モルドバ

ミステリアスな東欧モルドバのワインが熱い!

Ｒａｄａｃｉｎｉ Ｗｉｎｅｓ／ラダチーニ・ワインズ（モルドバ）
ラダチーニ・ワインズは、１９９８年に創業した国際企業
です。 志の高いワインメーカー・チームとイタリアの著
名醸造家・ワインコンサルタントでこの道４０年のベテラ
ン、ウンベルト・メニーニ氏とのコラボレーションから産ま
れました。
所有している葡萄畑約１，０００ｈａ、１００％自社畑の
ブドウから産まれるラダチーニのワインをじっくりと味わ
い、私たちの誇りを感じ取っていただきたい。

ラダチーニが造る２つのカベルネ・ソーヴィニヨン
珍しいカベルネの白ワイン！
赤はもちろん、ブラン・ド・ノワールを造っています。
ブラン・ド・ノワールとはシャンパーニュでは良く知られていま
すが黒ブドウの果汁のみから造られる白ワインの事です。

モルドバは紀元前３０００年前からワイン造りが行われていた伝統国の中の伝統国
東ヨーロッパの黒海の西に位置し、ルーマニアとウクライナに挟まれた国です。ローマ時代を経て、中世にモル
ドバの支配下で新しいブドウ品種がもたらされ、ロシア帝国がモルドバのワイン文化を引き継ぎ発展させました。
仏ボルドー、伊ピエモンテと同じ北緯４５～４６°の丘陵地から生まれる高品質ブドウ。 土壌とブドウ品種との
最高の相性を徹底調査、マイクロクライメートの恩恵により、白ブドウ＆黒ブドウの栽培に最適な１０００ｈａに及ぶ
自社畑のテロワール。

モルドバには４つの歴史的なワイン産地があります。その内ステファン・ヴォーダ、コド
ゥル、バルル・ルイ・トライアンの３つは地理的表示保護制度を受けています。

コドゥル
ステファン・ヴォーダ
バルル・ルイ・トライアン
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Ｒａｄａｃｉｎｉ Ｗｉｎｅｓ
ラダチーニ・ワインズ（モルドバ）
商品名
ヴィニフィケーション

ｺｰﾄﾞ
211066

ラダチーニ・ブラン・ド・カベルネ
RADACINI BLANC DE CABERNET

色

VT

白 2017

地域
ＪＡＮ

容量
(ml)

参考上代

ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ/ｽﾃﾌｧﾝ･ｳﾞｫｰﾀﾞ
4840267007581

750

¥1,200

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン１００％／平均樹齢：８～１８年
赤ワイン用品種、カベルネ・ソーヴィニヨン１００％で造られた珍しい白ワイン。軽く圧搾した後、５～８℃の低温で約１時
間のスキンコンタクト（マセラシオン※果皮の色は果汁に移りません）、黒い果皮を取り除き、ジュースのみを使用。
１４℃に温度調整したステンレスタンクで発酵、３ヶ月間熟成。この品種特有のアロマと風味をワインに移しています。
パッションフルーツ、熟したモモ、刈ったばかりの青草の香り。フレッシュなベリーの風味、グレープフルーツの弾けるよう
な活気に満ちた味わいで余韻も長く続くます。食前酒やギリシアのフェタなどシャープな味わいのチーズ、魚のフライ、野
菜サラダと。
211061

ラダチーニ･カベルネ･ソーヴィニヨン
RADACINI CABERNET SAUVIGNON

赤 2017

ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ/ﾊﾞﾙﾙ･ﾙｲ･ﾄﾗｲｱﾝ
4840267007529

750

¥1,200

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン１００％／平均樹齢：８～１８年
１００％手摘みのカベルネを破砕して除梗。ステンレスタンクを用い、１０℃で２日間の浸漬、皮を付けたまま、８～１０日
間２５℃で発酵。１８℃で２０日間の乳酸発酵後、６ヶ月間熟成。カベルネ特有の風味や美しい色合い、豊かなタンニンを
できる限り、抽出するために温度管理を徹底しています。
ダーク・レッドの奥深い色合い。プルーン、スミレのデリケートなアロマとバニラ、穏やかなスパイスの香りが入り混じりま
す。完熟ブラックベリーのアロマにダーク・チョコレートの風味が潜む、まろやかなタンニンを湛えたミディアムボディの赤ワ
イン。肉のロースト、こってりした味わいの料理、濃厚な熟成チーズと。
210451

ラダチーニ･メルロー･ロゼ
RADACINI MERLOT ROSE

ﾛｾﾞ 2018

ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ/ｺﾄﾞｩﾙ
4840267007598

750

¥1,200

品種：メルロー１００％
ダイレクト・プレス（直接圧搾法）。丁寧に手摘みされたメルローを白ワイン同様の製法でプレスし、得られたジュースを温
度調整したステンレスタンクで発酵。メルロー特有のアロマとフレーバーが最大限抽出されています。発酵後のワインも、
低温で安定化＆ろ過されるため、豊かなアロマやフレッシュさがそのまま維持されます。
淡く美しいピンク色の品の良いロゼ。ラズベリーやレッドチェリーの甘酸っぱく軽快な香り。グレープフルーツやストロベ
リー、そしてチェリーの風味が弾け、フレッシュでクリーミーな後味が心地よい、味わい豊かなミディアムボディ。
Ｍｏｎｄｉａｌ ｄｕ Ｒｏｓé ２０１９ 金賞（２０１８年VT）
214260

ラダチーニ･メルロー 【限定品】
RADACINI MERLOT ROSE

赤 2017

ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ/ﾊﾞﾙﾙ･ﾙｲ･ﾄﾗｲｱﾝ
4840267007536

750

¥1,200

品種：メルロー１００％／平均樹齢：８～１８年
丁寧に手摘みされたメルローを１４℃ で２４時間浸漬。２１～２４°で８日間の発酵後、２０℃で８日間の乳酸発酵。６ヶ月
の熟成（すべてステンレスタンク使用）。メルロー特有の色、風味、タンニンが最大限抽出されています。
ルビー・レッドの色合い。完熟プラムやサワーチェリーのフレッシュでジューシーなアロマ。ソフトでリッチな口当たり、シ
ルクのようにきめ細やかなタンニン、おいしさがストレートに伝わる味わい。

<デザイン・リニューアル>
カベルネ・ソーヴィニヨン
順次、夏頃より変更
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211056

ラダチーニ･ヴィンテージ･シャルドネ
RADACINI VINTAGE CHARDONNAY

白 2017

ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ/ｺﾄﾞｩﾙ
4840267007635

750

¥1,500

品種：シャルドネ１００％／平均樹齢：１５年
１００％手摘みのブドウをじっくり樽熟成しソフトでクリーミーなワインに仕上げています。１０℃で１日果皮浸漬、２０日間
発酵。ワインの一部はオーク樽で発酵し、ステンレスタンクで６ヶ月間熟成。
緑がかった麦わら色。 白桃、アプリコット、シトラスの風味あふれるエレガントでリッチな味わい。なめらかでクリーミーな
舌触り、口いっぱいに広がる果実味とバランスの良い酸味、心地よい後味。キノコのリゾット、チーズやフルーツと。

211051

ラダチーニ･ヴィンテージ･カベルネ･ソーヴィニヨン
RADACINI VINTAGE CABERNET SAUVIGNON

赤 2016

ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ/ﾊﾞﾙﾙ･ﾙｲ･ﾄﾗｲｱﾝ
4840267007604

750

¥1,500

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン１００％／平均樹齢：８～１８年
１００％手摘みのブドウを１０℃で２日間浸漬、２５℃で１２日間発酵後、１８℃で２０日間の乳酸醗酵。フレンチ・オーク樽
で１２ヶ月熟成。 ブドウからシルクのようなタンニンと豊かな色合いを最大限引き出せるよう、細心の注意を払って発酵。
樽熟成によりワインの豊かで複雑な個性が引き出される。
深いルビー色。完熟ブラックベリーやダークチェリー、ブラックカラントを思わせるフルーティーな風味とソフトでスパイ
シー、繊細で複雑なオークの風味が溶け合います。複雑な香りやベルベットのような舌触り、ソフトな後味といった上質さ
が楽しめる、丁寧に醸造されたワンランク上のカベルネ。肉のグリルやロースト、ステーキ、熟したチーズと。
211046

ラダチーニ･フィオーリ
RADACINI FIORI FETEASCA NEGRA & SYRAH

赤 2016

ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ/ｽﾃﾌｧﾝ･ｳﾞｫｰﾀﾞ
4840267007659

750

¥1,500

品種：フェテアスカ・ネアグラ６０％、シラー４０％／平均樹齢：５～６年
フィオーリはモルドバ語で興奮やときめきを表す言葉であり、このワインは地元で特別に愛されている土着品種フェテア
スカ・ネアグラへ捧げるオマージュでもあります。そのスタイリッシュな外観と個性的な味わいで、急速に注目を集めていま
す。１００％手摘みのブドウを１０℃で２日間浸漬、特別に厳選された酵母を加え、２５℃で１５日間発酵、さらに１８℃で１５
日間の乳酸発酵し、果実味とコクを余すところなく引き出します。フレンチオーク樽で６ヶ月熟成。
深いルビー色。完熟したブラックベリーやチェリー、プラムのアロマ。ダークベリーのフルーティーなおいしさが口いっぱ
いに広がり、樽熟成によるほのかなスパイス、バニラの風味、ベルベットのようになめらかな舌触りとクリーミーな味わいも
楽しめます。肉のロースト、ブルーチーズやシェーブル（山羊のチーズ）と。
チャレンジ・インターナショナル・デュ・ヴァン2017金賞
213390

ラダチーニ・フィオーリ・フェテアスカ･アルバ
RADACINI FIORI FETEASCA ALBA

白 2017

ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ/ｽﾃﾌｧﾝ･ｳﾞｫｰﾀﾞ
4840267008199

750

¥1,500

品種：フェテアスカ・アルバ１００％
２０００年前から栽培されている土着品種。若い女性の様にピュアで、フローラルな印象が強く、「白い乙女」と名付けら
れました。
フィオーリは、モルドバ語で興奮やときめきを表す言葉であり、このワインは地元で特別に愛されている土着品種フェテ
アスカ・アルバへ捧げるオマージュでもあります。そのスタイリッシュな外観と個性的な味わいで、急速に注目を集めてい
るワイン。
土着の品種フェテアスカ・アルバの魅力が楽しめるアロマティックな白ワイン。１００％手摘みのブドウを使用。特別に厳
選された酵母を加え、果実味とコクを余すところなく引き出します。
華やかなアロマ、とにかくフルーティー。豊かな風味はみずみずしい生のブドウそのもの。芳香を楽しむワイン。フレッ
シュでバランスの良い味わいは、生き生きとした果実味に満ちています。
ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ/ｽﾃﾌｧﾝ･ｳﾞｫｰﾀﾞ
ラダチーニ･フィオーリ･フェテアスカ･ネアグラ
213380
赤 2016
750 ¥1,500
RADACINI FIORI FETEASCA NEAGRA

4840267007642

品種：フェテアスカ・ネアグラ１００％
２０００年前から栽培されている土着品種。しっかりしたボディのワインを生み出しながら、若い要素も見せてくれるため、
「黒い乙女」と名付けられました。
このワインは地元で特別に愛されている土着品種フェテアスカ・ネアグラへ捧げるオマージュでもあります。そのスタイ
リッシュな外観と個性的な味わいで、急速に注目を集めているワイン。
フェテアスカ・ネアグラの魅力が楽しめる、本格派の赤ワイン。１００％手摘みのブドウを１０℃で２日間浸漬、特別に厳選
された酵母を加え、１５日間発酵、さらに１８℃で１５日間の乳酸発酵し、果実味とコクを余すところなく引き出します。ワイ
ンの一部をステンレスタンクで８ヶ月、残りはフレンチオーク樽で６ヶ月熟成。
深いルビー色。完熟したチェリー、プラムのアロマがあふれんばかりに広がります。樽熟成によるベルベットのようになめら
かな舌触り、クリーミーな味わいも楽しめます。
サクラアワード2019 銀賞（2016VT）
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ブルガリア

ブルガリア ～ 紀元前３０００年から受継がれたワインの地
トラキア地方（ブルガリア南部）で最も古い歴史を持つ生産者
国際的なコンクールで権威ある賞を受賞

Ｖｉｌｌａ Ｙａｍｂｏｌ／ヴィラ・ヤンボル
（トラキアン・ヴァレー）
【ワイナリーの歴史】
ワイナリーは１９２４年、ヤンボルとストランジャの町をベースに設立されました。ヴィラ・ヤンボルは９０
年の経験があります。ヤンボル州に位置するブルガリアでも最も古いワイナリーの一つ。
ブドウの総処理能力は１，６００万 kg であり、貯蔵能力は１，８００万リットルです。

【トラキアとは？】
ブルガリア有史以前にブルガリア、ギリシャ、トルコにまたがるエリアの呼び名。
古代ギリシャ時代紀元前３０００年以上前に同地域で固有の言語を話す人をトラキア人と呼び、近年
遺跡発掘が進んでいます。 ブルガリアでワイン歴史という場合、このトラキア文化のワインの歴史を言う場合が
多いようです。

トラキアン・ヴァレー（南部エリア）
気候は湿潤亜熱帯気候。長い乾期、日照、１０２
日以上の快晴日とその後の穏やかな秋の気候はブ
ドウに素晴らしい糖と酸を熟成させます。年間平均
気温は１２℃／平均年間降水量は５３９mm
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Ｖｉｌｌａ Ｙａｍｂｏｌ／ヴィラ・ヤンボル
（トラキアン・ヴァレー）
ｺｰﾄﾞ
213061

商品名
ヴィニフィケーション

ヴィラ・ヤンボル・シャルドネ
VILLA YAMBOL CHARDONNAY

色

地域
ＪＡＮ

容量
(ml)

参考上代

ﾄﾗｷｱﾝ･ｳﾞｧﾚｰ
3800206569854

750

¥1,000

750

¥1,000

750

¥1,400

VT

白 2017

ブドウ品種：シャルドネ１００％
明るい緑色で彩色された美しい黄金色。 魅力的でエキゾチックな果実の繊細な香り。
厚みのある果実味とほのかなオークのアクセントが味覚を心地よい世界へ誘います。
熟成：ワインの２０％はフランスのオーク樽（２２５リットル）で３ヶ月間熟成されています。
サクラアワード2019 Gold Medal
＜受賞歴＞
ムンダス・ヴィニ Bronze Medal
213056

ヴィラ・ヤンボル・カベルネソーヴィニヨン
VILLA YAMBOL CABERNET SAUVIGNON

赤 2017

ﾄﾗｷｱﾝ･ｳﾞｧﾚｰ
3800206569892

ブドウ品種：カベルネ･ソーヴィニヨン１００％
口に含んだ時の印象的な果実の凝縮感、たっぷりとした飲み口、そしてタンニンと酸のバランスが絶妙。
フィニッシュにスパイシーな余韻が残ります。
サクラアワード2019 Silver Medal
＜受賞歴＞
ブリュッセル・ワインコンクール Gold Medal
クリティクス・チャレンジ・国際ワイン・コンペティション Gold Medal
ムンダス･ヴィニ Bronze Medal
デカンターアジアワインアワード Bronze Medal
213070

ヴィラ・ヤンボル・メルロー・レゼルヴ
VILLA YAMBOL MERLOT RESERVE

赤 2014

ﾄﾗｷｱﾝ･ｳﾞｧﾚｰ
3800206569298

ブドウ品種：メルロ－ １００％
自社畑より選び抜かれた最高のブドウが使われています。
フルーティーなブーケと、樽熟成による香り、最初にフレッシュさが感じられ、続いて果実味と滑らかな舌ざわりが
素晴らしいハーモニーとなって押し寄せます。
フィニッシュがエレガントで食事に合わせたい１本です。
熟成：７５％フレンチオークで最低９ヶ月熟成
＜受賞歴＞
ヴィナリア Gold Medal、ムンダス･ヴィニ Silver Medal
213065

ヴィラ・ヤンボル･カベルネソーヴィニヨン・レゼルヴ
VILLA YAMBOL CABERNET SAUVIGNON RESERVE

赤 2014

ﾄﾗｷｱﾝ･ｳﾞｧﾚｰ
3800206569267

750

¥1,400

ブドウ品種：カベルネ･ソーヴィニヨン１００％
自社畑より選び抜かれた最高のブドウが使われています。
深いルビー色。 熟したフルーツの香り、バニラ、シナモンのニュアンス。
骨格がしっかりして濃厚さとキレのある酸が見事に調和しています。豪華なフィニッシュと長い余韻が味わえます。
熟成：７５％フレンチオークで最低９ヶ月熟成
＜受賞歴＞
ムンダス・ヴィニ Gold Medal、
ブリュッセル・ワインコンクール Grand Gold Medal
ヴィナリア Gold Medal（２０１４年VT）
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Ｎｅｗ Ｂｌｏｏｍ Ｗｉｎｅｒｙ ／ ニュー・ブルーム・ワイナリー
（ブルガリア/トラキアン・ヴァレー）
ｺｰﾄﾞ
213475

商品名
ヴィニフィケーション

ヴェラノ･アズール･シラー＆マルセラン・ハーフ
VERANO AZUR SYRAH & MARSELAN

色

VT

赤 2016

地域
ＪＡＮ

容量
(ml)

参考上代

ﾄﾗｷｱﾝ･ｳﾞｧﾚｰ
3800032037060

375

¥900

ブドウ品種：シラー８５％、マルセラン１５％
平均樹齢：シラー１０年、マルセラン７年 収穫：手摘み
醸造：１０℃で５日間の浸漬。２５℃で７日間の発酵、２１℃で１５日間の乳酸発酵。ステンレスタンクで６ヶ月以上熟成。
エレガントな深紅の色合い。非常に心地よく魅惑的なアロマはチェリー、マルベリー、ザクロ、黒スグリの豊かな果実の
風味にあふれている。口当たりはフレッシュでジューシー、フルーティーな後味は余韻も長く続く。
料理との相性：サラダ、オムレツ、ピッツア、パスタ、バーベキュー、チーズなどカジュアルな料理に。
適温：１５～１６℃に軽く冷やして

213480

ヴェラノ･アズール・ソーヴィニヨン＆ヴィオニエ・ハーフ
VERANO AZUR SAUVIGNON & VIOGNIER

赤 2017

ﾄﾗｷｱﾝ･ｳﾞｧﾚｰ
3800032037046

375

¥900

ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン８５％、ヴィオニエ１５％
平均樹齢：ソーヴィニヨン９年、 ヴィオニエ１１年 収穫： 手摘み
醸造：１０℃で３日間の浸漬。１３度℃で１４日間の発酵。乳酸発酵は行わない。ステンレスタンクで６ヶ月以上熟成。
緑がかった金色に輝く色合い。エレガントでブドウ品種の特徴が良く表れたワイン。植物のグリーンな香りやキウイ、パッ
ションフルーツ、ライムのフルーティーな風味。フレッシュで調和のとれた味わいで、ジューシーで魅惑的な後味は、次の
一口を誘う。
料理との相性：サラダ、オムレツ、ピッツア、パスタ、バーベキュー、チーズなどカジュアルな料理に
適温：１０℃前後に冷やして
213465

ピクセルズ カベルネ・ソーヴィニヨン
PIXELS CABERNET SAUVIGNON

赤 2015

ﾄﾗｷｱﾝ･ｳﾞｧﾚｰ
3800032037121

375

¥1,200

ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニヨン１００％
平均樹齢：７年 収穫：手摘み
醸造：１０℃で５日間の浸漬。２５℃で７日間の発酵、２１℃で１５日間の乳酸発酵。ステンレスタンクで６ヶ月以上熟成。
濃く美しいルビー色。プラム、黒スグリ、ダークチェリーの心地よい果実の風味、チョコレート、バニラ、甘いスパイスを思
わせるエレガントな樽香。しっかりとした骨格のある味わいでフレッシュな余韻があり、ソフトで調和が取れ、後味もすばら
しい。
料理との相性：ソーセージやベーコン、羊、仔牛など赤身肉や、鴨、鹿などジビエと。濃厚な味わいのチーズと
適温：１６℃～１８℃
213470

ピクセルズ ソーヴィニヨン・ブラン
PIXELS SAUVIGNON BLANC

赤 2016

ﾄﾗｷｱﾝ･ｳﾞｧﾚｰ


375

¥1,200

ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン１００％
平均樹齢：９年 収穫： 手摘み
醸造：１０℃で３日間の浸漬。１３℃で１４日間の発酵、乳酸発酵なし。ステンレスタンクで６ヶ月以上熟成。
緑がかった生き生きとした色合い。心地よく活気あふれるこのブドウ品種の特徴が良く表れたワイン。青リンゴなどグリー
ン・フルーツのフレッシュなアロマ。シトラスの風味あふれる魅力的な飲み口。ふくらみのある味わいと余韻、刈り立ての青
草やエキゾチックな芳香とクリーンな後味との絶妙なバランス。
料理との相性：スパイシーなアジアン料理。魚介料理、白身肉、スモーク・サーモン。熟したソフトタイプのチーズと。
適温：８℃前後に冷やして

Ｎｅｗ Ｂｌｏｏｍ Ｗｉｎｅｒｙ ／ ニュー・ブルーム・ワイナリー
ワイナリーはブルガリア第二の都市古都プロブディフから北西に２２km離れたSaedynenie町/ トラキア
ン・ヴァレーのサエディニエに位置します。 平均標高２８０メートルの村々に７００ヘクタールの自社ブド
ウ畑を所有しています。 それは伝統的なカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、ソーヴィニヨン・ブランなど
のブドウ品種やブルガリアのドルンフェルダー、グレラ、レゲントを栽培しています。
ニュー・ブルーム・ワイナリーは最新の世界基準に準拠した最先端のワイン製造施設を備え,研究開発
部門を持つブルガリアワイン生産者です。 ワイン生産の各段階における研究の為の最新鋭の実験室
は、ワイナリー内に設置され業務実行されています。学者と農業学者の専門家チームは、体系的な訓練
を受け、最新の国際慣行に照らしブドウ栽培、加工、品質を管理しています。
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