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カザーレ・デル・ジリオ
イタリア、ラツィオ州、ラティーナ

ボルゲリに類するワイン未開の地から
イタリアワインの新しい伝統を創る
【カザーレ・デル・ジリオ】
革新的なワイナリーとして知られる『カザーレ・
デル・ジリオ』がラツィオ州南部、ラティーナ県
のアグロ・ポンティーノに生まれたのは 1967 年
のこと。同地は 1932 年に干拓が行われるまで、
泥湿地でしたが、現在は水はけが良い砂、粘土、
泥土で構成された、農業に適した地域として知ら
れています。

ロジェクトによって発掘されたこれら遺跡に大き
な関心を寄せており、この古の名称【サトリコ】
や【マテル・マトゥータ】、【アルビオラ】を、ワ
イナリーを代表するワインの名称として用いてい
ます。
葡萄栽培、ワイン醸造の歴史を持たない土地で、
自由な発想と研究により作り出したワインは、こ
の風土でのみ得られる個性を持ち、紀元前から続
く歴史との結びつきを持っているのです。
「イタリアにおけるワイン造りの発展は、伝統的な
地域の強化だけに頼るのではなく、的確な葡萄栽
培、ワイン醸造法を選択し、品質と価格が適正で
あり、それほど知られていない地域においても、
高いレベルの生産に到達することにある」
過去に敬意を払い、未来を見据え、的確な選択で
もってその両方を結び付け、現在を作る。
彼らは、アグロポンティーノに秘められた葡萄栽
培とワイン醸造の可能性を発掘したのです。

オーナー、サンタレッリ氏のワイン造りは、身近
なラツィオ州の伝統葡萄をただ栽培するのではな
く「アグロ・ポンティーノに適した葡萄は一体何
なのか」という点から始まりました。全くの 0 か
ら始めるのであれば、当たり前の話のようではあ
りますが、イタリア各地に散らばる、脈々と葡萄
造りが行われてきた名醸地に生まれた者には、す
ることのできない経験です。その初歩からの疑問
に、イタリアで活躍する栽培学、醸造学の権威を
巻き込んで、国際品種、土着品種を含めて 60 品種 【オリーブオイル】
カザーレ・デル・ジリオは、オリーブ農園も敷地
近くの葡萄を集め、場所による差が出ないように
内に所有しています。サンタゴスティーノ、イト
実験畑に 1 列ずつ植樹し、品種ごとに収穫し、醸
ラーナ、フラントイオの 3 種類を栽培しており、
造テストを繰り返しました。
栽培オリーブをもとに、エクストラヴァージン・
この土地の性質を全て出し切るために、葡萄の生
オリーブオイルの生産もしています。
育に大きな影響を及ぼす剪定方法も研究し、イタ
この土地を表現するもう一つの生産品で、わずか
リアにおける最先端の葡萄栽培を始めたのです。
な生産量しかありませんが、その品質の高さに定
評があります。
アグロ・ポンティーノとティレニア海の関係のよ
うに、海の恩恵を受ける地域である、オーストラ
【遺跡】
リア、カリフォルニア、ボルドー等の栽培方法を
サトゥリクムの遺跡は、葡萄畑のすぐ隣で発見さ
参考にして栽培されたシャルドネ、ソーヴィニョ
ン、シラー、プティ・ヴェルド、カベルネなどの品 れました。( 写真↓)
種は、品質を認められ、1990 年よりラティーナ県
の栽培許可を得ています。まさに、カザーレ・デル・
ジリオ社の研究と実践の成果です。
アグロ・ポンティーノ近郊は、紀元前にまで遡ると、
サトリクムと呼ばれていました。
ここには、女神「マテル・マトゥータ」を祀る神
殿が置かれ、アクロポリス ( 聖地 ) として信仰を
集めていました。同社は、サトリクムの考古学プ

オーナー・サンタレッリ氏

エノロゴ・ティーフェンターラー氏
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ラツィオ IGT (IGP) ロッソ 【マテル・マトゥータ】
葡萄品種：シラー 85％、プティ・ヴェルド 15%
Alc.%vol：14.0%
商品番号：720-006
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000272
参考価格：7,900円

シラーはサブマージド・キャップ・マセレーションで、発酵初期は特にデレス
タージュを繰り返しながら、プティヴェルドはピジャージュを適時行いなが
ら、18-20 日間天然酵母で発酵します。重力だけで液を 22-4 カ月間 1 年目の
バリックで品種ごとに熟成、ボトリング前にブレンド。10-12 カ月瓶熟。濃厚な
ルビーレッド。コーヒー、スミレ、ブラックチェリー、コリアンダーやナツメグ
など複雑な香り。口当たりなめらか、なめらかで程よいタンニンを感じます。
ボディ
ライト

ラツィオ IGT (IGP) カベルネ・ソーヴィニョン
葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニョン 100%
Alc.%vol：14.0%
商品番号：720-021
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000197
参考価格：3,900円

葡萄品種：チェサネーゼ 100％
Alc.%vol：14.0％
商品番号：720-005
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000470
参考価格：3,000円

葡萄品種：シラー 100%
Alc.%vol：13.0%
商品番号：720-002
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000173
参考価格：2,700円

葡萄品種：プティ・ヴェルド 100%
Alc.%vol：13.5%
商品番号：720-017
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000180
参考価格：2,900円

葡萄品種：チェサネーゼ 100%
Alc.%vol：13.0%
商品番号：720-003
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000456
参考価格：2,300円

葡萄品種：シラー 85%、サンジョヴェーゼ 15%
Alc.%vol：13.0%
商品番号：720-101
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000241
参考価格：2,500円

弱い

強い

フルボディ

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

フルボディ

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

フルボディ

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

フルボディ

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

フルボディ

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

除梗破砕後、約8-10℃でマセラシオンしほのかに色づいたモストを取出し、
18℃前後で8-10日間ゆっくりと断続的にアルコール発酵します。ステンレス
タンクで熟成し、収穫翌年の初めにボトリングします。
菫色のニュアンスを持つ濃いピンク色。ラズベリーや野イチゴ、赤い小さな森
のフルーツを思わせる香り。フレッシュトマトを使った海の幸のスープや、
アッフェッタート・ミストなど。すっきりとしていますが、赤ワインのように
しっかりしたボディで飲みごたえを感じ、リッチです。
ボディ
ライト

※掲載価格は税抜き価格です。 ※ヴィンテージによりワインの詳細情報、 ラベル等が変更になる場合がございます。

渋み

晩熟なチェサネーゼの収穫は10月下旬ごろ。手作業で行われます。
サブマージドキャップ・マセレーションで、18-20℃で自発的に発酵が始ま
り約20日間発酵が続き、チェサネーゼのもつ豊富なタンニンをふんだんに抽
出するために、さらに10-12日間、澱に触れたまま置きます。
深いルビーレッドをしており、強いマラスキーノチェリーの香り。黒胡椒、白胡
椒、スミレの花の香りがします。なめらかでしっかりとしたタンニンとはっき
りした酸は熟成への適性を見せます。ビーフシチュー、チーズと好相性です。
ボディ
ライト

ラツィオ IGT (IGP) ロザート 【アルビオラ】

辛口

サブマージド・キャップ・マセラシオンで、デレスタージュしながら約15日
間、26-28℃で発酵、この作業でよりまろやかなタンニンと鮮やかな色が得
られます。澱を取り除き、一部はステンレスタンクで、一部は木樽でMLFし、
続いてバリックで約8-12カ月、その後ボトルで6カ月熟成します。
青みがかったルビーレッド、チェリーなどの赤い小さな果実と緑の野菜の香
り。まろやかなタンニン。後味に白胡椒のニュアンス。仔羊のお料理、この
州ですとアッバッキオと相性抜群です。
ボディ
ライト

ラツィオ IGT (IGP) ロッソ チェサネーゼ

中口

除梗・破砕後、特徴的な香りと色を効果的に抽出するため約10℃で2日間マセ
ラシオンします。適度にデレスタージュしながら、26-28℃に温度管理した
タンクで10－12日間アルコール発酵します。澱引きしステンレスタンクで
MLFの後、バリックで約8-12カ月、ボトリング後約6カ月熟成します。青の陰
影をもつルビーレッド、ブルーベリー、チェリーの香りと、カルダモンやシ
ナモンなどのスパイスの香りが複雑に強く押し寄せます。まろやかなタンニ
ンと後味の黒胡椒は、肉料理や、グリルしたマグロに最適です。
ボディ
ライト

ラツィオ IGT (IGP) プティ・ヴェルド

甘口

6-7日間8℃の低温で発酵のマセラシオン、その後ルモンタージュと攪拌をし
ながらアルコール発酵します。浸漬発酵工程は約3週間と長めです。発酵槽か
ら、一部をステンレスの、一部を墺産桜の木のトノー(500L)に移し、約12カ
月間熟成します。マラスカチェリーとデリケートなスパイス香がフレッシュ
で適度なタンニンへと繋がり、海を想わせるミネラル感の長い余韻が印象的
です。長期の瓶熟成に向いています。羊のラグーを添えたニョッキ、豚のス
ペアリブなどしっかりとした味わい、脂肪の多いお料理に良いでしょう。
ボディ
ライト

ラツィオ IGT (IGP) 【シラーツ】

味わい

除梗・破砕後、ステンレスタンクで数日間櫂入れしながらマセラシオン。発
酵完了後さらに数日澱の上で熟成。清澄後ステンレスタンクでMLF。オーク
の小樽で約18-20カ月、瓶詰後約8-12カ月熟成。深いルビーレッド、ラズベ
リー、ブラックチェリー、カシス、ジュニパーベリー、ムスクや森の下草の
香り。複雑ながらエレガントでまろやか、リッチな味わいは、あまり塩気の
強くない若いペコリーノチーズ(羊乳チーズ)との相性が良いでしょう。
ボディ
ライト

ラツィオ IGT (IGP) ロッソ 【マティディア】
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ラツィオ IGT (IGP) ビアンコ ビアンコレッラ 【ファロ・デッラ・グアルディア】

18世紀にナポリのイスキア島からポンツァ島に持ち込まれました。ラツィオ
州の島で唯一許可された生産地です。ソフトプレスし、天然酵母による自然
発酵します。緑がかった淡い黄色。 サンザシの花、熟したピーチ、フレッシ
ュなアプリコットの香り。火山性石灰質土壌と、海風を思い起こさせる爽快
な味わい。果実味の余韻が長く、柑橘系のニュアンスがありボトルでの長期
熟成に向くワインです。ポンツァ島の代表的料理のリングイネ・フェローネ(
グランセオラ蟹のパスタ)と好相性です。

葡萄品種：ビアンコレッラ 100%
Alc.%vol：13.0%
商品番号：720-108
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000203
参考価格：4,700円

ボディ
ライト

ラツィオ IGT (IGP) ベッローネ 【アンツィウム】

ボディ
ライト

ラツィオ IGT (IGP) プティ・マンサン

ボディ
ライト

ラツィオ IGT (IGP) ヴィオニエ
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初めは酸味を得るために適した温度で、次に完熟状態でと収穫は二度に分け、
除梗・破砕後、低温で 8-10 時間スキンコンタクト、わずかな圧力でゆっくりと
モストを搾ります。自発的に発酵を開始し、約 10 日間、17℃前後に保ちます。
発酵後、澱にふれたまま MLF を避け、8-10℃前後で熟成、3 月下旬にボトリン
グします。輝く黄色、白や黄色の小さな花、エニシダ、モモやアプリコットのフ
ルーツと香りの要素が多い。フルーティ、心地よい酸味があり、ミネラルがあり
バランスが良い。オリーブオイルで頂くお魚、お刺身によく合います。

葡萄品種：ヴィオニエ 100%
Alc.%vol：13.0%
商品番号：720-103
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000029
参考価格：2,600円
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ラツィオ IGT (IGP) シャルドネ
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畝間を狭くすることにより収量を減らし酸を失う前に糖分が十分に上がるよ
うに栽培した葡萄を注意深く選別。ごくごくソフトに圧力をかけモストを取
り出します。発酵は約6-8日間行い、澱引きし、MLFを避けるために熟成層で
低温管理します。約3-4か月間ステンレスタンクで熟成、収穫翌年にボトリン
グします。深い麦わら色。デリケートなアカシアの花や、桃やバナナといっ
たフルーツの香り。フレッシュで構成よく、魅力的で長い余韻を楽しめます。
お魚のグリル、白身肉の煮込みと良い相性です。

葡萄品種：シャルドネ 100%
Alc.%vol：13.0%
商品番号：720-102
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000142
参考価格：2,400円

ボディ
ライト

ラツィオ IGT (IGP) 【サトリコ】
葡萄品種：シャルドネ 40%、ソーヴィニョン 40%
トレッビアーノ 20%
Alc.%vol：13.0%
商品番号：720-101
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000234
参考価格：2,200円
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葡萄は完熟し始めるとともに収穫を開始することで、葡萄本来のフレッシュ
感とアロマを残します。葡萄を注意深く選別し、ソフトに圧力をかけモスト
を取り分け、継続的に約7-8日間品種ごとにアルコール発酵します。澱を引き、
ステンレス槽に移し替え、収穫翌年始めに瓶詰されるまでの間熟成します。
輝きのある麦わら色、強くインパクトのある香り、アロマティックで柑橘系
やミネラルを感じます。エレガントで香りと味わいのバランスが良く、質の
良いミネラル、旨みを感じます。前菜、魚介の蒸し料理と好相性です。
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9 月下旬に収穫。スキンコンタクトでこの地域の風土を表現する個性ともいえ
る、アロマの抽出を促します。
ソフトプレス後、天然酵母により自然に発酵を開始し、温度は 18-20℃前後、約
10-12 日間発酵が続きます。
黄金色がかった黄色。良く熟したマンゴーやパパイヤのトロピカルな甘い香
り。対照的にしっかりした酸は熟成への適性をうかがわせます。
魚介のスープや前菜など旨みのある食材とは相乗効果が期待できます。
ボディ
ライト
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甘口

除梗し7-8℃の低温で10-12時間置き、その後雑味が出ないようにほんのわず
かにプレスを加えモストを取出し14-16℃に保ち、自発的な発酵を開始して
から、2日目に酵母を加え、約10日間発酵。MLFを避ける為温度を低くtもち
ます。澱に触れたまま数ヶ月間熟成、澱を引き翌年春にボトリングします。
輝く麦藁色、スパイスのニュアンスを持ち、フルーティーで香り高い。フル
ーティでフレッシュ、火打石のようなミネラル感のある味わいです。
魚介の濃縮した味わい、アックアパッツァによく合います。

葡萄品種： プティ・マンサン 100%
Alc.%vol： 13.5%
商品番号： 720-104
容量/入数： 750ml/6本
JAN/EAN： 8003565000319
参考価格： 2,900円

葡萄品種：ベッローネ 100%
Alc.%vol：13.5%
商品番号：720-105
容量/入数：750ml/6本
JAN/EAN：8003565000463
参考価格：2,000円

味わい

ベッローネは現在アルバンからレピニの丘までの海岸沿いで栽培されていま
す。アンツィオの町の近くの風通しの良い土壌環境により、19世紀後半の壊
滅的なフィロキセラの被害を免れました。樹齢60年のブドウの樹はマイクロ
クライメット(微気候)に適合しています。果皮とマセラシオン、ソフトプレ
ス後に18-20℃で約10日間天然酵母による自然発酵を行います。イエローゴ
ールド、マンゴーやパパイヤなどの完熟したトロピカルフルーツの香りと際
立った酸が特徴的で、長期熟成に向いています。

葡萄品種： ベッローネ 100%
Alc.%vol： 14.0%
商品番号： 720-106
容量/入数： 750ml/6本
JAN/EAN： 8003565000210
参考価格： 3,000円
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エクストラ・ヴァージン・オリーブオイル

原材料名： 食用オリーブ油
賞味期限： 製造後18か月
商品番号： 720-303
容量/入数： 458g /6
JAN/EAN： 8003565000449
参考価格： 3,500円
商品説明： 欧州容量表記では500mlです。
容器、パッケージの仕様は、
予告なく変わることがあります。

自社農園で栽培・収穫したオリーブを使用しています。
サンタゴスティーノ、イトラーナ、フラントイオをブレンドしています。
複雑さと中程度のフルーティーさをもち、ハーブや生のアーモンドの香りと
共に、アーティーチョークやトマトのニュアンスを感じ、そのまま味わいに
もつながります。まろやかなバルサムのトーンと、再び感じるハーブのアロ
マティックさが、苦みと辛みの味わいと相まってバランスを取っています。
酸度0.4%未満。ポリエチレンの注ぎ口採用。エレガントな細身の遮光瓶です
ので、そのまま食卓でご利用頂けます。

