




　ポッジョ・レ・ヴォルピ社のルーツを知るには、約１世紀を遡らなければな
りません。創始者マンリオ・メルジェがワインとオリーブオイルの量り売り生
産販売を開始したのが、1920年。この年に、全てが始まりました。マンリオの
大地への情熱は、まず息子のアルマンドへ、そして孫のフェリーチェへ受け継
がれ、1996年にポッジョ・レ・ヴォルピ社が誕生。火山由来の豊穣な大地で
祖父の夢が現実となったのです。ポッジョ・レ・ヴォルピ社は、家族のワイナリ
ー経営における最初のターニングポイントを象徴しています。
　アルマンド・メルジェは、同社を設立したモンテ・ポルツィオ・カトーネを生
産拠点に、ローカルから全国規模へビジネスを拡大。フェリーチェは、父の経
営方針を引き継ぎ、醸造家となり、同社を率いる重要な存在として活躍。現
在、クオリティと生産レベルにおいて、ラツィオ州の最も興味深いワイナリー
の一つに成長を遂げています。
　フェリーチェ・メルジェによって推進された、伝統的でありながらモダンで
多様性のあるワイン造りは、野心的で多才な人々ならでは成し得ること。そ
う、マンリオとアルマンド・メルジェのように。
　ポッジョ・レ・ヴォルピ社、それは1920年から始まった大地と情熱、そして
クオリティの物語です。

代々受け継がれる家族経営ワイナリー
の成長と躍進を象徴するポッジョ・レ・ヴ
ォルピ社

ストーリー



情熱、伝統そして革新。クオリテ
ィと個性ある１杯のワインを目
指して。

 アルマンドとフェリーチェが率いるメルジェ家のワイン造りにおける目標
は、ぶどうの特性を失わせることなく高い品質を実現すること。情熱や使
命、経験だけではなく、伝統、アイデンティティ、そして領土。これらは、メルジ
ェ家が最も大切にしているものです。モダンな印象ながら、代々受け継がれ
てきた約100年の歴史を表現する１本を創るために、三世代に渡り、土壌
のポテンシャルを引き出し、原産種栽培を続けてきました。
　ポッジョ・レ・ヴォルピ社の企業理念は、長年のぶどう栽培の経験によっ
て得られたもの。
原産地基準を厳守し、管理された醸造プロセスで、ぶどうの特製を生かし
た非常に洗練されたスタイルのワイン造りを基本にしています。
　畑での作業、ぶどうと優良なサプライヤーの選別、熟練スタッフ。最新設
備のみならず、これらは間違いなく、アルマンドとフェリーチェが率いるメル
ジェ家のワイン生産の成功の要点です。

企業理念



　ポッジョ・レ・ヴォルピ社の拠点は、ローマ郊外の丘陵地帯コッリ・アルバ
ーニに位置するモンテ・ポルツィオ・カトーネ。カステッリ・ロマー二周辺地
域全体を形成するラツィオ火山の一部で、凝灰岩質の丘の上に鎮座するこ
のエリアは、昔から農業に理想的な地として知られてきました。カリウム、リ
ン、硫黄、マグネシウムなど豊富なミネラル分と溶岩、凝灰岩、砂などで構成
された大地は肥沃で、良好な排水と吸水を促します。
　州立カステッリ・ロマー二保護公園と18世紀の栗林に囲まれたモンテ・
ポルツィオ・カトーネが誇る主な産業は、ぶどう栽培とフラスカーティワイン
の生産。実際、カステッリ・ロマー二の町々の中でも特にワイナリーが集中し
ている町のひとつです。モンテ・ポルツィオ・カトーネの斜面とローマの田園
地帯に広大な農地を所有するポッジョ・レ・ヴォルペ社。同地の主要なワイ
ナリーの中でも、最も際立った存在です。

ワインに宿る
大地のストーリー。

ラツィオ領地



ポッジョ・レ・ヴォルピ社のワインは、
火山由来の肥沃で豊かな大地の恵み。
その畑には、今も美味しいブドウを
探し求めてキツネがやってくる。

　火山由来の肥沃な農地には、ほぼ南向きにスパリエラ仕立てのぶどう畑が
広がっています。何ヘクタールにもおよぶ広大な畑で育つのは、伝統的な品
種のマルヴァジア・デル・ラツィオ、マルヴァジア・ディ・カンディア、そしてトレビ
アーノとモンテプルチアーノ。原産地呼称基準や特性を尊重し、伝統を守りな
がらも高度な技術で生産される、高品質なポッジョ・レ・ヴォルピ社のワイン
に欠かせないぶどうたちが成長しています。
　太古の昔から、自然のマイクロ・クライメイト（微気候）の恩恵を受け、良質
なぶどうが栽培できる最高のロケーション。ここには今も、美味しいぶどうを
探し求めるキツネが隠れています。

農地とぶどう畑



　マルヴァジーア・デル・ラツィオとトレビアーノを主役にした「フラスカーテ
ィ・スプマンテ・アソーニア」、「フラスカーティ・カンネッリーノ」とフラスカー
ティ・スーペリオーレ・リゼルバの「エポス」は、地域の最も伝統的な白ブドウ
が主役。「ピープル」は、フラスカーティ・スーペリオーレのひとつで、飲む人を
選ばない合わせやすいワインです。マルヴァジーア・デル・ラツィオをメイン
に、グレコとシャルドネをブレンドした「ドンナルーチェ」は、IGPラツィオの白
ワイン。なめらかで官能的な口当たりが魅力的です。マルヴァジーア・プンテ
ィナータのみで造られる「ローマDOCビアンコ」は、この地域の持つポテンシ
ャルとミネラル感を表しています。
　カステッリ・ロマーニとアグロ・ポンティーノ周辺地区の最も古い伝統的な
黒ぶどう品種、ネーロ・ヴオーノは、当社のトップ・ワイン、「バッカロッサ」に。
そして、新登場のワインたち。厳選されたモンテプルチアーノ、チェザネーゼ、
シラーから生産される「ローマ・ロッソ」と「限定バージョン」、基準を満たす
主要ブドウのブレンド「ローマ・ロザート」が仲間に加わりました。

ポッジョ・レ・ヴォルピの豊穣な大地の恵み：
エポス、ドンナルーチェ、
フラスカーティ・スーペリオーレと
フラスカーティ・スーペリオーレ・エポス・リセルヴァ、
タトール、プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア、
アソーニア、カンネッリーノ、
バッカロッサ、そしてローマドック・シリーズ

ワイン



　仲間と飲むひとときは、人生の楽しみのひとつ。“ピープル”は、仲間
と共に。毎日の食卓を豊かに彩るために生まれました。親しみやすく
どんな料理にも合わせやすいワインで、色は淡く明るい麦わら色。ト
ップノーズは洋梨、青りんごとぶどう粒。そして白い花々、駆り立ての
青草の香りに。口当たりはフレッシュながら、フルーティで華やかな後
味が長く続くしっかりとした味わいがあります。アペリティーボにも最
適。シーフードの前菜やリゾット、野菜のミネストラ、蒸した魚やタイ
風チキンに。

Frascati Superiore
フラスカーティ・スーペリオーレ

DOCG
フ白ワイン



epos

　名前の語源は、古代ギリシャ語の「物語」。私たちの土地や伝統を物
語ってくれるワインです。光を受けてゴールドに輝く明るい麦わらイエロ
ー。放たれるトロピカル・フルーツの香りの中に、甘いアーモンドやヘー
ゼルナッツの香り、柑橘の花や芳香なハーブ、ミネラル感が潜んでいま
す。フルーティで華 し々く、まろやかな口当たり。味わい深く、余韻に爽や
かな果実味とミネラル感が残ります。
　マイルドな味付けのプリモピアット、白系の肉類、オーブン焼きの魚、フ
レッシュチーズや中熟成のチーズなど。カルボナーラにもよく合います。

受賞歴
2018年 › ヴィーニ・ブオーニ・ディ・イタリア 4つ星 / コローナ、コローナ・デル・プ

ブリコ
      › ムンドゥス・ヴィニ 金メダル
      › ファルスタッフ 91点
      › デカンター・ワールド・ワイン・アワード　銀メダル
2017年 › ヴィーニ・ブオーニ・ディ・イタリア  ４つ星
      › ムンドゥス・ヴィニ 銀メダル
2015年 › ガンベロロッソ　３ビッキエーリ| ジャンシス・ロビンソン 17
   ポイント
2014年 › ビベンダ　５グラッポリ
2013年 › ガンベロロッソ　３ビッキエーリ
2011年 › ガンベロロッソ　３ビッキエーリ
2010年 › ガンベロロッソ　３ビッキエーリ
2009年 › ガンベロロッソ　３ビッキエーリ

エポス
DOCG

フラスカーティ・スーペリオーレ
白ワイン・リセルバ



donnaluce

　女性に捧げるワイン。ラベルには、古代貴族が身につけていたブロ
ーチ「カメオ」がデザインされています。マルヴァジア・デル・ラツィオを
メインに、グレコとシャルドネをブレンド。きらめく麦わらイエロー。杏
や桃、ライチやマンダリン、ラベンダー、黄色い花々の芳醇な香りに、
蜂蜜やヘーゼルナッツの香りが追随します。ミネラル感が全体を覆
い、すっきりとした印象。フルーティな魅力溢れる口当たりは、まろや
かで官能的。長く続く果実味のしっかりとした味わいのラストには、か
すかなアーモンドの風味が感じられます。
　さまざまなシチュエーションや料理に適応する合わせやすいワイ
ン。フィンガーフード系のアペリティーヴォに最適ですが、生のシーフ
ードをベースにした前菜や、辛めのオリエンタル料理、天ぷらやお寿
司、カラスミとボンゴレのスパゲティ、柑橘や野菜のリゾット、フレッシ
ュなヤギのチーズなどにも。

受賞歴

2021年 › ビベンダ 5グラッポリ
 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
 › ムンドゥス・ヴィニ 金メダル
 › ルカ・マローニ 99 ポイント
2020年 › ルカ・マローニ　99 ポイント
 › ビベンダ 5グラッポリ
2019年 › ルカ・マローニ　99 ポイント
 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
 › ビベンダ 5 グラッポリ
2018年 › ルカ・マローニ  98 ポイント
 ›  ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
 › ヴィニ・ディ・イタリア ヴィタエ   4ヴィーティ
 › ビベンダ   5グラッポリ
2017 年 › ビベンダ   5グラッポリ
 ›  ルカ・マローニ　99 ポイント
 ›  ベルリナー・ワイン・トロフィー 銀メダル
 › ムンドゥス・ヴィニ  銀メダル

ドンナルーチェ
IGP

ラツィオ
白ワイン



baccarossa

　ネーロ・ヴオーノ種の力強い色が与える深く濃い色調、明る濃密な
ルビーレッド。芳醇な香りは、熟した赤い果実やスピリッツ漬けのチェ
リー。地中海灌木やカカオパウダー、キナの木、鉄、グラファイトなど。
口当たりはとても柔らか。わずかなタンニン感、バランスに優れたエレ
ガントな味わいが心地よく、余韻も長く続きます。
　ジビエのラグーソースのプリモピアット、赤肉のロースト、中期熟成
のチーズ。郷土料理のブカティーニ・アッラ・アマトリチャーナやコー
ダ・アッラ・ヴァチナーラなど。

受賞歴

2020年 › ガンベロロッソ  3 ビッキエーリ
 › アジア・ワイン・トロフィー 金メダル
 › ルカ・マローニ 99 ポイント
2019年  › ムンドゥス・ヴィニ 金メダル
 › ルカ・マローニ 99 ポイント
2018年 › ムンデゥス・ヴィーニ 銀メダル
  › ルカ・マローニ 98 ポイント
2017年 › ルカ・マローニ 98 ポイント
 › ムンデゥス・ヴィーニ 銀メダル
 ›  ブオーニ・ヴィーニ・ディ・イタリア   ４つ星
 ›  ワインハンター賞ゴールド
2016年 › ルカ・マローニ 98 ポイント
 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
 ›  ブオーニ・ヴィーニ・ディ・イタリア   ４つ星・ゴールデンスター（金星）
2015年 › ルカ・マローニ 99 ポイント

バッカロッサ
IGP
ラツィオ
赤ワイン



古代ローマのワイン造りの伝統賛美

　古代ローマ時代、“ローマ”と呼ばれたワインが大量消費されていま
した。その輸出量は膨大で、オスティアをワイン商業の中心地にする
ほどでした。その後、古代ローマ帝国の危機、戦争と行政不安、ワイ
ン生産者に課せられた重税により、ブドウ畑は荒廃してしまいました
が、テオドシウス皇帝の善政により、ワイン生産が再開。強大な利益
を産む商業のベースに戻りました。
　また、“ローマ”はある種のワインの起源と品質を示す形容詞でした
が、現在は、限定地域で生産されるDOCワインのひとつとなっています。

　ラツィオ州の最も新しいDOCワインであり、生産されるエリアは古
代のワイン作りの伝統とラツィオ火山由来の強いミネラルから、歴史
的にも最も重要な地域の一部を含みます。
　私たちの「ローマ・ドック」には、明るいけれど深く濃い色合い、ミネ
ラルと陰影のある香り、ブドウそれぞれの力強い香り。これらの豊か
な表情が凝縮されています。



roma doc bianco

　古代ローマ時代の壮麗さや豪華さの記憶を蘇らせる、ローマDOCビ
アンコ。カステッリ・ロマーニの火山性土壌で栽培される、フラスカーティ
DOCG生産に欠かせない主要なブドウ品種マルヴァジア・プンティナータ
のみを使用しています。質の高いアロマと印象的なミネラル感のある興味
深い古代品種。ワインに明るい色と旨味と共に、まろやかさと力強さを与
えます。

ローマ DOCビアンコ
DOC
ローマ

マルヴァジア・プンティナータ
白ワイン

受賞歴

2021年 › ルカ・マローニ  97 ポイント
2020年 › ガンベロロッソ 3 ビッキエーリ
 › ムンドゥス・ヴィニ 金メダル
 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
 › ファルスタッフ 90点
2019年 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 銀メダル
 › ムンドゥス・ヴィニ 金メダル
2017年 › ルカ・マローニ  97 ポイント



roma doc rosé

　ローマDOCロゼは、ポッジョ・レ・ヴォルピ社の“ローマ”シリーズを
拡充する最新作。明るい色、惹きつける芳香、味わい深い。エレガント
で様々なテーブルシーンで活躍する多様性を備えています。規定内の
割合で構成される主要ブドウ品種から、サラッソ（セニエ法）を用いて
醸造されます。

ローマ DOC ロゼ
DOC
ローマ
ロゼ

受賞歴

2020年 › ルカ・マローニ 97 ポイント
 › ファルスタッフ 91点
2019年 › ルカ・マローニ  97 ポイント
 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
2018年 › ルカ・マローニ  97 ポイント
 › アジア・ワイン・トロフィー 金メダル



roma doc rosso

　ローマとその偉大なる歴史に捧げるワイン。豊穣な大地へのオマージ
ュ。ラツィオ火山が形成する大地の豊富なミネラルと古来から続くワイン
作りの伝統が宿る、絶対的に重要な歴史地区から生まれたラツィオ州の
最も新しいDOC格付けワインです。
　厳選されたモンテプルチアーノ、チェザネーゼ、シラーで造る私たちのロ
ーマ DOCロッソは、明るく深く、そして強い色。ブレンドされる各ぶどう種
のアロマとミネラル感が力強く香ります。バリックで長期熟成した限定バ
ージョンもご用意しています。

受賞歴

2020年 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
 › ムンドゥス・ヴィニ 銀メダル
 › ルカ・マローニ98 ポイント
2019年 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
 › ルカ・マローニ98 ポイント
 › ファルスタッフ 89点
2018年 › ルカ・マローニ98 ポイント
 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
 › ムンドゥス・ヴィニ 銀メダル
 › デカンター・ワールド・ワイン・アワード　銀メダル
2017年 › ルカ・マローニ98 ポイント
 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
 › ムンドゥス・ヴィニ 銀メダル

ローマDOC ロッソ
DOC
ローマ

赤ワイン



roma doc
EDIZIONE LIMITATA

　ローマ DOC限定エディション（エディツィオーネ・リミタータ）は、私た
ちの格付けワインの最高峰にあります。ローマDOCロッソと同じ畑のモン
テプルチアーノ、シラー、チェザネーゼの中から、より良い房のみを厳選。細
心の注意を払って選ばれたブドウを温度管理されたステンレス層で発酵
し、使用済みバリック樽で約１年かけて熟成します。アペラシオンの基準に
なるであろう限定本数のみ少数生産されるこのワインは、我が社のフラッ
グワイン。鮮やかで深く濃いルビーレッド。ブレンドにより得られる強いアロ
マと濃厚でミネラル感のある香りで魅了します。

受賞歴

2019年 › ビベンダ 5 グラッポリ
 › ムンドゥス・ヴィニ 銀メダル
 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
 › アジア・ワイン・トロフィー 金メダル
2017年 › ガンベロロッソ  3 ビッキエーリ
 › ビベンダ 5 グラッポリ
 › ルカ・マローニ99ポイント
 › ムンドゥス・ヴィニ 金メダル
 › アジア・ワイン・トロフィー 金メダル
 › ベスト・イタリアン・ワイン・セレクション　銅賞
 › デカンター・ワールド・ワイン・アワード　銀メダル
 › ファルスタッフ 92点

ローマ DOC 限定エディション
DOC 
ローマ

赤ワイン



tator
primitivo

　濃く鮮やかなルビーレッド。香りは、エステル香から始まり、ブラックチェ
リーやベリー類の熟した果実のふくよかな香りへ。甘いスパイス、地中海
のハーブ、グラファイトや森の下草なども感じられ、複雑で魅力的。タンニ
ンを多く含む力強いボディ。優れたバランスで豊満な味わい。余韻は、果
実味とビターカカオパウダー。

受賞歴

2020年 › ルカ・マローニ  98 ポイント
 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
2019年 › ルカ・マローニ  98 ポイント
 › ムンドゥス・ヴィニ 金メダル
2018年 › ルカ・マローニ  98 ポイント
2016年 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル
2015年 › ルカ・マローニ  98 ポイント
2013年 › ベルリナー・ワイン・トロフィー 金メダル

タトール
プリミティーヴォ

IGP
サレント
赤ワイン



primitivo 
di manduria

　プリミティーヴォ種の名産地域で栽培されるブドウを手摘みし、温
度管理された状態で発酵・マセラシオン後、ステンレスタンクで熟成。
艶のあるルビーレッド。森の赤い木の果実、赤い花、ローズマリーノの
香りから、ラストはメンソールのスッキリした香りも。しっかりとした果
実味、広がるアロマ。バランスよく、後味も長く続きます。
　味わいのしっかりしたプリモピアット、例えばラザニアや猪のラグー
のフェットゥチーネ、また炭火焼の肉や中期熟成タイプのチーズなど
とよく合います。

プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア
DOP

赤ワイン



asonia

　アソニアは、その名前の由来となった女性の情熱と決意を表す芯
の強いワイン。過去の女性らしさを思い起こさせるラベルからボトル
まで、エレガンスな質感が際立ちます。火山由来のテッラロッサで栽
培されるマルヴァジア・ディ・カンディア100%に起因する確かな手応
えのあるワイン。香りは、濃厚なトロピカル・フルーツ、カナリア・メロ
ンや野花、パンの皮。ヨウ素を背景にほのかにスパイスが漂います。き
め細かくクリーミーな泡、爽やかで味わい豊か。ミネラル感と果実味
が持続します。ボリュームのあるアペリティーボや、前菜、生のシーフ
ード、フレッシュチーズやゴルゴンゾーラやカマンベールなどのソフト
熟成チーズ、天ぷらなど。何にでも合わせやすいワインです。

アソーニア
DOCフ

ラスカーティ
メトド・クラッシコ

受賞歴

2012年 › ヴィーニ・ブオーニ・ディ・イタリア  ゴールデンスター（金星）



cannellino

　名前の由来は、「カンネッラ」。伝統的な小さな樽の蛇口のことです。
マルヴァジア・デル・ラツィオ、マルヴァジア・ディ・カンディア、トレビア
ーノらしい透明感のあるゴールド・イエローに、黄色いバラの香りが
華やかに立ち上がります。熟したパイナップルやネクタリンに、ほのか
な柑橘類の香りの中に、ふわりと香るラベンダー。うっすらとヨード香
も感じられます。華やかでフルーティ、バランス良く飽きのこない味わ
い深い甘さが特徴。フィニッシュは長く、アロマティックなハーブと花
々の印象が残ります。
熟成チーズ、肉類のパテを載せたクロスティーニ、ミルフィーユ、プチ
フルール。そしてもちろん、単独でもお楽しみいただけます。

カンネッリーノ
DOCG

フラスカーティ・スーペリオーレ
白ワイン（甘）

受賞歴

2016年 › ヴィーニ・ブオーニ・ディ・イタリア  ４つ星



１世紀に渡る長い歴史
　マンリオ・メルジェの最初の一歩は、量り売りワインの生産でした。
そこから息子アルマンドの手腕によってモンテ・ポルツィオ・カトーネ
の生産拠点の開発、ローカル企業から全国企業への転換。さらにそ
の息子フェリーチェの時代には、権威ある賞を授与する確固たるイン
ターナショナル企業へ。メルジェ家は、折衷的で野心家の人 ら々しく
ーマンリオ、アルマンド、そしてフェリーチェのようなー伝統とモダン、
多様性のあるワイン造りを続けています。
　同社の所有地は、ラツィオとプーリアの二つ。総面積350/400ha
にも及ぶ大地で大切に育てられるブドウが、同社の商品となっていき
ます。ローマの田園地帯とモンテ・ポルツィオ・カトーネの斜面の間に
広がるポッジョ・レ・ヴォルピ社の畑。太古の昔から、ブドウの木々が
微妙な自然環境の変化の恩恵を最大限に享受してきた開放的な大
地です。栽培は、主に南向きのスパリエーラ仕立て。ワイン造りと保管
に最適な最新技術を備えたワイナリーで、オーナーであり醸造家のフ
ェリーチェ・メルジェの情熱と知識に育まれた選りすぐりのぶどうを用
いたクオリティの高いワインの生産を行っています。
　プーリアは、温暖な気候とサレンティーナ半島の海の影響を受けた
豊穣なマスカ・デル・タッコ。ここでは、風土に適した樹齢50年以上の
アルベレッロ方式で栽培されたぶどうから、非常に特徴的なワインが
造られています。主要な栽培品種は、プリミティーヴォ、ネグロアマー
ロ、フィアノ。ススマニエッロも栽培しています。
　フェリーチェ・メルジェのワイン造り。それは、典型的な特徴を失わ
せることなくワインの品質を向上させることにあります。希少性の高い
ワインから大衆的な商品まで、フェリーチェとそのスタッフたちは惜し
みない努力を注ぎ、豊かな歴史と各地のテロワールを生かしたクオリ
ティの高い、そして同社らしいワイン生産を目指しています。
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