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イタリアワイン

人気のイタリアワインを毎月 2本 お届けします。イタリアは北から南までヽ
全土でワイ
ンが造られています。地方ごとに個性豊かな郷土料理があるように、その土地なら

毎月3′ 850円 (税 込)× 5回

ではの独自の個性や特色を生かした様々なワインがあります。イタリアの豊かな食
文化の中で育まれたワインは、様々な料理と相性が良く、食卓での楽しいひと時を
引き立ててくれます。

レッビア…ノ ダブルッツォ

ガルダ ピノ ビアンコ

葡萄品種 トレツビアーノ

葡萄 品種 :ビ ノ ビアンコ
イタリア・ロンバル ディア/1264

:

口/生 産地域 :イ タ￨リ ア・アブリ
レッツォ/1057
¥1′

430

760

¥1′

生産者 :フ アルネーゼ

生産者 :ラ

白い花 の優 しい香 り、国に含
むと心地よい酸が広 がります。
夏みかんを食べ ているような甘
酸 つぱい 果 実味がとても爽 や
かです。この価格からは信 じら
れない充実した味わいの 1本
です。

北イタリアの 回ンバル ディアで
産するフレッシュでバランスの
とれた辛口白ワインです。 レモ
ンやグレープフルーツなどの柑
橘系の果実のさわやかな酸味
があります。クリーンでスム ー
ズな口当たり、フルーティな味
わいをお楽しみ下さい。

モレッリ…ノ ディ スカンサーノ

ネレッロ マスカレ…ゼ

葡萄品種 :サ ンジョヴェーゼ、メル回、シラー
ルボディ/生 産地域 :イ タリア・トスカーナ/1526
¥2′

葡萄品種 :ネ レッロ マスカレーゼ

/生 産地域 :イ タリア・シチリア/1625

420

¥2′

090

生産者 :モ リスフアームズ

生産者 :ヴ ィニエティ ザブ

トスカーナのマ レンマを代表す
る造 り手、モリスフアームズの
エレガント
手がける味わい深し｀
なワインです。樽を使わず、ス
テンレスタンクのみで醸造 し、
フレッシュて豊か な果実味を全
面に引き出しています。

葡萄 は房 より少 し上 の部分 の
枝をカットし、樹上で房こと乾
燥させ、自然のアバッシメント
を行っています。こうすること
で凝縮された葡萄が出来ます。
タンニンは丸 く、なめらかな回
当たり、果 実の 自然 な甘 みが
弾ける様に広がります。

８ 月

ノランテ ロッソ
葡萄品種 :モ ンテブル チャーノ、アリアーニ コ
ディアムボディ/生 産地域 :イ タリア・モ リーゼ /1831

650

¥1′

―ラ グルバ スペリオーレ
葡萄品種 :バ ルベーラ
ィ/生 産地域 :イ タリア・ピエモンテ/1861
¥1′

生産者 :ディ マーヨ ノランテ

・ ■

⊃く

モリーゼを代位表する生産者、
デイ マーヨ ノランテが手掛
けるたい へ ん親 しみやすい赤
です。ほどよいタンニン、心地
よい酸が全体を引き締め支えて
います。オーナーのデイ マー
ヨ夫妻 が大好 きな犬 がラベル
のモチーフになっています。

.

ジェルソ ネ…ロ
葡萄 品種 :ネ ー ロ ディ トロィア (ウ ー ヴァ ディ トロイア)
赤 :フ ル ボディ/生 産地域 :イ タリア・フーリア/1642
¥2′

760

生産者 :テ ッレ デル バローロ

響∽⊃

咆

ブレンディーナ

魃

安定 した高 い 品質で定評 のあ
る生産者組合の造る味わ い深
い赤です。伝 統 を尊 重 しなが
ら新 しいスタイルを取 り入れ、
500Lの フレンチオーク博で熟
成 させ ました。豊 かな果実 味
と甘 いスバイスの要 素が心地
よく感じられます。

ラクリマ デレ モッロ グルバ
葡萄品種 :ラ クリマ ディ モッロ ダルバ

、
お :フ レボデイ/生 産地域 イタリア・マルケ/1584

200

¥1,870

'

生産者 :ボ デーレ29

生産者 :ヴ ェレノージ

ブー リアに古 くからある土着品
種ネ ーロ ディ ト回イアによ
るワインで す.一 時 は絶 減 の
危機にありましたが、ポデーレ
29は 大切に育て続け、今では
この 品種 のスヘ シャリス トで
す。余韻 には心地 よいフロー
ラルな香りが漂います。

バラの花のような華やかな香り
があり、一度飲んだら忘れられ
な いとても印 象 的な ワインで
す。味わ い濃 く、マスカットを
思わせるような、 じわっとした
果実味があります。少 し冷や し
ても美味しく頂けます。

ベネヴエンターノ アリアーニコ
葡 萄 品種 :ア リアーニコ
赤 :フ ル ボディ/生 産地域 :イ タリア・カンパーニャ/1358
¥1′

760

生 産 者 :ヴ ェゼ ー ヴォ

心地よい酸 と豊 かな果 実の甘
さにビターチョコレー トやナッ
ツの風味がバランスよく混ざり
合 つて い ます。 しっか りとボ
リュームのある国当たり、長 い
余韻があります。柔らか く親 し
み やすい味わ いで、どん なお
料理にも良く合います。

インパリ
■

葡萄品種 :ネ ー ロ ダー ヴォラ
赤 :フ ル ボディ/生 産地域 :イ タリア・シ チ リア/1629
¥4,180

ヽ ブリツコ マッキア
葡萄品種 :バ ルベーラ
イタリア・ピエモンテ//1628
¥2′

:1'A RI

090

生産者 :ロ ベル ト サロット

0

バルベーラはネッビオーロと並
ぶ ピエモンテ原産の黒葡萄 で
す。ラズベ リーやスミレの華や
かな香りに加え、オーク樽 熟成
によるタバコやバニラのニュア
ンスがあります。味わいの中に
熟した甘い果実味が心地よく感
じられます。

魃軋
生産者 :ヴ ィニエティ ザブ
シチリアの土着品種ネーロ ダーヴォラを使 い、フレ
ンチオークで約 18ヶ 月熟成させた最上キュヴェです。
厳選された最高の畑の葡萄のみを使つています。カシ
スやブルーベ リーの 果実にスパイスが素晴らしくバラ
ンス良く混ざつています。

