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貴店名 担当者様 電話番号

帳合酒販店 希望納品日 月 日

最新情報は「メルマガ」で！
・登録はQRコードで簡単 ・限定品、最新入港案内

・読者限定「特別条件」 ・試飲会、セミナー優先案内

造り手の今をお届けします！

FACEBOOK & INSTAGRAM

Kofererhof 
コフェレルホーフ/ヴァッレ・イサルコ 

土壌に合わせて 

より自然に、より正しく 
≪モレーン土壌≫ 

ノジオラ、ミュラー・トゥルガウ、シャルドネ 
1975年の創業当時、醸造所がなく、イエルマンで醸造をしていたというポイエレ・サンド

リ。今ではトレンティーノを代表する造り手に成長。特にノジオラとミュラー・トゥルガウに

関しては模範的造り手と言われます。 

彼等の本拠地はファエド地区。しばしばイタリアで最高気温を叩き出すエリアです。盆

地で日照量が少ないながらも陽が出ると温度は高くなりがちなんです。土壌はモレーン

土壌で典型的ドロミテの土壌。ここでは伝統品種である「ノジオラ」「ミュラー・トゥルガ

ウ」「シャルドネ」が栽培されています。石灰も適度に含む土壌はこれらの品種と好相性

だったのです。 

ノジオラは標高の違う３ヶ所の畑に植えて、その年の気候に合わせて比率を変える事

で味わいのバランスをとっています。特にノジオラ独特の香は熟し過ぎると消えてしまうの

で熟度と香を別々の畑から得るのです。 

最も高い標高の 750m の畑パライにはミュラー・トゥルガウが植樹されています。気難し

い品種で日照量が必要な上、昼夜の寒暖差も必要。よって南向きで、高い標高であ

ることはとても重要なんです。日照、寒暖差、石灰と粘土の比率、全てが完璧。 

≪火山岩土壌≫ 

ソーヴィニヨン・ブラン、リースリング 
ここ数年で彼等が新しく購入したのが「ヴァル・デ・チェンブラ」。こちらはモレーン土壌で

はなく、火山岩を含む土壌。よってノジオラやミュラー・トゥルガウではなく、ソーヴィニヨン・

ブラン、リースリング等を植樹しています。 

イタリアのソーヴィニヨン・ブランでこれほど鉱物的な硬さを感じさせるワインはありません。

火山岩土壌だからこその鉱物感がこのワインを引き締めているのです。リースリングも果

実中心の太ったワインではなくリースリング特有の鉱物感が見事に反映されています。

造り手の個性が出ているうちはまだまだで、土地の個性が出るようになったら造り手とし

て成熟したことになるのだそう。素晴らしい造り手です！ 

予約受付開始！ 

濁り微発泡！酸化防止剤無添加！ 

ゼロ・インフィニート！ 
ファエドの山奥、標高800mの森を開墾して植えたソラリス種。この品種は冷涼地でも

育ち、ベト病やウドンコ病にも、ある程度耐性がある品種。つまり、ウイルスの少ない高

地であれば農薬を使わずに育てる事が可能。完全無農薬で育てられた葡萄はセラー

に入ると二酸化炭素で充満したタンクに入れられ野生酵母のみで発酵開始。白ワイン

の醸造は酸化との戦いですが、酸化防止剤を使わずに発酵中盤で残糖を計り、生き

ている酵母ごとボトリングします。発酵はボトル内で続き発泡を得、糖分を食い尽くした

時点で終了し、瓶内には澱と発泡が残ります。 

この 2 つの要素が酸化防止の役割をしてくれる訳です。ポイエレ・サンドリが考える「壊

れていない本当の意味で自然なワイン」は「農薬ゼロ」「酸化防止剤ゼロ」「酵母添加

ゼロ」「酵素添加ゼロ」「糖分添加ゼロ」「フィルターゼロ」の葡萄 100%フリッツァンテ。ま

だ体験してない方はぜひ、体験して下さい。ワインの固定概念をはずしてみて下さい。 

※今回のロットは 3.4 バールと今までより少し強めの発泡になってます！ 

地域伝統の棚仕立ての良さを守る為に 
グイヨ仕立てを止めて元に戻している 

自然なワインだから欠陥があって良い訳がない 
醸造を正しく行えば、しっかり熟成できる 
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予約受付開始！ 

濁り微発泡ロゼ！ 

ゼロ・インフィニート・クレミジ！ 
そして、いよいよセヴァール種で造ったゼロ・インフィニート・クレミジも入港します！このセ

ヴァール種、イタリアで認可されたのが 2020 年で、初ヴィンテージが 2020 年…。いつ

植えたんだ…。とにかく、ヴァル・ディ・チェンブラの山奥、標高900mの寒冷地に適応し、

アメリカ産の台木が無くてもフィロキセラにも耐えられる、この品種。イタリア国内で栽培

されているのは、勿論ここだけ。 

醸造は通常のゼロ・インフィニートと全く同じくします。ですから、同じようにピンク色の澱

が大量に瓶底にたまっている状態。勿論 SO2無添加です。同じように最初は上澄み

の部分を楽しみ、中盤からは少しワインを振って（ゼロ・インフィニートより澱が硬いので

強めに振って下さい）ネクター状にして 2度楽しんで下さい。 

だからこそ、完全無農薬でも、しっかり葡萄を着けるんです。ボルドー液すら使わずに本

当にナチュラルなワイン、でも健全なワインを造るには品種から考えるべきと言うのが彼

等の考え方。イチゴ、カシスや洋ナシ、フレッシュで甘酸っぱいフルーツいっぱいの楽しい

ワイン。今まで飲んだ事の無い味わい…。なんて説明していいのか解りません。とりあえ

ず飲んで下さい。 

予約受付開始！ 

１８０日マセラシオンを１０年ソレラ熟成 

ゼロ・インフィニート・ペルペトゥオ！ 
そして、そして、なんと今度は 180日間マセラシオンした俗に言うオレンジワインをゼロ・

インフィニートで造っちゃいました…。ゼロ・インフィニート・ペルペトゥオと名付けられたワイ

ンは濃厚な黄金から茶色に近い色調。葡萄品種は、いずれもフィロキセラに耐性のあ

るソラリス、ムスカリス、ソーヴィニエ・グリの 3種。聞いた事ない品種…。 

 

ムスカリス：ソラリスとムスカテラーの交配 
ノルベルト・ベッカー（国立フライブルグブドウ栽培研究所）で交配された菌類病に耐

性のある品種。主にシュタイヤ―マルクで栽培 

成熟：早いから中ごろ 

特徴：中庸の深さの圃場でよく育ち、芽吹きが早い。PIWI品種でウドンコ病とベト病

に強く、菌類病の耐性が非常に優れているが、果実の萎み、果梗の麻痺の症状があ

らわれやすい。 

ソーヴィニエ・グリ：カベルネ・ソーヴィニヨンとブロンナーの交配 
ノルベルト・ベッカー（国立フライブルグブドウ栽培研究所）で交配された菌類病の耐

性をもつPIWIタイプの品種。頑丈な果皮によって降雨が多いエリアでもカビから保護さ

れる。ニュートラルなアロマを呈し、抽出が豊かでパワフル、しっかりとしたワインとなり、ど

こかピノ・グリと似ている。 

 

標高は 800-900m。葡萄が超熟するまで待ちます。通常の収穫よりも 2 ヶ月遅い

11月中旬に収穫。ステンレスタンクで発酵しながら酸化防止剤無添加で 6 ヶ月間の

マセラシオン。実は 2009 年より造り始めています。 

2009年の出来上がったワインをブランデー熟成に 10年間使用したオーク小樽に詰め

て熟成をスタート。翌年以降、毎年新しいワインを継ぎ足していきます（ソレラ）。

2019年に初めてその一部をリリース（量が少な過ぎて売れませんでした）。そして、よ

うやく今回正式に発売する事になりました。 

酸化防止剤無添加での10年以上のソレラによるマルチ・ヴィンテージ。中身は超遅摘

みの 180日間マセラシオンというワイン。これは異次元の味わいですよ。 
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ポイエレ・サンドリ全在庫 
既に出荷できますのでドシドシご注文下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約受付開始！ 

集計後割当とさせて頂きます 
予約受付締切：5/18（水） 

出荷開始：5/23（月） 

最終出荷：5/27（金） 
ご予約は専用申込書をご利用ください。 

 

 

 

 

商品記号 ワイン VIN 色 容量 参考上代 メモ ご注文数

A5716
Nosiola

ノジオラ
2019 白 750 2,700 600 本 本

A3283
Muller Thurgau "Palai"

ミュラー・トゥルガウ・パライ
2018 白 750 2,700 120 本 本

A5932
Chardonnay

シャルドネ
2019 白 750 2,800 91 本 本

A5931
Traminer Aromatico

トラミネール・アロマティコ
2019 白 750 2,900 480 本 本

A6940
Sauvignon Blanc

ソーヴィニヨン・ブラン
2020 白 750 3,000 600 本 本

A3135
Bianco Faye

ビアンコ・ファイエ
2015 白 750 4,800 125 本 本

A5933
Rosso Faye

ロッソ・ファイエ
2015 赤 750 5,800 113 本 本

A4507
Pinot Nero

ピノ・ネロ
2018 赤 750 2,800 480 本 本

A4175
Pinot Nero "Rodel Pianezzi"

ピノ・ネロ・ロデル・ピアネッツィ
2016 赤 750 5,400 120 本 本

在庫数

商品記号 ワイン VIN 色 容量 参考上代 メモ ご注文数

A6937
Zero Infinito

ゼロ・インフィニート
[2021] 微白 750 3,600 予約受付開始 2,400 本 本

A6938
Zero Infinito "Cremisi"

ゼロ・インフィニート・クレミジ
[2021] 微赤 750 3,600 予約受付開始 420 本 本

A6936
Zero Infinito "Perpetuo"

ゼロ・インフィニート・ペルペトゥオ
N.V 白 500 6,200 予約受付開始 120 本 本

在庫数
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