


ワイナリーの場所 イタリア 

• 国名：イタリア 
• 州名：ピエモンテ 
• 県名：クーネオ 
• 町名：ネイヴェ 
• 地区：ランゲ 
• 区域：バルバレスコ 

バルバレスコの生産量： 
年間350万本 

バローロの生産量：年間1200万本 

北 



ランゲ 
テロワール 

• 形成：2500万～ 250万年前  
• 地区名の由来：丘陵、lingue di terra 

        舌のような形状をした台地 
• 土壌：石灰・粘土・ 白亜質 
 →ランゲ地方のテッラ・ビアンカ(白土)と呼ばれて

いる。 
表層部はもろく粉々になりやすい土、 

 下層部は幾重もの複雑な粘土層になっている。 
 
 

アルバ産の白トリュフ 



気候 

四季ははっきり分かれている 
• 冬：寒くて雪が降る 
• 春：雨と晴れの日の繰り返し。温度は20度台。 
• 夏：昼間は暑く、夜間は涼しい 
• 秋：10月中旬まで晴れの日が多い 
• 収穫：8月末から10月末まで 



葡萄を栽培する環境 
ランゲやロエーロは、世界で最も高品質でヴァラエティ豊かなワインを生み出すこ
とができる地区の一つです。 
 
その豊かさの理由の一つは気候に由来します。生産年ごとに特徴を持ち、毎年、唯
一無二のワインを産みます。また、長期熟成により現れる特徴もヴィンテージに
よって違いを見せます。谷と丘の連なりがミクロクリマ(微気候)を作り出し、内陸
部の大陸性気候は四季をはっきりと分けています。この環境が、葡萄のアロマをと
りわけ深くエレガントにしています。 
 
成熟期の昼夜の寒暖差が、葡萄の皮に含まれるアロマを凝縮させ、果実(液果)との
バランスを取ります。その葡萄から、複雑で長期熟成が可能な、飲みごたえのある
高品質ワインが作られます。 
 
ランゲ近郊の特殊な土質は、160万年前のパダナ海(ポー川流域に広がるパダナ平
野は、古くはアドリア海につながる海でした)の後退によってもたらされています。
この地区の下層部は粘土質、石灰質の泥灰土、青みがかったの泥灰土、凝灰岩、砂
質と硫黄を含む白亜(チョーク)質などの複雑な層をなし、そこで育った葡萄は複雑
味を増し、力強く、エレガントでストラクチャーのあるワインを生み出します。 



レクイオ家 
4世代に亘るネイヴェのワイン生産者 

• 第一世代： アレッサンドロ・ レクイオ (1871～1952年) 
 1890年にワイナリーを開業 

• 第ニ世代： ジュセッペ・レクイオ (1903～1999年） 
 ワイナリーの経営を継ぎ、葡萄などの栽培を引き継ぐ 
• 第三世代： アレッサンドロ・レクイオ (1933～） 

 葡萄畑を拡大 

I II III 



家族 
•  第四世代：レクイオ三姉妹：長女・アントネッラ、二女・ロザンナ、
三女・ダニエラは、それぞれのパートナーと彼女たちの両親のサポー
トのもと運営しています。 

アントネッラ ロザンナ ダニエラ 

第五世代 
キアーラ 

アリーチェ 
エリーサ 

マルティーナ 

次世代の生産者に
なるのか？ 



ワイナリーについて 

• 所有葡萄畑：15 ha 
• 所有敷地面積 ： ネイヴェ  11 ha 
  バローロ  2 ha 
  ガヴィ 2 ha 
• 年間生産量：110.000本 
• 葡萄の樹齢：25～60年 
• 平均収穫量：5,500～7,500 Kg/ha 
• 仕立て方法：グイヨ (guyot) 
• 葡萄の木の本数：4000本/ha 
• 葡萄畑の管理：手動作業による 
• 除草：機械による処理 (除草剤不使用) 
• 収穫：手作業による 



葡萄畑 

9月/10月 熟成度の確認 収穫 

パパ（82歳）の管理 20キロの箱の降ろし作
業 

ディーノ・ベヴィオーネ 
農学者 樹齢40年のバルベーラの古木 



2015年の葡萄畑 

バルベーラ 樹齢40年 

「レ・ロトンデ・アルテ」葡萄畑・南東向き・樹齢：45年 

バルバレスコ用のネッ
ビオーロ種の木 

・樹齢54年 

バルベーラ2015 

「ヴィーニャ・グロッサ」 
バルベーラ種の葡萄畑・西向き・樹齢：38年 



収穫 

9月/10月 成熟度の確認 収穫 

葡萄が 
ワイナリーに到着 

パパ（82歳）の監督 20Kg のかごの荷降ろし 



ワイン製造工程 

① 葡萄は除梗・破砕器で、果実と梗を分けます。 ② モスト  

③温度管理し た 
ステンレスタンクで

発酵 

④ルモンタージュしながら抽出
（8日間連続） 

⑤絞り粕とワインの分離 

⑥絞り粕の回収 ⑦絞り粕のソフトプレス 

⑧11月以降、 
静置し、 

デブルバージュ 
（清澄） 



製造工程 

発酵用の温度管理機能付きステンレスタンク 



製造工程 

ジャンフランコ・ 
コルデーロ 

エノロゴ（醸造家） ピエルニコーラ・
ブルーノ 

輸出部長・ 
ワインメーカー 

アレッサンドロ・ 
レクイオ 
ベテラン ジャンフランコ / ロザンナ / マルティーナ 



熟成工程 

• 樽の大きさ：225 L～50 HL (5000L) 
  アリエ産フレンチオーク - ミディアムトースト 
• 225 L バリックの平均寿命：4年 
• 500 L トノー樽の平均寿命：5年 
• 大樽の平均寿命：10～20年 









LANGHE BIANCO «Quattro» DOC  
葡萄品種 : シャルドネ 97% 、 ソーヴィニョン・ブラン 3% 
樹齢 : 20-30年 
収穫:  9月の初旬から中旬にかけて 

畑の手入： 硫黄と銅 (ボルドー液) 
除草方法： 機械除草、除草薬剤は使用しません 

ALC.%: 13,50 % 
総酸量 : 5,61 g/L 
固形分 : 19,10 g/L 
残糖量 : 3,98 g/L 

木樽熟成： していません 
熟成期間： 1-3年以内、若いうちに飲みましょう。 

西洋サンザシのフローラルな香りと、デリケートでアロマ
ティックな香り。大変豊満で、余韻が長い。 
食事との相性： 食前酒に。白身肉、スープ類、お魚や甲殻類
のお料理、パルミジャーノ・レッジャーノチーズ 

葡萄畑の標高： 190-260m 
葡萄畑の方角： 南、南東 

飲用適温: 8°C – 12°C 

ランゲ・ビアンコ                             《クアットロ》 



ROERO ARNEIS DOCG «Donna Chiara»  

葡萄品種 : アルネイス 100% 
樹齢 : 30-42年 
収穫:  9月の中旬から下旬にかけて 

畑の手入： 硫黄と銅 (ボルドー液) 
除草方法： 機械除草、除草薬剤は使用しません 

ALC.%: 13,00 % 
総酸量 : 5,93 g/L 
固形分 : 19,60 g/L 
残糖量 : 3,10 g/L 

木樽熟成： していません 
熟成期間： 1-3年以内、若いうちに飲みましょう。 

青リンゴやトロピカルフルーツの香りがフレッシュです。 
食事との相性： 食前酒に。白身肉、スープ類、お魚や甲殻類
のお料理、リゾット。 
ピエモンテ料理では、ウサギのシヴェ煮込みに良いでしょう。 

葡萄畑の標高： 190-300m 
葡萄畑の方角： 西、南東 

飲用適温: 8°C – 12°C 

ロエーロ・アルネイス          《ドンナ・キアラ》 



GAVI di GAVI DOCG «Donna Bianca»  

葡萄品種 : コルテーゼ 100% 
樹齢 : 20-25年 
収穫:  9月の中旬から下旬にかけて 

畑の手入： 硫黄と銅 (ボルドー液) 
除草方法： 機械除草、除草薬剤は使用しません 

ALC.%: 13,00 % 
総酸量 : 5,60 g/L 
固形分 : 19,10 g/L 
残糖量 : 2,90 g/L 

木樽熟成： していません 
熟成期間： 1-3年以内、若いうちに飲みましょう。 
フローラルな香り。とてもデリケートでエレガントな味わい。
食事との相性： 食前には6-8℃で、お食事とは12℃程度が良
いでしょう。前菜、お魚ベースのパスタやリゾット、スープ
類。郷土では、卵の入ったパスタをバターとパルミジャー
ノ・レッジャーノチーズで味付けし、白トリュフのスライス
を添えた”タヤリン・アル・タルトゥーフォ“と最高です。 

葡萄畑の標高： 190-250m 
葡萄畑の方角： 東、南東、西 

飲用適温: 8°C – 12°C 

ガヴィ・ディ・ガヴィ                  《ドンナ・ビアンカ》 



DOLCETTO D’ALBA DOC «Donna Viola»  
葡萄品種 : ドルチェット 100% 
樹齢 : 16-24年 
収穫:  9月の中旬から下旬にかけて 

畑の手入： 硫黄と銅 (ボルドー液) 
除草方法： 機械除草、除草薬剤は使用しません 

ALC.%: 13,50 % 
総酸量 : 5,40 g/L 
固形分 : 29,30 g/L 
残糖量 : 1,70 g/L 

木樽熟成： していません 
熟成期間： 4-5年以内、若いうちに楽しみましょう。 

フローラルな香りとスミレの香り。酸味は控えめでとてもな
めらか。ミディアムボディのお食事を選ばず楽しめるワイン
です。特に白身肉、野菜のリゾットやスープ類、トマトソー
スのパスタ、ピッツァなど気軽に合わせていただけますし、
生産地ではメインディッシュのお魚料理にも合わせます。 

葡萄畑の標高： 190-260m 
葡萄畑の方角： 南東 

飲用適温: 16°C – 18°C 

ドルチェット・ダルバ                                            《ドンナ・ヴィオラ》 



BARBERA D’ALBA DOC «Donna Rossa» 
葡萄品種 : バルベーラ 100% 
樹齢 : 16-30年 
収穫:  9月の下旬から10月上旬にかけて 

畑の手入： 硫黄と銅 (ボルドー液) 
除草方法： 機械除草、除草薬剤は使用しません 

ALC.%: 13,50 % 
総酸量 : 6,30 g/L 
固形分 : 28,40 g/L 
残糖量 : 2,10 g/L 

木樽熟成： 80%はステンレスタンク、 
 20%はミディアムローストアリエ産オーク樽(10HL) 
熟成期間： 6-7年程度で最高の飲み頃を迎えます。 
中程度のボディ、柔らかいタンニン。酸味はうまくコント
ロールされ程よく、熟したチェリーや小さな赤いフルーツの
香りがとても心地よく、大変飲みやすい赤ワインです。 
赤身肉、熟成チーズ、サラミやミートソースパスタ、茸のオ
イル煮などに良いでしょう。 

葡萄畑の標高： 180-300m 
葡萄畑の方角： 東、西、北西、南東 

飲用適温: 16°C – 18°C 

バルベラ・ダルバ                                   《ドンナ・ロッサ》 



DARC «Donna Bruna» Vino Rosso 
葡萄品種 :  バルベーラ 40%、ピノ・ネロ 30%、 
 ドルチェット 20%、フレイーザ 10% 
樹齢 : 30-30年 
収穫:  9月の初旬から10月初旬にかけて 

畑の手入： 硫黄と銅 (ボルドー液) 
除草方法： 機械除草、除草薬剤は使用しません 

ALC.%: 14,00 % (ラボでは14,41%をマークしています) 
総酸量 : 5,80 g/L 
固形分 : 33,10 g/L 
残糖量 : 3,95 g/L 
木樽熟成： ドルチェット及びフレイーザ：ステンレスタンク 
 バルベーラとピノ・ネロ： フランスアリエ産のバリ
 ックに1年間熟成 (50%は新樽、残りは2年目) 
熟成期間： 最低でも6年は熟成させてから花開きます。 
深く濃い色合い。偉大なストラクチャーながら口に含むとま
ろやかで全体的にまとまっており、アルコールの高さを包み
込んでいる。フローラルでフルーティな味わい。口当たりが
良い味わい。赤身肉、豚肉料理、チーズ、サラミ、パスタ、
卵、茸、マグロ、お肉と野菜のBBQ、甲殻類一般に最高。 

葡萄畑の標高： 180-320m 
葡萄畑の方角： 東、西、北、南東 

飲用適温: 16°C – 18°C 

ダーク     《ドンナ・ブルーナ》  ヴィーノ・ロッソ (赤ワイン) 



LANGHE NEBBIOLO DOC 
葡萄品種 : ネッビオーロ 100%  (ネイヴェ 50%、モンティチェッロ・ダルバ 50%) 
樹齢 : 30-45年 
収穫:  10月下旬 

畑の手入： 硫黄と銅 (ボルドー液) 
除草方法： 機械除草、除草薬剤は使用しません 

ALC.%: 14,00 % 
総酸量 : 5,70 g/L 
固形分 : 33,90 g/L 
残糖量 : 3,60 g/L 

木樽熟成： 2年間、フランス、アリエ産のミディアムトースト
 のトノー(500hl / 50%新樽、50%2年目) 
熟成期間： 少なくとも10-15年は熟成してからが最高です。 
最高のストラクチャー、なめらかで魅力的なタンニン。ネイ
ヴェ産のネッビオーロはエレガンスを、モンティチェッロ産
は柔らかさをもたらし、偉大なワインを産み出しています。
黒コショウなどスパイスの香りとフサスグリとバラの木の
ノートを感じます。 

葡萄畑の標高： 280-350m 
葡萄畑の方角： 南 

飲用適温: 16°C – 18°C 

ランゲ・ネッビオーロ 



BARBARESCO DOCG 
葡萄品種 : ネッビオーロ 100% 
樹齢： 35-54年 
収穫： 10月 

畑の手入： 硫黄と銅 (ボルドー液) 
除草方法： 機械除草、除草薬剤は使用しません 
ALC.%: 14,50 % 
総酸量 : 6,10 g/L 
固形分 : 29,10 g/L 
残糖量 : 0,60 g/L 

木樽熟成： フランスアリエ産の500lミディアムトーストのトノ
 ーと35hlの大樽で3年間。 
熟成期間： 少なくとも10-15年は熟成してからが最高です。 

ネイヴェのネッビオーロのエレガンスと、柔らかさは、他に
比類のないワインです。偉大なストラクチャーをしており、
フサスグリと赤いフルーツの味わいと香りはとても長い余韻
を持ちます。赤身肉、ジビエ、豚、羊、山羊、熟成チーズ、
ボッリート(ピエモンテの茹でたお肉料理)、サラミ、肉の見
込み、トリュフの香りをきかせたお料理。 

葡萄畑の標高： 280-350m 
葡萄畑の方角： 南 

飲用適温: 16°C – 18°C 

バルバレスコ 



BAROLO DOCG 
葡萄品種 : ネッビオーロ 100% 
樹齢： 20-30年 
収穫： 10月 

畑の手入： 硫黄と銅 (ボルドー液) 
除草方法： 機械除草、除草薬剤は使用しません 
ALC.%: 14,00 % 
総酸量 : 6,20 g/L 
固形分 : 30,20 g/L 
残糖量 : 0,30 g/L 

木樽熟成： フランスアリエ産の500lミディアムトーストのトノ
 ー(50%新樽、50%2年目)と35hlの大樽で4年間。 
熟成期間： 少なくとも10-15年は熟成してからが最高です。 

クラッシックなバローロです。タンニンは熟成と共に際立つ、
はっきりとしたなめし皮とたばこの香りを伴います。 
赤身肉、ジビエ、豚、羊、山羊、熟成チーズ、ボッリート(ピ
エモンテの茹で肉料理)、サラミ、肉の煮込み、トリュフを利
かせたお料理。 

葡萄畑の標高： 280-350m 
葡萄畑の方角： 南 

飲用適温: 16°C – 18°C 

バローロ 







Grazie 
ありがとうございました。 

 

Arrivederci 
みなさん、またお目にかかりましょう! 

 

Tre Donne  Via Serragrilli 30 12052 Neive(cn) Italy   -  info@tredonne.it 

グラツィエ 

アッリヴェデルチ 
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