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Puglia

Varvaglione
ヴァルヴァリオーネ

イタリア、プーリア州、ターラント
サレント半島
紀元前にはすでにあったとされる、石積みの壁が
続く景色。漆喰も留め具もなくただ石を積み重ね
ただけのこの地方特有の壁は、今となっては修復
できる職人が少なくなりましたが、今なお、塀や
葡萄畑やオリーブ園、道路の境界線となりながら、
立派にその役目を果たしています。2500年前の
マーニャ・グレーチャ(マグナ・グラキエア)の首
都ターラントに上陸した異国の人たちは、これら
石積みの壁に仕切られた葡萄畑の濃い緑と、手入
れされた美しいオリーブの葉の銀色が絨毯のよう
に敷き詰められ、風が吹く度に波のように揺れる
豊饒の地に、心からの称賛を贈り、憧れたといわ
れています。
全長800kmにも及ぶ海岸線をもつこのプーリア
州は、イオニア海からの温暖な風が、半島の真ん
中を縦断するアペニン山脈に向かって吹きあがり、
比較的多湿な地域で、葡萄やオリーブを始め、名
産品の乾燥パスタの原料になる小麦や、イタリア
でも有名な「野菜食い」と言われるプーリア人の
おなかを満たす様々な野菜類を育てるのに適して
います。
ヴァルヴァリオーネ 1921
ヴァルヴァリオーネ社の前身、ヴィーニェ・エ・
ヴィーニ社は、現在のオーナーであるコジモ・ヴ
ァルヴァリオーネ氏の祖父が1921年に設立しま
した。葡萄畑とワインという意味の名称は、自身
の子孫が代々守り受け継いでいくであろう葡萄畑
と栽培技術、ワインやその醸造方法に対する思い
入れを表しているそうです。現在は、社名をファ
ミリー名であるヴァルヴァリオーネに改め、創業
当時と変わらぬ情熱とともに継承しています。
155haあまりの畑からは、サレント半島を象徴す
る葡萄品種である、プリミティーヴォやネグロア
マーロをはじめ、マルヴァジーア・ネーラ、アリ
アーニコ、ヴェルデカやファランギーナなどがも
たらされます。
現オーナー、コジモ氏は、同社のエノロゴでもあ
り、葡萄畑からワイナリーまでのすべてのフェー
ズに関わる中心人物です。
そして次世代を担う、長女のマルツィアは主にワ
イナリーの運営とマーケティングを担当。世界の
市場に向けてワインとワイナリーのプロモーショ
ンを行っており、時に来日するのも彼女です。と
同時に、いつの間にかワインの醸造にも参画し、
2017年、女性がジャッジする、日本のワインコ
ンペティション【サクラアワード】にて、彼女が
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醸造した『マルヴァジア・デル・サレント 【ド
ーディチ・エ・メッツォ】』が最優秀賞のダイヤ
モンド・トロフィーを獲得。同時に、優秀な女性
ワイン醸造家に贈られる、女性ワインメーカー賞
でTOP10入りしました。
12.5（ドーディチ・エ・メッツォ）という選択
サクラアワードの最高賞、ダイヤモンド・トロフ
ィーを叩き出したことで一気に知名度を上げたド
ーディチ・エ・メッツォ（12.5）シリーズは、
「果実味強く、アルコール高く、ふくよかなワイ
ン」というイメージの強いサレント半島のワイン
をいかにデイリーワインとして飲みやすくするか、
という着想から、栽培学と醸造学両面から向き合
い、産学共同で生み出されたワインです。12.5％
と比較的低めのアルコール度数で、かつ、すっき
りとした飲みやすさと、南イタリアで最も課題と
なる爽やかな酸味を残した、コストパフォーマン
スに優れたワインを送り出すことで、世界中のあ
らゆる料理と味覚との融合を図り、またファッシ
ョナブルなエチケットとの両面から、若者のアル
コール/ワイン離れにも積極的にアプローチして
います。
2017年にフィナンシャルタイムズが行った、
『ヨーロッパでより早く成長した企業』ではトッ
プ1000入り (595位)とファミリー経営の事業と
しては好成績を残しており、また、フォーブスで
は、『最も素晴らしいプリミティーヴォワインを
醸造するワイナリー』として紹介されるなど、メ
ディアでも高評価を獲得しており、プーリアをけ
ん引する一つの企業でもあります。
同社は、拡大を続ける中にも、一作り手であるこ
とを念頭に、常に変化ある愛好家の志向にあった
ワインの開発、醸造を続けています。そして、彼
らが送り出すワインに奉げられる称賛は、世界中
のマーケットに受け入れられています。脈々と受
け継がれてきた伝統を大切にすることと、その伝
統を守りながらも、時々の新しい技術をいち早く
取り入れ、移ろいの早い『飲み手』の嗜好に真っ
先に応えるべく研鑽してきたことへの成功の証と
言えるでしょう。
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ヴァルヴァリオーネ

プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア DOC (DOP) リゼルヴァ【1921】
Alc.%vol︓14.5%
飲用適温︓18℃前後
商品番号︓737-071
容量/入数︓750ml/6本
JAN/EAN︓8031303001274
葡萄品種︓プリミティーヴォ 100%
参考価格︓6,800円 (税抜価格)

60-70年のアルベレッロ方式で育てられた葡萄を手作業で丁寧に収穫し、除
梗破砕。26℃のステンレスタンクでマセラシオン、アルコール発酵後もしば
らくの間搾りかすをつけたままにします。澱を引き大樽で約15か月間、ステ
ンレスタンクに移し替えて9カ月間熟成。完熟果実、乾燥イチジク、ブラック
チェリーのアルコール漬けとバニラや丁子、黒胡椒のニュアンス。リッチな
味わいのメインディッシュによく、またメディテーションワインとしても。
ボディ
ライト

プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア DOC (DOP) 【パパーレ

フルボディ

Alc.%vol︓14.0%
飲用適温︓18-20℃
商品番号︓737-036
容量/入数︓750ml/6本
JAN/EAN︓8031303000789
葡萄品種︓プリミティーヴォ 100%
参考価格︓3,800円 (税抜価格)

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

リネア・オーロ】

樹齢50年を越す葡萄の樹は収穫量が半減しますが、濃縮したモストを生み出
します。除梗・破砕後26-28℃に温度管理したタンクで発酵、FML後、バリ
ックで最低10カ月熟成。【リネア・オーロ(ゴールド・ライン)】の名の通り、
フラッグシップの素晴らしいワインで、濃いルビーレッド、ジャム、ハーブ、
アロエベラやカカオなど複雑な香り、なめらかな口当たりでエレガントなワ
インです。牛・羊肉のお料理、熟成チーズとともにおいしいでしょう。
ボディ
ライト

フルボディ

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア DOC (DOP) 【パパーレ】
Alc.%vol︓14.0%
飲用適温︓18-20℃
商品番号︓737-021
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303000123
葡萄品種︓プリミティーヴォ 100%
参考価格︓2,300円 (税抜価格)

イオニア海にほど近い畑の古木から収穫された葡萄で醸造しています。
26-28℃に温度管理したタンクで発酵、FML後、バリックで約10カ月熟成。
美しいスミレ色の輝きをもつ濃いルビーレッド、ベリー系の小さな果実のジ
ャムや、カカオやリコリスの香り。バリックで最低8カ月の熟成を行います。
特にメニューを選ばずお楽しみいただけますが、特に赤身肉の煮込みやグリ
ルとは良く合います。
ボディ
ライト

フルボディ

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

プリミティーヴォ・デル・サレント IGT (IGP) 【パッショーネ】
Alc.%vol︓14.0%
飲用適温︓18-20℃
商品番号︓737-031
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303000192
葡萄品種︓プリミティーヴォ 100％
参考価格︓2,000円 (税抜価格)

24-28℃に温度管理したタンクでアルコール発酵、FML後、バリックで最低3カ
月程度熟成します。
凝縮したルビーレッドをしており、完熟果実にスパイスの香りがほのかに漂い
ます。なめらかなタンニンが大袈裟ではなく心地よい。お料理に合わせやすい
気軽さをもつワインです。多彩な地中海料理に良く合います。ご家庭料理にも
良く合いますので、合わせてみて下さい。
ボディ
ライト

フルボディ

味わい

渋み
甘口

中口

辛口

弱い

強い

サリチェ・サレンティーノ DOC (DOP) 【ヴァルヴァリオーネ 1921】
Alc.%vol︓14.0%
飲用適温︓18-20℃
商品番号︓737-002
容量/入数︓750ml/6本
JAN/EAN︓8031303003025
葡萄品種︓ネグロアマーロ 100％
参考価格︓2,800円 (税抜価格)

除梗破砕後、26-28℃のタンクでマセラシオン。MLF後フランス産とアメリカ産
のバリックで最低10か月熟成。しっかりとした果実の香りと、コーヒーやバニ
ラ、カカオなど甘苦スパイスの香り。バランスがとれておりエレガントで調和
を感じ、スパイスとフルーツを感じる長い余韻。赤身肉とは最高の相性です。
ご当地では、甲殻類などしっかりとした味わいの魚介類を使った地中海料理と
も一緒に合わせます。
ボディ
ライト

フルボディ

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

ロザート・ディ・プリミティーヴォ プーリア IGT (IGP) 【イデア-ローザ・ディ・プリミティーヴォ】
Alc.%vol︓13.0%
飲用適温︓12℃前後
商品番号︓737-204
容量/入数︓750ml/6本
JAN/EAN︓8031303004091
葡萄品種︓プリミティーヴォ 100%
参考価格︓2,200円 (税抜価格)

短時間の低温浸漬後、ソフトプレスでモストを取り出し、15-16℃に温度管理
しアルコール発酵。ステンレスタンクで一定期間澱とともにシュールリーで熟
成します。小さな赤い果実と品の良いバルサム校を持ちます。口に含むとフレ
ッシュで、塩味を思わせるミネラルを感じる心地よい後味。各種前菜、プリモ
ピアット、魚介のサラダなどと相性抜群です。
味わい

甘口

中口

辛口

酸味
おだやか

しっかり

プーリア IGT (IGP) シャルドネ - ソーヴィニョン 【マルフィ】
Alc.%vol︓12.0%
飲用適温︓8℃前後
商品番号︓737-108
容量/入数︓750ml/6本
JAN/EAN︓8031303002974
葡萄品種︓シャルドネ、ソーヴィニョン 100%
参考価格︓2,200円 (税抜価格)

収穫後すぐにソフトプレス。モストを14℃に温度管理したステンレスタンクで
醸造し、ステンレスタンクで熟成します。かんきつ系のフレッシュ感が快活さ
を、野生のウイキョウの花のようなフローラルさが落ち着きを感じさせます。
美しい余韻は比較的長く非常にバランスが良い味わいです。冷やして食前酒に、
各種前菜、パスタやピッツァ、スープ類などのプリモピアット、蒸したりソテ
ーした白身魚、野菜類と相性抜群です。
味わい

甘口

中口

辛口

酸味
おだやか

しっかり

シャルドネ・ディ・プーリア IGT (IGP) 【プリマドンナ】
Alc.%vol︓13.5%
飲用適温︓12℃前後
商品番号︓737-101
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303000239
葡萄品種︓シャルドネ 100%
参考価格︓2,100円 (税抜価格)

除梗・破砕後、16-18℃に保った環境で、バリックでの発酵、適時バトナージ
ュを2月後半ごろまで、澱を拡散することで、ワインに旨みをのせ色を抽出しま
す。その後ステンレスタンク熟成しています。黄金色の輝きもつ麦藁色をして
おり、熟した南国の果実やフレッシュハーブ、わずかにバルサミコの甘いニュ
アンスをもつ。心地よい酸味とともに広がる、パイナップルのような南国を思
わせる風味がパワフルで持続性があります。甲殻類や海老、魚介のメインディ
ッシュや白身肉と共に、真価を発揮するでしょう。
味わい

甘口

中口

辛口

酸味
おだやか

しっかり

Varvaglione

ヴァルヴァリオーネ

スプマンテ ブリュット ファランギーナ 【プリモ】
Alc.%vol︓12.0%
飲用適温︓5-6℃
商品番号︓737-301
容量/入数︓750ml/6本
JAN/EAN︓4582299500271
葡萄品種︓ファランギーナ 100%
参考価格︓2,400円 (税抜価格)

オートクレーブで4ヶ月間二次発酵後、ボトリング。2ヵ月間セラーで落ち着
けます。緑のニュアンスをもつ淡い麦藁色の中に、小さな泡が美しく、立ち
上がる柑橘系の香りとフレッシュな白い花の香りが大変心地でしょう。シャ
ルマー法らしい、品種由来のすがすがしいアロマをふんだんに、雑味のない
フレッシュでフルーティな味わいです。乾杯に最適で、食前酒からコースメ
ニュー全てに合わせていただける、香り高い、辛口のワインです。
味わい

甘口

中口

辛口

酸味
おだやか

しっかり

マルヴァジア・ネーラ・デル・サレント IGT (IGP)【ドーディチ・エ・メッツォ(12.5)】
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓18-20℃
商品番号︓737-003
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303003001
葡萄品種︓マルヴァジア・ネーラ 100%
参考価格︓1,800円 (税抜価格)

除梗破砕後24-28℃のタンクでマセラシオン。MLF後、フランス産のトノーで最
低3か月熟成します。木いちごやラズベリー、ザクロなどのアロマティックな果
実の香りと、フランス産の大きな木の樽の熟成によるココアやクローブの香り。
口に含むと心地よい果実感で、程よい酸味ときめ細やかなタンニンを感じます。
パスタやピッツァなど気軽に何位でも合わせて。また各種洋食、フライもの、
中硬質チーズにもよく合います。
ボディ
ライト

味わい

フルボディ

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

プリミティーヴォ・デル・サレント IGT (IGP) 【ドーディチ・エ・メッツォ(12.5)】
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓18-20℃
商品番号︓737-046
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303000673
葡萄品種︓プリミティーヴォ 100%
参考価格︓1,800円 (税抜価格)

24-28℃に温度管理したタンクでアルコール発酵、MLF後、アメリカ産バリック
で12カ月は熟成します。
美しいルビーレッドをしており、完熟プルーン、チェリーの砂糖漬やカカオの
香り。最後にヴァニラの甘い香りを想起させます。濃厚でしっかりとしていま
すが、適度で飲み口が良いのが特徴です。世界的に流行している低めのアルコ
ール度数にするため、早めに収穫して醸造しています。
ボディ
ライト

味わい

フルボディ

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

ネグロアマーロ・デル・サレント IGT (IGP) 【ドーディチ・エ・メッツォ(12.5)】
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓18-20℃
商品番号︓737-051
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303000666
葡萄品種︓ネグロアマーロ 100%
参考価格︓1,800円 (税抜価格)

24-28℃に温度管理したタンクでアルコール発酵、MLF後、バリックで少なくと
も6カ月は熟成します。
深紅色がかったルビーレッドをしており、心地よい森のフルーツ香りが印象的
です。ヴァニラの甘い香りが後口に広がり、香りと同じ印象の味わいに繋がり
ます。タンニンはなめらかでまろやか。程よいアルコールで口当たりがよく飲
みやすいです。各種お肉料理に良く合うでしょう。
ボディ
ライト

味わい

フルボディ

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

プーリア IGT (IGP) プリミティーヴォ ビオ 【ドーディチ･エ･メッツォ (12.5)】
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓18℃前後
商品番号︓737-048
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303002257
葡萄品種︓プリミティーヴォ 100％
参考価格︓2,100円 (税抜価格)

葡萄はソフトプレス後、24-26℃前後にコントロールしたステンレスタンクで
発酵、MLFの後、短期間フランス産の樽で熟成します。
菫色のニュアンスを持つ赤。赤い小さなフルーツと樽からと思われるナツメグ、
カンゾウ、チョコレートやヴァニラなどの程よいスパイスの香りが見事に合わ
さりエレガント。フィニッシュは赤い小さなフルーツとココナッツ。各種パス
タ料理、白身肉等と美味しくいただけます。チーズとも相性よいでしょう。

ボディ
ライト

味わい

フルボディ

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

マルヴァジーア ・デル・サレント IGT (IGP) 【ドーディチ･エ･メッツォ (12.5)】
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓8℃前後
商品番号︓737-102
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303000833
葡萄品種︓マルヴァジア・ビアンカ 100%
参考価格︓1,700円 (税抜価格)

葡萄はソフトプレス後、14℃前後にコントロールしたステンレスタンクで発酵、
ステンレスタンクで熟成しています。ゴールドのニュアンスを持つ麦藁色をし
ており、レモン、グレープフルーツなどの香りと果実味、トロピカルフルーツ
を思わせる香り、ハーブの柔らかなニュアンスを持つ。全体的な印象は軽すぎ
ず、しかし心地よい酸味と果実味がバランス良く、飲みやすい辛口の白ワイン
です。魚介類のお料理全般、ピッツァに良く合います。
味わい

甘口

中口

辛口

酸味
おだやか

しっかり

ピノ・グリージョ ・デル・サレント IGT (IGP) 【ドーディチ･エ･メッツォ (12.5)】
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓8℃前後
商品番号︓737-110
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303004213
葡萄品種︓ピノ・グリージョ 100%
参考価格︓1,700円 (税抜価格)

葡萄はソフトプレス後、14℃前後にコントロールしたステンレスタンクで約3か
月間発酵した後、ステンレスタンクで熟成しています。
洋ナシ、熟したリンゴ、シトラス系の豊かな香りは、南イタリアらしい華やか
な印象で、みずみずしくフルーティなまろやかさを持っています。
食前酒として、シーフートのサラダやパスタ、グリルした魚などによく合いま
す。
味わい

甘口

中口

辛口

酸味
おだやか

しっかり

プーリア IGT (IGP) ビアンコ ビオ 【ドーディチ･エ･メッツォ (12.5)】
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓8℃前後
商品番号︓737-104
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303002325
葡萄品種︓マルヴァジア 40％、
フィアーノ 30%、シャルドネ 30％
参考価格︓2,100円 (税抜価格)

葡萄はソフトプレス後、14℃前後にコントロールしたステンレスタンクで発酵、
ステンレスタンクで熟成しています。黄緑色のニュアンスを持つ淡い目の麦わ
ら色をしており、ミモザのようなフローラルさと、かんきつ系などの様々なフ
ルーツで構成されるエレガントでアロマティックな香りがします。口に含むと
しっかりとした酸がフレッシュ感と余韻とを産み、バランスが良いでしょう。
生の魚介類、甲殻類や季節のサラダに。和食にも良く合います。
味わい

甘口

中口

辛口

酸味
おだやか

しっかり

大阪本社︓大阪市中央区南久宝寺町 2-2-7 イタリアビル 06-6264-5151
東京支店︓ 東京都渋谷区渋谷 2-12-19 東建 INTL ビル 1F 03-3486-5655
OSAKA-TOKYO-FUKUOKA-SAPPORO-NAGOYA

12 e mezzo

WINE MEETS FASHION

Primitivo del Salento IGP

12 e mezzo

Houndstooth for its sharp flavour
プリミティーヴォ・デル・サレント IGP 【ドーディチ･エ･メッツォ 】ファッション・エディション
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓18-20℃
商品番号︓737-047
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303001427
葡萄品種︓プリミティーヴォ 100%

24-28℃に温度管理したタンクでアルコール発酵、MLF後、アメリカ
産バリックで12カ月は熟成します。美しいルビーレッドをしており、
完熟プルーン、チェリーの砂糖漬やカカオの香り。最後にヴァニラの
甘い香りを想起させます。濃厚でしっかりとしていますが、適度で飲
み口が良いのが特徴です。世界的に流行している低めのアルコール度
数にするため、早めに収穫して醸造しています。

ボディ
ライト

フルボディ

Negroamaro del Salento IGP

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

12 e mezzo

Tweed for its delicate flavour
ネグロアマーロ・デル・サレント IGP 【ドーディチ･エ･メッツォ 】ファッション・エディション
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓18-20℃
商品番号︓737-052
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303001434
葡萄品種︓ネグロアマーロ 100%

24-28℃に温度管理したタンクでアルコール発酵、MLF後、フランス
産トノーで3-6カ月は熟成します。
深紅色がかったルビーレッドをしており、心地よい森のフルーツ香り
が印象的です。ヴァニラの甘い香りが後口に広がり、香りと同じ印象
の味わいに繋がります。タンニンはなめらかでまろやか。程よいアル
コールで口当たりがよく飲みやすいです。各種お肉料理に良く合うで
しょう。

ボディ
ライト

フルボディ

Negroamaro del Salento IGP

味わい

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

12 e mezzo

Pinstripe for its fine flavour
ロザート・デル・サレント IGP 【ドーディチ･エ･メッツォ 】ファッション・エディション
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓8-12℃
商品番号︓737-203
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303002318
葡萄品種︓ネグロアマーロ 100%

短期間低温でスキンコンタクトします。モストを15℃に温度管理し発
酵します。濾過したり低温管理しながら12.5度以上にならないように
コントロールします。熟成はステンレスタンクにて、定期的に二酸化
炭素を注入することにより、澱を撹拌しながら旨味の抽出を促します。
美しく輝くロゼカラーのワインは生き生きとした酸が魅力の、飲みや
すく、合わせやすい辛口ロゼワインです。
味わい

Malvasia del Salento IGP

甘口

中口

辛口

渋み

弱い

強い

12 e mezzo

Polka dots for its aromatic flavour
マルヴァジーア ・デル・サレント IGP 【ドーディチ･エ･メッツォ ファッション・エディション
Alc.%vol︓12.5%
飲用適温︓8℃前後
商品番号︓737-103
容量/入数︓750ml/12本
JAN/EAN︓8031303001441
葡萄品種︓マルヴァジア･ビアンカ 100%

葡萄はソフトプレス後、14℃前後にコントロールしたステンレスタン
クで発酵、ステンレスタンクで熟成しています。ゴールドのニュアン
スを持つ麦藁色をしており、レモン、グレープフルーツなどの香りと
果実味、トロピカルフルーツ、ハーブの柔らかなニュアンスを持つ。
軽すぎず、酸味と果実味がバランス良く、飲みやすい辛口の白ワイン
です。魚介類のお料理全般、ピッツァに良く合います。
味わい

甘口

中口

辛口

酸味
おだやか

しっかり

