European Sustainable Wines : Montepulciano d'Abruzzo
“ヨーロピアン・サステイナブル・ワインズ：
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ”
バイ・ザ・グラス・キャンペーン

2021

対象ワインテクニカルシート
１）
生産者

輸入元

CANTINA TOLLO

www.cantinat

カンティーナ・トッロ

ollo.it

㈱徳岡

"Rocca Ventosa" Montepulciano d'Abruzzo 2019
“ロッカ・ヴェントーザ”モンテプルチャーノ・ダブルッツォ 2019
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%
・軽くMLFを行った後、ステンレスタンクで4～5ヶ月静置ボトリング
・チェリーやスミレの豊かな香りでフレッシュな赤いベリーの味わいが嬉しいミディアムフルボ
ディのワインです。
アルコール度数:13%
参考上代：￥1,200（税抜）750ml

"Biologico" Montepulciano d'Abruzzo 2018
“ビオロジコ”モンテプルチャーノ・ダブルッツォ 2018 オーガニック
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%
・トッロ、キエーティの標高150Ｍ、南東向き斜面。石灰混じりの粘土質土壌に広がるビオロジ
コ認証の畑から。樹齢約20年。ステンレスタンクで25℃のマセレーション、MLF完了後、セメ
ントタンクに移し6-8ヶ月熟成、ノンフィルターでボトリング。
取扱製品
・酸味とボディ、タンニンのバランスに優れ、濃度だけではない品格も兼ね揃えています。
アルコール度数:13%
参考上代：￥1,600（税抜）750ml

"MO" Montepulciano d'Abruzzo Riserva 2015
“エンメオー”モンテプルチャーノ・ダブルッツォ・リゼルヴァ 2015
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%
・トッロ、キエーティ、及びブッキアニコの標高130m ～ 200m に広がる南～南東向きの斜面
地に育つ、樹齢25 ～ 30 年のモンテプルチアーノを10 月中旬まで待って収穫。マセラシオン
を行い、アルコール発酵後、マロラクティック発酵。その後、スラヴォニア産の25 ヘクトリット
ルの大樽で24 ヵ月間熟成、6 ヵ月の瓶内熟成を経てリリースされます。
Tre Bicchieri Gambero Rosso 2020
・ブラックベリーや森の果実の強い果実の香りにスパイスのヒント。ほのかに甘みのあるシル
キーなタンニンが余韻と共に長く広がっていきます。
アルコール度数:13.5%
参考上代：￥2,500（税抜）750ml

http://www.to
kuoka.co.jp/

"Cagiòlo" Montepulciano d'Abruzzo Riserva 2014
“カジオーロ” モンテプルチャーノ・ダブルッツォ・リゼルヴァ 2014
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・最も条件の良い、トッロ村の標高150ｍに広がる南～南東向きの斜面地の畑に育つ、樹齢
約30年のモンテプルチアーノを10月中旬まで待って収穫。収量60hl/ha。
30℃で長めのマセラシオンを行い、マロラクティック発酵を経、その後新樽率100％のアリエ
産バリックで12ヵ月間熟成。その後12ヵ月間の瓶熟。
・ダークベリーやカカオ、タバコ、チョコのアロマ、濃厚ながらやはり美しい酸とストラクチャー
のバランスが見事
でスムースな飲み口。
アルコール度数:14%
参考上代：￥4,000（税抜）750ml

問い合わせ窓口

㈱徳岡 林 龍生（TEL: 06-4704-3035、FAX:06-4704-3070
e-mail: t-hayashi@malps.co.jp）

２）
生産者

Cantine Mucci

www.cantinem

カンティーネ・ムッチ

ucci.com
http://www.th

輸入元

reebond-

スリーボンド貿易㈱

trading.co.jp/
Montepulciano d’Abruzzo 2020
モンテプルチアーノ ダブルッツォ 2020
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%
取扱製品

・アブルッツォ州南部、海岸線からも山からもほど近い小さな村、トリーノ・ディ・サングロに位
置する。ブドウ畑は海抜150～200ｍの石灰質の地20haに広がります。ステンレスタンク熟
成。
・すみれがかった濃いルビー色。繊細なアロマろまろやかな味わいが心地よく、程よい酸味
とタンニンのバランスがとれたいきいきとした赤ワイン。
アルコール度数:13%
参考上代：￥1,300（税抜）750ml

問い合わせ窓口

スリーボンド貿易㈱ 及川 貴俊（TEL: 03-5447-6991、FAX:03-3444-7941
e-mail: t-oikawa@threebond.co.jp）

3)
生産者

輸入元

Casal Thaulero

www.casaltha

カサール・タウレロ

ulero.it

(有)カリテ・エ・プリ

"Orsetto Oro" Montepulciano d'Abruzzo DOC 2017
“オルセット・オーロ” モンテプルチャーノ・ダブルッツオ 2017
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%
取扱製品

・ステンレス熟成後、大樽及びオーク樽熟成
・スミレ、苺ジャムなど華やかな香りと心地よいバニラ香。ソフトで優しく厚みのある味わいが
楽しめる。
アルコール度数:13.5%
参考上代：￥2,100（税抜）750ml

https://qualite
.co.jp

"DUCA THAULERO" Montepluciano d'Abruzzo DOC 2014
“デュカ・タウレロ”モンテプルチャーノ・ダブルッツオ 2014
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%
取扱製品

・大樽及びバリック熟成
・アメリカンチェリー、ワイルドベリーなどの香りとクローヴ、黒胡椒とスパイシーな香りにバ
リック熟成からくる上品なバニラ香が複雑に絡み合います。きめ細かいタンニンが滑らかでコ
クのある味わいが舌を覆います。
アルコール度数:14%
参考上代：￥2,800（税抜）750ml

"THALE" Montepluciano d'Abruzzo DOP 2014
“タレ”モンテプルチャーノ・ダブルッツオ 2014
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%
取扱製品

・大樽熟成に次いでバリック熟成
・野苺、プラムの濃密な香り、カカオ、コーヒー、ミント、クローヴ、バニラなど葡萄本来の香り
とバリック熟成の香りが絶妙なバランスです。フルボディでありながら滑らかな質感が特徴。
アルコール度数:14%
参考上代：￥5,900（税抜）750ml

問い合わせ窓口

(有)カリテ・エ・プリ 田中 啓太郎（TEL: 06-6743-4163、FAX: 06-6743-4165
e-mail: ktanaka@qualite.co.jp）

4）
生産者

Cascina del Colle

www.lacascin

カシーナ・デル・コッレ

adelcolle.it/
https://www.n

輸入元

yk-

郵船商事㈱

trading.com/
Bio Zero Rosso Abruzzo DOC 2019
ビオ・ゼロ ロッソ アブルッツォ DOC 2019
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%
取扱製品

・海抜300m南向き。温度管理(20-24度）のもと発酵、マロラクティック発酵後ステンレスタンク
で1カ月熟成
・ブラックベリーの香り、程よいタンニンのカジュアルな辛口赤
アルコール度数:13.5%
参考上代：￥2,200（税抜）750ml

問い合わせ窓口

郵船商事㈱ 滝沢 亜由美（TEL: 03-6803-7931、FAX:03-6803-7961
e-mail: ayumi-takizawa@nyk-trading.com）

5)
生産者

輸入元

Codice Citra

www.citra.it

コーディチェ チートラ

https://alcotra

(有)アルコトレード・トラスト

de.com/

"Niro" Montepulciano d’Abruzzo DOC 2017
“ニーロ” モンテプルチャーノ ダブルッツォ DOC 2017
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

アブルッツォ州 キエーティ県
手摘み、地元の伝統的な手法で醸造。果皮をつけたまま温度管理付きのタンクで長期マセ
レーション、ステンレス樽と木樽で熟成。
・色調は紫がかったあざやかなルビーレッド。桑の実やサワーチェリー、ブラックペッパーの
香り、ココアやバルサミコのようなニュアンスも溶け込みエレガント。バランスが良く、モンテプ
ルチャーノ種の特徴である豊かなタンニンと複雑さを備え、なめらかでいきいきとした味わ
い。後味に砂糖漬けの果実を思わせる、長い余韻が続く。
アルコール度数:13.5%
参考上代：￥2,300（税抜）750ml

"Caroso" Montepulciano d'Abruzzo DOC Riserva 2017
“カローソ” モンテプルチャーノ ダブルッツォ DOP リゼルヴァ 2017
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・アブルッツォ州 キエーティ県
頻繁なリモンタージュを伴う温度制御付きステンレスタンクでの長いのマセレーション。マロラ
クティック発酵後、ワインはステンレスタンクに静置。その後、ワインは大オーク樽とバリック
に、24〜36ヶ月熟成。
・色調は紫色がかった深みのあるレッド。プラムやブラックベリージャムの香り。ビロードのよ
うになめらかなタンニンと程よい酸味。力強い骨格と長い余韻が楽しめる。
アルコール度数:14%
参考上代：￥3,650（税抜）750ml

問い合わせ窓口

(有)アルコトレード・トラスト 井澤 妙峰（TEL: 03-5702-0620、FAX:03-5702-0621
e-mail: support@alcotrade.com）

6)
生産者

Family Estates -Torre Zambra-

www.familyest

ファミリー・エステイツ ”トッレ・ザンブラ”

ates.it
https://iltrami

輸入元

㈱イル・トラミテ

te2012.wixsite
.com/home

"MADIA" Montepulciano d'Abruzzo 2018
“マディア” モンテプルチャーノ・ダブルッツォ 2018
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・ヴィッラマーニャ村。南西向き。海抜200メートル。土壌は主に石灰質と粘土質で構成。有機
農法。仕立てはペルゴラ・アブルッツェーゼ式。新芽から結実したものを使用。収穫は10月中
旬。収量は1haあたり140qL。自然発酵。発酵槽はステンレス製。28～30度にコントロール。
セメントタンクで12ヶ月、ステンレスタンクで4か月洗練させる。ボトリング時の酸化防止剤は
使用。少なくとも3カ月の瓶内静置期間を設けてリリース。
・スミレがかった濃いルビー色。ブラックチェリーやベリー系の果実の中にスミレの花やリコリ
スが見つかります。柔らかな酸味と暖かみのある果実みを持つミディアムボディの軽快なワ
イン。
口当たりの繊細さと優しさ、口に含んだときの複雑さと心地よさに驚きます。派手さはないが
地味深い味わい。細くも長い余韻。飲み飽きの来ない、いつも側に置いておきたい親しみの
湧くワインです。
アルコール度数:13%
参考上代：￥1,960（税抜）750ml

"COLLE MAGGIO" Montepulciano d'Abruzzo 2017
“コッレ・マッジョ” モンテプルチャーノ・ダブルッツォ 2017
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・ヴィッラマーニャ村・コッレマッジョの丘。南西向き。海抜200メートル。土壌は主に石灰質と
粘土質で構成。有機農法。仕立てはペルゴラ・アブルッツェーゼ式。新芽から結実したものを
使用。収穫は10月中旬。収量は1haあたり120qL。45日をかけ自然発酵。発酵槽はステンレ
ス製。セメントタンクで6ヶ月、トンノー樽(フランス産＆スラボニア産。新樽20%、2番樽80%)で6
カ月、ステンレスタンクで4か月洗練させる。ボトリング時の酸化防止剤は使用。少なくとも4カ
月の瓶内静置期間を設けてリリース。
・中心は黒く全体的にスミレがかった濃いルビー色。プラムやベリー系の果実。程よいトース
トのリッチな樽のフレーバー。
リコリスやタバコ、コーヒー、奥にカカオが見つかります。余韻は長くチョコレートと共にアーモ
ンドを感じる。力強いアタックとタッチでありながら上品で、柔らかくまろやかなミディアムボ
ディよりのワインに仕上がっています。
アルコール度数:14%
参考上代：￥2,720（税抜）750ml

"COLLE MAGGIO" Montepulciano d'Abruzzo Riserva 2016
“コッレ・マッジョ” モンテプルチャーノ・ダブルッツォ リゼルヴァ 2016
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・ヴィッラマーニャ村・コッレマッジョの丘。南西向き。海抜200メートル。土壌は主に石灰質と
粘土質で構成。有機農法。仕立てはペルゴラ・アブルッツェーゼ式。新芽から結実したものを
使用。収穫は10月中旬。収量は1haあたり100qL。自然発酵。発酵槽はステンレス製。セメン
トタンクで6ヶ月、トンノー樽(フランス産＆スラボニア産40%；新樽、60%；2回目樽)で12カ月、ス
テンレスタンクで6か月洗練させる。ボトリング時の酸化防止剤は使用。少なくとも6カ月の瓶
内静置期間を設けてリリース。
・中心の黒いスミレを帯びた濃いルビー色。ラズベリー、プラムや桑の実、及びそのジャム。
強めにトーストされた樽のフレーバー。黒コショウ、クローブといったスパイス。リコリス。タバ
コ、コーヒー、奥にカカオが見つかります。しっかりとした骨格を有するがアグレッシブではな
く、肉付き豊かで柔らかみを持ち優雅。余韻は長くチョコレートと共にアーモンドを感じる。大
きなバランスをみせるリッチなワインです。
アルコール度数:14.5%
参考上代：￥3,760（税抜）750ml

問い合わせ窓口

㈱イルトラミテ 河田（TEL: 045-566-6366、FAX:045-566-6367
e-mail:m-kawata@iltramite.jp）

7）
生産者

輸入元

Fattoria Giuseppe Savini

www.fattoriagi

ファットリア・ジュエッペ・サヴィーニ

useppesavini.
http://kotobiz.

㈱コートーコーポレーション

com/

"Rondineto" Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. 2018
“ロンディネト” モンテプルチアーノ・ダブルッツォ 2018
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・畑はアブルッツォ州テーラモ県のモッロ・ドーロとタレスコ。南南東向き 平均標高300m の粘
土石灰質土壌。ソフトプレスされた後、15-20 日間浸漬。澱引き後20-22℃設定のステンレス
タンクで休ませ、アルコール発酵、
マロラクティック発酵。その後50hl のフレンチオーク樽で2 ヶ月熟成。
・ブラックベリーや赤スグリ、すみれのアロマ。微かになめし革のノート、スモーキーさもあり
ます。凝縮感とソフトな口当たりの調和が取れており、タンニンは滑らかで、心地よい後味が
楽しめます。
アルコール度数:13%
参考上代：￥1,700（税抜）750ml

問い合わせ窓口

㈱コートーコーポレーション 大槻 紘之（TEL: 0798-71-0030、FAX:0798-71-0033
e-mail: otsuki@kotobiz.com）

8)
生産者

輸入元

Fattoria la Valentina

www.lavalenti

ファットリア・ラ・ヴァレンティーナ

na.it
https://www.a

㈱アルカン

rcane.co.jp/

Montepulciano d'Abruzzo DOC 2018
モンテプルチアーノ・ダブルッツォDOC 2018
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・エリア：スポルトーレ、サン・ヴァレンティーノ、スカファ
醸造：ステンレスタンクで約3週間浸漬・発酵。熟成：80％ステンレスタンク、残りの20％は、
一部は25hlのスラヴォニア産オーク樽、一部はバリック(2番樽)を使用し約18ヶ月間熟成。
・深みのあるルビー色。バラや、スグリやラズベリーなどの赤い果実、コショウ、丁子の香り。
森の下生えも感じられます。ミディアムボディー。口に含むとなめらかで、フレッシュで活気に
みちらタンニン。チェリー、ブルーベリー、甘草の風味が感じられます。
アルコール度数:13%
参考上代：￥1,700（税抜）750ml

"Spelt" Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva 2016/2017
"スペルト" モンテプルチアーノ・ダブルッツｫ DOC リゼルヴァ 2016/2017
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・エリア：スポルトーレ、サン・ヴァレンティーノ、スカファ
醸造：ステンレスタンクで約3週間浸漬・発酵。
熟成：一部は25hlのスラヴォニア産オーク樽、一部はバリックを使用(新樽及び2番樽)し16か
月間熟成。ブレンドし25hlのオーク樽で数か月間熟成。瓶内で1年間熟成。
・濃い赤色、紫のエッジ。野生のバラ、菫、グロセイユ、ザクロ、甘草の香り。なめらかであり
つつ、シャープな味わい。洗練されたタンニンが心地よい。余韻が長く、フレッシュでミネラル
感のあるフィニッシュ。
アルコール度数:13.5%
参考上代：￥3,500（税抜）750ml

問い合わせ窓口

㈱アルカン 神田 やよい（TEL: 03-3664-6591、FAX:050-3156-3090
e-mail:yayoi.kanda@arcane-jp.com）

9)
生産者

輸入元

Francesco Cirelli

www.agricolac

フランチェスコ・チレッリ

irelli.com
https://terrav

テラヴェール㈱

ert.co.jp/

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 2019
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ 2019 オーガニック
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・ビオロジック農法。収穫後、徐梗し、優しく空気圧で優しく破砕。野性酵母のみでステンレス
タンク内で発酵。発酵期間は2週間程度。優しく空気圧でプレス。マセレーションは1週間程
度。粗い澱を取り除き、4ヶ月間ステンレスタンクで熟成。粗いフィルターにかけてボトリング。
・鮮やかなルビー色。フレッシュで酸も程よくしっかり。赤い果実とほんのり黒い果実の香り
に、この品種らしいスパイシーさを持つチャーミングで生き生きとした明るいワイン。
少し冷やしても美味しく頂けます。
アルコール度数:13%
参考上代：￥2,200（税抜）750ml

"Anfora" MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 2017
”アンフォラ” モンテプルチャーノ・ダブルッツォ 2017 オーガニック
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・ビオロジック農法。自社畑の良い区画の葡萄のみ。収穫後、徐梗し、手で葡萄を破砕しな
がらアンフォラに投入。野性酵母発酵開始。マセラシオンはヴィンテージによるが12日間程
度でプレス。移し替えをしないで9ヶ月間アンフォラで熟成。上澄みだけをボトリング。ノン・
フィルター。醸造中は酸化防止剤無添加。ボトリング時に極小量添加する。
・ブルーベリーやラベンダー、ローズマリーの鮮やかな香り。美しく質感も滑らか。自然なタン
ニンとみずみずしい酸があり、少しスパイシーさも残る心地よいワイン。アンフォラ熟成でより
深みと複雑さ持つ。
アルコール度数:13%
参考上代：￥4,000（税抜）750ml

問い合わせ窓口

テラヴェール㈱ 原田 道子（TEL: 03-3568-2415、FAX: 03-3584-2681
e-mail: mharada@terravert.co.jp）

10）
生産者

輸入元

Jasci e Marchesani

www.jasciema

ヤシ＆マルケサーニ

rchesani.it
www.sassolin

㈱サッソリーノ

o.jp

Montepulciano d'Abruzzo DOC 2018
モンテプルチアーノ ダブルッゾ DOC 2018 オーガニック
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%
取扱製品

・ヴァスト村、モンテオドリ―シオ地域、キエティ県、アブルッゾ州
・赤紫色の反射を持つ濃いルビー色。香りはフルーティー、バニラのヒント。深い緋赤色で、
干したブルーベリーやざくろを思わせるアロマがあり、渋みと酸味のバランスも良く。ミディア
ム～フルボディ。伝統的料理、ロースト肉やチーズ。
アルコール度数:13.5%
参考上代：￥2,213（税抜）750ml

問い合わせ窓口

㈱サッソリーノ フランチェスコ プーリア（TEL: 090-1731-1074、FAX: 03-6426-7194
e-mail: sassolino.wine@gmail.com）

11）
生産者

輸入元

Nicola di Sipio

www.disipiowi

ニコラ・ディ・シピオ

ne.com
www.gerhardt.

ワインハウス・ゲアハルト㈱

co.jp

Montepulciano d'Abruzzo D.O.C. 2015
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ 2015
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%
取扱製品

・ステンレスタンク及び瓶内熟成。
・緋色の反射のあるルビー色。サクランボやリコリス、野イチゴを思わせる香り。しっかりとし
た果実味があり、上品でコクのある味わい。
アルコール度数:14%
参考上代：￥5,000（税抜）750ml

問い合わせ窓口

ワインハウス・ゲアハルト㈱ 瀧口 知咲（TEL: 03-5388-6711、FAX: 03-3378-6648
e-mail: takiguchi@gerhardt.co.jp）

12）
生産者

輸入元

Nic Tartaglia

www.nictartag

ニック・タルタリア

lia.com
https://swirlwi

スワール㈱

ne.co.jp

Montepulciano d'Abruzzo D.O.C. 2017
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ 2017
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・植密度: 1.600 本 /ha
樹齢: 21 年
収穫量: 9.500 Kg /ha
生産地域: アランノ ペスカーラ県 アブルッツォ州 標高: 307 メートル
収穫時期: 10 月末
製法: 伝統的なマセラシオン 発酵: 28 度に温度管理 発酵期間: 30 日 マロラクティック発酵:
ステンレス 熟成: ステンレスタンク
瓶詰: 収穫後の春
・モンテプルチアーノしか出しえない、濃く深い色合い。地域での生産量の多さから、長い間
マイナーなワインと考えられてきました。その評判をニックのモンテプルチアーノが変えまし
た。彼は、父親への挑戦のつもりでこのワインを造りました。父親は、同業のワインメーカー
であり、ニックが自分の土地を買い、ワイナリーを始めようと決意させるほどの高い腕前を
持っていました。グラスから際立つそのフレーバーの強さ。レザーと土の香り、最後に感じ
る、わずかなリコリスが複雑さと上質さを生み出します。
アルコール度数:14%
参考上代：￥3,364（税抜）750ml

問い合わせ窓口

スワール㈱ フェデリコ・ファネッリ（TEL: 080-5873-8415
e-mail:federico@swirlwine.co.jp）

13)
生産者
輸入元

Orlandi Contucci Ponno

www.orlandico

オルランディ・コントゥッチ・ポンノ

ntucciponno.it

㈱タンデム

"Rubiolo" Montepulciano d'Abruzzo DOC 2018
“ルビオーロ” モンテプルチャーノ・ダブルッツォ DOC 2018
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・粘土石灰質土壌、収穫は 10 月に手摘みで行
う、発酵と熟成をステンレスタンクで
8-12 ヶ月行う。
・赤みがかった濃い紫色、熟
した赤いフルーツのアロマ、しっかりとボ
ディがあり、味わい豊かでしなやかなタン
ニンを感じる
アルコール度数:13%
参考上代：￥2,400（税抜）750ml

問い合わせ窓口

株式会社タンデム 藤田 暁朗（TEL: 03-3444-5588、FAX: 03-3444-6350
e-mail: akeo.fujita@gmail.com）

14)
生産者

Talamonti

www.tenutatal

タラモンティ

amonti.it
https://www.s

輸入元

apporobeer.jp

サッポロビール㈱

/
"Lume" Montepulciano d'Abruzzo 2018
“ルメ” モンテプルチアーノ・ダブルッツォ 2018
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・グランサッソ山塊の傾斜地。モンテプルチアーノ・ダブルッツォの生産地域に位置する、ロ
レート・アブルティーノの厳選されたブドウ畑。 土壌： 粘土質。概して石灰質。海抜３００
メートル。
１０月頃に厳選して手摘みしたモンテプルチアーノのみを使用。除梗・破砕の後、ステンレス
タンクの中で厳正な温度管理下のもと、伝統的な方法で１０日間発酵させます。続いて３４Ｈ
Ｌ容量のフレンチ・オーク樽で６か月間、瓶詰後更に２か月間熟成させます。
・紫がかったルビー色、完熟したベリーの豊かなアロマと生き生きとした味わい、オークの香
ばしい印象を持ったワインです。
アルコール度数:13%
参考上代：￥1,008（税抜）750ml

"Tre Saggi" Montepulciano d'Abruzzo 2016
“トレ・サッジ”

モンテプルチアーノ・ダブルッツォ 2016

ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・ロレート・プルティーノ※粘土質・石灰質の土壌
グランサッソの麓、アブルッツォの丘陵地帯の中心に広がる３２ヘクタールのブドウ畑・タラモ
ンティ。こちらで１０月中旬に厳選して手摘みしたモンテプルチャーノのみを使用しています。
除梗・破砕の後、１４日間アルコール発酵させます。続いてフレンチオーク樽（アリエ・トロン
セ産）でマロラティック発酵させます。容量３００Ｌのフレンチバリック樽で１２ヶ月間熟成後、
更に１２ヶ月間瓶内熟成させます。
・すみれ色を帯びた濃いルビー色。赤系果実やスミノミザクラの実の香り、そして仄かなスパ
イス香が香りの特徴です。口に含むと、ブラックベリー、スミノミザクラの実、そしてロースト
ナッツやコーヒーの独特な味わいが広がります。
アルコール度数:13.5%
参考上代：￥1,808（税抜）750ml

問い合わせ窓口

サッポロビール㈱ 撹上 夏枝（TEL: 090－7917－5388、FAX: 03－5423-2079
e-mail: Natsue.Kakuage@sapporobeer.co.jp）

15）
生産者

輸入元

Tenuta Cerulli Spinozzi

www.cerullispi

テヌータ・チェルッリ・スピノッツィ

nozzi.it
https://www.d

ディヴィーノ㈱

ivino.co.jp/

MONTEPULCIANO d'Abruzzo D.O.C. 2019
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ DOC 2019
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・カンツァーノ地区、粘土質の氷堆石土醸。
ステンレスタンクにて28度の温度で10日から5日掛けてマセラシオン、アルコール発酵。ステ
ンレスタンクにて5か月熟成。
・輝きのあるルビーレッド。ペリー系果実やチェリーの豊かで新鮮な果実のアロマ。若々しく
シンプル。タンニンは穏やかで豊かな酸が骨格を形成している。ドライな味わいで余韻には
フローラルを感じる。
アルコール度数:12.5%
参考上代：￥2,150（税抜）750ml

問い合わせ窓口

ディヴィーノ㈱ 池上 泰弘（TEL: 06-6121-6315、FAX:06-6121-6316
e-mail: y.ikegami@divinoco.jp）

16）
生産者

Tenuta Secolo IX

https://tenuta

テヌータ・セコロ・ノノ

secoloix.it/
https://www.f

輸入元

udo-

㈱風土

japan.com/
MONTEPULCIANO d'Abruzzo D.O.C. 2018
モンテプルチャーノ・ダブルッツォ DOC 2018
ブドウ品種：モンテプルチャーノ100%

取扱製品

・畑の位置：海抜370m
地質：石灰、粘土
栽培形態：コルドーネ
収穫：8月下旬、手摘み
・色調は輝きのある濃いルビーレッド。クワの実やチェリー、野生の果実を思わせ、心地良い
フルーティな香り。コクがあり、丸みのあるフルボディで、ビロードのように滑らかなタンニン
と、長い余韻が印象的。
色調：濃いルビーレッド
香り：チェリー、ブラックチェリー、ブルーベリージャム
アルコール度数:13%
参考上代：￥3,000（税抜）750ml

問い合わせ窓口

㈱風土 アンジェロ・マタローニ（TEL: 080-9430-6914、FAX:048-610-8352
e-mail: mataloni@fudo-japan.com）

主催：アブルッツォワイン保護協会
運営： SOLOITALIA (TEL: 03-5858-9550, info@soloitalia.co.jp)

