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フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州

フェウディロマンス

『エメラルドの美しさ』と称される

イソンツォ川がもたらす素晴らしきワイン

WINE フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州 フェウディロマンス社

フリウリ・ヴェネツィア・ジューリアを流れる「イソンツォ川」。

スロベニア西部からイタリア北東部にかけて流れ、アドリア海に注ぐこの

川は同州のシンボル的存在で、歴史・文化の融合としてこの地の見どころ

の1つです。

1950年代、当時ほとんど価値がないと見過ごされていたこの

イソンツォ川沿いに目を付けたのが、セベリーノ・ロレンツォ氏でした。

「エメラルドの美しさ」と謳われる水流豊かなイソンツォ川、緑豊かな大

自然に可能性を見出し、フェウディロマンス社を設立。当初はわずか

5ヘクタールの土地でしたが、フェウディロマンス社は大きく飛躍し、今

では50万本以上のワインを約24カ国に輸出するまでに成長を遂げました。

南ブルゴーニュ、コニャックまたはオレゴンと同じ緯度に位置するフリ

ウリ イソンツォDOCエリア内のブドウ畑の土壌は砂利主体。

アドリア海までも5kmという立地で海からの影響も大きく、さらに、ア

ルプス山脈から流れ着いた石がごろごろ転がっています。太陽の熱を蓄

積した石と乾燥した土壌は通気性がよく高い排水性があり、ブドウの木

の根が奥深くに伸びるため、ミネラルを豊富に吸い上げることができ

「ブドウへの過剰な栄養を制限」「ブドウの完熟を促進し豊かな風味を

高める」ことが特徴です。

良好な日照と微妙な温度変化、地中深くの海に由来するやわらかなミネ

ラルによって育ったブドウから造られたワインは、風味と香りに富んだ

エレガントな味わいです。

見事に引き出した大自然の可能性

大自然の恩恵を受けた土壌の特徴とは

フェウディロマンス社では、ワインの発酵にガニメデ社のステンレスタ

ンクを使用しています。

ブドウ果汁が発酵する際の炭酸ガスを循環させ、上部の果房を壊し、密

閉した中でピジャージュと同じ効果がある画期的なステンレスタンクで

す。

密閉した空間で全てのプロセスが行われるので、衛生面にも優れていま

す。また、醸造中のSO2（二酸化硫黄）の使用を最小限に抑えられ、均

一に撹拌（かくはん）されるため、抽出の効果が通常より30%増えます。

自然発生した炭酸ガスのみを使用することで電気代を削減し、クリーン

エネルギーなど自然環境保護にも力を入れ、さらなる豊かなブドウ栽培

とワイン造りを目指し研究し続けています。

自然環境との共存を目指して



輝きのある、緑がかった麦わら色。トロピカルフ
ルーツやトマトの葉を思わせる香り。山と海のテロ
ワール由来のミネラル感と柔らかな酸のバランスが
絶妙のエレガントなソーヴィニョン ブラン。

格付：DOC Friuli Isonzo
ブドウ品種：ソーヴィニョン

収穫後ワイナリーに到着次第すぐに圧搾。コールド
マセレーション（5-6℃）し果皮成分を抽出。ソフ
トプレス後15℃で冷却。一晩静置、澱引きしたモス
トと酵母を加え18℃で14日間発酵。

合う料理：ブルーチーズなど中熟チーズ。
食前酒としても

やや青みがかった濃いルビーレッド。草や杉などの
ブーケ。ベリー系の果実味と、緻密でまろやかな
タンニンの中から、コーヒーのニュアンスも広がり
ます。

格付：DOC Friuli Isonzo
ブドウ品種：カベルネソーヴィニヨン50%

カベルネフラン50%

収穫除梗後ステンレスタンクに移し替え、1日に3
回手動でポンピングオーバー。温度制御はしないが、
色素やタンニン抽出に理想的な温度である約28℃
前後で管理。10日後プレスされ、澱引。

合う料理：赤身の肉 ミートソース

[赤ワイン] ボルゴヴァッサーリ カベルネ

[白ワイン] ボルゴヴァッサーリ ソーヴィニョン

Borgo dei Vassalli Sauvignon Blanc 

Borgo dei Vassalli Cabernet 

Borgo dei Vassalli Pinot Grigio

[白ワイン] ボルゴヴァッサーリ ピノ・グリージョ

熟した柑橘系果実の爽やかな香りの中に、アカシ
アの花のアロマ感。フルーティさの中にシャープ
な酸が際立ち、ドライながら柔らかでほのかな苦
みが心地よい味わいです。

格付：DOC Friuli Isonzo
ブドウ品種：ピノ・グリージョ

収穫後ワイナリーに到着次第すぐに圧搾。
皮からの色移りを防ぐため繊細にソフトプレス。
その後15℃まで冷却。一晩静置、上澄みを取り出
し18℃で10日間発酵。

合う料理：ハム、フレッシュチーズ、
アンティパストに

青紫がかったルビーレッド色。野生のブラックベ
リーと下草のブーケ。力強く華やかな香りを持って
います。やわらかなタンニンが印象的。

格付：DOC Friuli Isonzo
ブドウ品種：レフォスコ

収穫除梗後ステンレスタンクに移し替え、1日に
2回手動でポンピングオーバー。色素やタンニン
抽出に理想的な温度である約28度前後で管理。
12日後プレスされ、澱引。

合う料理：ポルペッティや肉の煮込み料理

[赤ワイン] ボルゴヴァッサーリ レフォスコ

Borgo dei Vassalli Refosco

ボルゴ・ヴァッサーリ ライン

200060 8018560620219 750ml×6本 200061 8018560620264 750ml×6本

200070 8018560620325 750ml×6本 200071 8018560620226 750ml×6本

風味と香りに富んだバランスが特徴

上代価格：¥2,250 上代価格：¥2,250

上代価格：¥2,250 上代価格：¥2,250

WINE フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州 フェウディロマンス社

輝きのある黄金の麦わら色。りんごを思わせる香り
が広がり、すっきりとした上品な味わい。酸が穏や
かでエレガントな仕上がりです。

格付：DOC Friuli Isonzo
ブドウ品種：シャルドネ

収穫後ワイナリーに到着次第すぐに圧搾。コールド
マセレーション（5-6℃）し果皮成分を抽出。ソフ
トプレス後15℃で冷却。一晩静置、澱引きしたモス
トと酵母を加え18℃で12日間発酵。

合う料理：魚介のパスタ、アンティパスト

[白ワイン] ボルゴヴァッサーリ シャルドネ

Borgo dei Vassalli Chardonnay

200064 8018560620141 750ml×6本

上代価格：¥2,250
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芳醇で複雑なブーケ。フルボディでビロードのよ
うな舌ざわり、ややドライながら、しっとりとし
た重厚感ある白。エレガントでフローラルな余韻
を感じます。

格付：I.G.T. Venezia Giulia
ブドウ品種：トラミネール・アロマティコ

適度な熟度で収穫されたブドウは5℃に冷却。破
砕後1日間マセレーション。48時間後ステンレス
タンクに移し替え15℃でゆっくりと発酵。発酵後
粗めに澱引きし、細かな澱は残した状態で3ヵ月
間熟成。

合う料理：貝のクリームスープ、アスパラガス、
シーフードリゾット。食前酒としても。

[白ワイン] フェウディロマンス トラミネール・アロマティコ

I Feudi di Romans Traminer AromaticoI Feudi di Romans Ribolla Gialla

[白ワイン] フェウディロマンス リボッラ・ジャッラ

緑がかった黄金色。レモンやオレンジの花の芳醇
な香り、フレッシュでやわらか、そしてのびやか
で豊かな酸味が特徴。心地よさを感じる白ワイン。

格付：I.G.T. Venezia Giulia
ブドウ品種：リボッラジャッラ

収穫後ワイナリーに到着次第すぐに圧搾。コール
ドマセレーション（5-6℃）し果皮成分を抽出。
ソフトプレス後15℃で冷却。一晩静置。澱引きし
たモストと酵母を加え18℃で9日間発酵。ステンレ
スタンクで澱と共に3ヵ月間、その後澱引き。

合う料理：冷製の前菜、甘酸っぱいソースの
魚のフライ、卵料理、野菜のクリーム
スープ。 食前酒としても。

フェウディロマンス ライン

200062 8018560520298 750ml×6本 200063 8018560520403 750ml×6本

フリウリ イソンツォDOCエリアの中でも厳選された最良のエリアで採れたブドウから造られています。
ブドウ本来の味わいに加え、ワインの複雑さを伝えるため、あえて木樽の使用を制限しています。

上代価格：¥3,100 上代価格：¥3,100

きめ細やかでクリーミーな泡立ち。バラやラズベリーの花を思わせる香りの広がり方は、柔らかな赤ワインを
連想させます。穏やかな酸とフルーティな余韻が心地よい味わいです。食前酒としてだけではなく食中酒とし
てもお楽しみ頂けます。

格付：I.G.T. Venezia Giulia
ブドウ品種：ピノ・ネロ
残糖：6g

早朝に収穫後マセレーション。苦いタンニンが含まれないようにソフトプレスにて圧搾。16°Cの温度で14日間
の一次発酵。ろ過後、 糖度と厳選された酵母を加えます。タンク内で頻繁にバトナ―ジュを行いながら16-
18°Cの温度帯で約90日間ゆっくりと自然発酵を行います。一定の気圧に達すると冷却後ろ過し、瓶詰めを行い
ます。

合う料理：アンティパスト、サーモンやお寿司、白身の魚介類

[ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ] フェウディロマンス ロゼ ブリュット

I Feudi di Romans Rosè Brut

I Feudi di Romans Prosecco Brut

[ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ] フェウディロマンス プロセッコ ブリュット

アロマティックでありながらフレッシュフルーツ
を思わせる華やかな香り。シャンパーニュ並みの
5気圧で収斂性があり、ミネラル感が豊富でドラ
イな仕上がりです。食前酒としてだけではなく食
中酒としてもお楽しみ頂けます。

格付：Prosecco D.O.C.  Brut
ブドウ品種：グレーラ
残糖：6g

早朝に収穫後すぐにソフトプレスにて圧搾。16°C
の温度で14日間の一次発酵。ろ過の後、 糖度と
厳選された酵母を加えます。16-18°Cの温度帯で
約20日間ゆっくりと自然発酵を行います。一定の
気圧に達すると冷却、ろ過後瓶詰めを行います。

合う料理：アンティパスト、白身の肉料理、魚介
類全般

200090 8018560320355 750ml×6本

200091 8018560320270 750ml×6本

上代価格：¥2,750

上代価格：¥3,300

スパークリング

フリウリ北東から吹く風「BORA」。日中の温度に変化をつけ、ブドウの芳香濃度と酸のバランスを整えると言われています。
イソンツォ川とアドリア海の影響によりミネラルに富みエレガントなスパークリングワインを生産しています。

フェウディロマンス ロゼブリュットの1.5Lです。
パーティや贈答品に最適です。

[ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ] フェウディロマンス ロゼ ブリュット 1.5L

I Feudi di Romans Rosè Brut

200092 8018560330392 1500ml×6本

上代価格：¥7,000
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フェウディロマンス ライン

おだやかなルビーレッド。木樽熟成がもたらす
上品で複雑な味わいと滑らかな口当たり。果実味
とコク、そしてピノ・ネロらしいやわらかい酸、
ミネラル感がエレガントでありながらボディも感
じます。

格付：D.O.C. Friuli Isonzo
ブドウ品種:ピノ・ネロ
熟成：フレンチオーク樽で8ヶ月

ガニメデ方式を採用。1日に3回ポンピングオー
バーを行う。色素やタンニン抽出に理想的な温度
の約28度前後で管理。13日後圧搾し、ステンレス
タンクにて澱引き。

合う料理：赤身肉のシチュー、鴨ロースト、 鰻、
マメのスープ、中熟チーズ

[赤ワイン] フェウディロマンス ピノ・ネロ

I Feudi di Romans Pinot Nero

200072 8018560520465 750ml×6本

上代価格：¥3,100
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PIWI(ピーヴィ)とは、ブドウ病害であるうどん粉病、ベド病等の原因菌に対し

て耐性を持ったブドウ品種です。結果、様々な薬剤の使用を最小限に抑える事が

でき、まさに地球と身体に優しい次世代のブドウ品種として注目されています。

Fysi は 、このPIWI品種を使用し有機栽培で造られたオーガニックワインです。

I Feudi di Romans Fysi

[白ワイン] フェウディロマンス フィズィ

わずかに緑がかった淡い金色。ハイビスカス、
ジャスミン、ライチ、ライム、パッションフルー
ツを思わせる芳香。フレッシュながら余韻は長く、
エレガントな味わい。

格付：IGT Venezia Giulia
ブドウ品種：ソレリ(フリウラーノ系)・クレトス
(ソーヴィニヨン系)・リトス(ソーヴィニヨン系) 

コールドマセレーション（5-6℃）し果皮成分を
抽出。ソフトプレス後15℃で冷却。一晩静置。
澱引きしたモストと酵母を加え18℃で9日間発酵。
ステンレスタンクで澱と共に3ヵ月間、その後澱
引き。

合う料理：魚介全般、白身の肉料理、 食前酒とし
ても

200065 8018560520847 750ml×6本

上代価格：¥3,100

WINE フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州 フェウディロマンス社



WINE アブルッツォ州 バローネディヴァルフォルテ

バローネ ディ ヴァルフォルテ Barone di Valforte

アブルッツォの新鋭ブティックワイナリー

アブルッツォ州の貴族、ソリッキオ ディ ヴァルフォルテ家が14

世紀から所有し、伝統と技術革新に情熱を注ぎ続けることを、

何世代にも渡り守り続けている新鋭ブティックワイナリー

「バローネ ディ ヴァルフォルテ」。

畑はアドリア海から約4kmの位置に30ha、アペニン山脈の麓に

20ha保有しています。海側は果実味が強くフローラルのニュア

ンスでエレガントな造りになりやすい砂質土壌、山側は凝縮し

た果実味と複雑な味わいを楽しめる粘土質土壌になっており、

アイテムによってはそれぞれの畑で作られた同一品種をブレン

ドしています。

2000年のワイナリープロジェクト開始時に畑を改植、ペルゴ

ラ仕立てからフィラーレ（列）にし、全てをグイヨー仕立て

にしました。

収量を抑え、風通しを良くすることで「有機農法」のように

化学薬品や除草剤の使用を大幅に削減しています。

土壌には海と山の恩恵がたっぷりと含まれており、ミネラル

感溢れる高品質なモンテプルチアーノダブルッツォ、トレッ

ビアーノ種などの土着品種のみを栽培しています。

さらに、トレヴェント社などの醸造も手掛けている世界的に有名な醸造家レナード・パルンボ氏が、綿密に

フレンチバリックとトノーをワインによって使い分け、魅力的かつ個性的なワインを造り出しています。

栽培から製法までごだわりを追求し続ける情熱

テロワールを最大に表現できるのは土着品種

個性的なワインの理由
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WINE アブルッツォ州 バローネディヴァルフォルテ

淡い麦わら色で白桃やパッションフルーツの様な
香り。心地よくキレある酸、ほのかな苦みと後味
もしっかりとしています。シュールリー製法を採
用しており、オリと酵母から抽出される風味や旨
み、複雑味がアロマの中に加わった凝縮感があり
ます。

格付：Trebbiano d’Abruzzo D.O.P.
ブドウ品種：トレッビアーノ・ダブルッツォ
産地：ピオンバ、シルビィ
土壌：中程度の粘性の砂質土壌
標高：100m 収穫：9月中

合う料理：シーフードサラダ、軽いスープ、野菜

のグリル

[白ワイン] ヴィッラ キアラ トレッビアーノ ダブルッツォ

300060 8033413003056 750ml×6本

上代価格：¥2,100

香りはヴェジタルで、ミネラル感があり、ボディが
しっかりとしています。後味に果実感と苦みの余韻
がある白ワインです。シュールリー製法を採用して
おり、オリと酵母から抽出される風味や旨み、複雑
味がアロマの中に加わった凝縮感があります。

格付：Abruzzo PecorinoD.O.P.
ブドウ品種：ペコリーノ
産地：ピオンバ、コレセール
土壌：中程度の粘性の砂質土壌
標高：150ｍ 収穫：9月末

合う料理：カルパッチョ、魚料理、

[白ワイン] アブルッツォ ペコリーノ

Abruzzo Pecorino

300061 8033413003063 750ml×6本

上代価格：¥2,100Villa ChiaraTrebbiano d’Abruzzo

清澄度が高く、カシスの香りとスモーキーなニュア
ンス。アルコール感と酸味のバランスが良く、渋み
もしっかりとしていて、ボリュームとボディを感じ
る赤ワインです。

格付：Montepulciano d’Abruzzo D.O.P.
ブドウ品種：モンテプルチャーノ・ダブルッツォ
産地：ピオンバ、コレセール
土壌：中程度の粘性の砂質土壌
標高：150ｍ 収穫：9月-10月
醸造：マセ―レーション15日
熟成：ハンガリー産オーク樽で2か月

合う料理：前菜、燻製料理、赤身の肉、チーズ

[赤ワイン] モンテプルチアーノ ダブルッツォ

Montepulciano d’Abruzzo

300070 8033413004008 750ml×6本

上代価格：¥2,100
Colle Sale Montepulciano d’Abruzzo

[赤ワイン] コッレ サーレ モンテプルチアーノ ダブルッツォ

ドライカシス、ハーブ、スパイスの香り。酸は穏
やかで、木樽熟成がもたらす上品で複雑な味わい。
溶け込んだタンニンが心地よく、余韻の苦みが後
味を引き締める、エレガントな仕上がりです。

格付： Colline Teramane D.O.C.G.
ブドウ品種：モンテプルチャーノ・ダブルッツォ
産地：ピオンバ、シルビィ
土壌：中程度の粘性の砂質土壌
標高：200m 収穫：10月初旬 手摘み収穫
醸造：マセ―レーション25日
熟成：ハンガリーオーク樽で18ヵ月

合う料理：赤身の肉、ジビエ、チーズ

300071 8033413003070 750ml×6本

上代価格：¥3,000

ブドウの出来が良い年にしか生産されない稀有なワイ
ン。葡萄が持つチェリーやベリー、プラム等の香りや、
レーズンやカンゾウのニュアンスが特徴的なワインで
す。熟成から来るしっかりとした骨格、まろやかなタ
ンニンとシャープな酸味が特徴のフルボディ。

格付け： Montepulciano d’Abruzzo D.O.P. Riserva
ブドウ品種：モンテプルチャーノ・ダブルッツォ

（手摘み収穫）
産地：シルビィ、コレセール
土壌：中程度の粘性の砂質土壌
標高：350m 収穫：10月 手済み収穫
醸造：マセ―レーション20日
熟成：トノーで20ヶ月

合う料理：濃厚なソース、赤身の肉、ジビエ、チーズ

Montepulciano d’Abruzzo Riserva

300072 8033413001052 750ml×6本

上代価格：¥3,400

[赤ワイン] モンテプルチアーノ ダブルッツォ リゼルバ

色はルビーレッド色と紫のハイライト。いちご、
さくらんぼを感じさせる香り、華やかな果実味が
ありながら、アフターはやわらかな酸味。温度が
上がってくるとお肉料理にもよく合います。

格付け：Cerasuolo d’Abruzzo D.O.P.
ブドウ品種：モンテプルチャーノ・ダブルッツォ
産地：ピオンバ、コレセール
土壌：中程度の粘性の砂質土壌
標高：150m 収穫：9月-10月
醸造：コールドマセレーション。直接圧搾法。

合う料理：軽いスープ、前菜、魚、白身の肉。

Valforte Rosè Cerasuolo  

300080 8033413003087 750ml×6本

上代価格：¥2,100

[ロゼワイン] ヴァルフォルテ ロゼ チェラスオーロ

8
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カニカッティ CVA Canicatti

デイリーから上級ラインまで優れたコストパフォーマンスを誇るシチリア・アグリジェントの生産者協同組合

WINE シチリア州 カニカッティ

豊かな大地シチリア アグリジェントのテロワールと
地元を愛するヴィニュロンの情熱から生まれる
優れたコストパフォーマンスワイン

ワイン造りの長い伝統を誇るアグリジェント。そのテロワールに根付いた栽培農家たちの想いが結集

シチリア州
アグリジェント

豊かな大地、ブドウ栽培に適したテロワールを備えたシチリア・アグリジェントでは、古代ギリシャ時代からブドウ栽培

がおこなわれてきました。1969年に栽培農家たちがワイン造りへの情熱を結集、生産者協同組合を設立しました。

アグリジェントを中心に、カルタニセッタ、パレルモに約300件の栽培農家

があり、約900haの畑を所有しています。畑は穏やかな丘陵地に点在。日照

量が多く、雨量が少ないので、この土地で栽培されたブドウはミネラルを多

く含んでいます。

カニカッティでは、テロワールの特性ごとに農家を60パターンにまとめ、

シチリア土着品種をはじめ人気の国際品種など、それぞれの特徴を最大限に

まで引き出せる栽培と醸造方法を規定し、豊かな味わいのワインを造ってい

ます。

生産者協同組合ならではの優れたコストパフォーマンスと品質への追及

開花の時期からぶどう畑を回り剪定の状態や、実がなると糖度や酸度を細か

く確認し、安定した品質が保てるよう農家へ適切な指導を行っています。

カニカッティのワインの特徴は「きれいな酸とミネラル」。これらをうまく

引き出すために、標高400m~600mの高地を中心に栽培しています。白ぶど

うは収穫を低い気温の夜間に行い、そのまま醸造場へ運び、赤・黒ぶどうは

色素の抽出時に徹底した温度管理を行っています。

適した醸造を行い安定した高品質のワイン生産、優れたコストパフォーマン

スで提供できるのは、生産者協同組合ならではの強みです。

カニカッティは、さらなる高みを目指すため、技術改良にも取り組んでい

ます。設備投資はもちろん、栽培醸造のコンサルタントへ、2003年より

アルバ醸造学校を卒業し、セッテソーリでキャリアをスタート、その後15

年に渡りタスカダルメリータを牽引してきた、シチリアワインのスペシャ

リスト、トニーノ・ヴッゾ氏を迎え、飛躍的に品質が向上しています。

ワインガイド各誌で高く評価され、Vinitalyのコンクールでは

シチリア州最優秀ワイナリーに選ばれています。

Vinitaly最優秀ワイナリー賞受賞



WINE シチリア州 カニカッティ

スパークリング

シチリア土着品種グリッロの華やかな芳香に、シャ
ルドネが加わり、果実味がありながら厚みもあるボ
ディ。ドライでミネラル感に富んだ飲み心地のよい
味わい。

シャンパーニュ並みの5気圧があり、クリーミィで
持続性の高い泡立ちが特徴です。

ブドウ品種：グリッロ50％、シャルドネ50％
産地：カニカッティ地区
土壌：アルカリ性の砂質ローム土壌
標高：400m～600m
樹齢：15年
収穫：8月

合う料理：前菜全般、魚のフリット、カルパッチョ

[スパークリング] スプマンテ チンクワンタ

100091 8032749180431 750ml×6本

上代価格：¥3,500

グリッロとシャルドネから造る、フレッシュでエレ
ガントなフリッツァンテ（微発泡ワイン）。
爽やかな香り、ミネラル感を感じるバランスのよい
ワインです。

ブドウ品種：グリッロ50％、シャルドネ50％
産地：シチリア州南西部アグリジェント地区
土壌：石灰岩を含むやや粘土性砂質シルト土壌
標高：250ｍ～400m
樹齢：約5年 収量：10トン/ha
収穫：8月末

合う料理：魚介類のパスタやフライ、食前酒として

も

[微発砲 フリッツァンテ] サタリ

Satari Vino Frizzante

100090 8032749184408 750ml×6本

上代価格：¥2,600Spumante 50°

オレンジや柑橘系を想わせる香りが印象的。まろや
かな果実味を感じ、細やかな酸味が心地よい味わい。
インツォリアらしい芳醇な風味と際立ったミネラル
感が特徴です。

格付：Terre Siciliane IGP
ブドウ品種：インツォリア100%
産地：シチリア州アグリジェント・パレルモ
土壌：石灰岩を含むやや粘土性砂質シルト土壌
標高：400ｍ～600m 樹齢：約12～15年
収量：10トン/ha 収穫：9月
熟成：コンクリートタンクで3ヵ月、瓶内熟成1ヶ月

合う料理：魚類のフライ、スカンピ、タコのマリネ

[白ワイン] フェルラ インツォリア

La Ferla Inzolia

100060 8032749180318 750ml×6本

上代価格：¥1,850 La Ferla Nero d'Avola

[赤ワイン] フェルラ ネーロダーヴォラ

プラムやチェリーの華やかな香り、ブラックペッ
パーやハーブのブーケが豊かに広がります。
しっかりとした果実味、柔らかなタンニンを感じ
るバランスのとれた味わいです。

格付：Sicilia DOC
ブドウ品種：ネーロ・ダーヴォラ100%
産地：シチリア州アグリジェント、パレルモ、

カルタニセッタ
土壌：石灰岩を含むやや粘土性砂質シルト土壌
標高：200ｍ～600m 樹齢：約12年
収量：9トン/ha 収穫：9月中旬～10月中旬
熟成：マロラクティック発酵後コンクリートタン
クで8ヵ月 瓶内熟成3ヶ月

合う料理：肉の煮込み、グリルした赤身肉、
チキンカレー、山羊のチーズ

100070 8032749180325 750ml×6本

上代価格：¥1,850

フェルラシリーズ

洋梨やりんごの芳醇な甘い香り。フレッシュな酸と
ネレッロマスカレーゼのピュアな果実味が繊細で心
地よいロゼワイン。ミネラル感も豊かに広がる味わ
いです。

格付け：ROSÈ Terre Siciliane IGP
ブドウ品種：ネーロダーヴォラ70%、

ネレッロマスカレーゼ30％
産地：シチリア島南西部のアグリジェント地域
土壌：石灰岩を含むやや粘土性砂質シルト土壌
標高：200m～600m 樹齢：12～15年
収穫：10トン 収穫：9月

合う料理：ウニのパスタ、シーフードのラザニア、
ポルチーニ茸のリゾット

La Ferla Rosato

100080 8032749180165 750ml×6本

上代価格：¥1,850

[ロゼワイン] フェルラ ロザート
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1000ヘクタールもの広大な土地を特性ごとに細かく調べて分類。栽培についてはワイナリーのスタンダードを定め、
一定の品質が保てるように管理をしています。また、ブドウが熟していく段階ごとにその状態をチェック、収穫前にす
べての状況を把握してベストな収穫時期を見極めます。「ブドウの状態を知り、それに適した醸造を行うこと」。組合
員たちの畑の中からより良いブドウを選択、安定した高い品質のワインを抑えた価格で実現することができるのは生産
者協同組合ならではの強みです。

アカシアやオレンジの花を思わせるクリアーなア
ロマ、熟した果物の香り。テロワール由来のしっ
かりとしたミネラルも感じます。フレッシュかつ
優雅な味わいです。

格付：Terre Siciliane IGP
ブドウ品種：インツォリア75%、シャルドネ25%
産地：シチリア州南西部アグリジェント地区
土壌：石灰岩を含むやや粘土性砂質シルト土壌
標高：200ｍ～600m 樹齢：約12～15年
収量：10トン/ha 収穫：9月
熟成：コンクリートタンクで6ヵ月、瓶内熟成1ヶ月

合う料理：シーフード、貝類、イワシフライ

Alico bianco

[白ワイン] アリコ ビアンコ

100061 8032749185054 750ml×6本

Aquilæ Grillo

シチリア土着品種グリッロの特徴を明確に表現し
たワイン。桃やビワの華やかで芳醇な香り、穏や
かな酸味、フルーティで柔和なボディを感じます。

格付：Sicilia DOC
ブドウ品種：グリッロ100%
産地：シチリア州南西部アグリジェント地区
土壌：石灰岩を含むやや粘土性砂質シルト土壌
標高：200ｍ～600m 樹齢：約15年
収量：10トン/ha 収穫：9月
熟成：ステンレスタンクで3ヵ月、瓶内熟成2ヶ月

合う料理：魚介フライ、ウニのパスタ、オイル
サーディン

[白ワイン] アクイレ グリッロ

100062 8032749180516 750ml×6本

上代価格：¥2,400 上代価格：¥2,600

WINE シチリア州 カニカッティ

ネレッロ マスカレーゼ種の熟した果実味と、スミ
レやチェリーのフレッシュな香りが絶妙に融合し
た逸品。タンニンも細かく、余韻も長く心地よく
続き、ネーロダーヴォラ種のスパイシーな味わい
との相性が抜群の逸品で、エレガントなロゼワイ
ンです。

格付け：Terre Siciliane IGP
ブドウ品種：ネーロダーヴォラ50％、ネレッロマ
スカレーゼ50％
産地：シチリア島南西部のアグリジェント地域
土壌：石灰岩を含むやや粘土性砂質シルト土壌
標高：250m～600m 樹齢：20年
収量：9トン 収穫：9月

合う料理：前菜、魚のグリル

[ロゼワイン] デリーチョ ロザート

Delicio Rosato

100081 8032749184422 750ml×6本

上代価格：¥2,950

Aquilæ Chardonnay

緑がかった輝きのある淡い麦わら色。アカシアや
ミモザのブーケ。バナナ、パパイヤ、熟したパイ
ナップルのニュアンスがあり、果実味、程よい酸
とミネラルのバランスが心地よい贅沢な味わいの
ワイン。

格付：Terre Siciliane IGP
ブドウ品種：シャルドネ100%
産地：シチリア州南西部アグリジェント地区
土壌：石灰岩を含むやや粘土性砂質シルト土壌
標高：200ｍ～600m 樹齢：約20年
収量：8トン/ha 収穫：9月
熟成：ステンレスタンクで3ヵ月、瓶内熟成2ヶ月

合う料理：ムール貝のパスタ、カジキマグロのグ
リルなど。

[白ワイン] アクイレ シャルドネ

100063 8032749180134 750ml×6本

上代価格：¥2,600 1934 – Luigi Pirandello

柑橘系やパッションフルーツの果実味あふれる香
りと、白い花のブーケ。味わいは柔らかくフルー
ティー、マジョラムやタイムなどハーブのアロマ
を感じ、はっきりとしたミネラル感が広がります。

格付：Sicilia DOC
ブドウ品種：グリッロ50％ シャルドネ50％
産地：シチリア州南西部アグリジェント地区
土壌：粘土質ローム構造
標高：300ｍ～400m 樹齢：約60年
収量：8トン/ha 収穫：8月
熟成：グリッロ：ステンレスタンク内で約15日間、
その後酵母で8か月間。

シャルドネ：フレンチオーク樽で8ヶ月間。
リリース前に瓶内熟成9ヶ月。

合う料理：シーフード、ウニのパスタ

[白ワイン] 1934-ルイジ ピランデッロ

100064 8032749180585 750ml×6本

上代価格：¥4,800
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【赤ワイン】

優雅でエレガントなタンニンを含みモダンで魅力
的なワイン。華やかな赤い果実の香り、バルサミ
コやスパイスのニュアンスを感じます。

格付：Sicilia DOC
ブドウ品種：ネーロ・ダーヴォラ100%
産地：シチリア州南西部アグリジェント地区
土壌：石灰岩を含むやや粘土性砂質シルト土壌
標高：200ｍ～600m
樹齢：約20年 収量：8.5トン/ha
収穫：9月中旬～10月中旬
熟成：フレンチオーク樽で12ヵ月、瓶内熟成6ヶ
月
年間生産量：30,000本

合う料理：黒胡椒をきかせた赤身肉ステーキ、
トマトソースパスタ、ペコリーノチーズ

WINE シチリア州 カニカッティ

[赤ワイン] チェントゥーノ

Centuno

100071 8032749185023 750ml×6本

上代価格：¥3,400

[赤ワイン] チェントゥーノ1.5Ｌ（木箱付き）

Centuno

100072 8032749180424 1500ml×1本

上代価格：¥9,300

【赤ワイン】

チェントゥーノの1.5Ｌサイズ、木
箱付きです。

パーティや贈答品などに最適。

輝きのあるゴールド。標高700mで火山性土壌由
来のミネラル感あふれるボディ。フローラルの
ブーケに青りんご、はちみつの香り、程よい酸味
とフレッシュな味わいながら厚みがあり余韻が長
く楽しめます。

格付：Etna DOC
ブドウ品種：カリカンテ80% カタラット20%
産地：エトナ東部ザッフェラーナエトネア
土壌：砂質の溶岩土壌
標高：600ｍ～700m
樹齢：約15年 収量：7トン/ha
収穫：9月中旬～10月中旬
熟成：ステンレスタンクで6ヵ月、

瓶内熟成2ヶ月
年間生産量：3,000本

合う料理：シーフード全般、前菜、
ポルチーニ茸のリゾット

[白ワイン] ヴェルサンテ700 エトナ ビアンコ

VERSANTE 700 - Etna Bianco

100065 8032749184446 750ml×6本

上代価格：¥4,800

世界的に注目を浴びているシチリア州、標高700mのエトナ地区。ミネラルが豊富に
含まれる溶岩土の畑で、厳選されたブドウのみを夜明けとともに手摘み収穫しています。
カニカッティ社の熱い想いを込めて作られた逸品。

12

色はガーネットレッドでドライフラワーのブーケ。
果実味が強く、バルサミコやスパイスのニュアン
スがあり複雑な味わい。豊かなミネラル感と、
しっかりとしたタンニンのバランスが良く、エレ
ガントな仕上がりです。

格付：Etna DOC
ブドウ品種：ネレッロ・マスカレーゼ100%
産地：エトナ東部ザッフェラーナエトネア
土壌：砂質の溶岩土壌
標高：600ｍ～700m
樹齢：約15年 収量：7トン/ha
収穫：9月中旬～10月中旬
熟成：フレンチオーク樽で12ヵ月、

瓶内熟成6ヶ月
年間生産量：3,000本

合う料理：肉のローストやステーキ、チーズ

[赤ワイン] ヴェルサンテ700 エトナ ロッソ

VERSANTE 700 - Etna Rosso

100073 8032749184453 750ml×6本

上代価格：¥4,800

ザッフエラーナエトナエリア



メロンチェッロ（リキュール）

北イタリア
ロンバルディア州 カルヴェンツァーノ産リキュール

昔からメロンの産地として有名な、ミラノとベルガモの間に位置するカルヴェンツァーノ。
ここで収穫されたメロンは品質が高く、第二次世界大戦前はイギリス王室にも献上されていまし
た。一時は生産量が落ち込みましたが、2002年よりカルヴェンツァーノの農業協同組合が団結し、
特殊な縦長のマスクメロン栽培を復活させリキュールを作りました。

生産量が少なく珍しいメロンリキュールです。

カルヴェンツァーノ縦長メロンの特徴

●細長い形状
●ずっしりとした重さ（2～5 kg以上）
●ネットまたは刺繍と呼ばれる模様の入った皮

900001 8004977004308 500ml×6本

香りと風味がよくわかるストレートで。
炭酸で割った、メロン香る「大人のメロンソーダ」もおすすめです！

リキュールにメロンの果実がそのまま漬け込んであり、メロンの芳醇でフレッシュな香り

が広がります。ストレートはもちろん、炭酸で割った大人のメロンソーダとしてもお勧め

です。

Acl度数：25%

【大人のメロンソーダ レシピ】

・メロンチェッロ25ccをグラスに入れ、ソーダ75ccを注ぐ

・氷を入れ、混ぜずにもう一度メロンチェッロ5ccを全体的に注ぐ

上代価格：¥4,400

LIQUEUR

NIOカクテル

イタリア

氷を入れたグラスに注ぐだけ。スタイリッシュな本格カクテル

910001 0789011144605 100ml×5個

オープン価格

スタイリッシュなCDサイズの紙箱に入った本格カクテルNIO（ニーズ・アイス・オンリー）。世界的に有名なローマのバーテンダーである

パトリック・ピストレージが監修、人気のカクテル5種類のセットです。

パーティやプレゼント、アウトドアなど手軽に本格的な味わいがお楽しみいただけます。

●コスモポリタン

ウォッカをベースにした、コアントロー、クランベリー、ライムの品のある甘みと爽やかな酸味のモダンクラシック。

●ダイキリ

ラムをベースにした柑橘系のさっぱりとした味わい。

●トミーズ マルガリータ

テキーラをベースとしたマルガリータをアレンジした世界中で人気のカクテル。ナチュラルな甘さとライムの酸味で洗練された味わい。

●ギムレット

ほどよい甘さとライムのすっきりとした飲み心地が人気のジンベースカクテル。

●マンハッタン

ブライトウイスキーをベースにコッキヴェルモットの甘味は食前酒にもお勧め。

Acl度数：19%~24度

900002 8004977004315 200ml×12本 上代価格：¥2,800
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シチリア州トラパニ ベリーチェ渓谷オリーヴォイル社

エキストラヴァージン オリーブオイル
フレーバー オイル（３種）

Olivoil（オリーヴォイル）社で使われるオリーブは、シチリア州トラパニ県ベリーチェ渓谷で丁寧に栽培、

収量を抑えた良質のオリーブを手摘み収穫、香りや鮮度を保つため搾油時間はなんと6時間。

完熟していない青い実はから搾油されるオイルは少量ですが、ポリフェノールが豊富に含まれています。

●レモン、オレンジ、マンダリンオレンジ ３アイテム！
どんなお料理にも合わせやすいレモンをはじめ、イタリアらしい３種をご用意。

アンティパストからデザート、和食まで幅広くお使いいただけます。

●オリーブ70％、果物30％ 果物たっぷりなのに分離しません
オリーブと果実を一緒に破砕、遠心分離機にかけることでオイルと分離せず、フルーティな

フレーバーオイルができあがります！

●使用するフルーツもすべてシチリア産！
レモン、オレンジ、マンダリンオレンジはシチリア産のものを使用！

オリーブと同じく、シチリアで太陽の恵みをたっぷりうけて育っているので、
濃厚でジューシーな味わいをお楽しみいただけます。

ジェラーチ フレーバーオイル（レモン・オレンジ・マンダリンオレンジ）

ジェラーチ エキストラヴァージンオリーブオイルDOP 500ml・3000ml

産地：シチリア州トラパニ ベリーチェ渓谷
標高：300m オリーブ畑の最高標高は300m。高い標高は樹に虫が付きにくく、農薬の使用を最小限に抑えられ

ます。
品種：ノッチェラーラ・デル・ベリーチェ
製造：厳選したオリーブを手摘みで収穫後、6 時間以内に 2 段階式遠心分離機で粗砕、2 段階連続サイクルによ
る低温抽出。

500010 8032584311113 500ml×12本

レモン 500011 8032584311892 250ml×12本

オレンジ 500012 8032584311915 250ml×12本

マンダリンオレンジ 500013 8032584311908 250ml×12本

上代価格：¥3,350

上代価格：各¥2,400

オリーブと果実を一緒にすり潰し、香りを移したエキストラヴァージンオリーブオイル。
果実を贅沢に30%使用、エッセンスは使用していないので、フルーティで自然なやさしい香りが特徴です。

500020 8032584311243 3000ml×3本 上代価格：¥16,900

Olive oil シチリア州

フルーティーなミディアムボディ。

オイルの鮮度を表す酸度は世界基準の0.8％を大きく下回る酸度0.1%‼と、最高級品です。

アーティチョークやトマト、草の香りが華やかに広がり、フレッシュでバランスの取れたほどよ
い辛さとほのかに苦味を感じます。スープやサラダに振りかけて。柔らかな味わいは素材の味を
引き立てます。

内容量3000mlのディスペンサータイプは、中身が空気に触れにくく酸化を抑える構造になってお
り新鮮なオイルを最後の1滴までご使用いただける、お得で実用的なアイテムです。

ジェラーチ 有機エキストラヴァージンオリーブオイルDOP 500ml

500014 8032584311267 500ml×12本 上代価格：¥4,000

Olivoil社こだわりの逸品、有機エキストラヴァージンオリーブオイルです。
香りや鮮度を保つためコールドプレス製法で、添加物を一切加えることなく製造されます。

口に含むと、完熟トマト、グリーンオリーブ、若草の爽やかで新鮮な香りが広がり、味わいの中に甘み、オリーブの
持つ独特の辛味と苦みのバランスが絶妙です。
白身の肉、茹でたジャガイモ、リゾット、甲殻類、魚醬を使った料理など幅広い料理に合います。

産地：シチリア州トラパニ ベリーチェ渓谷
標高：300m EUの厳しい有機栽培の規定の元作られたオリーブを使用
品種：ビアンコリッラ
製造：厳選したオリーブを手摘みで収穫後、6 時間以内に 2 段階式遠心分離機で粗砕、2 段階連続サイクルによる低温抽出。
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OTHERS
浜しょっつる（秋田県伝統魚醬）

日本の三大魚醤の１つと呼ばれる秋田のしょっつる。魚醬は、イタリアのコラトゥーラディアリーチ、タイのナンプラー、ベトナムのヌクマムと、
世界各地に根付く発酵食品です。浜しょっつるは塩漬けしたイワシ、サンマ、アミを、漬け込んでおり、魚の旨味成分をたっぷりと凝縮。少量で
味に深みとコクが生まれる万能調味料です。

兵庫県淡路島産 島レモン

800000 120ml×10本 賞味期限36ヵ月

800001 120ml×18本 賞味期限36ヵ月

800002 720ml×4本 賞味期限36ヵ月

島レモン（アレン・ユーカ） 島マイヤーレモン

まろやかで香りの豊かさが特徴。香りを強く
効かせたいお料理、果皮を使うときにおすすめです。
特に、実の成熟から果実がイエローになるまでの一瞬に
だけ収穫できるグリーンの時期（グリーンレモン）は、
爽やかな香りをお楽しみいただけます。

みかんとレモンの自然交配種のマイヤーレモン。
色味もオレンジ色が強く、糖度が約9度と高く
マイルドでフルーティーな酸味です。
皮が薄く果汁が多く取れ「こんなに果汁が取れるの？」
と驚きの声が多いレモンです。

830002 島レモン 15kg

830003 島マイヤーレモン 15kg ※混載、単品15kgからオーダー可

海から吹く風で、海水に含まれる微量成分やミネラルがレモンの木に届けられ、それを支える土はとても肥えた、豊かな土壌が

広がる兵庫県淡路島。雨が少ない淡路島は、果樹栽培にとても適しており、収量を抑え栽培された【島レモン】は味が濃く、日照量が

多いことで糖度が上がり、甘い実ができます。

こちらが
島レモン
です！

➢ 創業明治４０年からの伝統製法
秋田県内随一の老舗【株式会社髙橋しょっつる屋】にて守り続けている伝統製法のため少量生産。

➢ ２年熟成
漬け込み期間は、一般的なしょっつるの約４倍。酵母を加えず、２年間じっくり漬け込み自然発酵・熟成させ、魚がもと
もと持っているたんぱく質を分解してアミノ酸を引き出しているため、うま味成分が濃縮されています。

➢ 3 倍の原料
一般的なしょっつるに比べ、約３倍の原料を贅沢に使用。うま味成分も3 倍で幅広い料理に、少量でも濃厚なコクが広が
ります。

浜しょっつるがプレミアムと言われる理由

オイル系パスタ、レモンクリームパスタ、肉のグリル、焼きそば、汁物や鍋、オリーブオイルと混ぜた
ドレッシングなど

浜しょっつるの使い方 かくしきれないかくし味！！

上代価格：¥1,850

上代価格：¥1,850

上代価格：¥8,500
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OTHERS

アベックリーフ

ルッコラセルバチカ
一口食べてびっくり。
しゃりしゃりした歯ごたえ、
ほんのりした甘味と辛味が
あります。

ターサイ
ほうれん草よりも色が濃く、
葉の形は丸みと厚みがある
のが特徴です。

レッドアジアンマスタード
マスタードの風味がおいし
い若葉です。形や色味もイ
ンパクトがあるのでサラダ
にしてもアクセントになり
ます。

デトロイト及びスイスチャード
赤い茎が軽やかで、葉のグリー
ンとのコントラストが綺麗です。

レッドオーク
やわらかな色の濃い赤色の
葉で、サラダに入れると彩
り豊になります。

スピナッチ
葉の色も濃く、繊維は柔ら
かく、あくが少ないザクッ
とした食感です。

ピノグリーン
小松菜の仲間です。鮮やかなグ
リーンで味もいい、人気のアイ
テムです。

グリーンマスタード
ピリッとしたマスタードの
風味があり、きれいなグ
リーンとフリルのかわいい
葉形が特徴です。

水菜
葉は細長く、細かい切れ込
みがあり、淡白な味わいで
す。

ルッコラ
ゴマのような風味があり、
少し辛味と苦みがあります。

栽培方法：露地及びハウス栽培
内容：新鮮な野菜をお届けするため、ミックスの内容は毎回変わります。
お願い：よく洗ってからお使いください。

820001 - 産地：兵庫県、広島県

兵庫県、広島県で丁寧に栽培された新鮮なベビーリーフのミックスです。以下の種類から４～８種類を彩りよくお届けいたします。

ルッコラセルバチカ

栽培方法：露地及びハウス栽培
お願い：よく洗ってからお使いください。

ルッコラセルバチカ
一口食べてびっくり。しゃりしゃりした歯ごたえ、
ほんのりした甘味と辛味があります。

820003 - 産地：兵庫県、広島県
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OTHERS

ワイン木箱ランチョンシート（紙製）※実用新案登録商品

810004 小 A3 50枚 297×420mm 入数16×1

ヨーロッパに行くと必ず目にする紙製のランチョンシート。

有名なワイナリーの木箱が並び、手触りは木の質感を再現し破水化工も施された他にはないランチョンシートです。

1枚敷くだけでテーブルの雰囲気をスタイリッシュにコーディネイト、お料理の見栄えをぐっと引き立てます。

視覚効果でお客様にワインをアピールし、ワイン売上の構成比を上げる効果も目的としています。

また、使い捨てなので、お客様ごとに衛生的なパーソナルスペースを確保できます。

※テーブル席とカンター席用に2サイズご用意しております。

よりスタイリッシュにテーブルをコーディネート。コロナ対策にも！！

810005 小 A3 50枚 297×420mm 入数16×5

810006 大 50枚 330×488mm 入数16×1

810007 大 50枚 330×488mm 入数16×5
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株式会社 SAANO

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-4-17 RE-012 6F

電話：06-6210-1088
FAX：06-6210-1083
https://www.saano.co.jp/

公式オンラインショップ
Saccoイタリアワイン＆フーズ
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sacco/


