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品番 スタイル 商品名 年号
色

Alc.
参考上代

(税別)

ALTA ALELLA
アルタ・アレーリャ

地中海地方

LS0125-17
LS0115-17

QUALITY
AA Mirgin Gran Reserva, DO Cava
ミルジン、グラン・レセルバ、DOカバ

2017 泡 750ml \3,200 　

　

　

LS0126-15 ART

2015 泡 ¥10,000

12.0%

 

LS0133-08 ART AA MIRGIN EXEO, Evolució+,  Gran Reserva
ミルジン・エクセオ、エヴォルーシオ・プルス、グラン・レセルバ

2008 泡 ¥17,000 限定！

12.0%

2 本のみ
混載不可

LS0107-21 FRIENDLY
AA Parvus Chardonnay, DO Alella
パルブス・シャルドネ、DOアレーリャ

2021 白 ¥3,000

　  

LS0103-21 FRIENDLY
Garnatxa, DO Alella
ガルナッチャ、DOアレーリャ

2021 赤 ¥2,500

 再入荷待ち

LS0110-18 QUALITY
Dorç de Neu - 375ml　甘口ワイン
ドルス・デ・ネウ

2018 白 ¥4,300

13.0%

LS0117-18 QUALITY
Dorç Mataró  - 375ml 甘口ワイン
ドルス・マタロ

2018 赤 ¥4,300

15.0%

CELLER DE LES AUS (ALTA ALELLA)
セレール・デ・レス・アウス

地中海地方

LS0136-21 QUALITY
AA Aus Rose Pet Nat
アウス・ロゼ・ペット・ナット

2021 ロゼ泡 ¥3,600

11.5%

LS0119-19 ART AA
ブルアン、ブルット・ナトゥーレ、DOカバ

 BRUANT, Brut Nature, DO Cava 2019 泡 ¥3,900

12.0%   

ぶどう品種：ガルナッチャ　紫掛かったダークチェリーの色調で、赤果実やスミレのフローラルな香り。豊かな果実味がありフレッシュな
味わい。タンニンはソフトでバランスが取れている。

ｹｰｽ入数：6本
（化粧箱入）

ﾊﾞﾗ混載時は
化粧箱なし

1.5L  \5,800

＊＊＊＊＊スペインワイン＊＊＊＊＊

都会的自然派

究極の
ワイン造り

栽培・醸造ともに完全に自然な造りを追求するホセ・マリアが、当初より持っていた哲学を実現する為に造り上げた新たなワイナリー！有機栽培で認められている硫黄や銅すら
も使用しないで栽培する為、地元の大学と共同で病気に耐性のあるぶどうの木をセレクション・マサルで開発した。醸造においては酸化防止剤(SO2)を一切使用しない。そん
な究極の自然なワイン造りを行うプロジェクトが遂に始動した！セララーダ・デ・マリーナ自然公園の中に建てられたセラーは、海上コンテナを改造したリサイクルで、環境と調和し
た設計になっている。セレール・デ・レス・アウスのぶどう畑には多くの鳥が生息していることから、ワインのラベルはキュヴェごとにこれらの鳥が図柄となって描かれているのも楽しい。

ぶどう品種：パンサ・ブランカ(ﾁｬﾚﾛ)　JUSTに完熟したぶどうをアイスワインのように凍らせ圧搾して造られたワイン。美しいイエ
ロー、レモンチェロやレモンクリームの様なフレッシュ感ある香りで、残糖98gあるにも関わらず重ったるさは一切感じられず軽やかな
味わい。ステンレスタンク熟成により、果実味を素直に楽しめる。

ぶどう品種：ﾏﾀﾛ（ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ）　土着品種マタローを樹になっている状態で過熟させ、除梗・選別したのち６か月に渡り醸しを
行う。優しく圧搾した後フレンチオークにて２か月樽熟。砂糖漬けフルーツ、ドライプラム、干しイチジクやブラックベリーなどの風味。
クリーミーな口当たりで、タンニン・酸・甘味のバランス優れ、長い余韻。

ぶどう品種：ﾊﾟﾝｻ･ﾌﾞﾗﾝｶ 60%､ｼｬﾙﾄﾞﾈ 40%　優れた年にしか生産されないExeoだが’08は熟度＆酸度とも高く長期熟成で更に
成長するポテンシャルある年の為、特別に少量デゴルジュマンせずそのままセラーで熟成させた。このボトルは10年の瓶内2次発酵
熟成を経て’21年1月にデゴルジュマンし出荷した僅か12本のうちの1部。

ぶどう品種：ﾁｬﾚﾛ､ﾏｶﾍﾞｵ､ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ　3ッ星サンパウの定番カバ！軽やかでエレガントな味わいは、まさにぶどう畑越しに地中海
を望む風景そのものを映し出している。瓶内発酵時に添加する酵母は、自社畑から採取したものを利用しテロワールを表現。最
もベーシックなカバながら、30ヶ月以上瓶熟のグランレセルバにversion up ! 軽やかで優しい泡、かりんやレモン、白い花の香り、ド
ザージュ・ゼロのピュアな味わい

12.0%

AA MIRGIN EXEO, Brut Nature Gran Reserva,
ミルジン・エクセオ、ブルット・ナトウーレ.、グラン・レセルバ、DOカバ・デ・パラヘ・カリフィカーダ　”バルシレラ”

  DO Cava de Paraje Calificada VALLCIRERA

ぶどう品種：ﾊﾟﾝｻ･ﾌﾞﾗﾝｶ 60%､ｼｬﾙﾄﾞﾈ 40%　PremiumカバDOカバ・デ・パラヘに当初認定されたカバは11銘柄。そのうち2アイテ
ムはアルタ・アレリャが認定。そのうちのTOPキュヴェがこのエクセオ！まさにTop of Top！傑出したテロワールがあるとされる区画バ
ルシレラのぶどうからのみ醸造される。オーク樽で熟成させた原酒を用い、36か月以上瓶内2次発酵された逸品。繊細で複雑
な、まさにTopな味わい！

品種：マタロ　アレーリャの伝統品種マタロを野生酵母の働きで自然に発酵させ、発酵終盤に瓶に移し発酵を継続させたアンセス
トラル方式により醸造。SO2無添加。薄濁りの淡いピンクの色調。梅やレッドグレープフルーツ、ザクロやグーズメリーなどとても
チャーミングな香り。口に含むと爽やかで、梅の酸味と旨味を伴った味わいがジワっと広がり、食欲が湧く！

ぶどう品種：ﾊﾟﾝｻ･ﾌﾞﾗﾝｶ(ﾁｬﾚﾛ)　2006年スペインで初めてSO2を一切添加せず造られたカバ！ドザージュゼロの純粋で優しい味
わい。細かい泡、洋梨や白花の香り、軽やかで品のあるミネラル感が魅力。世界TOP50のレストランで3年間No.1を獲得した「カ
ンロカ」でも人気！

ぶどう品種：ｼｬﾙﾄﾞﾈ　選果台で不健全なぶどうを取り除き、果皮と共に低温で軽く醸すことにより香りを引き出した後、軽く圧
搾。アリエ産樫樽で3か月熟成した後、瓶詰め。淡いイエローの色調。レモンやレモンクリーム、メロンの香り。フレッシュな口当たり
で、樽のニュアンスは殆ど感じられない優しい味わい。

何とワイナリーは、バルセロナから20km程海岸沿いに北上したセラーラダ・デ・マリーナ国立公園の中にある。劇場型に広がる斜面にあるぶどう畑は、海風が湿気を振り払い、ア
レナと呼ばれる砂質土壌がフレッシュな酸を与え、まさにこの地DOアレーリャならではのテロワールが存在する故、リオハ、シェリーに次いで1932年DOに認定された。この地出身
のホセ・マリアは、1991年この国立公園を開墾しぶどう畑を植えた。初めてのワインがリリースされたのはその10年後。当初よりビオで栽培し、最高品質のスパークリング、スティ
ル、甘口とコース料理にすべて合わせられるラインナップを醸している。すぐ近くの3ッ星「サンパウ」、世界TOP50レストランNo.1の「カンロカ」を始めとして、世界中の最高級レスト
ランで楽しまれている重要生産者だ。

　ラヴニール ワインリスト
ラヴニール プロ向け
LINE公式アカウント



品番 スタイル 商品名 年号
色

Alc.
参考上代

(税別)

ARTIGA FUSTEL
アルティガ・フステル

地中海地方

LS0301 FRIENDLY
SOLEO Brut
ソレオ・ブルット

NV 泡 ¥1,700 B2本のみ

10.0% 　

ALVARO GONZALEZ MARCOS
アルバロ・ゴンザレス・マルコス

地中海地方

　

LS1305-20 QUALITY Can Raimundet
カン・ライムンデ

2020 橙 ¥3,800

13.0%

LS1306-20 QUALITY Dancing in the Dark
ダンシン・イン・ザ・ダーク

2020 赤 ¥3,100 　

12.0%

LS1308 QUALITY Back in Black
バック・イン・ブラック　 NV

(2021)
赤 ¥3,100 new !

12.8%

CASA PARDET
カサ・パルデ

地中海地方

LS0708-16 QUALITY
Trepat Ancestral
トレパット・アンセストラル

2016 泡ロゼ ¥3,900 8本

12.5%

LS0713-18 QUALITY
Blanquet
ブランケット

2018 白 ¥4,300

12.0%
ぶどう品種：シャルドネ、マカベオ　シャルドネはアンフォラで、マカベオはタンクで共に9か月熟成。薄濁りのイエローの色調、黄色い
花や黄桃、フレッシュパイナップルの果実味豊かで、酸とのバランスの取れた味わい！

ペネデスの
風景

楽しみスパーク

ニューヨークの高級レストラン"Aureole"でシェフソムリエを務めたマルティ・ケール氏が母国スペインに戻り、スペインの素晴らしい魅力を伝えたいと興したワイナリー。スタッフには
世界中で経験を積んだ有能な醸造家パメラ・ヘデス氏を筆頭に最高の才能を持った人員を揃え、スペイン固有の品種にこだわり、世界に通用する高品質でコストパフォーマン
スに優れたワインを造り出している。

バルセロナで衝撃的な出会いをした・・。バルセロナにフランス風のとてもお洒落な「グレスカ」という人気のお店がある。レストランとワインバーを併設したスタイルで、恐らく自然派
ワインを楽しめるワインバーとしてはバルセロナNo.1の料理を出す店だろう。そこでワインを頼んだら出てきたのが、今回ご紹介する”ア・トン”だった。軽やかでエレガントでありなが
ら、豊かな味わいがある。一口飲んで気に入ってしまった～ オーナーのアルバロ・ゴンサレスは、長らくぶどう栽培＆ワイン造りの経験を積んだ後、2016年自身のボデガを構え
た。ぶどう畑は僅か2ha。当然ながら生産数量は少なく、2018年ヴィンテージで7000本程である。ペネデスの伝統ぶどう、つまりチャレロとパレリャーダのみを栽培している。理由
は、これら品種が最もこの地のテロワールを表現すると考えているからだ。当初よりビオにて、またビオディナミによる手法をできるだけ実践したいと考えている。醸造においては野
生酵母による自然な発酵、フィルターや清澄は行わず、SO2は瓶詰時か澱引き時に僅かに加えるというものだ。自身のワインを世に出して間もないが、独自のスタイルをすでに
確立している感がある。軽やかでエレガント、そして飲み易い、これがアルバロの特徴だ！ペネデスの星が、もう一つ現れた。是非ともお試しを。
【2019ヴィンテージ最新情報】①カン・ライムンデ醸造所の隣の優れた畑1.5haを手に入れた！斜面頂上に植わる樹齢50年の古木から高品質なぶどうを得られる②2019年の
天候は高品質なワインを造るうえで最高の天候だった③今までの経験を総動員し、白はほぼすべてのキュヴェで醸しをしたとても美しい淡いピンク色の薫り高く上質なワインが
出来た！パワーアップした2019年ヴィンテージ、お楽しみ下さい～

ぶどう品種：ﾏｶﾍﾞｵ､ｱｲﾚﾝ　カバの80％が生産されるサン・サドゥルニ・ダ・ノヤのぶどうから、マスカットや柑橘系のフルーティな香りと
フレッシュで爽やかな味わい

ぶどう品種：チャレロに加えて僅かにマカベオ、パレリャーダ、シャルドネ　このワインはドメーヌの最も優れたぶどうから造られたTOP
キュヴェであると同時に、いにしえよりカン・ライムンデ農園で働いてきた全ての人々への賛辞を込めたキュヴェでもある。ペネデスで
は伝統的にぶどう以外にも林の合間でオリーブ、穀物、アーモンドなどを栽培し、傍らに”マシア”と呼ばれる醸造所兼納屋があ
り、カン・ライムンデもそのひとつだった。除梗破砕後3日間醸し、木樽にて発酵。月に一度バトナージュしながら6か月間ステンレス
タンクにて熟成。清澄、フィルターには掛けず、SO2も加えず瓶詰め。'20:黄金色に近いイエロー。ネクタリンや森に実っているような
黄桃の黄色果実風味豊か。しっかりした果実味を感じる口当たりで、果実味が広がる。中程度のタンニンあり。

ぶどう品種：ウジェ・デ・ジェブレ（テンプラニージョ）100％　スペシャル・エディション。アルバロ流の造り方で毎年1種類だけ仕込む、
とても軽やかな赤ワイン。除梗・破砕し、わずか4日間だけ醸す。圧搾しステンレスタンクで熟成。春にSO2僅かに10mg/L添加、
清澄せずフィルターにも掛けず瓶詰め。僅かに緑・茶掛かった淡いルビーの色調。イチゴなどとてもチャーミングな赤果実風味豊
か。自然な口当たりでほんのりとした甘みを感じ、酸との調和が素晴らしい。軽やかでありながらも落ち着いた味わい。舌の上にほ
のかなタンニンを感じる。

ぶどう品種：トレパット　黒ぶどうトレパットを即プレスし、半分をアンフォラ半分をステンレスタンクで発酵させ、残糖のあるうちに瓶に
詰めて発酵を継続し造ったユニークなペティヤン・ナチュレル。 赤に近い濃いピンク色。赤い花や果実感があり、ミネラリーな風味。
アルコール度11度で残糖6gのほんのり甘みのあるフレッシュな味わい。生産量2308本のみの限定品。

超個性的
異端児

バルセロナから西へ100km程行ったところにコステルス・デル・セグレというDOがある。ここにレリダ地区で始めてビオによりぶどう栽培を始めたボデガ”カサ・パルデ”がある。現オー
ナー、ホセ・トーレス、1993年彼は両親から受け継いだぶどう畑でワイン造りを始めたが、当時まだ14歳の若さだった！！しかし、自然な手法によるワイン造りしか考えていなかっ
たホセは、当初よりビオにて、98年からはビオディナミによってぶどう栽培を行っている。そして、2000年からは亜硫酸も使用せず、ノー・フィルター、ノー・クラリフィケーションによるワ
イン造りを独自に確立した。ホセの目指しているぶどう栽培は、土壌の活性化と多様性だ。この地は乾燥しているので病気の心配はさほどないが、土地は痩せている。3月にな
ると、牧場を営んでいる友人から譲ってもらった堆肥を2年間掛けて発酵させた自家製の有機堆肥を土に入れるが、これはぶどうの樹に与えるという意味もあるが、土壌に生息
する微生物を活性化させ、土壌全体の生物多様性を豊かにする事が主な目的だ。彼の畑には近隣の畑と違い沢山の種類の雑草が生えている。それが多様な昆虫や生物
を育んでくれる訳だ。カノコ草やイラクサなどビオディナミに使用する薬草も豊富だ。ぶどうの実りの季節になると、畑に生えている多様なハーブや植物がぶどう粒の表面の蝋質に
付着し、ワインに複雑な味わいを与えてくれると云う。所有する4.5haには、1.5haのカベルネ・ソーヴィニヨン、1.7haのトレパット、0.8haのシャルドネが植わっている。トレパットはこ
の地の伝統品種だが、彼の畑では伝統的な栽培法でカベルネと混植されており、このボデガのワイン”カベルネ＆トレパット”は畑で「ブレンド」されている。ホセがワイン造りで目
指していることは、「畑の生態系をワインを通して表現すること」。あなたには彼のワインから畑が感じられますでしょうか？

ぶどう品種：グルナッシュ　’20はうどんこ病の被害で自分のテンプラニー二ョ（ウジェ・デ・ジェブレ）が一切収獲できなかったため、ハ
ウメ・バルガンのぶどうで醸造した。よって、1度きりのキュヴェ。アンフォラで発酵後、アンフォラとステンレスタンクで熟成。とても淡い
明るいルビー色。プラムや野イチゴの軽やかな果実味が実に心地よい味わい。現時点で還元しているが、還元から抜ければ心地
よく飲み進められるであろう。キュヴェ名は、1984年大ヒットしたブルース・スプリングスティーンの歌のタイトル。



品番 スタイル 商品名 年号
色

Alc.
参考上代

(税別)

CASA PARDET
カサ・パルデ

地中海地方

LS0710-１9 QUALITY
Trepat Anfora
トレパット・アンフォラ

2019 ロゼ ¥4,300

14.0%

LS0704-03 ART Cabernet Trepat
カベルネ・トレパット 　<マグナム>

 <MAGNUM> 2003 赤 ¥8,500  

13.0%

BODEGAS PEDRO ESCUDERO
ボデガス・ペドロ・エスクデーロ

内陸部地方

FINCA VALDELAGUNDE
フィンカ・バルデラグンデ

LS0206-21 FRIENDLY
Valdelagunde, Verdejo
バルデラグンデ、ベルデホ

2021 白 ¥1,600  

13.0%

LS0208-21 FRIENDLY

Valdelagunde, Sauvignon Blanc
バルデラグンデ、ソーヴィニヨン

2021 白 ¥2,000

12.5%

LS0207-21 FRIENDLY
Valdelagunde, Verdejo Especial
バルデラグンデ、ベルデホ・エスペシアル

2021 白 ¥1,800

13.5%

XANGALL
シャンガル

LS1802-21 O2 Enthusiasmus Vino Branco
エントシアスムス、ヴィーニョ・ブランコ

2021 白 ¥6,900  

12.5% 　

LS1801-21 QUALITY Enthusiasmus Vino Tinto
エントシアスムス、　ヴィーニョ・ティント

2021 赤 ¥5,600  

10.0% 　

首都マドリードから北西200km足らずに位置するルエダ地区は、薫り高い白ワイン品種ベルデホで知られる産地だ。一塊にまとまったこの産地に赴いてみると、実は2つの異なる
土壌が存在することが分かった。ひとつは粘土砂質土壌。この土壌からは決して高品質なワインは生まれないという。もう一つはこのボデガの畑の存在する、畑一面直径5-7cm
の石で覆われた土壌だ！このボデガで中心的な役割を果たすディエゴによれば、ルエダの栽培家の殆どは、定期的な農薬や薬剤の散布を行っているという。そんな中にあって、
ビオ栽培を貫き高品質なワイン造りにまい進するエスクデーロ家の姿は頼もしい。スペインでは、栽培・醸造・マーケティング・販売が分業されているのが一般的ななか、栽培から
販売まで一貫して自身で行う完璧主義一家でもある。彼らの造り出すワインは、”純粋”の極致！どこまでも”ピュア”で、オレンジ、メロン、ハーブなどの爽やかな風味が漂う。そ
れでこの価格？信じられない！

ベルデホの
貴公子

ぶどう品種：ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ、ﾄﾚﾊﾟｯﾄ　樽熟していた年。熟成が進み茶がかった色調、トリュフや枯葉、シガーの香り。マグナム
のみの生産。

ぶどう品種：ベルデホ100%　15-17度で澱と共に15日間静置し香りを引き出した後発酵。淡いイエロー色。青いメロンの果実味
に、ジャスミンの華やかな香り。フレッシュな口当たりでメロンの風味が口中に満ち、心地よい酸ととても良いバランスで飲み進める
味わい。

ぶどう品種：ベルデホ100%　ﾏｾﾗｼｵﾝ ｶﾙﾎﾞﾆｯｸ、プレスワイン、樽熟ワイン、残糖あるワインの4種をブレンドした、ベルデホの魅力
を最大限引き出したワイン。熟したメロンを思わせる華やかな味わいで、余韻のミネラル感がフレッシュ感を与えてくれる。

ぶどう品種：ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100%　熟度の異なる状態で別々に収穫し醸造したワインをブレンドし、自然な手法でバランスと美
味しさを引き出したキュヴェ。とても淡いイエロー色。グレープフルーツや八朔など繊細な柑橘風味で、爽やかな味わい。

ぶどう品種：トレパット　完熟したトレパットを即圧搾し、発酵。その後アンフォラにて熟成。淡いオレンジの色調。アプリコットやアプリ
コットの核、少々渋を感じる柿の風味。フレッシュな口当たりで酸とミネラル豊かな味わい。

リアスバイシャスの
完全ナチュール

自然派生産者が増えているスペインだが、湿潤な気候で病気が発生しやすいバスク、ガリシア地方ではまだ僅かしかいない。その中でついに探し当てたのが、ビ
オディナミで地道なぶどう栽培を行い、醸造についても亜硫酸を一切使用しないワインを造り始めた、アルバリーニョの産地で有名なリアス・バイシャスの生産者で
ある、べゴーニャ・トロンコソである。ベゴーニャの小さいワイナリーは、500ｍも南下すればミーニョ川を越えてポルトガル領となる、アルボ村。この地は、リアス・バ
イシャスのエリアでも最も南に位置するサブリージョン”コンタード・デ・テア”に属する。家庭の事情で2006年、ベゴーニャは帰郷。ここで、パートナーであるマヌエ
ルの家族が所有する1.5haのぶどう畑を耕作することに。2009年にビオディナミ講座を受けたことが転機となり、ビオディナミでのワイン造りを開始した。花崗岩土
壌に植わる3haのぶどう畑で、標高約100ｍの畑に植わる樹齢10-70年のぶどうから、3000kg/haととても収量を抑えた栽培を行っている。この地は、冬は温暖な大
西洋気候で、ぶどうの成熟期には降雨が多く（平均1500mm/年）、雨上がりは好天となり夏季は一気に気温が上がる。つまり、うどん粉病のリスクが非常に高い。
ベゴーニャはこれら問題に対し、ビオディナミで対処している。特別な部屋を用意し、そこで野に生える様々な植物を乾燥させビオディナミの調合剤（プレパラシオ
ン）をつくり、ぶどうの木を手当てし、土壌の生命力を高めている。そして彼女の知識とエネルギー、前向きさが、彼女のワインにも反映されている。ワイン名「シャ
ンガル」とは、ベゴーニャのワイン造りの考え方である「注意深い」「愛情深い」という意味。僅かな粉末銅と硫黄以外には、化学合成物質や肥料は一切使用せず、
自分たちで栽培するイラクサ、ユーカリ、ニワトコ、コンフリー、セージを使った調合剤でぶどうの樹を手当てしている。まさに、この難しい地で、愛情をかけ注意深く
育てたぶどうを使い作られたワインである。

ぶどう品種：アルバリーニョ100％　砂状花崗岩土壌に植わるぶどうを手摘み、ケースに入れ収穫。プレス後野生酵母の自然な働
きによりステンタンクにて発酵。ノー・フィルター、冬季の自然な寒さにより清澄。亜硫酸一切添加せず2022年5月瓶詰め。　黄金
掛かったイエローの色調。ミカンなど柑橘風味、とても凝縮感を感じる詰まった香りで、内に向かう集中度がすごい。生き生きとし
た酸を感じる口当たりで、厚みある。柑橘風味が口中に広がり、柑橘の酸もしっかりしている、ほのかなバニラ風味に上品なミネラ
ル感が永く続く。キュヴェ名の意味は「熱狂的」！

ぶどう品種：メンシア、ブランセリャオ、メレンサオ、エスパデイロ、ソウソン　リアス・バイシャスでは生産量の殆どが白で、赤は1％を
占めるに過ぎない希少な存在。2区画のぶどうで、1区画は4種のぶどう品種が混植で樹齢70年のぶどう。もう一方は、樹齢15年
の品種ソウサン。手摘みでケースに入れたぶどうを重力でタンクに投入。野生酵母の自然な働きで、栗の樽で発酵。プレス後ガ
シリア産樽で熟成。ノー・フィルター、冬季の自然な寒さで清澄。亜硫酸無添加で2022年2月に瓶詰め。美しいヴァイオレットの
色調。スモモの赤果実風味やスミレの花の香、丸みを感じる優しい風味。酸がしっかりした口当たり、桃や山桃の少々野性味を
感じる果実味豊かで、旨味が詰まっている。スモモをかじった時の旨味の詰まった果実の酸をしっかり感じる。アルコール度10％で
スイスイ飲み進められると同時に、深い味わいを楽しめるワイン。キュヴェ名の意味は「熱狂的」！

スペイン
ガリシア地方

超個性的
異端児

ペドロ・エスクデーロではこの度ラインナップを全面的に見直し、「フィンカ・バルデラグンデ」というブランド名に統一します。
その意味は「バルデラグンデ農園」、
エスクデーロ家が最も大切にしている優れた畑で、一角に大きな松の木が生えており、このシンボルツリーがラベルに描か
れています。フレッシュ感が増しより自然な味わいになりました！



品番 スタイル 商品名 年号
色

Alc.
参考上代

(税別)

SEXTO ELEMENTO
セクスト・エレメント

LS1601-21 QUALITY
El Romano
エル・ロマーノ

2021 白 ¥3,600  

14.0%  

LS1602-20 QUALITY David&Goliath
ダヴィデ＆ゴリアテ

2020 赤 ¥4,300  

14.5% 　

BODEGA CUEVA
ボデガ・クエバ

バレンシア地方

LS0911-21　 ART Brutal Ancestral Moscatel
”ブルタル”　アンセストラル・モスカテル

2021 泡白 ¥4,300  

12.5%  

LS0916-17 ART Enjoy Ancestral
エンジョイ・アンセストラル

 <MAGNUM> 2017 泡橙
(白＋黒）

¥9,000
ﾏｸﾞﾅﾑのみ

5本

12.5%  　

LS0901-20/21 QUALITY
Orange
オレンジ

 lot2
2020

2021
橙

\3,400
\3,500

20：僅少

　  

LS0903-18 QUALITY Tinto
ティント

2018 赤 ¥3,200  

13.5%

LS0903-16 QUALITY Tinto by Mariano, DO Utiel-Requena
ティント, DO ウティエル・レケーナ

2016 赤 ¥3,200

13.0%

LS0923-18 QUALITY Tinto Bobal & Marselan, DO Utiel-Requena
ティント・ボバル＆マルスラン、DOCウティエル・レケーナ

2018 赤 ¥3,500  

13.0%
ぶどう品種：ボバル、マルスラン　チェリー、ダークチェリーの果実味に生アーモンドの香りがあり、より複雑な風味。果実味がとても豊
かでとても滑らかな口当たり。

バレンシアの
魔術師

ミスター・ボバ
ル！

バレンシア地方

セクスト・エレメントのラファは、バレンシアの伝統的黒ぶどう、ボバルで最高に美味しいワインを生み出す生産者。生産者仲間からも「ミスター・ボバル」と呼ばれて
いる。ラファは子供の頃、家では常にぶどう栽培がなされており、祖父が自宅でワインを造っていた。20世紀中頃、栽培家たちは農協に収穫したぶどうを販売する
ことで、この地域のワイン産業は一気に発展したが、しかしそれと同時に、農薬の定期的な散布と工業的なワイン造りが広まり、昔ながらの自然なぶどう栽培・ワ
イン造りは失われてしまった。ラファは、お爺さんが行っていた本来のワイン造りを取り戻し、自然で美味しいワインを生み出すことを模索し始めた。ラファは幼い頃
からぶどう栽培の手伝いをしていたが、大学で農業を学びながら町のワイナリーでワイン造りの実習を行う様になった。さらにボバルという品種を研究し、醸造の
博士論文も書き上げ、ボバルで最高のワインを表現するようになったのだ！ラファのワイン造りとは、祖先のノウハウと現在の知識を融合させ、昔のワインのフ
レーヴァーを再現し、今日の純粋さと完璧さを備えた、実に独特で刺激的なワインを生み出すこと。そのエレガントな味わいをぜひ一度お試しいただきたい。

ぶどう品種：タルダナ80％、マカベオ20％　バレンシアの内陸部、標高800m、粘土質の土壌に植わる樹齢50年の古木。マカベオ
は９月の初めに収穫し、タルダナは10月の半ばに収穫。それぞれ1日醸した後プレスし、ラファならではの発酵が始まる。通常のア
ルコール発酵では糖がエタノールに返還されるのみであるが、ラファはより複雑でエレガントなワインとするために、エタノール以外に
もグリセロール、ブッタノールその他高級アルコールが生じる醸造を行う。その一つの手法が、先に発酵が始まったマカベオの酵母が
含まれるマストを、タルダナに加えて発酵させるという手法だ。2番目の発酵が始まったら、ステンレスと木樽でそれぞれ発酵・熟成
を行う。淡いイエローの色調。洋ナシやメロンの果実風味、マカデミアナッツの香りなど、控えめながら上品な香り。口に含むと程よ
い厚みとコクがあり、果実と酸・ミネラルの均整の取れた味わい。

ぶどう品種：ボバル100％　バレンシアの内陸部、標高900m、粘土質に植わる樹齢65年のバレンシア伝統品種。ボバルは濃いと
思われているが、このドメーヌでは標高の高さ故清涼感を兼ね備えている。通常は醸しは5-10日間だが、ラファは全房で4カ月と
驚異的に長期の醸しをしている。その後バリックに移し、1年に渡りジュラで行われている全面的醸造を行う。全面的醸造とは、ア
ルコール発酵と並行してマロラクティック発酵、シュール・リー熟成時のバトナージュを同時に行うというもの。この手法により、リスク
はあるが複雑な味わいを得ることができる。縁がガーネットのルビーの色調。ダークチェリーなど赤黒果実風味に、シダー(杉)やカカ
オ、バルサミコ、ほのかにマカデミアナッツなど、様々な香りが重層的に押し寄せる。スムーズな口当たりでエレガント。豊かな赤果
実にカカオの風味が絡み合い、酸とのバランスもとてもよく、タンニンもとても細かい。サーロインステーキに合わせたい。

ぶどう品種：ボバル60％、テンプラニージョ40％　濃いボバルの概念を覆すフレッシュ感ある味わい。全房で発酵させることにより、
抽出しすぎることなくじっくり味わいを引き出した！ボバルの赤果実風味にテンプラニージョの深みが加わった味わい。

カタルーニャから地中海沿いに南下したところに位置するのがバレンシア地方。美しいバレンシアの海岸は、マドリードから最も近いビーチリゾートとしても親しまれている。クエバの
あるDOウティエル・レケーナは地中海から70km程内陸に入った標高700m前後の台地上に位置し、夏は40度を超えるほど暑いのにもかかわらず、冬は零下15度近くに下がる
厳しい気候条件の地だ。この特異なクリマの故、ここではここでしか栽培されていない品種ボバルが80％を占めている。ボバルの特徴は、凝縮感のある濃厚なもので、程よく熟
成させると複雑性とエレガントな果実味に富んだ卓越した赤ワインが出来る。クエバはこの特徴を生かし、多くは樹齢100年にもなる古木を無農薬有機で栽培したぶどうを、そ
のまま瓶詰め時も含めSO2を一切使用することなく、野生酵母の働きで自然な醸造を行っている、バレンシアの重要自然派生産者である。

ぶどう品種：タルダナ50％、マカベオ50％　マリアーノは本当に天才ではないかと驚かせられたワイン！ボバル(黒ぶどう)の澱の残っ
たタンクに、タルダナとマカベオの果汁を満たし発酵させ、微発泡に仕上げたワイン。まず美しい桜色の色合いにビックリ！次にハッ
とさせる香り！！桜の花のフローラルな香りに、白桃や柑橘などのうっとりさせる風味に陶然と・・

ぶどう品種：モスカテル50%、マカベオ50%　レモンイエローの綺麗な色調、泡は大きく力強い。マスカットの熟した果実感豊かで、皮
がもたらす緑のニュアンスにマカベオ由来のハーブ感が相まって、爽やかな風味。口当たりフレッシュで泡の感触も心地よく、厚みも
感じる。マスカット果実が口中に広がり、スイスイ飲み進める味わい翌日になっても味わいが落ちることはなく、心配なく楽しめる。

ぶどう品種：タルダナ、マカベオ、シャルドネ、チャレロ、モスカテル　淡いオレンジの色調。豊かなオレンジ果実風味に、ミントの様な
ハーブ香のアクセントが心地よい。軽やかな口当たりで、幾らでも飲めそうなフレッシュな味わい。’20は果実味がより感じられ、’
21は、20よりﾌﾚｯｼｭでさらに軽やかな味わい。　ぜひ、飲み比べてみてはいかがでしょうか？！

ぶどう品種：シラー、ボバル、ガルナッチャ、モナストレル　醸しを10-15日間実施。ルビー色、ダークチェリーの果実味でスイスイいけ
る飲み心地とミネラル感。アルコール13度あるのにそれを全く感じさせない恐ろしいワイン！マリアーノが今まで造った赤で最高の出
来と太鼓判を押したワイン。



品番 スタイル 商品名 年号
色
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Tren de Vida
トレン・デ・ビダ

LS1701-21 QUALITY
Vida
ビダ

2021 橙 ¥3,500

12.5% 　

BODEGA VINIFICATE
ボデガ・ヴィニフィカテ

アンダルシア地方

LS1105-21 FRIENDLY

Amorro PetNat Blanco
アモロ・ペットナット白

2021 泡・白 ¥3,200 僅少

11.5%

LS1106-19 QUALITY Mahara Aguja PetNat
マハラ・アグハ・ペットナット

2019 泡・白 ¥3,800

13.0% 　

LS1101-21 FRIENDLY

Amorro Blanco
アモロ・ブランコ

2021 白 ¥2,700 　

11.0%

LS1104-20 QUALITY
Mahara Blanco Albur
マハラ・ブランコ・アルブール

2020 橙 ¥3,800

12.5%

LS1102-16 FRIENDLY
Amorro Tinto
アモロ・ティント

2016 赤 ¥2,800 　

12.0% 　

LS1102-20 FRIENDLY

Amorro Tinto
アモロ・ティント

2020 赤 ¥2,800  

12.5% 　

ぶどう品種：パロミノ100％　'19は通年通して雨が少なく、収量が半減した分とてもよいぶどうが収穫できた。サンルーカル、パゴ”ミ
ラフローレス”の石灰土壌に植わる樹齢60年と古いパロミノを、夜間15kgのケースに入れ収獲。醸しはせず即圧搾、発酵終了前
に瓶に詰めて泡を生じさせたアンセストラル方式による弱発泡ワイン。瓶内澱と共に14か月発酵熟成、2020/5/12に澱抜き実
施。987本のみの限定生産。SO2添加なし。イエローの色調。レモンスカッシュに、台湾緑茶や井草を加えた様なハーブっぽさがあ
る。

海のワイン

アンダルシア・ナチュール第2弾！！ホセとミゲルのゴメス兄弟が2人で地元サン・フェルナンドに2011年設立したボデガ。実は一時アレッハンドロ・ムチャーダと一
緒にワイン造りをしていたこともある仲間でもある。ヴィニフィカテはぶどう畑は所有しておらず、この地の生産者を知り尽くしている彼らはビオで栽培する優良な栽
培家からぶどうを供給してもらいワインを造っている。3200年前、フェニキア人がイベリア半島に進出し、サン・フェルナンド近くにヨーロッパ最古の港湾都市カディ
スを建設した。その当時フェニキア人はアンフォラ（ティナハ）でワインを熟成させていたという。アンフォラを多用しワインを造る2人は「ワイン造りにおいて私たちは
新しい事は何もしていない。2000～3000年前に行われていた方法を、そのまま再現しているだけ」と語る。海に面したサン・フェルナンドで育った2人のワインは、こ
の地の大自然が大好き！魚介類に合わせると、美味しさ倍増するからあら不思議～

どう品種：ティンティージャ 樹齢20年のブドウを全房発酵。SO2を加えず自然酵母のみでポリエステルタンクにて醸し及び発酵。そ
の後コンクリートタンクで14か月熟成。あずきがかったルビー色。赤系果実と井草を思わせる香り。フレッシュな酸味とサラサラとした
タンニンが心地よい。

底抜けに明るい
ワイン

ぶどう品種：ティンティージャ、テンプラニージョ、パロミノ・ブランコ各1/3　15％はアンフォラで、残りはタンクで15か月熟成。白ぶどう
であるパロミノを1/3加えることにより、より飲みやすく軽快な味わいとなっている。明るいルビーの色調、赤果実の良い風味、梅干
しのような酸と仄かに残るタンニンが心地よい。キュヴェ名の”アモロ”とは、ラベルの図柄の通り、ボトルから直接ガブガブ飲むこと。
まさにガブガブ飲めてしまうワインです！

ぶどう品種：パロミノ100％　サンルーカル・デ・バラメダのパゴ”ミラフローレス”真っ白な石灰アルバリサに植わる樹齢40年のぶどう。
何も加えず自然に発酵させ、4か月アンフォラで、次いで4か月フランス樽で熟成。山吹色の色調。山菜や台湾茶のハーブっぽい
香りに、黄色果実や蜂蜜、玉子ぼうろやカステラの香り。自然な口当たりで厚みもあり、酸もしっかりしている。生産量742本

ぶどう品種：パロミノ100％　パゴ”マルケサード”Marquesadoの石灰に砂の混じる土壌に植わる樹齢35年のパロミノ。オレンジ掛
かったイエローの色調。熟した洋ナシや和梨の果実風味で、海のヨード香を感じる。泡は比較的豊かでそこそこ細かく、香り豊か。
よく熟した洋ナシの果実味が広がる。

ぶどう品種：パロミノ100％　パゴ”マルケサード”Marquesadoの石灰に砂の混じる土壌に植わる樹齢35年のパロミノ。25度を超え
ないように発酵させ、発酵終了後大きな澱を分離。SO2添加せず瓶詰め。イエローとオレンジの中間的色調。レモンや和梨の果
実風味、程よい酸で温かみを感じる味わい、ミネラリーな余韻。

スペイン
バレンシア地方

ボデガ・クエバのマリアーノと古くからの友人で、デンマークでレストランの経営をしながらレストランへワインの卸をしていたセテ・カストロによるボデガ。
ボデガ名「Tren de Vida」（人生の列車の意）の通り経歴はユニークで、デンマークでレストランを経営しながら、世界TOP50レストランで3年連続No.1の座に輝いた「ノーマ」を始
めとするレストランにワインを卸していました。（もちろん親友のクエバのワインも！）
クエバのマリアーノの協力を得て、マリアーノと一緒に買い付けたぶどうをクエバで醸造。マリアーノ譲りの自由な発想で、白ぶどうも黒ぶどうも一緒に仕込み、とっても美しい色合
いで、果実味に溢れたワインが出来上がりました！もちろんSO2無添加、染み渡る美味しさです！
スペインの、いやスペイン人の陽気さがダイレクトに感じられる、そんな魅力溢れるワイン。この春、必ずやナチュール好きの愛好家を楽しませてくれることでしょう。

ぶどう品種：モスカテル90％、他シラー、ガルナッチャ、モナストレル　　品種ごとに1晩醸した後発酵、翌3月にブレンド、4月瓶詰
め。鮮やかなオレンジの色調で、やや濁りあり。まさにオレンジの果汁はじける果実風味一杯！レモン果汁やレモンの皮の風味
に、マスカットの香りが控えめに感じられる。フレッシュな口当たりで、酸がグーとオレンジ果実と一緒に押し上げてくる生き生きとした
味わい！オレンジやアプリコット、マスカット、レモン皮の果実風味が長く続く。



品番 スタイル 商品名 年号
色

Alc.
参考上代

(税別)

MUCHADA-LECLAPART
ムチャーダ・レクラパール

アンダルシア地方

LS1006-18 ART Univers
ユニヴェール

 　 【柑橘と緊張感ある酸】 2018 白 ¥4,500 9本のみ

　

LS1002-17 ART Lumiere
リュミエール

   【超熟のポテンシャルと上品なミネラル】 2017 白 ¥8,900 　

12.5%

LS1003-17 ART Elixir
エリクシール

   【ヴァニラ香る高貴なマスカット風味】 2017 白 ¥6,900  

13.5%

LS1005-18 ART Vibrations
ヴィブラシオン

　【オレンジワインと仄かな酸化風味】 2018 橙 ¥6,900  

11.5%

FERNANDO ANGULO
フェルナンド・アングロ

アンダルシア地方

LS1401-17 ART Las Ninas, Ancestral
ラス・ニーニャス、アンセストラル

2017 白泡 ¥12,000

11.0% 　

LS1402-14 ART Miraflores Natural Manzanilla
ミラフローレス、ナチュラル・マンサニージャ

 - 375ml 2014 白 ¥8,600

13.0%

ぶどう品種：パロミノ・フィノ　ミラフローレス・アルタの樹齢60年のぶどうを手で除梗し5日程醸した後圧搾、アモンティヤードが入っ
ていた樽(ボタ)で9カ月熟成。
黄土色に近いイエローの色調で僅かに濁りあり。エニシダなど黄色花の香り、黄桃の黄色果実の香り豊かで、時間と共にターメ
リックのスパイシーさを感じる香りも出てくる。オイリーで厚み感じる口当たりでとても凝縮している。口中でパイナップルの南国果実
が広がり、酸も豊か。余韻に僅かにボタ由来の酸化的ニュアンスを感じる。
”ヴィブラシオン”とは波動の事。ワイン造りという永い旅により、ぼんやりしていたヴィジョンがより鮮明になる。波動によりヴィジョンが
より鮮明になる、”ヴィブラシオン”は大地・紫を表す。

南国
テロワール！

ぶどう品種：パロミノ・フィノ　プラテラの樹齢60年のぶどうを、ボルドー古樽で9か月熟成。麦わら掛かったレモンイエロー、仄かに緑
掛かった色調。白い花やパイナップルなど熟度を感じさせる果実風味、スダチの様な青さを感じさせる柑橘風味、ヴァニラに蜂蜜
が重なるとても複雑な風味。口に含むと厚みを感じ、微かに苦みを感じる。熟成と共にポテンシャルが徐々に開く最も超熟タイプ
のキュヴェ。”ルミエール”とは日照豊かなこの土地を表しており、多くの喜びと力強さ、光・黄金色を表現。

ぶどう品種：パロミノ・フィノ60％、モスカテル・デ・チピオナ40％　パロミノはプラテラの樹齢60年のぶどう、モスカテルはカミーノ・デル・
プエルトの樹齢40年のぶどう。発酵・熟成はボルドー古樽で9か月。
より色調の濃いイエロー。スダチの様に青さを感じる柑橘風味、白い花やマスカットのエレガントな香り、ほんのりと薫るヴァニラの風
味。旨味に満ちていて余韻もとても永い。”エリクシール”とは秘薬の意で香水の様。空気・バラ色を表す。

ぶどう品種：パロミノ　プラテラと呼ばれる区画の樹齢の若い樹のぶどうを、琺瑯加工した鋼鉄製タンクで発酵熟成。
麦わら掛かったレモンイエロー。スダチなど青さを感じる柑橘風味に、洋梨の様な熟した果実風味、白や黄色の花の香り。口に含
むととてもフレッシュな際立った酸が印象的。果実×酸×ミネラルが見事に融合し、焦点がピシッと決まったピュアでエレガントな味
わい。”ユニヴェール”は、ビオディナミの最も基本的な要素＝水・青を表現している。

アンダルシアの
ダリ

フェルナンド・アングロ、彼はワイン界のダリと言っても過言ではない。自らをアーティストと言って憚らない自由な発想で、アートの様なワインをつくっている唯一無二の存在。完全
にイッてしまっている。その振切れ具合が、半端ではないのだ！フェルナンドとの出会いは、2018年2月に遡る。シェリー産地のナチュールを必死に追いかけていた私が初めて出
会った生産者が、アレッハンドロ・ムッチャーダだった。そのアレッハンドロが、サンルーカルにフェルナンドというヤツがいる、と教えてくれた。是非ともフェルナンドに会いたいと思ってい
たら、偶然にも数日後クエバを訪問した時そこにいた。ペットナットが大好きなフェルナンドは、ペットナットの巨匠であるクエバに遊びに来ていたのだ。その半年後、私はフェルナン
ドの収穫に参加する為サンルーカルに飛んだ。彼のボデガに行くと、まるでキチガイ博士が怪しい実験をしているかの如く、薄暗い部屋でホルマリン漬けのようにぶどうの粒のたくさ
ん入ったガラス壺が所狭しと並んでいる。収穫に行くと、その都度その区画のぶどうで造った自分のワインを開けて皆で乾杯する。サロンでは澱の入った自分のペットナットを大勢
の人達に向けて炸裂させる、、などなど、やる事すべてが半端なくぶっ飛んでいる。それでいて彼の造るワインはとっても軽やかで繊細。幾らでも飲めてしまうのではないかと思えて
しまう程の飲み易さだ。一体何なんだコレは、、異次元のワインとしか言いようがありません。こんなワインが存在する事を是非とも皆様に知って頂きたい！

ぶどう品種：パロミノ・フィノ　マンサニージャの産地サンルーカル、パゴ”ミラフローレス”に位置する小区画”ラス・ニーニャス”のぶどう
で造った、完全ナチュラルペットナット。イエローの色調で泡は控え目。パイナップルの果実風味でミネラル感を感じる風味。アル
コールの熱を感じるも軽やかでフレッシュな飲み心地、塩っぽさと石灰のミネラル、昆布出しのような旨味を感じる唯一無二の味わ
い。

ぶどう品種：パロミノ・フィノ　パゴ(区画)ミラフローレスのぶどうに4年間産膜酵母を張らせた後酸化熟成した、酒精強化もせず何も
加えない完全ナチュラルマンサニージャ。やや茶掛かったイエロー。熟したパイナップルや焼バナナの果実風味に、スモーキーな酸化
のニュアンス。残糖はなく辛口で、とても深い酸化のブーケが永く漂いながらも全く重さを感じない、何杯も飲みたくなる味わい。

今、シェリーの産地ヘレスに大改革が起こりつつある！大英帝国の世界拡大に伴いシェリーは大部分が輸出されていた。1970年代に入ると巨大ボデガが効率優
先に走り、昔からのテロワールごとのワイン造りが完全に失われてしまった。そんな最中、本来のテロワールを生かしたワイン造りを行う生産者が登場した！それ
がアレッハンドロ・ムチャーダだ。元々考古学博士として活躍していたが、農業に興味を持ちシャンパーニュの生産者ダヴィッド・レクラパールで収穫からワイン造り
を経験した事により彼の人生に転機が訪れた！2人で会社を設立し、2016年から画期的なワイン造りを始めた。実はこの地サンルーカル・デ・バラメダはシャン
パーニュと同じアルバリサと呼ばれる真っ白な石灰質土壌。20年以上の経験のあるダヴィッドとここで完璧なビオディナミを実践し、この土地の特徴を最大限発揮
させたぶどう栽培を行っている。2人はワインのオフ・フレーバーがワイン本来の特徴を隠してしまうのを嫌うため、プレス時に最大5mg/Lとほんの少しだけSO2を
加え、エレガントでTOPレベルのワインを造りだした！ヘレスの真の価値を、是非とも見出してください！パロミノ種を主体にテロワールをダイレクトに表現する為、
酸膜酵母を張らせない辛口白ワインです。各キュヴェ名は、ビオディナミの感性をキュヴェの特徴に合わせてフランス語で表現している。



品番 スタイル 商品名 年号
色

Alc.
参考上代

(税別)

BODEGAS LUIS PEREZ
ボデガス・ルイス・ペレス

アンダルシア地方

LS1205-17 FRIENDLY
El Muelle
エル・ムエジェ・デ・オラソ、ヴィノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カディス

 de  Olaso,Vino de la Tierra de Cadiz 2017 白 ¥2,300

13.5%

LS1206-15 FRIENDLY
El Triangulo,Vino de la Tierra de Cadiz
エル・トリアングロ、ヴィノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カディス

2015 赤 ¥2,900 7本

14.0%

品番 スタイル 商品名 年号
色

Alc.
参考上代

(税別)

LS1209-17 ART La Barajuela
ラ・バラフエラ、コルタド

 Cortado - 750ml　＜パゴ＞カラスカル （風味豊かで筋肉質）
2017 コルタド ¥10,800 限定

16.0%

LS1207-16 ART La Barajuela
ラ・バラフエラ、ラヤ

 Raya- 375ml　＜パゴ＞カラスカル （風味豊かで筋肉質） 2016 ラヤ ¥5,800 限定

16.0%

ヘレスの大革命『ボデガス・ルイス・ペレス』日本初上陸！

～200年前のシェリーは、このように造られていた～

ぶどう品種：パロミノ・フィノ　「パロ・コルタド」は、元々アルマセニスタがワインを樽熟させている約2～4年の間に分類されるワインで
した。生物学的熟成(産膜酵母下熟成)を続ける個性がないシェリー樽の面に書かれた縦線に、チョークで横線を入れられた(コル
タド＝切られた)ワイン、という意味です！特に日当たりのよい畑で遅摘みされたとても熟したブドウを、9月の中旬に完熟した房を
選んで収穫した後2日間天日にさらし(アソレオ)、圧搾してボタ(木樽)で発酵させます。12月に澱引きし樽に戻し、コルタドになる
まで1年以上熟成させ、更に樽は満たされた状態で2020年9月まで寝かされました。茶色掛かった淡いアンバーイエローの色調。
松の実などナッツ風味に、仄かにヴァンジョーヌの様な産膜風味と南国果実風味に加え、コニャックの深遠で妖絶なブーケを感じ
る。優しい口当たりで、程よい酸に酸化香が絡まり、得も言われぬ官能的な味わい。

ぶどう品種：パロミノ・フィノ　同じ畑のぶどうでも、収穫の時期によりその風味・味わいは大きく変化します。「ラヤ」は干しブドウにな
る直前の最後の段階で、ブドウのもたらすアロマの最後の表現と云えます。歴史上最も販売されていたシェリーの製法はラヤに基
づいており、現在の「クリーム」の遠い祖先とも云えましょう。「ラ・バラフエラ・ラヤ」は、このテロワールから生じる遅摘みによる最終段
階のアロマを表現するという、ラヤ本来の概念を再現しました。その為9月末に収穫し、2日間以上天日干し(アソレオ)しました。そ
の後圧搾しボタで発酵させます。もし完全に発酵が進めばオロロソになってしまうので、ラヤが得られるかは運次第です。2016年
は、その「ラヤ」が得られました！残糖がもたらす若干の揮発酸が明確に見分けられるラヤの特徴です。黄金色に輝く色調。熟し
たカリンのコンフィ(メンブリージョ)の果実味に、酸化風味を軽く感じる。口当たり厚みあり、凝縮した味わい。甘くは感じません。

ヘレスの
大革命

ボデガス・ルイス・ペレスは、2002年「ヘレスはぶどう畑に帰らなければならぬ！」という信念のもと設立された。創業者のルイス・ペレス氏はカディス大学で醸造学
を教える教授であると同時に、当時高品質なシェリーを造っていたボデガ・ドメックの醸造家でもあった。家族と共に自身のボデガを設立したルイスは、息子のウイ
リーと共にこの地に適した高品質なワイン造りを追い求める中で行きついたのが、この地の伝統を生かしたワイン造りだった。現在のシェリーは効率優先の醸造
技術ばかりが重視され、200年前までのそれぞれの畑のテロワールに基づいたワイン造りが完全に失われてしまった。この地のワイン造りの歴史を紐解くと、テロ
ワールに基づいたシェリー300年の歴史が最後の50年で完全に失われてしまった事に気付く。同時にそれは、効率化と工業化の流れで本来の品質が損なわれて
しまったのだった。そこで200年前の本来のシェリー造りに帰ろうと決意し生まれたのが、このシェリーとワインだ！

ぶどう品種：パロミノ・フィノ　 ＜パゴ＞カラスカル(風味豊かで筋肉質) ぶどうが完熟する少し手前で収穫。80％ステンレスタン
ク、20％アメリカ樽で発酵。パイナップルやバナナなどトロピカルな風味豊か、厚みある口当たりで程よい酸あり。

✥全てのキュヴェ有機栽培・ＳＯ2無添加✥

ぶどう品種：ティンティージャ・デ・ロタ　 ＜パゴ＞バルバイーナ(フレッシュ＆エレガンス) ヘレスの伝統品種ティンティージャは、
遺伝子的にはリオハのグラシアーノと同じ。暑い気候でもフレッシュな酸が残り、優しいタンニンが特徴。振動テーブルで選果しタン
クと解放桶の双方で発酵の後、5か月フランス産5年樽で熟成後、15か月ステンレスタンクで更に熟成させ瓶詰め。

現在シェリーについて語られることは①世界3大酒精強化ワインのひとつ②産膜酵母を張らせて熟成される③ソレラシステムにより長期熟成ブレンド
される、といったものです。どのワイン教則本をみてもほぼ同じ説明しかありません。残念なことに今日のシェリーにテロワールの概念は片鱗もありま
せん。しかし、200年前は歴然とテロワールの概念が存在し、テロワールに従ったワイン造りがなされていたのです！工業化の流れにより、シェリー
300年の歴史が最後の50年で培われたテロワールの概念がすべて失われてしまったのです。それに涙したウイリーが、昔と全く同じ方法で再現した
シェリーが、この『ルイス・ペレス』です。本物のシェリーを、是非ともお試し下さい！

すでに多くのミシュラン星付きレストランで愛飲されてます☆彡
Celler de Can Roca **, DiverXo **, aBaC **, Aponiente **, Berasategui **, Azurmendi **, Arzak **, Quique Dacosta **, Dani Garcia **, Cocina

Hermanos Torres **, La Terraza del Casino **, Mugaritz **, Ramon Freixa **, Santceloni **, Moments **, CsasMarcial **, Disfrutar **

ヘレスは小高い丘が連なった地形になっており、それぞれの丘にはパゴと呼ばれる独自のテロワールの単位(大区画/村名アペラシオンに相当)が存在し、
パゴ単位の相場に従ってぶどうの取引がなされておりました。ヘレスには300のパゴが存在し、特に4つのパゴ”バルバイーナ””アニーナ””マチャル
ヌード””カラスカル”は最も高く評価されておりました。ルイス・ペレスではそのパゴ単位でシェリーを造っており、アルバリサと呼ばれる石灰土壌
の中でも”トスカ・デ・バラフエラス”(バラフエラの凝灰岩)と呼ばれる層状になった最も石灰の濃い畑のぶどうを主に使用しております。

シェリーは、100年前まで酒精強化(アルコール添加)されておりませんでした。なぜ酒精強化されるようになったかというと、品質の劣るぶどうでも簡単
に高アルコールに出来、ワインを安定化出来るからです。では、昔はどのように造られていたかというと、収穫したぶどうを天日に干し、糖度を凝縮さ
せていたのです。この方法はアソレオと呼ばれ(ソレオとも云う)、フィノなら数時間から、最高に糖度の高いペドロ・ヒメネスなら2-3週間までと、求め
るシェリーのタイプに従い天日干しの期間を変えております。しかも均一にぶどうが凝縮するように3日毎にぶどうを裏返すなど、とても手間と時間の掛
かるものですが、シェリーの味わいは全く異なるものとなります。

ソレラシステムによりブレンド＆熟成がされるようになったのは、19世紀中葉からと云われております。なぜソレラが生まれたかというと、当時急激に
需要が増え樽の数が増え場所が足りなくなってしまい、樽を置くスペースを有効利用しながら均一ブレンドを実現する為でした。しかし、効率的に大量
のシェリーを作れるようになった反面、各年の気候やそれぞれのテロワールを表現することは出来なくなってしまいました。ルイス・ペレスではソレラ
を使用せず、昔と同様にその土地の個性やその年の特徴をそのまま表現しております。

【テロワール】 パゴと呼ばれるテロワール単位ごとに醸造

【アル添なし】 酒精強化はせず、天日に干して糖分を凝縮

【ソレラなし】 ブレンドせず、テロワールをそのまま表現

本
物
の
シ
ェ
リ
ー
と
は
？



品番 スタイル 商品名 年号
ﾀｲﾌﾟ
Alc.

参考上代(税別)

SLOBODNE VINARSTVO
スロボドネ・ヴィナルストヴォ

LD0120-21 QUALITY
Hopera !
ホッペラ

2021 橙 ¥3,900

12.0%

LD0130-21 QUALITY
Smetana
スメタナ

2021 白 ¥3,900

10.5% 　

LD0131-18 QUALITY
Partisan Cru Blanc
パルティザン・クリュ・ブラン

2018 白 ¥5,800

11.0%  

LD0112-20 QUALITY "Rebella
レベッラ・ロザ

" Rosa 2020 ロゼ ¥3,400 3本

12;5%  

LD0112-21 QUALITY "Rebella
レベッラ・ロザ

" Rosa 2021 ロゼ ¥3,900

12;5%  

LD0132-20 QUALITY
La Rose et le Vampire
ラ・ローズ・エ・ル・ヴァンピール

2020 ロゼ ¥4,700

11.5% 　

LD0128-19 QUALITY Veltlina
フェルトリーナ

2019 橙 ¥4,000 　

12.0%

ぶどう品種：ソーヴィニヨン100％、ホップ　タンクに房丸のままのぶどうを入れ7日間醸しと発酵後プレス、別のタンクに発酵果汁の
み移しドメーヌ内＆周辺に野生していたホップを加え7日間軽く醸し。コラージュ、フィルター、亜硫酸添加もせず瓶詰め。濁った山
吹色。タラの芽やイグサ、チャービルなど北のハーブの香り。フレッシュな口当たりで洋ナシや黄桃、八朔の豊かな果実味に仄かに
干し草を感じ、酸もしっかりある。泡は殆どない。

ぶどう品種：フランコフカ・モドラ、カベルネ・ソーヴィニヨン　フランコフカ・モドラは東欧で栽培されているブラウフレンキッシュの別名。
即圧搾後品種ごとに醸造。アルコール発酵はスペイン産アンフォラ(ティナハ)で、その後ブレンドし卵型タンクで熟成。淡いグレナデ
ン色。アセロラやチェリージュースの様な味わいで、軽やかでフレッシュ。

ぶどう品種：フェルトリーナ100％　樹齢の若いフェルトリーナ。フレッシュでクリームの様に優しく、白ビール(Weissbier)を思わせる味
わい。クリームの様に優しい味わいであることからcrèmeのスロバキア語smotanaをもじってsmetana、スロバキアで最も重要な作曲
家スメタナと命名し、ラベルに顔をあしらった。

ぶどう品種：フランコフカ、カベルネ・ソーヴィニヨン、アリベルネ　スロボドネが造る最もエレガンス溢れたロゼ。父がこの区画にぶどうを
植えるとき当初フランコフカだけと考えたが、結局カベルネ・ソーヴィニヨンとアリベルネも植えた。キュヴェ名の由来は、ロッククライミン
グ登山家のレジェンド「アントワーヌ・ル・メネストレル」が南仏のビュウーBuouxにある有名な石灰山のルート"le Vampire et la
Rose"の頂上に1985年達した時に発した言葉「”吸血鬼とバラ”の道は、勝者の為にある」。アセロラの鮮やかなロゼ色で、アセロ
ラやフレッシュトマトの風味、とてもフレッシュな味わいで、レモンぽい程よい酸味と塩味があり、軽やかで爽快な味わい！

ぶどう品種：フランコフカ・モドラ、カベルネ・ソーヴィニヨン　フランコフカ・モドラは東欧で栽培されているブラウフレンキッシュの別名。
即圧搾後品種ごとに醸造。アルコール発酵はスペイン産ティナハ(巨匠パディジャ作)で。
淡いグレナデン色。アセロラやチェリージュースの様な味わいで、軽やかでフレッシュ。

ぶどう品種：ソーヴィニヨン、リースリング、トラミネール　パルティザン・クリュに白が新登場！‘18はとてもよいぶどうが収穫できたこと
から、各品種の最もよいぶどうを選りすぐって醸造。ドメーヌに自生する木から特別に作った樽で、品種ごとに2年間長期熟成させ
た。ブレンドについてはとても永い間スロボドネを表現するに最も相応しく、最高の味わいへと昇華する為思考と研究を重ねた。

＊＊＊＊＊スロバキア＊＊＊＊＊

栄光への復興

スロヴァキアワインといっても、ほとんどの方は？？？に違いあるまい。事実、私たちはスロヴァキアに関する知識はあまり持ち合わせていない。しかし、出会って
しまったのだ！何というピュアな透明感ある味わいか。オレンジワインは、さらに奥深さが加わり、稀有な味わいに本当に驚いてしまった！フランスとスペイン以外
のワインを輸入するなど全く考えていなかったにも拘らず、試飲しながらオーナーの娘カタリナの話をうかがっているうちに、これは何としても日本の皆様にお伝え
しなければならないという使命感が沸々と込み上げてきたのだった。
スロヴァキアに於けるワイン造りの歴史は、2000年前にも遡るという。このワイナリー、スロボドネは、先祖が1912年にゼミアンスケ・サディの土地を買い、農場を
ひらいたのが始まり。ぶどうの他にも森林もあり、小麦や大麦、タバコなどを300haの土地で栽培していた。当時は、ヨーロッパで最大のタバコ乾燥場を持つほど
だった。1920-30年代にはワインもかなり生産し、現在のチェコ共和国の首都プラハでかなり飲まれており、”3人のボクサーへ”Vers les Trois Boxeursというブラン
ドはかなり有名だった。第2次世界大戦時、共産主義者によりこの農園は接収されてしまい、以降廃れてしまった。祖母が古い醸造所で昔書かれた農場の資料を
発見したのを機に、1992年両親は廃墟のように廃れたこの農場を復元することを決意した。1995年、ようやく荒廃したぶどう畑の再興に着手し、2010年には初めて
自分たちのワインを市場にリリースするに至った。彼らの目的は、スロボドネを昔のように再興し、ゼミアンスケ・サディの土地の特徴を表現する高品質なワインを
造ることだ。土地の特徴を表現する手法として、自然と白ぶどうを醸すオレンジワインやぶどうの植わる土から造ったアンフォラを用いた醸造が生まれた。オレンジ
ワインと赤ワインの醸造には亜硫酸を一切使用せず、瓶詰め時僅かに添加するのみ。彼らの昔の栄光を取り戻すワイン造りはまだ始まったばかりにすぎず、今
後さらに素晴らしいワインを生み出してくれるに違いない！

スロバキア
小カルパチア地方

ぶどう品種：ヴェルトリンスケ・ゼレネ　旧オーストリア・ハンガリー帝国で最も広まった白ブドウ品種”フェルトリーナ。オーストリアでは
グリュナー・フェルトリーナと呼ばれる。粘土質石灰土壌に植わる樹齢30年の樹。6-7日間軽い醸しをし、タンク、木樽同様空気
を通す卵型タンク、アカシア材バリック、樫材バリックにてそれぞれ熟成後、亜硫酸を僅かに加えて瓶詰め。オレンジ掛かったイエ
ローで濁りがある。アプリコットやオレンジなど柑橘風味豊か。フレッシュで生き生きした酸を感じ、オレンジや八朔の果実味、豊か
な酸が生命力を感じさせ、仄かに感じる果皮のタンニンが舌をくすぐる。



品番 スタイル 商品名 年号
色

Alc.
参考上代

(税別)

SLOBODNE VINARSTVO
スロボドネ・ヴィナルストヴォ

LD0111-18 QUALITY Interval 106
インターバル 106 リヴァイヴァル

 Revival 2018 橙 ¥4,500

12.0% 　

LD0127 QUALITY Devina
デヴィーナ NV（17-

19）
橙 ¥4,500

12.5%

LD0102-19 ART Cutis Deviner
クーティス・デヴィネール

2019 橙 ¥6,300

12.5% 　

LD0106-15 ART Cutis Pyramid
クーティス・ピラミッド

2015 橙 ¥6,900

11.0%

LD0129-19 QUALITY Majer
マジェール NV

(17+18+19)
赤 ¥3,900

12.5% 　

LD0105-17 QUALITY Alternativa
アルテルナティヴァ

2017 赤 ¥6,300

13.0%  

≪スタイル解説≫

FRIENDLY 　【楽しみワイン】　 気軽に楽しむときに選んで頂きたいカテゴリー

QUALITY 　【高品質ワイン】　ワインをじっくり味わいたいときに選んで頂きたいカテゴリー

ART 　【芸術ワイン】　　 ワインの真髄を味わいたいときに選んで頂きたいカテゴリー

ぶどう品種：デヴィン、トラミネール　スロボドネが始めて造ったオレンジワインのキュヴェがコレ。毎年手掛けるがとても手間が掛かり
造るのが大変なワイン。デヴィンという品種は1957年にトラミネールとフェルトリーナを交配して造られたスロバキアの代表的品種
で、これを数週間醸して造ったスロボドネのフラッグシップ的ワイン！

ぶどう品種：フランコフカ・モドラ（ブラウフレンキッシュ）最高のフランコフカが収穫できた年のみ造る特別キュヴェ。このワインは他の赤
キュヴェ、マジェールやパルティサン・クリュには使われることなく、単独の特別キュヴェとなる。豊かな酸が存在し、ピノ・ノワールの様
に薫り高いワイン。

ぶどう品種：トラミネール主体、デヴィン　果皮と共に6ヶ月マセラシオンしたトラミネールと、ピラミッド型カーヴ内の地面に埋めた
ジョージア製アンフォラで熟成させたデヴィンを、ブレンド後アカシア材樽で３年熟成させ、さらに瓶熟２年を経た特別醸造キュ
ヴェ！優れた年しか造られず、’17,18,19は生産なし。 深みのある山吹色、橙の柑橘風味にターメリックなどオリエンタルな風味が
漂う。凝縮したオレンジ柑橘の詰まった味わいに、仄かに紹興酒やスパイスを感じるエキゾチックな味わい。

ぶどう品種：リースリング100%　共産党の支配下になる以前、リースリングはこの地の代表的ぶどう品種であった。その伝統を再興
すべく2008年に再び植えられたリースリングで100年ぶりに造られたのが2012年、「100年ぶりのリースリング」という意味を込めて”
Riesling100"と命名された。2018年は6年目なので"Riesling106"！この地で新たなるワインの伝統が再び始まった！粘土質石
灰土壌に植わる樹齢10-35年のぶどうから、最もよいものを厳選した最良のリースリングのみを使用した高いポテンシャルのあるワ
イン。即圧搾後、タンク、樫樽、卵型プラスチックタンクFlextankにて自然対流しながら熟成。大きな澱のみ軽く清澄しフィルターに
は掛けず、瓶詰め時のみ亜硫酸僅かに加え瓶詰め。黄金色掛かったイエロー。エニシダの様な黄花の香りや黄桃の果実風味豊
かで、ほんのりペトロールを感じる鉱物的な香り。とてもバランス取れた味わいで、果実味×酸×ミネラルが素晴らしい調和を見
せ、それぞれの要素がしっかりした長期熟成の高いポテンシャルあるワイン。

ぶどう品種：ﾌﾗﾝｺﾌｶ(ﾌﾞﾗｳﾌﾚﾝｷｯｼｭ)､ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ､ｱﾘﾍﾞﾙﾈ　アリベルネはｱﾘｶﾝﾃ･ﾌﾞｰｼｪとｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾉﾖﾝを交配して
造った旧ソ連クリム地方の品種。品種ごとに醸造・熟成させた後ソレーラでブレンド。淡いルビー色で僅かに茶色掛かっている。イ
チジクやフレッシュプラムの果実に微かに枯葉の風味。自然な口当たりで豊かな酸を感じ、プラムの豊かな酸が食欲をそそる味わ
い。タンニンはとても細かく軽やかで味わい深い。

ぶどう品種：デヴィン100％　このオレンジワインは、フレッシュな味わいに溢れた、生き生きとしたエネルギーに満ちたワイン。7日間
醸し、空気を通す卵型タンク(frextank)で熟成させることにより、木の味を付けず素晴らしい熟成ができる。

栄光への復興
スロバキア
小カルパチア地方



オレンジワインの魅力をこんなにも引き出すのかと驚きの声多数で、初回入荷分はあっという間に完売。

しかも、こんな高機能で割れにくいのに、価格はとってもリーズナブル！

6脚単位で販売出来ます。

※ワインとの混載は出来ません  ※送料別途　

最大限引き出す高機能ワイングラスです！
スロボドネのオレンジワインの魅力を

株式会社ラヴニール　〒162-0812　東京都新宿区西五軒町4-10　伊藤ビル2F　TEL 03-6457-5982  FAX 03-6730-2781  e-mail : info@lavenir-wine.com

＜オレンジワイン専用グラス＞

コロナ禍で海外生産者への訪問が困難な折、スロバキアの取引先ワイナリー「スロボドネ」か

ら突然空輸で届いたプレゼントがコレでした。使ってみると、スロボドネのオレンジワインの魅

力を驚く程際立たせてくれる優れものでした。スロボドネを愛するお客様へ是非ともご紹介し

たいと願い、このたび日本への輸入が実現しました。スロボドネに限らず「オレンジワイン」の

個性を余すことなく発揮させてくれます。どうぞその真価をお試しください。

洗浄機にも入れられる高強度クリスタル製

■一般的なマシンメイドステムウエアーはカップとステムを接合しておりますが、

スロボドネグラスは 引き足製法で制作しているのでつなぎ目がなく、

転倒しても衝撃が逃げやすく割れにくい

■口の部分がレーザーカット成型となっており、強化加工の為チップが起こりにくい
※割れない事を保障するものではありません

【規格】 H 241mm × W100mm / 容量460ml / １パッケージ24脚入り（6脚×4箱）


