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日本のワイン 
最終在庫のご案内 

 

イエロー・マジック・ワイナリー 
山形県赤湯 

自然なワインの先駆者 
ヒトミ・ワイナリーで独自にナチュラルワインを提唱し続けた醸造家、岩谷さん。オレ

ンジワインが流行する、ずっと前から醸し白ワインも造っていました。今のオレンジワ

インブームに逆に冷めてしまってオレンジワインは造らない、なんて言ってます。 

岩谷さんの大きな功績としては、自然な造りのワインを引率した事は勿論ですが、

高品質デラウェアの可能性を広げたことだと思います。ピノ・ノワールも何の葡萄でも

そうですが、種が無い（ピノ・ファン）は酸度が落ちてしまいます。元々、デラウェアは

食用で種無しが、ほとんどでしたが、ワイン用に種ありのデラウェアを農家に作っても

らい、高品質デラウェア・ワインを造り始めます。この種ありのデラウェアから造られる

ワインは、明らかに種無しのデラウェアから造られるワインとは違いました。 

酸と旨味のあるデラウェア・ワインが完成した訳です。イエロー・マジック・ワイナリーと

して独立した岩谷さんは山形の農家と協力し、種ありのデラウェアを栽培。今では

多くの造り手が種ありのデラウェアからワインを造るようになりました。デラウェアと言

えばイエロー・マジック・ワイナリーなのです！ 

≪まずはこれ！≫オーディナリー・ルージュ 
イエロー・マジック・ワイナリーのもう１つの看板ワインが「オーディナリー・ルージュ」。

スチューベンの甘い香とユルウマ感のコシを形成する為にマスカットベリーAとメルロ

ーを加え、このワインのコンセプトである日常を表現しています。 

 

Ordinary Rouge 2020  参考上代：3,400 円  在庫：300 本 

オーディナリー・ルージュ   サイズ：750ml  タイプ：赤 

葡萄品種：スチューベン、マスカットベリーA、メルロー 

スチューベンの甘い香りとユルウマ感のコシを形成するためにマスカットベリーA とメルローを加え、このワインのコンセプトである、「日

常」を表現。40日以上のコールドマセラシオンで果皮からの旨味、程よいタンニンをゆっくりと抽出。自然発酵。発酵終了後、SO2無

添加でタンク保存し、自然マロラクティック発酵。その後ボトリング。ボトリング後は瓶内で再マロラクティック発酵。SO2無添加。 

 

Groove "NIKU YARO" 2020 参考上代：3,860 円  在庫：240 本 

ニクヤロウ    サイズ：750ml  タイプ：赤 

葡萄品種：マスカットベリーA 57%（山形県産）、ヤマソーヴィニヨン 28％（岩手県産）、メルロー15％（山形県産） 

『肉専用の赤ワイン』が欲しいという要望に応え造ったワイン！「酸」を基調とした「日本」らしい「赤」を目指してアッサンブラージュ。ま

ろみの「マスカットベリーA」、中庸の味わいに「メルロー」、そしてキレの余韻の「ヤマソーヴィニヨン」の個性を結びつけて。自然発酵。

瓶内マロラクティック発酵。SO2無添加。 

 

Alternative Rouge 2020  参考上代：3,860 円  在庫：60 本 

オルタナティヴ・ルージュ   サイズ：750ml  タイプ：赤 

葡萄品種：ヤマソーヴィニヨン 100％（岩手県産） 

「Alternative」＝「変わらぬもの、他に選択肢のない必然性など」今も楽しめるが、熟成の可能性も感じるので寝かしても楽しめる。除

梗後、40日間のコールドマセラシオン。⾃然発酵。櫂入れは 2日に1回、醸し上部への乳酸菌発生を促し、マロラクティック発酵でヤ

マソーヴィニヨン特有のリンゴ酸を減らし乳酸へ。SO2無添加。 

 

Musique non stop TEF no POP 2021 参考上代：3,860 円 在庫：120 本 

ミュージック・ノンストップ・テフノポップ   サイズ：750ml タイプ：白 

葡萄品種：デラウェア 77%、ナイアガラ 23％ 

本沢地区のブドウ園を廃園から守ろうと⽴ち上げた「ぶどうと活きる」の葡萄。週末の休日を農園作業に費やし、農園を守りそして収穫

の感動。味わいは優しく香りは柑橘系でキュート。作業時の園に流れる心地よい音楽のよう=「Musique non stop」。グループの 1人、

通称 TEF さんの発泡ワインで「TEF no POP」40日間のコールドマセラシオン。瓶内二次発酵。オレンジ発泡ワイン。SO2無添加。 
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ヴォータノ・ワイン 
長野県洗馬 

ココ・ファームで修業 
サラリーマン時代にイタリア旅行で飲んだバローロに感動してワインに興味を持ち、

50歳を過ぎてから脱サラし、ワイン造りを志す、という夢みたいなストーリーを持つヴ

ォータノ・ワイン当主、坪田さん。ワイン造りに関しては、全くの素人ながら、修行の

為にココ・ファームに直談判をしますが、当然断られます。何度も挑戦する坪田さ

んの情熱に負け、当時の醸造責任者ブルース・ガットラヴ（現 10R ワイナリー）の下

で醸造を学び始めます。その当時のココ・ファームの栽培責任者は現ドメーヌ・タカ

ヒコの曽我貴彦さん。栽培は曽我さん、醸造はブルースの下で学び始めます。なん

とも贅沢な修行です…。 

ワイン造りの中で、最も大切にしているのが「完熟」。未熟な葡萄で酸度や糖度のバ

ランスをとっても、その葡萄の本当の個性やポテンシャルを引き出す事はできない、

というのが坪田さんの考え方。しっかり完熟した葡萄であれば、酸度や糖度のアン

バランス感があったとしても、醸造が下手くそだとしても（坪田さんは謙遜してこう言

います）葡萄本来の個性が感じられるワインになる。そして、それ以外に葡萄のポ

テンシャルを最大化する方法はない。ワインは少し長いマセラシオンが採用され

（葡萄の要素を最大限引き出す）、少し酸化気味に感じるかもしれません。ですが、

抜栓後、ぐんぐんと伸びていき、最終的には酸化ニュアンスよりもワインの旨味や複

雑味が勝ってしまいます。 

≪まずはこれ！≫メルロー 
砂質土壌のメルローを遅積み。10月下旬まで待って収穫（通常塩尻での収穫時

期は 10月上旬）。除梗し、1000L プラタンクでピジャージュしながら発酵。（量が少

ない時は、ステンレスの 500L タンクを使用）。完全に発酵が終了した後、更に約 1

ヶ月間マセラシオンし澱引き。洗馬らしい上品かつ深みのあるメルロー。 
 

Kerner 2019  参考上代：6,420 円  在庫： 

ケルナー   サイズ：750ml  タイプ：白 

葡萄品種：ケルナー 

長野県洗馬の地形、土壌を研究し、最もミネラル感が強く、葡萄栽培に合った区画を開墾し畑に。十分に完熟し、種まで熟してから

収穫。除梗後、破砕しプレス。ステンレスタンクで完全に発酵が終了するまで待つ。発酵期間は通常 2週間程度だが Votanoでは更

に 3週間程度そのままにし、長めに澱に浸けておく。その後、樽熟約 12ヶ月間。おまじない程度に、ほんの僅かな SO2を加える。そ

うしないと安心して眠れないのだそう。 

 

Sauvignon Blanc 2019 参考上代：6,420 円  在庫：82 本 

ソーヴィニヨン・ブラン  サイズ：750ml  タイプ：白 

葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン 

長野県洗馬の地形、土壌を研究し、最もミネラル感が強く、葡萄栽培に合った区画を開墾し畑に。十分に完熟し、種まで熟してから

収穫。除梗し、1000L プラタンクでピジャージュ発酵。（量が少ない時は、ステンレスの 500L タンクを使用）完全に発酵が終了した後、

更に約 1 ヶ月間マセラシオンし澱引き。2019は約 3週間のマセラシオン。その後、樽熟成。おまじない程度に、ほんの僅かな SO2

を加える。そうしないと安心して眠れないのだそう。 

 

Seba Bianco 2019 参考上代：6,420 円  在庫： 

洗馬ビアンコ   サイズ：750ml  タイプ：白 

葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン 13％、シャルドネ 25％ 

長野県洗馬の地形、土壌を研究し、最もミネラル感が強く、葡萄栽培に合った区画を開墾し畑に。十分に完熟し、種まで熟してから

収穫。それぞれ品種毎に除梗し、1000Lプラタンクでピジャージュ発酵。（量が少ない時は、ステンレスの 500L タンクを使用。）完全

に発酵が終了した後、更に約 1ヶ月間マセラシオン、澱引き。その後、樽熟約 12ヶ月間。ボトリング前にアッサンブラージュ。おまじな

い程度に、ほんの僅かな SO2を加える。そうしないと安心して眠れないのだそう。 

 

Blanc Merlot 2019 参考上代：6,420 円  在庫：65 本 
ブラン・メルロー  サイズ：750ml  タイプ：白 

葡萄品種：メルロー 

長野県洗馬の地形、土壌を研究し、最もミネラル感が強く、葡萄栽培に合った区画を開墾し畑に。十分に完熟し、種まで熟してから

収穫。除梗後破砕しプレス。ステンレスタンクで完全に発酵が終了するまで待つ。発酵期間は通常 2週間程度だが、ここでは更に 3

週間程度そのままにし、長めに澱に浸けておく。その後、樽熟約 12 ヶ月間。ボトリング前にアッサンブラージュ。おまじない程度に、ほ

んの僅かな SO2 を加える。そうしないと安心して眠れないのだそう。 
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Merlot "Ai" 2018  参考上代：5,620 円  在庫：120 本 

メルロー・アイ  サイズ：750ml  タイプ：赤 

葡萄品種：メルロー 

洗馬では珍しい粘土質土壌のメルロー。遅摘みすることで葡萄のポテンシャルを引き出す。10月下旬の収穫（通常塩尻での収穫時

期は 10月上旬）。除梗し、1000Lプラタンクでピジャージュ発酵。（量が少ない時は、ステンレスの 500L タンクを使用。）完全に発酵

が終了した後、更に約 1ヶ月間マセラシオンし澱引き。その後、樽熟約 12ヶ月間。おまじない程度に、ほんの僅かな SO2を加える。

そうしないと安心して眠れないのだそう。 

 
 
 

Merlot 2017  参考上代：6,420 円  在庫：120 本 

メルロー   サイズ：750ml  タイプ：赤 

葡萄品種：メルロー 

長野県洗馬の地形、土壌を研究し、最もミネラル感が強く、葡萄栽培に合った区画を開墾し畑に。十分に完熟し、種まで熟してから

収穫。砂質土壌のメルロー。遅積み。10月下旬の収穫（通常塩尻での収穫時期は 10月上旬）。除梗し、1000Lプラタンクでピジャ

ージュ発酵。（量が少ない時は、ステンレスの 500Lタンクを使用。）完全に発酵が終了した後、更に約 1ヶ月間マセラシオンし澱引き。

その後、樽熟約 12 ヶ月間。おまじない程度に、ほんの僅かな SO2を加える。そうしないと安心して眠れないのだそう。 

 

Merlot 2018  参考上代：8,030 円  在庫：84 本 

メルロー   サイズ：750ml  タイプ：赤 

葡萄品種：メルロー 

長野県洗馬の地形、土壌を研究し、最もミネラル感が強く、葡萄栽培に合った区画を開墾し畑に。十分に完熟し、種まで熟してから

収穫。砂質土壌のメルロー。遅積み。10月下旬の収穫（通常塩尻での収穫時期は 10月上旬）。除梗し、1000Lプラタンクでピジャ

ージュ発酵。（量が少ない時は、ステンレスの 500Lタンクを使用。）完全に発酵が終了した後、更に約 1ヶ月間マセラシオンし澱引き。

その後、樽熟約 12 ヶ月間。おまじない程度に、ほんの僅かな SO2を加える。そうしないと安心して眠れないのだそう。 

 
 
 

Seba Rosso 2018 参考上代：6,420 円  在庫：119 本 

洗馬ロッソ   サイズ：750ml  タイプ：赤 

葡萄品種：ピノ・ノワール 13%、メルロー26％、カベルネ・フラン 21％、カベルネ・ソーヴィニヨン 17%、シラー4％ 

長野県洗馬の地形、土壌を研究し、最もミネラル感が強く、葡萄栽培に合った区画を開墾し畑に。十分に完熟し、種まで熟してから

収穫。それぞれ品種毎に除梗し、1000Lプラタンクでピジャージュ発酵。（量が少ない時は、ステンレスの 500L タンクを使用。）完全

に発酵が終了した後、更に約 1ヶ月間マセラシオン、澱引き。その後、樽熟約 12ヶ月間。ボトリング前にアッサンブラージュ。おまじな

い程度に、ほんの僅かな SO2を加える。そうしないと安心して眠れないのだそう。 

 

Seba Rosso 2019 参考上代：7,220 円  在庫：59 本 

洗馬ロッソ   サイズ：750ml  タイプ：赤 

葡萄品種：ピノ・ノワール 13%、メルロー26％、カベルネ・フラン 21％、カベルネ・ソーヴィニヨン 17%、シラー4％ 

長野県洗馬の地形、土壌を研究し、最もミネラル感が強く、葡萄栽培に合った区画を開墾し畑に。十分に完熟し、種まで熟してから

収穫。それぞれ品種毎に除梗し、1000Lプラタンクでピジャージュ発酵。（量が少ない時は、ステンレスの 500L タンクを使用。）完全

に発酵が終了した後、更に約 1ヶ月間マセラシオン、澱引き。その後、樽熟約 12ヶ月間。ボトリング前にアッサンブラージュ。おまじな

い程度に、ほんの僅かな SO2を加える。そうしないと安心して眠れないのだそう。 

 
 
 
 

 
 

≪ご注意下さい≫ 
・参考上代はテラヴェールが独自に設定したもので生産者の希望小売価格とは異なります。 

・テラヴェール取扱いの輸入ワインとは掛率が異なります。 

・輸入ワインとバラ混載 12本で出荷可能ですのでバラ 1本からご注文頂けます。 

・在庫が少ないものが多くなっておりますのでご注意下さい。 
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