ワイン。
フルーティーで爽やか
な飲み口です。
やや辛口 酸味：中口

無添加

モンフェラート赤
ピエモンテ州の固有品
種「バルベーラ」とカベ
ルネをブレンド。マイ
ルドな印象の赤ワイン
です。
やや辛口 渋味：中口

ガヴィ・イル・

カステッロ白
透 明 感 の あ る麦わら
色。青りんごを想わせ
るフルーティーな香り。
やや辛口 酸味：中口

ガヴィ白微発泡酒
ピエモンテ州で生産さ
れるライトなスパーク
リングワイン。食前酒
や魚料理に合わせてど
うぞ。
やや辛口 酸味：中口

無添加ガヴィ白

微発泡酒
ピエモンテ州で生産さ
れるライトなスパーク
リングワイン。食前酒
や魚料理に合わせてど
うぞ。
やや辛口 酸味：中口

ピエモンテ州
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C a n t i n a

Azienda Agricola 
Bisio Devis
ビジオ・デーヴィス

　オルトレポー・パヴェーゼ地域は、ロンバルディア

州の南部にありピエモンテ州とエミリア・ロマーニャ

州に接する丘陵地帯。ミラノという大都会にほど近い

にもかかわらず、そこには奇跡的に美しい自然が生き

ている小さな村々がある。ビジオ・デヴィスは、モン

タルト・パヴェーゼ村の葡萄農家で三代目。伝統と、

最新の科学技術の両方をうまく取り入れながら、きっ

ちり、丁寧にスパークリングワインを醸造する。

　また「ビオ」というキーワードとともに「エコ」も、

彼らにとって重要なキーワード。太陽光エネルギーを

取り入れるなど、CO2排出の抑制にも力を入れている。「清く、シンプルで、リーズナブル（そしても

ちろんおいしい）」なワイン造りの中で、未来への敬意を具現化しているのである。

モスカート白

微発泡酒ドルチェ
マスカットのニュアン
スがはっきり感じられ
ます。
甘口 酸味：やや弱 
アルコール 5%

ピノネーロ白

微発泡酒
小さな花やフレッ
シュな果実を想わ
せる香り。心地よ
ミネラル感が爽快
な印象を与える。
辛口 酸味：中口

ボナルダ赤

微発泡酒
ロンバルディア州の地
ぶどう「クロアティー
ナ」で仕込んだ赤の微
発泡。
やや甘口 渋味：中口

ピノネーロ・ロゼ

微発泡
フルーティな香り
でさっぱりした味わ
い。チャーミング
な色合いが特徴。
辛口 酸味：中口

リースリング白

微発泡
淡 い 麦 わら色で 新 鮮
なフルーツの香りが高
い。口当たりの柔らか
い泡。
やや辛口 酸味：やや強

バルベーラ・

赤発泡
赤 の 微 発 泡 酒 。
はっきりした酸味
と適度なタンニン
が特徴。赤ですが
冷やしてどうぞ。
やや辛口 
渋味：中口

クロアティーナ

赤微発泡
赤い熟した果実の
香り。ほどよい甘
さと心地よい渋味
が特徴。
やや甘口 
酸味：中口 
アルコール 9%

ロンバルディア州
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C a n t i n a

Castello Di Stefanago 
S.S. Di A. E G. Baruffaldi
カステッロ・ディ・ステファナゴ

　カステッロ・ステファナゴは北イタリア・ロンバル

ディア州のパヴィア県ポー川、南の丘陵地にひっそ

りとたたずむ。135ヘクタールの所有地には森や果実、

農作物などの多種の植物が育っている。中心には約

1000年前に立てられたステファナゴ城があり、パヴィ

アの町まで車で30分の距離にもかかわらずこの地だ

けは時が止まったような、遠い土地にいるような感

覚に陥る。カンティーナはアントニオ、ジャコモ、ア

ントニエッタのバルファルディ3兄弟が経営。彼らは

とても落ち着いた控えめなタイプだけれど、物づくり

に対するフィロソフィーは確固たるものがある。有機栽培はもちろん、ぶどう品種に合った熟成樽

のセレクトなど、ぶどうの個性を生かしたワイン作りをしている。

サン・ロッコ白
麦わら色でフローラ
ルな香りが良い。木
樽ならではの柔らか
い口当り。
やや辛口 酸味：中口

クロアティーナ赤
すっきりした辛口で余
韻が長く、酸味と渋味
のバランスが良い。サ
ラミやハム、中期熟成
のチーズとよく合う。
やや甘口 酸味 : 中口 
アルコール 9％

ロンバルディア州
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C a n t i n a

Schlossweingut 
Stachlburg
シュタッハルブルグ

　トレンティーノ・アルト・アディジェ州の中でも北

部地方は、今でも南チロルと呼ばれウィーン帝国の

色合いが深く残る地域。その中心都市でアルプスの

中腹に位置するメラーノの街から数km、息を呑むほど

見事なヴェノスタ渓谷にシュタッハルブルグ城は屹立

し、パルチネスの小さな中心街を見下ろしている。城

主はジーグムント・クリップ男爵。気さくな人物で、

その彼がこの地域での有機農業を始めた。

　だがここでのブドウ栽培はとても難しく、山の傾斜

のため畑は細切れにならざるをえない上に、近年では収益率のよいリンゴにおされて、ブドウを栽培

する人の数はずいぶん減ってしまった。しかし男爵は、この土地の気候と土壌の特異性を最大限に

活かすことができるブドウ種の選択することで、クオリティの高いワインを造り続けている。

ピノ・グリージョ白
メロンや桃、柑橘類な
ど様々な香り。しっか
りした味わいの白ワイ
ンです。
やや辛口 酸味：中口

シャルドネ白
明るい麦わら色でパイ
ナップルとシトロンの
香りがある。食前や魚
料理と合わせて。
辛口 酸味：中口

ゲーヴル

ツトラミネール白
品種特性である、様々
な花や香水を思わせる
華やかな香りが魅力的
です。
やや辛口 酸味：中口

プラエセピウム白
軽く干したブドウを使
用。トロピカルフルー
ツの香り。ドルチェや
ブルーチーズと。
やや甘口 酸味：中口

ピノ・ネーロ赤
木イチゴやスグリ、枯
葉など複雑な香り。な
めらかなタンニン（ 渋
味）で長い余韻を残し
ます。
辛口 渋味：中口

トレンティーノ・アルト・アディジェ州
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C a n t i n a

Az. Agr. Fasoli Gino
ファゾーリ・ジーノ

　醸造所の中心となるのは、ナタリーノとアマディオ

兄弟。オーガニック、ビオディナミと言った言葉がま

だ知られていない頃から、彼らは自然にリスペクトし

たワイン造りを始めた、自然派ワインの先駆者である。

「健康な土壌からは良い果実が生まれる」「自然への

介入は最小限にして保護していかなければならず、人

は自然の守り人である」それが彼らの考えである。

ヴァルポリチェッラ・

クラシコ赤（コルテ・

デル・ポッツォ赤）
ベリーをジャムにした
ような香りにヴァニラの
ニュアンス。タンニン
や甘味などのバランス
のとれた赤ワインです。
やや辛口 渋味：中口

ピエーヴェ・

ヴェッキア・

ソアーヴェ白
珍し い 樽 を 使ったソ
アーヴェ。トロピカルフ
ルーツやアプリコット
などの香りにバニラの
ニュアンスを持ちます。
やや辛口 酸味：やや弱

ボルゴレット・

ソアーヴェ白
モモやリンゴを思わせ
るフルーティーな香り。
程よい酸味で親しみや
すい白ワイン。
やや辛口 酸味：中口

アマローネ赤
干して 糖 度 を 高 めた
ぶどうで仕込んでいま
す。イタリアを代表す
る赤。
やや辛口 渋味：やや強

ヴェネト州
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C a n t i n a

Fongaro Spumanti 
Metodo Classico
フォンガロ

　モンティ・レッシーニの丘の頂に在るカンティーナ

の主「グエッリーノ・フォンガロ」。40年前長かった外

国での移民生活に終止符をうち、再び故郷で新たな

人生を歩む決心をしたこの男の賭けは、非常に危険

かつ大胆なものだった。ある品種の葡萄からワイン

をつくる。その名は「ドゥレッロ」。この地方の原生種

であるにも関わらず、誰からも忘れ去られていた葡

萄。とはいえ特有の鮮烈な酸味のために、フランス

人やドイツ人たちは彼らのシャンパンや発泡酒をつ

くるのに、秘かにドゥレッロを混ぜていたのだ。

　フォンガロは、この葡萄だけを使い、当時の発泡酒の一般的な製法シャルマー法よりもはるかに

長い年月をかけて瓶内発酵させるシャンパーニュ法で醸造。さらに葡萄の樹と環境に配慮した有機

農法を導入した。

ドゥレッロ（紫ラベル）

白発泡酒
ヴェネト州の固有品種「ドゥ
レッラ」100%。エッジの
効いた酸を持つ、本格的
な辛口スパークリングワイ
ンです。
辛口 酸味：強

ドゥレッロ（黒ラベル）

白発泡酒
固有品種「ドゥレッラ」で
造り、5年以上熟成させ
た本格スパークリングワ
イン。エッジの効いた酸
味が特長。
辛口 酸味：強

ヴェネト州
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C a n t i n a

Azienda Agricola Giol
ジョル

　ヴェネト州のトレヴィーゾ近郊にあるジョルの醸造

所は、19世紀初頭に建造された城の一部を醸造所と

蔵に改造。城内の庭園は、英国のチューダー朝様式

のもので非常に歴史的価値が高いと評されている。

　これらの土地建物は、アルゼンチンから帰国した

祖父ジョヴァンニ・ジョルが 1922年にパパドーポリ家

より小作人と爵位も含めて購入した。第一次世界大

戦では、この城がオーストリア軍の駐屯地になり、戦

闘の様子を生々しく物語る銃弾の痕跡が大樽に今も

刻まれている。現在、城のすぐ近くに約25haの葡萄畑

があり、高品質でコストパフォーマンスの高い有機ワ

イン作りに努めている。

ペルラ白微発泡酒
「ヴェルドゥッツォ」と
いう固有品種 100%。
フローラルな白い花の
香り。軽くてキレがよ
い1本。
やや辛口 酸味：中口

ラボーゾ・ジョル赤

微発泡酒
ヴェネト州の固有品種

「ラボーゾ」100%の
微 発 泡 酒 。ストロ ベ
リーを思わせる香りと
チャーミングな甘味。
やや甘口 渋味：弱

ヴェルドゥッツオ白
ほとんど栽培されてい
ない固有品種「ヴェル
ドゥッツオ」で造られ
る、すっきりした味の
白ワイン。
中口 酸味：中口

カベルネ・

バリック・ジョル赤
木樽で約 9ヶ月熟成。
果実香と程よい樽香の
バランスが良い赤ワイ
ンです。
やや辛口 渋味：やや強

ジョル・

プロセッコ白発泡酒
固有品種「プロセッコ」
100%のスパークリン
グ。フレッシュな柑橘
の香りも味わいも爽や
かです。
やや辛口 酸味：やや強

ヴェネト州
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C a n t i n a

Villa Job
ヴィッラ・ヨブ

　アレッサンドロ・ヨブは、30代の若き生産者。大学

卒業後、約5年経営コンサルタントとして働いていた

が、6年前祖父が亡くなった時に、彼は人生をがらり

と変える決断をした。それが「ワイン造り」である。

フランス、ピエモンテ州、トスカーナ州と、高品質の

ワイン産地で醸造技術を学んだのち、フリウリ＝ヴェ

ネツィア・ジュリア州にあった家族のブドウ畑で、ブ

ドウ栽培を始めた。5つの地域に点在する畑はそれぞ

れに個性的で、そのそれぞれの個性をワインに反映

させるのに最適な方法を考えた結果、ビオディナミ農

法でぶどうを栽培するという決断に至った。土着の酵

母のみを使い、亜硫酸塩は最小限にとどめている。彼の哲学は、ポテンシャルを持った、寿命の長

いワインを作ることである。そのため、彼のワインは通常よりも 1年遅く市場に出されることが多い。

実験を恐れず、ステレオタイプでないフレッシュなアイデア、ヴィッラ・ヨブのこのスタイルは非常

に興味深い。

無添加シリアス赤
輝く美しいルビー色で、
ベリー系の香り。軽い
スパイス香も。
辛口 渋み：中口

アンタイトルド

（フリウリアーノ）白
フリウラーノ（トカイ）は
この地域のシンボル的
なワイン。ボディがあり
飲み応えのある1本。
辛口 酸味：やや強

ピノグリージョ白
あえてぶどう果汁と果
皮 を 接 触 さ せること
で、ぶどうの持ち味を
引き出した銅色ワイン。
中口 酸味：やや強

リボッラジャッラ白
地 元 品 種 リ ボ ッ ラ
ジャッラ 100%使用。
黄金色で程よく熟した
フルーツの香り。
やや辛口 酸味：中口

フリウリ-ヴェネツィア・ジューリア州
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C a n t i n a

Bio Agriturismo 
Corte D'aibo
コルテ・ダイボ

　エミリア・ロマーニャ州ボローニャの近郊の山間に

あるコルテ・ダイボ醸造所は、元々 16世紀に要塞とし

て建築され、その後修道院として長く使われていた

が、1980年代に醸造所として生まれ変わり、最新鋭

の設備を備えてオーガニックワイン造りに取り組んで

いる。

　共同経営者の二人、葡萄畑の責任者アントニオ・カ

ペッリと醸造所の責任者マリオ・ピロンディーニが、

独特の雰囲気で旅人を歓待してくれる。敷地内にあ

る宿泊施設は、ヨーロッパ中からアグリツーリズモに利用する人に大好評。毎年のリピーターも多い。

また、ワインを存分に楽しめる直営のレストランも、地域の人々も利用し毎日大盛況。

　最近では、無添加ワインやアンフォラという古代ローマ時代に利用されていた素焼きの甕を復活さ

せて醸造するなど、アグレッシブにワイン作りに取り組んでいる。

無添加

ルジャーダ白
パイナップ ル や 白 い
花の香りに、ナッツの
ニュアンスを伴う長い
余 韻。酸 化 防止 剤 無
添加です。
辛口 酸味：やや強

ピニョレット

白微発泡酒
繊 細 な泡 立ち で 青リ
ンゴを思わせるフルー
ティーな香り。食前酒
にぴったりなスパーク
リングワイン。
中口 酸味：やや強

オルフェオ・

リゼルヴァ赤
カベルネ・ソーヴィニヨ
ン種 100%。タンニ
ンや酸味、甘味のバラ
ンスが素晴らしい1本。
やや辛口 渋味：やや強

無添加メリッジョ赤
熟した果実の香りを持
つ辛口の赤です。昔な
がらのテラコッタで熟
成 。酸 化 防止 剤 無 添
加。
やや辛口 渋味：やや強

エミリア-ロマーニャ州
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C a n t i n a

Folicello Societa 
Agricola S.S.
フォリチェッロ

　このカンティーナ（醸造所）は、自然さと晴朗さを

併せ持ったマルコ・フォリチェッロそのものである。

会って握手をした瞬間から、彼のポジティヴなエネル

ギーと、ゆっくり語られる言葉が人を包みリラックス

させる。フォリチェッロを訪問する者は誰でも、有機

農業の世界についてより深く知ることになるだけでは

なく、それ以上の何かを得るだろう。

　マルコのワインも、彼自身の人柄と同様、誠実で気

どりがない。飲みやすさこそ、何よりフォリチェッロ

のワインの強みである。

ゴッチェ・

ダンブラ白
その名（ダンブラ）のと
おり輝くような金色が
印象的。フルーティで
繊細な白です。
辛口 酸味：中口

無添加 F・ランブル

スコ赤微発泡酒
ストロベリーを思わせ
る香りとチャーミング
な甘さを持つ、赤のス
パークリングワイン。
酸化防止剤無添加。
やや甘口 渋味：弱

フィオール・

ドゥーヴァ白

発泡酒（甘口）
ハチミツを思わせる品
の良い甘味と柔らかな
酸味を持つ白のスパー
クリングワイン。
やや甘口 酸味：やや弱

無添加ゴッチェ・

ディ・グラナート赤
木の実や干草などの香
りが印象的。口当たり
のまろやかな赤ワイン
です。
やや辛口 渋味：やや強

エミリア-ロマーニャ州
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C a n t i n a

Azienda Agricola 
Collemattoni
コッレ・マットーニ

　トスカーナ州モンタルチーノの醸造所、コッレ

マットーニの 7haの葡萄畑はすべて有機栽培サンジョ

ヴェーゼ・グロッソ。畑は四つの地域に分かれており、

そのうちの一つの畑の名前からコッレマットーニの社

名は由来している。

ロッソ・ディ・

モンタルチーノ赤
スミレの花やブラック
ベリー を 思 わ せる 香
り。暖かみのあるバラ
ンスのよい味わい。
やや辛口 渋み：中口

ブルネッロ・ディ・

モンタルチーノ赤
明るいルビーレッドで
ブラックベリーや木の
実の香りが高い。暖か
く辛口で余韻が長いフ
ルボディ。肉料理に良
く合う。
やや辛口 渋み :中口

Fattoria Cerreto Libri
チェッレート・リブリ

　キャンティ・ルフィーナ地方にあるリブリ醸造所は、

1700年代後半に創業。故アンドレア・ザンフェア氏が、

昔ながらの醸造法でほとんど手を加えずに作り出すワ

インは、まさに葡萄そのものの味。アン

ドレア亡き後、妻のヴァレンティーナが

引継ぎ、自然派ワインを作り続けている。

キャンティ・ルフィーナ赤2007
コンポートしたベリーのような練れた甘
味を感じる香り。煮込み料理などとよく
合います。辛口 渋味：やや強

トスカーナ州

トスカーナ州
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C a n t i n a

Il Conventino - La Casella
ラ・カゼッラ

　ラ・カゼッラ。礼儀正しく働き者のアルベルト・ブ

リーニ氏が営むこのカンティーナは、トスカーナ州シ

エナ県モンテプルチャーノのちょうど入口にある。こ

のモンテプルチャーノと隣のモンタルチーノの名を世

界中に知らしめたのが「サンジョヴェーゼ」。この土地

では「プルニョーロ・ジェンティーレ」と呼ばれる大粒

の葡萄であり、この葡萄を使って作られるのがロッソ・

ディ・モンテプルチャーノとノービレである。

デオダート白

（トレビアーノ・

マルヴァシーア）
2種の白ぶどうをブレ
ンド。穏やかな酸味で
飲み飽きない白ワイン
です。
やや辛口 酸味：中口

ノービレ・

モンテプルチャーノ・

リゼルヴァ赤
「高貴な」という名に相
応しい、エレガントな
味わいの赤ワインです。
やや辛口 渋味：やや強

ロッソ・ディ・モンテ

プルチャーノ赤
ベリー系の香りの中に
少し青草などのニュア
ンス。バランスの良い
赤ワインです。
やや辛口 渋味：やや強

デオダート・ロゼ
チェリーなど赤い果実
の香り。爽やかな酸味
ですっきりした味わい
のロゼです。
やや辛口 渋味：やや弱

トスカーナ州
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C a n t i n a

Cantina Di Filippo
ディ・フィリッポ

　アッシジの向かいの丘陵地で、オーガニックのブド

ウ畑と醸造所を営むディ・フィリッポは、ウンブリア

州では先駆けて有機農法を取り入れた生産者のひと

つ。家族で始めた小さなカンティーナは、現在年間約

27万本のオーガニックワインを製造する、ワイン好き

の間では名の知れたカンティーナに成長した。代表の

ロベルト・ディ・フィリッポは、畑仕事から醸造、海外

マーケティングまで、すべてをこなす知識と才能を持

つ人物。彼のワインは、カジュアルラインからいわゆ

る高級ワインまで、すべてが清らか。香りや味わいは

それぞれに異なる特徴を持っていても、共通してディ・

フィリッポらしさ、この清らかさ、が伝わってくる。

ヴィッラ・

コンヴェルシーノ白
トレッビアーノ、グレ
ケット種。フルーティ
な 香りと 控 えめ な 酸
味。コストパフォーマ
ンスの高い白ワイン。
やや辛口 酸味：中口

ヴィッラ・

コンヴェルシーノ赤
サンジョヴェーゼ、カ
ベルネソーヴィニョン
種。程よい甘味とタン
ニンを持ちます。
やや辛口 渋味：中口

無添加グレケット白
固有品種「グレケット」
100%の白ワイン。青
リンゴやハーブの豊か
な香りと特有の酸味が
印象的です。
辛口 酸味：やや強

プロペルツィオ・

リゼルヴァ赤
サ ン ジ ョ ヴ ェ ー ゼ
100%。ジャムにした
ベリーの香りにヴァニ
ラなどのニュアンス。
バランスがよくしっかり
した飲み口の赤ワイン。
辛口 渋味：やや強

グレケット白
固有品種「グレケット」
100%の白ワイン。青
リンゴやハーブの豊か
な香りと特有の酸味が
印象的です。
辛口 酸味：やや強

モンテ・ファルコ赤
サンジョベーゼ、バル
ベーラ、サグランティー
ノをブレンド。赤いフ
ルーツの香りにスパイ
スのニュアンス。
やや辛口 渋味：中口

ウンブリア州
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C a n t i n a

Cantina Di Filippo ウンブリア州

サグランティーノ赤
チェリ ー シ ロップ や
コーヒー、若干のスパ
イスなど複雑な香り。
タンニンも甘味も豊か
でスケールの大きな赤
ワイン。
辛口 渋味：強

ファランドラ白
シトラスやミネラル感
を伴ったフルーティな
香り。鶏肉や魚、フレッ
シュチーズなどに。
やや辛口 酸味：中口

ヴェルナッチャ・ディ・

カンナラ赤甘口
ハチミツのような香り
とエレガントな甘さの
デザートワイン。食後に
クッキーなどとどうぞ。
甘口。コルネッタ種。

フェテアスカ・

レガラ白

（ルーマニアワイン）
ルーマニアの地ぶどう
ワイン。エッジの効い
た酸味とトロピカルな
香り。
やや辛口 酸味：やや強

フェテアスカ・

バベアスカ赤

（ルーマニアワイン）
ルーマニアの地ぶどう
で仕込みました。豊か
な香りとほどよいタン
ニン。
やや辛口 渋み：中口
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C a n t i n a

Azienda Vitivinicola 
Pantaleone
パンタレオーネ

　家族経営の農場＆醸造所。父親は畑から製造まで

オールマイティにこなし、娘のフランチェスカ ,フェ

デリカはマーケティング、フェデリカの夫はワイン醸

造を担当している。畑はマルケ州のアスコリピチェー

ノ郊外、海抜約 400mの谷間に広がり、昼夜の気温差

が激しく、それが最終的にワインにアロマと心地よい

酸味を与える。

　「バランス、環境、土地」がワイン造りのキーワード。

調和の取れた自然環境、そしてその土地に昔からある

固有品種を栽培することで美味しいワインが生まれる、という考えのもと、地元品種であるペコリー

ノ、パッセリーナ、モンテプルチアーノ、サンジョヴェーゼを、有機農法で栽培している。マーケッ

トとしての「ビオ」ではなく、あくまで自然体に、日常の一部に溶け込んだ彼らの「ビオ」ワイン造り。

そのスタイルや人柄が、ワインの味にも表れている。

パッセリーナ白
パイナップルやパッション
フルーツを思わせるトロ
ピカルな風味が特徴。
やや辛口 酸味：中口

パッセリーナ泡
イタリア・マルケ州で古
くからある土着品種。
心地よい酸味が特徴。
やや辛口 酸味：やや強

ペコリーノ白
タイムやローズマリー
な どの 香り、甘 い 柑
橘やミネラルを感じる
ニュアンス。
やや辛口 酸味：中口

マルケ州
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C a n t i n a

Azienda Agricola 
Casale Certosa
カザーレ・チェルトーザ

　ローマ郊外にある小さなカンティーナ。言葉数は少

ないが情熱にあふれたコズミ兄弟が、ビオダイナミ農

法を取り入れた究極のワイン造りに励んでいる。

　もともと60年代からブドウ農家だったコズミ家、最

当初は近所の組合に出荷していたが、もっと土着のブ

ドウの特長を生かしたいという思いから、自分たちの

ワイン造りをスタートさせた。例えば白ならマルヴァ

シーア・プンティナータ、トレッビアーノ、ボンビーノ、

グレケット、赤ならサンジョヴェーゼ、モンテプルチ

アーノ。これに加え、カヴェルネソーヴィニオンやメ

ルロー、シラーなど、この地に適した国際ブドウ品種

も栽培している。

マルヴァシーア・

プンティナータ白
独 特 のア ロ マと白 い
果実のニュアンス。フ
レッシュタイプのチー
ズと合わせて。
辛口 酸味：中口

トレビアーノ白
柑橘類の香りが軽く感
じられ、口中でも上品
なフレッシュ感とともに
柑橘の風味が残ります。
辛口 酸味：中口

ラツィオ州



20

C a n t i n a

Chiusa Grande
キューザ・グランデ

　およそ50ヘクタールの広さを持つ農場は、アブルッ

ツォ州のマイエッラおよびグラン・サッソ山地の斜面

に位置している。日当たりがとてもよく、また日中と

夜間の最高気温と最低気温の差が好適な場所である。

このような気候的特徴が、カンティーナでの細心の配

慮と精確さを伴った仕事と結びついて、生産物の特

色を最大限に際立たせる高品質のブドウ栽培を可能

にしているのである。

　『おいしいということは、高価な選択ではなく、自

然の贈与である。』をモットーにワイン作りに取り組

むキューザ・グランデの守り神は、フランコ・デウサ

ニオだ。ずっと変わらずシンプルさと民衆の伝統を信じてきた男であり、「農民のワイン」をつくる

ための「革命的」で賢明な方法を探求するなかで、有機農法にすべての問題を解く鍵を見つけたので

ある。そのような原則は、ワインの質の高さに比して手頃な価格にも現れている。

ソフィア・

ペコリーノ白
様々なフルーツや花の
香りが印象的。甘さと
爽やかさのバランスが
良い白ワインです。
やや辛口 酸味：中口

テッレ・カザーリ赤
モンテプルチアーノダ
ブルッツォ種。タンニン、
酸味ともまろやかで親
しみやすい赤ワイン。
中口 渋味：中口

アブルッツォ 

ココッチョラ白
すっきりした酸味、心
地よい果実香をもつ。
魚料理、グリルした野
菜などが合う。
辛口 酸味：中口

ロッコセッコ赤
ベリー系の果実味溢れ
る香りとしっかりした
ボディの赤ワイン。肉
料理などと合わせてど
うぞ。
辛口 渋味 : やや強

マッテ白
少し熟したリンゴや柑
橘のニュアンス。酸味、
甘味とも程よい白ワイ
ンです。
やや辛口 酸味：中口

モンテプルチアーノ 

ダブルッツォ赤
桑 の 実 やプル ーン な
ど、熟した果実を想わ
せる香り。バランスの
よいミディアムボディ。
やや辛口 渋味：中口

アブルッツォ州
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C a n t i n a

Terra di briganti
テッラ・ディ・ブリガンティ

　太陽とトマトと水牛のモッツァレッラの大地で、ロ

メオとトニのデ・チッコ兄弟は育った。祖父は大のワ

イン好きで、自分の畑の葡萄でワインを作り、客が

来るたびになみなみとグラスについでもてなす人だっ

た。二人はそういう“飲んべえ”文化の中で育ちワイ

ンへの情熱を受け継いだ。「眠れる美女」と呼ばれる

タブルノ山を仰ぐサンニオは、近年までは葡萄よりも

タバコの栽培が中心だった地域だが、ロメオとトニは

十年前に自分たちのカンティーナを開くと、「農民の

ワイン」神話そのままに、健康な地元種の葡萄を有

機栽培してワインを作り始めたのである。

無添加フィアーノ白
カンパーニャ 州 の 固
有 品 種「 フィア ーノ」
100%。毎日飲んでも
飽きない味わいです。
やや辛口 酸味：やや強

シャッシノーソ赤
珍しい固有品種「シャッ
シノーソ」100%。程
よいタンニンで、とて
も親しみやすい赤ワイ
ンです。
やや辛口 渋味：中口

ファランギーナ・

ブリガンティ白
固有品種「ファランギー
ナ」100%。パッショ
ンフルーツなどの香り
と豊かな酸味。
やや辛口 酸味：やや強

ファランギーナ・

パッシート白甘口
固 有 品 種「 フ ァ ラ ン
ギーナ」100% のデ
ザートワイン。干し草
や蜂蜜、アプリコット
などの豊かな香りと上
品な甘味。甘口

無添加コーダ・

ディ・ヴォルペ
白ぶどうを使いつつ、
赤ワインのように果汁
と果皮を分離しないで
醸造。
やや辛口 酸味：中口

アッリャニコ・

バーゼ赤
ベリー系の香りにスパ
イスのニュアンス。しっ
かりしたタンニンがあ
りながら余韻に甘味も
伴います。
やや辛口 渋味：やや強

カンパーニア州
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C a n t i n a

Cantine Del Notaio 
Soc. Agr. Ar. L.
ノタイオ

　イタリア南部バジリカータ州にある醸造所ノタイ

オは、1998年創業。代々公証人の一族の末裔で、そ

れにまつわる名前とラベルがつけられたワインの数々

は、重厚かつエレガントの極みである。ノタイオとい

えば何と言っても「アッリャニコ」。創業当時から、ジェ

ラルドは地元品種である黒ぶどう「アッリャニコ」を

高く評価していた。肥沃な土壌を守りながら、環境に

配慮した有機農法で、ノタイオはこの「アッリャニコ」

から、白、ロゼ、赤、スパークリングとあらゆるタイ

プのワインを造り続けている。

ラ・フィルマ赤
ヴェルヴェットのよう
になめらかなタンニン
と尾を引くバルサミコ
のようなフィナーレ。
辛口 渋味：やや強

イル・ロジト・ロゼ
木 樽で 熟 成させた 珍
しい ロゼ 。力 強 い 味
わいながら爽やかでフ
ルーティーです。
やや辛口 酸味：中口

ラット赤
南 イタリア を 代 表 す
る 品 種 アッリャニ コ
100%。フルボディだ
がエレガントな味わい
の赤ワインです。
やや辛口 渋味：やや強

バシリカータ州

Vini Ferrara Sardo
ブルーノ・フェッラーラ・サルド

　ヨーロッパで最も高い活火山、エトナ山がそびえ立つ

エトナ公園の中にあるブルーノ・フェッラーラ・サルド醸

造所。自然農法でぶどうを育て、殺虫剤や除草剤などの

農薬は一切使わず、年間わずか 2,000～ 3,000本、それ

もネレッロ・マスカレーゼ 1種のみを製造しいています。

「健康な土壌があり、だからこそ完璧なぶどうとワインが

できる！」シンプルだが、これがブルーノ氏の哲学である。

無添加ネレッロ・マスカレーゼ赤（エトナ・ロッソ）
シチリア・エトナ山の麓で自然農法で栽培した
ブドウで造る自然派ワイン。辛口 渋み：やや強

シチリア州
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Alessandro Di Camporeale
アレッサンドロ・ディ・カンポレアーレ

　パレルモ近郊にあるカンポレアーレは、人口 4000

人に満たない小さな村で、村に住む人たちは古くから

農業を生業としてきた。そのカンポレアーレ村でこだ

わりのワインを作るのが、アレッサンドロ・ディ・カ

ンポレアーレ醸造所。家族経営でブドウ栽培からワイ

ン醸造までを一貫して行う。地元の固有品種を使っ

たカタラットは、トレビッキエーリ（イタリアのガンベ

ロロッソとスローフードが出版するワインガイド本中

で与えられる最高評価）を受賞するなど、非常にレベ

ルの高いワインを作る、勢いのある生産者。

カタラット・ベネデ白
シチリア州最古の品種

「カタラット」で造りま
した。フルーティな香
りと豊かな酸が特徴。
やや辛口 酸味：やや強

カタラット白
シチリア州最古の品種

「カタラット」で造りま
した。フルーティな香
りと豊かな酸が特徴。
やや辛口 酸味：やや強

グリッロ白
柑 橘 系 の 爽やかな 香
りと白桃の甘い香りが
ミックスされ、バラン
スが良い甘い後味。
やや辛口 酸味：やや弱

ネーロダヴォラ赤
シチリアを代表する地
ぶどうを使用。果実味
が豊で複雑なニュアン
スを持つ。
やや辛口 渋味：中口

シラー赤
国際品種のシラーを使
いながら、非常に“シチ
リア”色の強い個性的
な一本。
やや辛口 渋味：中口

シチリア州


