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ファインズ

“ニューワールド”
ワインリスト

2019

ワインが語る“自然の恵みと造り手の想い”

を伝え、共感と笑顔の輪を広げます



United States of America

アメリカ合衆国

Chile

チリ

Argentina

アルゼンチン

Australia

オーストラリア

South Africa

南アフリカ

◆サン ミッシェル ワインエステーツ
【ワシントン】
◇シャトー サン ミッシェル
◇ドメーヌ サン ミッシェル
◇スティムソン エステート セラーズ
◇エロイカ
◇コルソラーレ、テネット
◇ドラムへラー、アニュー

【オレゴン】
◇イーラス

【カリフォルニア】
◇スタッグスリープ ワイン セラーズ
◇モットー
◇パッツ＆ホール

【コルチャグア】
◆ロス ヴァスコス ・・・27,28
◆ラポストール ・・・29-31

【メンドーサ】
◆カテナ ・・・ ・・・ 32-36
◆ボデガス エスメラルダ ・・・37
◆カロ ・・・38

【ウェスタンケープ】
◆ルパート＆ロートシルト ・・・39

【カリフォルニア】
◆ボンテッラ
◆クインテッサ
◆ハイド ド ヴィレーヌ
◆バイロン
◆シルクウッド

【ヴィクトリア】
◆レッドバンク ・・・20
【サウスオーストラリア】
◆ジョン デュヴァル ワインズ ・・・21
◆ピュージー ヴェイル ・・・22
【タスマニア】
◆ダルリンプル ・・・・・・23
◆ジャンツ ・・・・・・24

凡 例

品名

取扱のある容量と
参考上代、
生産国と地域

ブドウ品種と色、
味わいのタイプ

造りや味わいの
特徴

商品の特徴を
表すマーク

＜各マークの意味＞

…安定供給を目指して
いる、定番にお勧め
の商品

…同上（750mlのみ）

…ビオロジック農法の
認証を得ている商品

…ビオディナミ農法の
認証を得ている商品

…栓がスクリュー
キャップの商品

…化粧箱付で出荷可能
な商品

【マタカナ】
◆プロヴィダンス ・・・25
【マールボロ】
◆ノーティラス ・・・26,27
◆ツインアイランズ ・・・27

New Zealand

ニュージーランド

・・・3-5
・・・・・・5
・・・・・・6

・・・・・・・・・・・6
・・・・・・・・・・・7

・・・・・・・・・・・・・・8

・・・・・・・・・・・・・・9

・・・10,11
・・・・・・・・・・・・11
・・・・・・・・・12,13

・・・13,14
・・・15
・・・16

・・・17,18
・・・18,19

ロングパドック シラーズ

750ｍｌ 2,150円
【オーストラリア GI：キングヴァレー】

○ シラーズ、サンジョヴェーゼ
○ 赤 ミディアムボディ

森のフルーツやフレッシュプラムのアロマに
加え、白コショウやスターアニスのニュアンス
があります。
味わいにはダークチョコレートに加え、ベリー
やスパイスが感じられます。
わずかに加えられたサンジョヴェーゼ（6%）由
来のタンニンが果実の甘みを支えています。



STE MICHELLE WINE ESTATES

サン･ミッシェル ワイン エステーツ

「サン･ ミッシェル ワイン エステーツ」は北米大陸において、

パイオニアとしての輝かしい歴史を誇り、今も高い品質を
磨き続けるワイナリーを率いるワインカンパニー。現在はワ
シントン、オレゴン、カリフォルニアのナパの3つのエリアに
ワイナリーを所有しています。

世界中に熱狂的なファンと、プロからの確固たる評価を獲
得し、それぞれの地理特性を活かした個性あふれるワイン
を生み出しています。積極的な品質投資により、今後の更
なる品質向上も楽しみな生産者です。

Washington
【ワシントン】

USA, Washington
【アメリカ ワシントン】

コル･ソラーレ
イタリア、アンティノリとのコラボ。
伝統のワイン造りとワシントンの
テロワールの融合。

イーラス
オレゴンワイン近代化の先駆者、
ディック イーラスのワイナリー。

スタッグス リープ ワイン セラーズ
「パリスの審判」の主役にして、
伝統に磨きをかけるカリフォルニア
を代表する名門。
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エロイカ
ドイツ、DR.ローゼンとのコラボ。
ワシントンとモーゼルのリースリ
ングの協演。

シャトー サン ミッシェル
サン ミッシェル ワインエステーツの
中核。ワシントンワインのパイオニア。

スティムソン エステートセラーズ
テロワールを表現したワシントン
ワインのエントリー。

ドメーヌ サン ミッシェル
シャンパーニュのスタイルを目指

した瓶内二次発酵のプレミアム
スパークリングワインを生産。

シャトー サン ミッシェル

ワシントンにおける近代的ワイン産業のリーダーとして、シ
ャトー サン ミッシェルでは管理する畑(総面積約1,420ha)、
ワイナリーでのサステイナブル(持続可能)な手法によるブ

ドウ栽培を実践しています。ワシントン州の豊かな自然との
共存を図りながら、健全なブドウから品質の高いワインを
生み出しています。

（左）“Monster MOG”と呼ば

れる、振動による選果・除梗
システム。
サンミッシェルが所有してい
るのは北米最大級の機械。
導入により、ワインのスタイ
ルを更にソフトに仕上げるこ
とが可能になりました。
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―病虫害対策―
●植物石鹸、植物からの抽出物など、自然の力を活かした殺
虫剤の使用と、新しい機械(スプレー)による効果的な散布

●日常的な畑の状態チェック。 病気・害虫の兆候をすばやく
確認し、予防対策を採ることにより、生態系への影響を軽減し
ます。

●契約畑への指導、技術導入への支援を実施しています。

―土壌・栽培管理―
●土壌浸食を防ぎ、益虫を囲い込むために、カバークロップと
して、防虫や土壌改良の効果のある草や穀物を畝間に植えて
います。

●周辺の農場で出た堆肥や、醸造によって生じたブドウの絞
りカスを畑に活用。土壌窒素を豊かにし、ブドウのより良い生
育につなげます。

●天候を予測し、土中の水分を計測し、無駄のない適量の
水をドリップ・イリゲーションによって適時にブドウに与えま
す。ブドウの養分を果実に集中させる狙いもあります。

【サステイナブルなワインづくり】

テネット
南フランスの生産者、コンサルタン
トとのコラボ。シラーの可能性を追
求する。

パッツ&ホール
カリフォルニアのプレミアムピノ＆
シャルドネを手がける生産者。

モットー
リッチでダーク、個性的なルックス
＝カリフォルニアらしい「モットー」



コールド クリーク リースリング

750ｍｌ 3,200円
【ワシントン AVA: コロンビアヴァレー】

○ リースリング 100%
○ 白 やや辛口

コールド クリーク ヴィンヤーﾄﾞはコロンビア
ヴァレー内でも最も温暖で、長いハングタイム
をブドウに与え、更に降水量の少なさと、土壌
の水はけの良さが特長。
熟した桃やトロピカルフルーツなどの凝縮感
あふれるアロマとフレーバーに、洗練され、爽
やかな余韻を備えます。

【単一畑シリーズ】

カヌーリッジ メルロ

750ｍｌ 4,290円
【ワシントン AVA: ホースヘヴン ヒルズ】

○ メルロ 95%、カベルネ ソーヴィニヨン 5%
○ 赤 フルボディ

カヌーリッジは1991年に植樹されたコロンビア川沿
いホースへヴンヒルズの急峻な傾斜に広がる畑。
熟成した果実の味わいを持ち、熟成により豊かさ
や複雑味がさらに深まった味わいをお楽しみ頂け
ます。

STE MICHELLE WINE ESTATES

サンミッシェルが所有する畑それぞれの｢テロワール」を
表現するワインシリーズです。ワシントンで特に独特なス
タイルを表現するセパージュをリリースしています。

コールドクリーク畑
328ha 標高約180m
川に面した、南向きの
なだらかな傾斜。
ローム質の砂、小石が散らばる。
カリーチ(ミネラルを多く含む)
鉱脈。
温暖で、暑くなるときもある。
コロンビア川の影響は受けない。

力強さ、凝縮感を備えた
スタイル。

カヌーリッジ畑
215ha 標高125～290m
コロンビア川(南向き)に向いた
急な傾斜の畑。
深い砂質の堆積土に、丸石が
散らばる。温暖だが風が強い。
川の照り返しで日光があたり、
温度が一定に保たれる。

エレガントで、
張りつめたスタイル
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インディアン ウェールズ
カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 3,330円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 88%
シラー 12%

○ 赤 フルボディ

熟してジャミーな｢ニューワールド・スタイル｣を表現。
凝縮した黒系果実にバニラの風味が加わります。

インディアン ウェールズ シャルドネ

750ｍｌ 3,330円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

トロピカルフルーツ(パイナップル、マンゴ)のアロマ
とフレーバーに、キャラメルのヒント。リッチで滑ら
かな口当たりが特長。

【コロンビアヴァレーシリーズ】

｢典型的なニューワールドスタイル」を表現したシリーズ。温暖で、ブド
ウの生育期間の長い自社畑インディアン ウェルズ ヴィンヤードを中
心に、ワールーク スロープの熟したブドウを厳選しています。

ワシントン、コロンビア ヴァレーの特長を表現しながらデイリーに楽
しめる気軽さと、幅広い料理との相性もよいスタンダードシリーズ。

【インディアンウェールズシリーズ】

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです
。

コロンビア ヴァレー シャルドネ

750ｍｌ 2,150円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

リンゴや柑橘系に、スパイスやバニラのニュアンス
で楽しみやすく、料理と合わせやすいソフトなスタ
イルのワインです。明るい酸味、かすかなスパイス
、オークのバランスが取れたワイン。

コロンビア ヴァレー リースリング

750ｍｌ 1,590円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ リースリング 100%
○ 白 やや辛口

甘いライムや白桃の香りにほのかなミネラルを思
わせる風味。爽やかなオフドライ（半辛口）タイプで
親しみやすい味わいのリースリング。ワインそのも
のでも楽しみやすく、料理との相性も幅広い、｢い
つものリースリング」。



STE MICHELLE WINE ESTATES

コロンビア ヴァレー メルロ

750ｍｌ 2,670円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ メルロ 90%、 シラー 2%
その他 8%

○ 赤 ミディアムボディ

複雑味がありながら、楽しみやすいメルロ。色濃
い果実を思わせるフレーバーアロマに、滑らかで
甘い余韻。シラーがジャミーな果実味を加えてい
ます。新樽比率32%。

コロンビア ヴァレー カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 2,670円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 87%、
メルロ 6%、 シラー 4%、
マルベック 1%、プティ ヴェルド 1%

○ 赤 ミディアムボディ

ワシントンの凝縮感あるブドウを、楽しみやすいス
タイルに仕上げたワインです。複雑さと構成力、シ
ルキーなタンニンが魅力。アメリカンオーク・フレン
チオークで約14ヶ月熟成(新樽比率約32%)。

コロンビア ヴァレー シラー

750ｍｌ 2,670円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ シラー 98%、ヴィオニエ 2%
○ 赤 ミディアムボディ

特に日照時間が長くローヌ種のブドウ栽培に適し
たワールーク スロープの畑から取れるブドウを使
用。口当たりの優しく豊満なシラーの果実味を、
補助品種が色付けする。18ヶ月の樽熟成（32％
新樽）を実施。
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ミッシェル ブリュット

750ｍｌ 2,490円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ シャルドネ
ピノ ノワール、ピノ グリ

○ 白 辛口

ほのかなトースト香に、活き活きとした酸
リンゴやシトラスを思わせる味わい。辛口
ながら、ほのかな果実の甘みが感じられ
ます。

◇ほのかな甘みが魚介類のフリットやサ
ラダなどの前菜、刺身などの和食とも抜
群の相性を発揮します。

ミッシェル ブリュット ロゼ

750ｍｌ 2,490円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ ピノ ノワール、ピノ ムニエ
○ ロゼ 辛口

美しいブラッシュの色合い。ベリー系の香り
で口当たりはドライ、優しく表現された果実
味がさわやかな余韻へと続きます。
◇ドライなロゼは、ピノ ノワール由来のしっ

かりとした果実味、タンニンがあるため食中
酒として。

ドメーヌ サン ミッシェル

シャトー サン ミッシェルのスパークリング部門として、フラン

スのシャンパーニュと同じ瓶内二時発酵方式でこだわりの
プレミアムスパークリングワイン造りを行っています。

伝統的なシャンパーニュ製法を用いる

こだわりの造り
･2－3週間の一次発酵

･約110のロットからワインメーカーにより念入りに試飲し
アッ サンブラージュ比率を決定。

･ティラージュ後にシャンパーニュと同様の瓶内二次発酵を
18ヶ月間実施。

・最後に少量のドサージュを施します。

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

コロンビア ヴァレー ロゼ

750ｍｌ 2,150円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ シラー 98%、メルロ 2%
○ ロゼ 辛口

4時間のスキンコンタクトの後、ゆっくりと丁寧に果
皮を除き、ステンレスタンクで3週間かけて発酵さ
せます。スイカ、ラズベリー、レモンのアロマがあ
り、いきいきとした酸と、口に含むとイチゴや柑橘
類の皮のニュアンス、メロンをほのかに感じます。



STE MICHELLE WINE ESTATES

スティムソン エステート セラーズ

日照に恵まれ、冷涼な夜に恵まれ、凝縮したフレーバーと
アロマを備えるブドウを、カジュアルなスタイルに仕上げた
シリーズ。
シャトー サン ミッシェルの祖にして、ワシントン州の豊かな
農業文化を切り拓いたバロン フレデリック スティムソンへ
の敬意を込めて造られました。

シャルドネ

750ｍｌ 1,770円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

熟したりんごやメロンを思わせるアロマに、キャラ
メルのヒント。爽やかな酸味が焦がしたオークと
バランスがとれている。シャルドネは楽しみやすく、
表現力のあるワイン。

◇鶏肉のグリルや煮込み、火を通した魚介類と。

メルロ

750ｍｌ 1,770円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ メルロ 100%
○ 赤 ミディアムボディ

典型的な、ラズベリーやチェリーのニュアンスに、
バニラ、トーストしたオークが調和しており、ス
ムーズなフィニッシュに導かれます。活き活きとし
ていて、楽しみやすいメルロ。
◇グリルしたサーモンやトマト系、肉系パスタと。

カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 1,770円
【カリフォルニア】

○ カベルネ ソーヴィニヨン主体、メルロ
○ 赤 フルボディ

赤い果実のアロマに、トースト、ナツメグなどのス
パイスのヒント。チェリーやブルーベリーのフレー
バーが心地よい、やわらかく、バランスのとれた
スタイルです。
◇牛や羊など、肉料理全般。
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エロイカ

1999年から始まったエロイカはドイツのDr．ローゼンとシャ
トー サン ミッシェルという、新・旧各世界を代表するリース
リングの生産者が協働したワイナリーです。
「エロイカ」とは、ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄
（eroica）」から命名し、多様性や土地だけでなく、力強く先

進的なワシントンのリースリングと、エレガントで洗練された
ドイツのリースリングを融合したスタイルを表しています。

エロイカ リースリング

750ｍｌ 4,080円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ リースリング 100%
○ 白 中辛口

ワシントンリースリングの特長であるオレンジの
香りに、ドイツのリースリングの特長であるミネラ
ルや青リンゴ、フレッシュでいきいきとした酸を併
せ持つワイン。
しっかりとした酸がありながら、ほんのりとした甘
さがあり、食事にあわせやすいワインです。
◇アジア料理、カレー、寿司や甲殻類など幅広く
合わせられます。

エロイカ ゴールド リースリング

750ｍｌ 4,790円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ リースリング 100%
○ 白 中甘口

一部貴腐ブドウを使用した中甘口タイプ。オレン
ジやマーマレードのニュアンスのある甘みと酸の
バランスが調和した一本。果実味の豊富なふくよ
かなボディとワシントン州の特徴である綺麗で伸
びやかな酸、それにドイツのスタイルであるボトリ
ティス（貴腐菌）の影響を受けた、エレガントな
リースリングが出来上がります。

エロイカ リースリング アイスワイン

375ｍｌ 9,400円(2014VIN)
【ワシントン AVA: ホース ヘヴン ヒルズ】

○ リースリング 100%
○ 白 甘口

ブドウが健全に育ち、収穫期(10月末)の最低気温
がマイナス10度と、凍結に理想的な気候に恵まれ
た年だけ生産。深夜2時から6時にかけて手摘みで
収穫したブドウはすぐにプレス、高い糖分を含んだ
果汁が抽出されます。8週間かけてゆっくりと発酵し、
アプリコットや蜂蜜を思わせる、エキゾチックで官能
的、リッチで凝縮感のある品種香とフレーバーが表
現されます。

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

※14年ヴィンテージよりブドウの産地がカリフォルニア
になりました。
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コル ソラーレ

コル ソラーレは、トスカーナのアンティノリとワシントンの
シャトー サン ミッシェルの2つの生産者が持つ共同ワイナ
リー。1995年の開始時から、そのミッションは一貫して、
2つの個性的な栽培・醸造文化を融合し、ワシントン最上の

ブドウからワールドクラスのカベルネ ソーヴィニヨンを生み
出すことにあります。コル ソラーレの畑はまだ若いですが、
長熟のポテンシャルを持ったワインを造るという熱い希望を
持って取り組んでいます。

コル ソラーレ

750ｍｌ 15,900円
【ワシントン AVA: レッド マウンテン】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 88%
カベルネ フラン 6%
メルロー 4%
シラー 2%

○ 赤 フルボディ

ブラックチェリーやカシス、完熟したブラックベ
リーなどの果実に、エスプレッソやバニラの香り。
口に含むと黒系果実やチョコレート、ココナッツ
などのスパイスの風味を持っています。滑らか
な飲み心地で、長くシルキーな余韻が続きます。
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シャイニング ヒル
750ｍｌ 8,600円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 77%
カベルネ フラン 10%                 
メルロー 8%
マルベック 5%

○ 赤 フルボディ

コル ソラーレのセカンドワインにあたります。レッ
ド マウンテンのブドウを主体に、同ワイナリーの
スタイルを受け継ぎながら、よりエレガントな果
実味を前面に出した味わいとなっています。

テネット

醸造家のミッシェル ガシエ、数々の高評価ワインに携わっ
てきたコンサルタントのフィリップ カンビーとシャトー サンミ
ッシェルのヘッドワインメーカー ボブ バートゥによって生ま
れたコラボレーションです。

ワシントン州がローヌ品種にとって類稀なテロワールを持
つ土地という信念（＝テネット）に基づき、ローヌブレンドの
個性を最大限表現したワイン造りを目指します。

テネット
750ｍｌ 12,200円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ グルナッシュ 40%、
シラー 35%、ムールヴェードル 25%

○ 赤 フルボディ

コロンビアヴァレーの中でもいくつかの最も古い
ブドウ樹からとれたブドウを南ローヌの伝統的な
製法で醸造。品種の個性を活かしながら、ワシン
トン州のテロワールを反映したフィネスとエレガン
スを持ったワインです。
非常に高い凝縮感を持ち、細かく繊細なタンニン
がワインに長い余韻と熟成のポテンシャルをもた
らしています。

ザ パンディット
750ｍｌ 5,000円
【ワシントン AVA: コロンビア ヴァレー】

○ シラー 89%、グルナッシュ 5%、
ムール ヴェードル 4%、ヴィオニエ 2%

○ 赤 フルボディ

ブドウの約10％を全房で発酵することで土っぽさ
や風味のある香り、味わいが果実の素直な味わ
いにうまく融合しています。
口当たりは柔らかく、砂糖漬けにしたプラムやチ
ェリーパイ、バニラのフレーバーが広がり、ソフト
で長い余韻が導かれます。
フィネスとバランスを兼ね備えたワインです。

ミッシェル ガシエ（左）と
フィリップ カンビー（右）

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。
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アニュー

コロンビア ヴァレーのいくつかの畑からブドウを厳選し、

昼夜の寒暖差がもたらす自然な酸を残しながら熟したブ
ドウを使用したロゼ。

ピンクグレープフルーツや桃の花のようないきいきとし
たアロマを残すため、低温で発酵しています。

シャルドネ

750ｍｌ 2,860円
【ワシントン AVA：コロンビア ヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

トロピカルな果実と白い花を思わせるアロ
マ。スモーキーで辛口の口当たり。コロン
ビアヴァレーの中でも高品質のシャルド
ネが作られるホースヘヴンヒルズの畑の
ブドウを使用しています。

カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 2,860円
【ワシントン AVA：コロンビア ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン
メルロ、シラー

○ 赤 ミディアムボディ

熟したチェリー、ブラックベリー、シナモン
のニュアンスに凝縮した果実味とシル
キーな口当たり。余韻は力強いが滑らか
さも感じます。コロンビアヴァレーの中で
も温暖で収量の低い畑から凝縮味のある
ブドウを厳選しています。

ドラムヘラー

「ドラムヘラー」は氷河期の終わりごろにワシントン州東
部で幾度発生した洪水により作られた渓谷の名。特徴
的な筒状岩の地形は、コロンビアヴァレーに大量の土
砂を運んできた洪水の名残と驚異的な自然の力を現し
ています。

渓谷から流れ出すコロンビアリヴァーにより育まれるブ
ドウ畑からのワインも自然の偉大さに敬意を表し「ドラム
ヘラー」と名づけられました。

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

アニュー ロゼ

750ｍｌ 2,360円
【ワシントン AVA：コロンビア ヴァレー】

○ シラー
グルナッシュ

○ ロゼ 辛口

爽やかな酸味とイチゴのような風味があ
り、活気に満ちたワインです。あっさりした
味わいのパスタやグリルした魚料理など
と良い相性です。

北米大陸において、パイオニアとしての輝かしい歴史を誇り、今も高い品質を磨き続ける
ワイナリーを率いるワインカンパニー「サン ミッシェル ワイン エステーツ」 が造るワイン。

2016年は、暑い春と早い夏、そして涼しい秋という２つ
の素晴らしい気象条件を備えた年でした。
8 月、9月の涼しさがゆっくりとブドウを成熟させ、ハング

タイムは長く、収穫期間はワシントン州の記録の中で最
も長いものに。（8月15日-9月15日）結果、2016年ヴィン

テージは熟度とエレガントさをそなえた素晴らしいワイン
となっています。

【2016年ヴィンテージ】
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イーラス

サンフランシスコ出身のディック イーラスは早くからブル
ゴーニュ ピノの魅力にとりつかれ、アメリカ国内での同クラ
スのワインづくりを夢見て探求を続けた結果、オレゴンの土
地にたどり着きました。UCデイビス在学中の1967年、同地
のブドウを実験的に醸造してその品質を確信。その翌年に
はオレゴン ウィラメッ トヴァレー北部のチャハレム ヒルズ
にて20haの畑で、ワインづくりを開始。1972年に初めてワイ
ンをリリースし、シアトルワイン醸造協会の品評会でゴール
ドメダル受賞。1976年にはダンディー ヒルズに畑を取得し、
ワイナリーを建設しました。
2002年には現ワインメーカーのゲイリー ホーナーをワイナ
リーに迎え、2006年にワシントンのサン･ミッシェル ワイン
エステーツ(SMWE)へ売却。イーラスの意思を受け、売却に
よって得られた資金はオレゴン州のブドウ栽培、ワイン醸
造の技術教育のための基金として寄付され、今も若い造り
手達の育成に活用されています。

USA, Oregon
【アメリカ、オレゴン】

イーラス オレゴン ピノ ノワール

750ｍｌ 3,360円
【オレゴン AVA: オレゴン】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

赤いチェリーやスミレ、バニラやパイの皮のような
香りに、スモーキーなニュアンスが魅力的。
ほのかな甘みがあり、プラムやクランベリー、
セージなどの風味が続きます。適度な酸が食事
に合わせやすく、余韻も長く続きます。

イーラス オレゴン ピノ グリ

750ｍｌ 3,000円
【オレゴン AVA: オレゴン】

○ ピノ グリ 100%
○ 白 辛口

手摘み収穫したブドウを全房でプレスし低温発酵。
マロラクティック発酵や樽熟は行わない、いきい
きとしたスタイルに仕上げます。フレッシュな果実
味やいきいきとした酸味を生かしたスタイルです。
メロンやバラの花びらなどの魅惑的な香りと青リ
ンゴやレモン、バナナなどジューシーな風味が感
じられます。

イーラス エステート セレクション
ピノ ノワール

750ｍｌ 5,400円
【オレゴン AVA: ウィラメット ヴァレー】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ウィラメット ヴァレーの4つの単一畑からブドウを
調達し造る「リザーブ」タイプのピノ ノワール。
「ジョリー土壌」、「ネキア土壌」と呼ばれる火山性
土壌の畑から、豊かなアロマと風味を兼ね備え
たワインが造り出されます。若いうちはフレッシュ
な果実味が楽しめ、3-8年の熟成も可能です。

イーラス プリンスヒル
ピノ ノワール

750ｍｌ 6,800円
【オレゴン AVA: ダンディー ヒルズ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

オレゴンワイン創生の地ダンディーヒルズの
南東向き斜面に位置する単一畑「プリンス
ヒル ヴィンヤード」から造りだされる逸品。こ
の地域特有の火山性で粘土性のシルトから
なるジョリー土壌主体のテロワール。
アロマティックで酸をしっかり兼ね備えたエレ
ガントな味わい。チェリーやバニラ、ラベン
ダーなどのアロマにクランベリー、チェリー、
ラズベリーのようなフレーバーを兼ね備えた
味わいと軽やかなタンニンが魅力です。

｢オレゴンという恵まれた気候･土壌条件で育った品種本来の美し
さを表現する｣ことをポリシーに、昔ながらの技術と新しい技術を
組み合わせた醸造が行われます。特にオレゴン ピノ ノワールに
は空気圧によるルモンタージュ(パルスエアー)、
マイクロオキシジェネーション、クロスフロー
濾過等の工夫により、渋みの柔らかなワインに
仕上げられます。

【ワイン造り】

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

ピノ ノワール ロゼ

750ｍｌ 3,360円
【オレゴン AVA: オレゴン】

○ ピノ ノワール 100%
○ ロゼ 辛口

過度な色とタンニンの抽出を避けるため、醸しは
わずかで丁寧にプレスをします。ステンレスタンク
発酵。ネクタリン、バラの花、熟したジューシーな
メロンのアロマを感じる、はつらつとしたロゼ。軽
快な酸とともに、アプリコットやリンゴの香りが口
いっぱいに広がります。
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スタッグスリープ ワイン セラーズ

1970年に始まった若きワイナリーの名声を一躍高めたの
が1976年の「パリスの審判」です。アカデミーデュヴァン主

催のフランス対カリフォルニアのブラインドテイスティング
で同ワイナリーのカベルネ ソーヴィニヨンが、見事1位に
輝きました。
その後、熱狂的な支持を得たワイナリーを、2007年より
SMWEとアンティノリが共同所有しています。

USA, California Napa
【アメリカ、カリフォルニア ナパ】

カスク23

750ｍｌ 49,700円 (2015VIN)
【カリフォルニア AVA: ナパ ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 100%
○ 赤 フルボディ

1974年当時、SLWCのコンサルタントを務めて
いたアンドレ・チェリチェフがS.L.V.の熟成中の
ロットテイスティングを行ったところ、
｢CASK23｣と名づけられた大樽のワインが優
れたポテンシャルを持っていることに気付き、
別のボトルにつめたことに由来します。

“The Iron Fist in the Velvet Glove” －SLWCのスタイル－

(ヴェルベットの手袋に包まれた鉄の拳)
熟成感と抑制、やわらかさと構成、そして比類なき美しさと長熟の
力を裏付ける完結性。これらの要素を持続的に追求するため、世
界でも類を見ないほど慎重な注意が払われ、ブドウ栽培からワイ
ンが造られます。

FAY

750ｍｌ 25,900円 (2014VIN)
【カリフォルニア AVA: ナパ ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 100%
○ 赤 フルボディ

ナパヴァレーはカベルネ ソーヴィニヨンに
とって寒すぎると考えられていましたが、そ
の常識はこの畑によって覆されました。
たっぷりとした色濃い果実のアロマあふれる
香りと甘さのある、きめ細かい構成が特長。
SLWCが掲げる「ヴェルベットの手袋に包ま
れた鐵の拳｣というスタイルを体現していま
す。

S.L.V.

750ｍｌ 30,000円 (2014VIN)
【カリフォルニア AVA: ナパ ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 100%
○ 赤 フルボディ

Stags.Leap Vineyards。｢牡鹿の伝説｣が残る
丘の麓に広がる畑で、1970年に植樹、樹齢3
年にして偉大な伝説を打ち立てた銘畑。
区画ごとに微気候・土壌差に恵まれ、それぞ
れをブレンドすることでポテンシャルあふれ
るワインが生まれます。丘の上の火山性土
壌では構成力とミネラル感、煮詰めた果実
のニュアンスを、下方の堆積土は力強い果
実味とアロマをもたらします。

アルテミス
カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 10,000円
【カリフォルニア AVA: ナパ ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン
メルロ、プティ ヴェルド

○ 赤 フルボディ

ギリシャ狩猟の女神に由来してアルテミスと
名づけられ、ブラックチェリー、バニラやココ
アの魅力的な香りに、クローブやセージなど
のスパイスのニュアンス。
いきいきとした果実味、優れた構成力とバラ
ンスの取れた酸味は、しっかりした食事と相
性の良さを発揮します。

S.L.V.とフェイヴィンヤードの
最も優れた果実から造られる、
SLWCのプレステージワイン。

S.L.VとFAYの畑

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

STE MICHELLE WINE ESTATES
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ハンズ オブ タイム
レッド ブレンド

750ｍｌ 5,700円
【カリフォルニア AVA: ナパ ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン
メルロ、マルベック

○ 赤 フルボディ

熟したベリー系の香りに、ブラックベリーやプ
ラムなどの黒系果実とドライハーブのニュア
ンス。しっかりとした構成力がありフルボディ
ながら、柔らかなタンニンが長い余韻へと導
きます。

カリア シャルドネ

750ｍｌ 5,700円
【カリフォルニア AVA: ナパ ヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

「カリア」はギリシャ語で優雅さを表し、海から
の冷涼な風を受けた爽やかな酸味を持つ
シャルドネを使用。桃やリンゴ、レモン、トロピ
カルフルーツ、トロピカルフラワーなど豊かな
香りに溢れています。

アヴィータ ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 4,430円
【カリフォルニア AVA: ナパ ヴァレー】

○ ソーヴィニヨン ブラン
ソーヴィニヨン ムスク
セミヨン、マスカット

○ 白 辛口

アヴィータはギリシャ神話で水の神を意味する
言葉。オークノルの自社畑を中心にナパの中
でも冷涼な長期契約畑かブドウを厳選。ハー
ブ香と果実味、力強い骨格、樽熟による複雑
な旨みが魅力的なワインです。

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

モットー カベルネ･ソーヴィニヨン
750ｍｌ 2,360円
【カリフォルニア】

○ カベルネ ソーヴィニヨン
プティ ヴェルド
プティ シラー

○ 赤 フルボディ

熟した赤系果実の香りにプラム、ラズベリーの
ニュアンス。エレガンスと口当たりの柔らかさを兼
ね備えています。1/3をフレンチオークの古樽で
10ヶ月熟成。

モットー

リッチで濃い「カリフォルニアらしさ」を追求した、果実味の
インパクトの強い「ダークな」スタイルのワイン。

カリフォルニアの各地から厳選されたブドウをロットごとに
醸造、新樽と古樽両方の樽を組み合わせて熟成。瓶詰め
の前に最終ブレンドが決定されています。

by Ste Michelle Wine Estates

モットー ジンファンデル
750ｍｌ 2,360円
【カリフォルニア】

○ ジンファンデル
カベルネ ソーヴィニヨン

○ 赤 フルボディ

プラムやクランベリーのような果実の香りにチョコ
レートのニュアンス。果実味とスパイシーさが同
居する、飲みやすいタイプのジンファンデルです。
フレンチオークの古樽で熟成しリリースします。

モットー レッドブレンド
750ｍｌ 2,360円
【カリフォルニア】

○ カベルネ ソーヴィニヨン
プティ ヴェルド
プティ シラー
ジンファンデル

○ 赤 フルボディ

ブルーベリーや薫り高い紅茶、スパイスのニュア
ンス。複雑なアロマと豊富な果実が感じられます。
ローストチキン、ビーフなどと共に。
フレンチオークの古樽で熟成し、リリースします。

モットー ソーヴィニヨン ブラン
750ｍｌ 2,360円
【カリフォルニア】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100%
○ 白 辛口

青リンゴやパッションフルーツのアロマと、
爽やかでキレのある酸。カキやサーモンなど魚
介はもちろん、ローストチキンとも非常に良い相
性です。
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パッツ ＆ ホール

1988年ソノマの地に、ジェームズ ホール、ドナルド パッツ、
アンヌ モーゼス、ヘザー パッツの4名により共同で設立。高

品質で希少なワインを造ることを目指し、カリフォルニアの
ピノ ノワール、シャルドネのプレミアム生産者でありベンチ

マークとして名を馳せてきました。自社畑を持たず、ロシア
ンリヴァーヴァレー、カーネロス、メンドシーノ、ソノマコース
ト、サンタルシアハイランズの銘壌畑の栽培家と契約し、厳
選したブドウを調達しワイン造りを行っています。

STE MICHELLE WINE ESTATES

※数量に限りがあります。在庫切れの場合はご容赦ください。

ハイド ド ヴィンヤード ピノ ノワール

750ｍｌ 14,000円
【カリフォルニア AVA: ロス カーネロス】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

44もの区画に分けられるハイドヴィンヤードの、
「カレラ＝ハイド」クローンのピノノワールを使
用。果実の複雑味とピュアさが同居し、バラや
クランベリー、クローヴやチェリーの香りに、カ
シス、リキュールやシナモンのニュアンス。酸
が豊富の色々な表情を併せ持つピノ ノワー
ルです。
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チェノウェース ピノ ノワール
750ｍｌ 14,000円
【カリフォルニア
AVA：ロシアン リヴァー ヴァレー】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

1800年代中盤からブドウ造りを行うチェノ
ウェース家。現在ではほぼ全てのブドウを
パッツ＆ホールに提供しています。
南向きの斜面により育まれる果実味と西にあ
る丘に遮られ気温が急降下する夕方から夜
に掛けて形成される酸のバランスがすばらし
い。ダークチョコレートやチェリー、ラズベリー
の香りとわずかなスパイス香が華やかな香り
を出しています。

ピゾーニ ピノ ノワール
750ｍｌ 16,800円
【カリフォルニア AVA：

サンタ ルシア ハイランズ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

モントレーのサリナスヴァレーに200haもの土
地を持つピゾーニ家。80年代にピノ ノワール
を植樹し、現在ではカリフォルニアを代表する
パワフルなピノ ノワールの栽培家に数えられ
ています。
深みと複雑味のあるピノ ノワールで、チェリー、
ラズベリーやプラムの香り。ブラックベリーな
どの果実味が深く重い口当たりをもたらします。

ソノマ コースト ピノ ノワール

750ｍｌ 8,000円
【カリフォルニア AVA: ソノマ コースト】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

層となったアロマとフレーバーが特徴的。チェ
リーパイ、シナモンやクローブなどのスパイス、
チョコレートなどのニュアンスがあり、口当た
りはとても滑らかです。クリーミーなタンニン
が、美しい果実味を支え、溌剌とした酸がリッ
チな味わいを引き締めると共に長い余韻へと
導きます。

ジェンキンス ランチ ソノマコースト
ピノ ノワール

750ｍｌ 11,500円
【カリフォルニア AVA: ソノマ コースト】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

リッチで力強く、魅惑的な果実のフレーバー
をもつブドウを算出する畑。凝縮感と複雑味
を兼ね備えたワインです。

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。



STE MICHELLE WINE ESTATES BONTERRA 

ボンテッラ ヴィンヤード
－美味しい“ビオワイン”をリーズナブルに－

ボンテッラとはフランス語で｢良き土、良き大地｣、英語で
｢グッド・アース｣を意味します。3年以上、無農薬、無化学
肥料、無除草剤を経て、カリフォルニア州最大の有機農
法認定機関であるCCOFの認定を受けたボンテッラ・ヴィ
ンヤードと一部契約栽培農家のブドウから造られます。
カリフォルニア州メンドシーノ地区で800haの有機栽培ブ
ドウ園を所有し、一部にはビオディナミ農法も取り入れ、
demeterの認証を受けています。AVAはメンドシーノ カウ
ンティ中心。

California, Mendocino
【カリフォルニア メンドシーノ】

オーガニックワインのパイオニア

【メンドシーノ カウンティ】
病害が少なく、ブドウがゆっくりと成熟する

サンフランシスコから北に約200kmの土地。
西側は寒流(カリフォルニア海流)の流れる太平洋に面し、
山地と森林が多い地域です。
ブドウの生育期における昼夜差の温度差が大きく、夏の湿
度が少ないため、ブドウの成熟はゆっくりと進み、活き活き
とした酸味と濃厚な果実味を蓄えることができます。

【ブドウの個性を活かすワイン造り】

有機栽培の目的は、「自然体系の根幹である生態バランス
を保ち、また、農業手法を全体の生態系の中に取り込む事
によって、相互に依存している共同体である土壌、動植物、
人々の全てが健全に、また生産力を最大限に発揮できるよ
うにすること」。有機栽培にすることで初めて、本来ブドウが
もつ純粋で力強い個性を表現できます。この事をより多くの
人々に広めたいという思いが、ボンテッラのミッション「－美
味しい“ビオワイン”をリーズナブルに－」に繋がります。

●ワイナリーでの太陽光発電
●ボトルのリサイクル
●ラベルへの再生紙の使用
●電気自動車の導入

ボンテッラヴィンヤードでは、自然環境
をワイン造りに生かすだけでなく、共存
を目指しさまざまな取り組みを行ってい
ます。

【環境保全への取組み】

ボンテッラでは畑を中心に生態系をつくり
あげることで、
化学肥料や農薬に頼らずブドウを健全に
育てる仕組みを構築しています。

【畑を中心とした多様な生態系】

ソノマ コースト シャルドネ

750ｍｌ 6,800円
【カリフォルニア AVA: ソノマ コースト】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

桃や洋梨などのフルーツのアロマに加え、
フェンネルなどのスパイスやミネラル感が豊
か。口に含むと香り同様あふれるほどのフ
ルーツのフレーバーとクレームブリュレ、マジ
パンなどの甘いニュアンスも感じられるがい
きいきとした酸がそのリッチな味わいを引き
締め、鮮やかな余韻へと導きます。

ダットン ランチ ロシアン リヴァー
ヴァレーシャルドネ

750ｍｌ 7,700円
【カリフォルニア

AVA: ロシアン リヴァー ヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

非常にアロマティックでトロピカルフルーツの
ようなフレーバーを持つブドウが生まれる畑。
ミネラル感が豊かで後味にわずかな苦味を
感じるのが特徴的です。
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ハイド ド ヴィンヤード シャルドネ

750ｍｌ 11,600円
【カリフォルニア AVA: ロス カーネロス】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

柑橘系のアロマ豊かでときにコアントローのよ
うな香りにさえ感じられます。酸味とミネラル
感も豊かでグランクリュの風格を感じさせます。

アルダー スプリングス シャルドネ
750ｍｌ 11,600 円
【カリフォルニア

AVA: メンドシーノ カウンティ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

スチュアート ビューリーにより開かれた、太平
洋からわずか7マイル、標高780mの場所に
位置する畑。パッツ＆ホールでは1997年より
ブドウを購入。
高標高と海がもたらす夜の寒さがもたらすしっ
かりした酸味と強い太陽がもたらす粘性のあ
る果実味が絶妙なバランスをとっています。

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

http://www.demeter.de/home/start.php?pagegroup=demeter.de&pageaction=home
http://www.demeter.de/home/start.php?pagegroup=demeter.de&pageaction=home


ボンテッラ ジンファンデル

750ｍｌ 2,770円
【カリフォルニア AVA:メンドシーノ カウンティ】

○ ジンファンデル 83%、
プティ シラー 16%、その他 1%

○ 赤 ミディアムボディ

ラズベリージャムを思わせる甘く凝縮感のある香
りにしっかりとしたスパイスやコーヒーのフレー
バーが漂い、食欲を刺激します。ステーキや脂っ
こい肉料理と抜群の相性をもった味わいです。
◇肉料理全般、中華、濃厚なチーズなど

ボンテッラ ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 2,770円
【カリフォルニア AVA:ノース コースト】

○ ソーヴィニヨン ブラン 99%、その他 1%、
○ 白 辛口

グレープフルーツ、キウイ、刈りたての草を思わ
せる香りに凝縮したトロピカルフルーツや、ミネラ
ル感が特徴的。酸味がしっかりしており、活き活
きとした印象を与えながら、グァバやメロンを思わ
せる果実の風味が広がります。
◇特に国産のカキなど、魚介類全般

ボンテッラ カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 2,770円
【カリフォルニア AVA:ノースコースト】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 76%、
プティ シラー 10%、シラー 6%、
マルベック 3%、その他 5%

○ 赤 ミディアムボディ

濃いルビー色が美しく、ブラックカラントやブラック
ベリーの風味にフレンチローストのコーヒーやバニ
ラ、スパイスの香りが心地良い。タンニンもほどよ
く溶け込み、バランスのよい味わいにはエレガン
スさえ感じます。食事によく合うワインです。
◇すき焼き・焼肉・カマンベールなど

BONTERRA 

ボンテッラ ヴィオニエ

750ｍｌ 2,770円
【カリフォルニア AVA:メンドシーノ カウンティ】

○ ヴィオニエ 99%、マスカット 1%
○ 白 辛口

オーク樽由来のバニラの香りがかすかに香り、
桃、クリーム、シトラスの花とアプリコットのアロマ
が立ち上ります溌剌としてかつリッチでエレガント、
そしてとても長い余韻を持っています。
◇エスニック料理、中華料理など

ボンテッラ メルロ

750ｍｌ 2,770円
【カリフォルニア AVA:メンドシーノ カウンティ】

○ メルロ 78%、 プティ シラー 10%、
シラー 4%、マルベック 3%、その他 5%

○ 赤 ミディアムボディ

芳醇なチェリーやベリー系のフレーバーと円熟し
たタンニンが、甘いオーク香によって引き立ち、
ヴェルヴェットのようなフィニッシュで締めくくられ
ます。
◇ハンバーグ・テリヤキステーキなど肉料理全般

ボンテッラ シャルドネ

750ｍｌ 2,770円
【カリフォルニア AVA:メンドシーノ カウンティ】

○ シャルドネ 94%、ヴィオニエ 2%、
マスカット 2%、ルーサンヌ 1%、
シュナン ブラン 1%

○ 白 辛口

フレンチオークとアメリカンオーク樽を使い、7ヶ
月間熟成。熟した柑橘系果実や洋梨の豊潤な香
りにバニラやトーストなどのほど良い樽香が見事
なバランスです。味わいもリッチで余韻も長く続き
ます。 ◇シーフードサラダ・ 塩の焼き鳥など

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。14 

栽培責任者デイヴィット コバールと醸
造責任者ボブ ブルー（右写真）は、二
人ともボンテッラで10年以上の経験を
持ち、よいブドウ、よいワイン造りに取
り組んでいます。

ボブ ブルー



QUINTESSA

クィンテッサ

750ｍｌ 27,700円
【カリフォルニア AVA:ラザフォード】

○ カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ、
カベルネ フラン、プティ ヴェルド、
カルメネール

○ 赤 フルボディ

品種、区画、クローンなどの要素が組み合わさ
れた約50のキュヴェを個別に熟成し、ブレンドし
て｢クィンテッサ｣が完成します。
ボトリング後、更に約1年の瓶熟を経てリリース。
ブラックチェリーや甘いスパイス、ホワイトチョコ
レートのアロマに、繊細な花やクレーム･ブリュレ、
バニラの香りが重なります。柔らかくシルキーな
口当たりで、ナツメグや黒系果実のフレーバー
が何層にも重なり、濃厚で洗練された余韻が長
く続きます。

ファウスト

750ｍｌ 10,600円
【カリフォルニア AVA:ナパ ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ
マルベック、カベルネ フラン

○ 赤 フルボディ

名前はドイツの文人ゲーテの代表的戯曲「ファウ
スト」に由来。自社畑のほか、ナパ ヴァレー北部
の比較的温暖な気候の3つの畑からブドウを調
達し、凝縮感のある果実味を備えた親しみやす
いスタイルです。黒い果実、熟したラズベリーや
紅茶の葉の香り。口に含むとカシスやダークチョ
コレートや完熟ベリーの印象。複雑に重なった風
味は長い余韻に続きます。

イルミネーション

750ｍｌ 8,100円
【カリフォルニア AVA:ナパ ヴァレー】

○ ソーヴィニョン ブラン 53%
ソーヴィニョン ムスク 40%
セミヨン 7%

○ 白 辛口

クィンテッサの畑のソーヴィニヨン･ブランを中心
に、ラザフォードやカーネロスのブドウをアッサ
ンブラージュ。白桃やレモン、花などの豊かなア
ロマ。優しいトロピカルフルーツの風味が口の
中で豊かに広がり、フィニッシュにはミネラルも
感じられます。

Quintessaという名前は｢本質｣･｢真髄｣そして｢5番目の元
素｣という意味を持ち（この畑に広がり、多様なミクロ
クリマと土壌を展開する5つの丘にも因んでいます。）

クィンテッサ

ナパヴァレー ラザフォードに約69haのブドウ畑を所有。ミ
クロクリマや土壌の異なる26の区画に分かれています。
もともとはケイマス所有の畑を、サンフランシスコの有名レ
ストラン｢オマー･カイヤム」のオーナー、ジョージ･マーディ
キアンが1904年に買い取り、土地の力を活かした高品質
なワインづくりを夢見ていましたが、その夢は叶わぬまま、
1980年代に他界。多くの造り手やワイン投資家が畑を求め
合ったが、最も強いヴィジョンを提示し、1990年にマーディ
キアン家から畑を受継いだのがチリ出身のワイン投資家
で現オーナーのヒュネーウス夫妻でした。

ワインの「本質」「真髄」
を追い求めて

【畑】

69haの所有畑は土壌と気候により大きく4つに区分されま
す。栽培は2004年からビオディナミに転換しました。

★The Valleys

畑の中でも最も優れた気候に恵まれています。
土壌は白色火山灰、壌土、粘土、火山由来の赤い土壌
★The Hilltops

最も穏やかな気候。
火山性土壌(赤)、火山灰、砂壌土、丸石を含む砂質堆積土、
川由来の丸石を含む茶色の壌土。
★The Terraces

穏やかな気候で、霜のリスクが無い。赤い火山性土壌、
砂壌土、岩の破片や小石、丸石を散りばめた砂質堆積土
★The Riverside Bench

穏やかな気候。ナパヴァレー独特の、太古の洪水によって
形成された平らな土壌

【ワイナリー】

畑の敷地内に2002年に完成。外観は自然の景観を損なう

ことなく西向きの丘に設計された三日月型、内部はまさに
｢つくり手のための｣ワイナリーとなっています。グラヴィティ･
フローシステム、新型の水圧式プレス機をいち早く導入、ま
た木、ステンレス、コンクリートなどの素材でできた発酵槽や
様々なサイズのタンクが数多く並び、畑の小区画ごとの丁寧
できめ細かい醸造を可能にしています。（毎年約150のキュ
ヴェをつくり、アッサンブラージュ）

ヒュネーウス夫妻

15
※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる

可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

California, Napa
【カリフォルニア ナパ】



HYDE DE VILLAINE 

California, Napa
【カリフォルニア ナパ】

ハイド ド ヴィレーヌ

｢パリスの審判｣に審査員として立会い、カリフォルニアワイ
ンの可能性をいち早く知ったDRCの共同経営者であるオ
ベール ド ヴィレーヌ。そして、｢キスラー｣、｢パッツ&ホール｣

などの名だたるワイン生産者へもブドウを供給してきた｢ハ
イド・ヴィンヤード｣のラリー ハイド。 ド ヴィレーヌの妻と
なった、パメラがハイドの従姉妹にあたることから、2000年

に二人のパートナーシップが正式に成立しました。ブル
ゴーニュの造りと、ナパ ヴァレーのテロワールの融合を実
現しています。

【畑】

■畑について (NAPA GREEN LAND認証)

約60ha 1977年にハイド家が取得。
カーネロス地区東端・南～南東向きの斜面
・土壌：古代に河床であった浅いローム質土壌。

（砂礫を含む粘土質)

・気候：太平洋・サン･パブロ湾からの風により、春は穏やか
で、秋は冷涼。ブドウに適度なストレスがかかり、
美しい酸と際だったミネラルを伴った凝縮味がそなわ
ります。

ブルゴーニュとカリフォルニアの
マリアージュ

【栽培、醸造】

■栽培について
ブルゴーニュでド ヴィレーヌが手がけるワイン造りの哲学に
ならい、テロワールの力を尊重して健全なブドウを育てます。

･土をこまめに耕し、雑草を鋤き込んで養分とすることで、除
草剤不使用。
･化学肥料に頼らず、堆肥を使用。
･カバークロップの力(フィトンチッド)を活用して、虫除け。
(殺虫剤の不使用)

■醸造について

重力を活かして機械によるポンピングを避けるなど、ブドウを
丁寧に扱い、その味わいを最大限に引き出す工夫。

カーネロス シャルドネ

750ｍｌ 12,200円

【カリフォルニア AVA： ロス カーネロス】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

カリフォルニア屈指の名畑、ハイドヴィンヤードで
栽培されるシャルドネの3つのクローンを使用し、
各々の個性を引き出すワインづくりを行っていま
す。熟した桃やアプリコット、ライチを思わせる凝
縮した香り。力強く、複雑なフレーバーがピュアで
洗練された構成と共に明確に現れてきます。豊
かな口当たりから、控えめな余韻へとつながるこ
のワインは、畑の特長と、HdVのシンボルともい
えるミネラル感が融合したものです。

ベル クジーヌ

750ｍｌ 13,400円 (2014VIN)
【カリフォルニア AVA： ロス カーネロス】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 53%
メルロ 47%

○ 赤 フルボディ

約2.4ha、樹齢21-24年のメルロと、約20年のカ
ベルネを使用。21～35日かけて醗酵、マセラシ
オン。品種ごとに50%フレンチオークの新樽で
6ヶ月間熟成し、ブレンド後更に35%の新樽で
12ヶ月熟成。‘Belle Cousine’(美しいいとこ)の
名は、ハイド家とド ヴィレーヌ家を結びつけた従
兄妹、すなわちパメラ ド ヴィレーヌ (旧姓 フェア
バンクス)にちなんで名づけられました。

カリフォルニオ シラー

750ｍｌ 14,900円
【カリフォルニア AVA： ロス カーネロス】

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ

約1.2haの畑、樹齢7～14年のシラー(2種のク
ローン)を使い1本の枝に一房のみ残すという
徹底した収量制限により、ワインに凝縮感を持
たせています。半分をオープントップのタンクで、
残りは密閉したタンクで発酵。フレンチオークで
11ヶ月熟成させ、濾過せず瓶詰め。
｢カリフォルニオ｣の名は、欧州のワインづくりの
伝統を手にこの地に移住し、ワインづくりの基
礎を築き上げた先住者達への敬意をこめて名
づけられました。

左からド ヴィレーヌ、ステファン ヴィヴィエー、ラリー ハイド

16 
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BYRON 

California, Santa Barbara
【カリフォルニア サンタバーバラ】

バイロン

1984年にケン ブラウンが創設。当時、既にトロピカルスタ

イルのシャルドネでの名声を確立していたサンタ バーバラ
において、区画管理や、収量制限等の努力により、ノース
コーストと並び称される高品質ピノ ノワールを生み出しまし
た。90年代は一時期モンダヴィ傘下、現在はジャクソンファ
ミリーエステーツ傘下にあります。
2003年からは現ワインメーカー ジョナサン ナギーが参画。
類まれな才能からバイロンの名声を一気に高めました。

【選び抜いたクローン】

バイロンではフランス、オレゴン、カリフォルニア等から25種類以上
のクローンを取り寄せ、より粒が小さく凝縮感を得られるものを厳
選し植えています。さらに、所有する畑の多くで1haあたり最大
10,000本という、カリフォルニア平均の3倍～9倍にあたる密植栽培
を実践しています。

エレガントなカリ・ピノ

【ブドウへの細かなケア】

バイロンでは収穫から栽培まで区画ごとの管理を行っています。
（ピノ ノワールだけでも170区画）全ての畑において手摘みし、認証
はとっていないものの、90％以上の畑でビオロジック農法やサステ
イナブルを導入済み。1996年にはグラヴィティシステムを用いた最
新醸造所を設立しました。

【冷涼な気候】

バイロンが位置するサンタバーバラ郡サンタマリアAVAは平均気
温が23.3℃と世界のワイン生産地の中でも有数の冷涼な気候。
また、年間降水量がわずか300～500mmで極端に少ないため、
長期間に渡るブドウの成育が可能です。（平均的な年では、2月
に発芽し6～7月にブドウが色づき10月に収穫を迎えるまで約
245日間ほどかかります）

サンタマリアAVA

カリフォルニア州南部、
サン ルイ オビスポと、サ
ンタ バーバラ郡にまたが
り東西に伸びたAVA。
太平洋から16キロほど内
陸に位置しているが、冷
たい風の通り道になって
いるためピノ ノワール、
シャルドネに適した冷涼
な気候になっています。

ニールソン ヴィンヤード
ピノ ノワール

750ｍｌ 6,600円
【カリフォルニア

AVA：サンタマリアヴァレー】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

ダークプラム、ブルーベリーなどの色の濃
い果実やシナモン、クローブに加え、花やス
モークなど非常に香りが豊かです。小粒な
ブドウが出来るクローンの使用や密植栽培
など徹底的な収量制限を行い、凝縮感と酸
味を併せ持った1本となっています。

ニールソン ヴィンヤード
シャルドネ

750ｍｌ 5,200円
【カリフォルニア

AVA：サンタマリアヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

12ヶ月フレンチオークにて発酵、うち40％に
新樽を使用。柑橘系やミネラルフレーバー
に加えてはちみつのニュアンスが感じられ、
樽由来の香味が溶け込んだ非常にリッチな
ワイン。

【ニールソンヴィンヤード】

サンタ バーバラで初めて畑の名前を冠したワインが販売され
た由緒ある畑。標高は150～250m。土壌は痩せて養分が少な
く、水はけのよいローム性土壌。低収量、小粒で凝縮感のある
味の濃いブドウを生産するのに非常に適しています。

※15年ヴィンテージよりラベルが変更になりました。

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。 17

モニュメント ピノ ノワール

750ｍｌ 12,900円
【カリフォルニア

AVA：サンタマリアヴァレー】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 フルボディ

発酵の段階では、ルモンタージュとピジャー
ジュを繰り返すことによってしっかりと抽出
を行います。その後、フレンチオーク（70%新
樽）にて16ヶ月熟成させます。
ブラックベリーと熟したプラムのアロマ、ク
ローヴやシナモンなどのスパイスとスモー
キーなニュアンス、エレガントでシルキーな
テクスチャーを感じます。



SILKWOOD

California, Central Valley
【カリフォルニア セントラルヴァレー】

シルクウッド

1979年、ナパ・スプリングマウンテンでシャルドネに特化し

たつくり手として創業。レーガン政権、ブッシュ政権下でホ
ワイトハウス御用達のワインとして使われたほか、各国サ
ミットでもサーブされていたが、82年に当時のワインメー

カーが亡くなり、納得のいくワインがつくれなくなったのを理
由にワイナリーは一度休止し、ブドウや他の作物の栽培に
専念した。1998年、ナパにおいて少量のプティ・シラーのワ
インを生産し、99ヴィンテージは2002年のカリフォルニアス

テートフェアで｢ナパ最高のワイン｣という評価を受けるが、
火事でワイナリーが焼失。2度目の事業停止に見舞われた。
3度目のスタートで、モデスト近郊でのシラー、プティシラー、

カベルネ等の栽培を開始し、ローダイにワイナリーを所有。
現在はアメリカ国内と日本でワインを販売。米国内のワイ
ン展覧会のメダル常連であると共に、ホワイトハウスからの
注文も数多く受けています。

【土地】
スタニスラウス カウンティ （セントラル ヴァレー）

モデスト近郊。年間降水量は300mm強という非常に乾燥し

た地域だが、シェラネバダ山脈からの雪解け水を有効に
使っている(畑ではドロップイリゲーションを実施)。

また、トゥオルムネリヴァー、ドライクリーク（ソノマのものとは
別）という二つの川の影響で、朝夕の冷涼な気候が保たれ、
長いハングタイムが実現される。これによって十分な凝縮感
をそなえたブドウを手作業での摘芽、摘葉、摘房で徹底的に
収量を抑えて厳選。ワインが持つ力強く、しかもバランスが
取れた味わいがここから生まれます。

発酵においてシラーに適した酵母を長年掛けて定義して使
用し、熟成にはミディアムトーストのフレンチオークを主に使
用するなどの果実味へのこだわりが見られます。

ホワイトハウス御用達
『ナパ最高ワイン』の評価も獲得

ドリップイリゲーションでブドウに
適度なストレスを与える

モデスト郊外。しっかり
手入れされたシラーの畑

オーナー兼ワインメーカー
ジョン・モニック

サンタバーバラ シャルドネ

750ｍｌ 3,180円
【カリフォルニア AVA：サンタバーバラ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

冷涼な気候の中で収量制限や緻密な区画管理
を行い凝縮感のある果実味とエレガントな酸を
合わせ持つワインを造り出しています。サンタ
バーバラシャルドネはイチジクやハチミツ、スパ
イス、赤リンゴなど多様な香りの要素を持ち、味
わいは溌剌かつ濃縮感のある味わい。余韻に
はミネラルが感じられます。

サンタバーバラ ピノ ノワール

750ｍｌ 3,540円
【カリフォルニア AVA：サンタバーバラ】

○ ピノ ノワール 100%
○ 赤 ミディアムボディ

花束のような甘く華やかな香りの奥に潜むスパ
イシーな個性が特徴的。
黒いベリーやチェリー、バラにプラム、茶色のス
パイスとスモークなど非常に複雑な香りを備え、
花やミネラルのニュアンスもしっかりと表現され
ています。

BYRON 

バイロン ワインメーカー
ジョナサン ナギー

さまざまなワイナリーで経験を積んだ後、
2001年にアシスタントワインメーカーとし
てバイロンに入社。2年後にチーフワイン
メーカーに抜擢されました。

創設者・ケン ブラウンによって「今まで出
会った中で最も素晴らしい味覚を持つ人
物だ」と評価された人物。
彼のワインは「ソウルフルでリッチ記憶に
残る」と言われています。

※13年ヴィンテージよりラベルが変更になりました。

※14年ヴィンテージよりラベルが変更になりました。
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【ニールソン バイ バイロン】

ニールソン バイ バイロン ワインメーカー
ライアン ペース

バイロンの歴史、評価、ワイン造りへの想
いに惹かれ、カリフォルニア工科大学サン
ルイスオビスポ校のワイン学部卒業後に
バイロンでのワイン造りに参画。

ジョナサン ナギーの指導のもと、ニールソ
ンワイナリーでアシスタントワインメーカー
としてサンタ バーバラ ピノ ノワール、シャ
ルドネを手掛け、2017年よりニールソンワ
イナリーの醸造責任者となりました。



シラー

750ｍｌ 5,400円
【カリフォルニア

AVA:スタニスラウスカウンティ】

○ シラー 100%
○ 赤 フルボディ

完熟したブドウのみを手作業で徹底的に選
定し、粒選りで収穫。3日間にわたる低温醸
しと、発酵中1日2回のルモンタージュを行う
ことで、果実からの抽出を最大化。
フレンチオーク(80%がミディアムトースト)で
約26ヶ月熟成。清澄は行なわず、最小限の
フィルタリングのみを経てボトリング。
口の中で炸裂するような果実味と、力強く
しっかりした骨格。芳醇なアロマとバランスの
とれたオーク、そしてスムーズで心地よく、長
く続く余韻が印象的です。

キャブ シラー レッド デュエット

750ｍｌ 3,400円
【カリフォルニア

AVA:スタニスラウスカウンティ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 60%
シラー 40%

○ 赤 フルボディ

フレンチオーク(80%がミディアムトースト)で
約13ヶ月熟成。清澄は行なわず、最小限の
フィルタリングのみを経てボトリング。女性に
も愛されるような、美しさを感じさせる味わい
を表現したワインです。
果実味が前面に出た、リッチでまろやかな口
当たり。力強さとエレガントなタンニンの絶妙
なバランスを保った味わいが、スムーズな
フィニッシュに導かれます。

シャルドネ

750ｍｌ 3,680円
【カリフォルニア

AVA:スタニスラウスカウンティ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

モニックの醸造家としてのキャリアにおいて、
30年ぶりとなる白ワインづくり。所有畑にお
いて、選ばれた区画で、低収量に抑えて育
てたシャルドネを、丁寧にプレスし、醗酵。フ
レンチオークで約9ヶ月熟成。年産240ケース
という限定品。
爽やかな果実の風味と、樽由来のバニラ香
が絶妙のバランスをとり、しっかりとした構成
に仕上がっています。

SILKWOOD

ケ シラ シラー

750ｍｌ 4,380円
【カリフォルニア

AVA:スタニスラウスカウンティ】

○ シラー 50%

プティ シラー 50%

○ 赤 フルボディ

収量の低さとブドウの完熟にこだわったワイ
ン。力強い果実味とアルコール感、約18ヶ月
の長熟による樽由来のバニラのニュアンス
が見事なバランスを保っています。20年以上
の瓶熟が期待できるワイン。ワインの名前に
は、2度の挫折から立ち直り、自身の納得の
いくワインづくりにたどり着きつつあるモニー
クの｢シラーとプティシラーで何とかなるさ｣と
いう人生観もこめられています。

プティシラー マイ ウェイ

750ｍｌ 7,700円
【カリフォルニア

AVA:スタニスラウスカウンティ】

○ プティ シラー 100%

○ 赤 フルボディ

プティ シラーを愛する生産者団体｢P.Sアイ
ラブユー｣の前会長も務めたモニークによる、
熟した黒系果実の味わいと滑らかな口当た
りが特徴のプティ シラー100%のワイン。グ
リルしたステーキやジビエ、クセのあるチー
ズやシチューと相性抜群。15-20年は熟成の
ポテンシャルを兼ね備える。ステーキの本場
テキサス州でも「Kick-ass Wine!」として大好
評！
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自然の過酷さを乗り越えて
造られるワイン

レッドバンク

1973年設立。150年以上オーストラリアのワイン業界に
携わる名門、ヒル スミス家が所有し、キングヴァレーの
冷涼な気候を活かして果実味に溢れたフレッシュで親し
みやすいワインを造りだしています。

RED BANK

Australia, Victoria
【オーストラリア キング ヴァレー】

名門ヒルスミス家が紡ぎだす、
フレッシュ＆フルーティなワイン ロングパドック ピノグリージョ

750ｍｌ 2,150円
【オーストラリア GI：キングヴァレー】

○ ピノ グリージョ
○ 白 辛口

熟した洋梨やフレッシュピーチのフレーバー
があり、たっぷりとした果実の味わいを感じま
すが、同時にグレープフルーツのようなきれ
のよい酸によって絶妙な味わいのバランスが
とれています。

一般的に考えられているピノ グリージョより
果実味豊かな味わいですが、後味はどこまで
も爽やかです。

ロングパドック シラーズ

750ｍｌ 2,150円
【オーストラリア GI：キングヴァレー】

○ シラーズ、サンジョヴェーゼ
○ 赤 ミディアムボディ

森のフルーツやフレッシュプラムのアロマに
加え、白コショウやスターアニスのニュアンス
があります。
味わいにはダークチョコレートに加え、ベリー
やスパイスが感じられます。
わずかに加えられたサンジョヴェーゼ（6%）由
来のタンニンが果実の甘みを支えています。

暑い夏の昼下がり、
木かげの下で冷やして楽しむワイン

◆標高：グレート・ディヴァイディ
ング・レンジ（豪州東部を二分す
る大分水嶺）の麓、豪州でも珍
しい豪雪地帯にあり、レッドバン
クの自社畑は海抜700～860m
の地に位置します。

◆気候：冷涼な大陸性気候でフ
レッシュな味わいのワインに最
適です。

◆土壌：火山性の赤土土壌に
より、エレガントながら構成力を
もったワインに仕上がります。

【キングヴァレーのテロワール】

【ワインメーカー】
テレサヒューツェンロイダー

食品科学のバックグラウンドも
持ち、すでに10年以上ワイン
メーカーとして活躍。2001年に
は「100人の有望な若いオース
トラリア人」にも選ばれた彼女
は、現在レッドバンクでのワイ
ン造りに専念し、彼女の人柄同
様、活発で親しみやすいワイン
を産み出しています。

ロングパドック メルロ

750ｍｌ 2,150円
【オーストラリア GI：キングヴァレー】

○ メルロ、サンジョヴェーゼ
○ 赤 ミディアムボディ

プラムや黒系果実の味わが豊かで、数％ブ
レンドされたサンジョヴェーゼがスパイシーな
印象を加えています。
今すぐにも愉しめますし、2-3年寝かせて楽し
むのもオススメです。

一日の仕事を終えて、家の門をくぐり、
休息のひと時を
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JOHN DUVAL WINES

Australia, Barossa
【オーストラリア バロッサ】

ジョン デュヴァル ワインズ

ペンフォールズで名を馳せたジョン デュヴァルが2002年

に独立し、設立したワイナリー。自身で最高のブドウ産地
と認めたバロッサヴァレーのシラーズを中心に、テロワー
ルの特徴を最大限に表現した至宝のようなワインを生み
出し続けています。

伝説の男が産み出す
バロッサヴァレーの至宝

エリゴ シラーズ

750ｍｌ 17,900円
【オーストラリア GI：バロッサヴァレー】

○ シラーズ
○ 赤 フルボディ

凝縮した黒い果実とオークの香り。口に含むと
ブラックチェリー、ブルーベリーの果実味が溢れ
出ます。
ピュアで、層になった複雑味を持ち、リッチで滑
らかな口当たりと同時に、豊富なタンニンがワイ
ンに骨格をもたらしています。
余韻は長く、エレガント。

ジョンデュヴァルの最高傑作
珠玉のバロッサ シラーズ

プレキサス MRV

750ｍｌ 5,800円
【オーストラリア GI：バロッサヴァレー】

○ マルサンヌ （M） 55%、
ルーサンヌ （R） 32%、
ヴィオニエ （V） 13%

○ 白 辛口

魅力的な、ライムがかった麦藁色。種のある
果物やスイカズラ、柑橘系の爽やかなアロマ。
ほどよく厚みがあり、滑らかな口当たり。口
に含むとマンダリンオレンジや洋ナシ、フェン
ネルなどアジアのスパイスのニュアンスが感
じられ、豊かに感じられるミネラル感とのバ
ランスをとっています。

プレキサス SGM

750ｍｌ 8,100円
【オーストラリア GI：バロッサヴァレー】

○ シラーズ （S） 52%、
グルナッシュ （G） 29%、
ムールヴェードル （M） 19%

○ 赤 フルボディ

完熟ブドウから造る滑らかな口当たりのワイ
ン。豊かな口当たりと飲みやすさを備えてい
ます。フレンチオークで18ヶ月熟成。

エンティティー シラーズ

750ｍｌ 8,600円
【オーストラリア GI：バロッサヴァレー】

○ シラーズ
○ 赤 フルボディ

若々しいブラックベリー、ブルーベリーの香り
がフレンチオークの風味とほどよく合わさりま
す。
凝縮した黒い果実のリッチな味わいが広がり、
タンニンは熟してきめ細かく、バランスがとれ
ています。しっかりとした構成を持ち、強すぎ
ず、フィニッシュはエレガントで、上品で凝縮し
た果実味が舌先に残ります。

元ペンフォールズのチーフワイン
メーカー。1986年以降16年間、

オーストラリアのワイン業界が大き
な変革を経験していた時期にペン
フォールズの名声を守り、高め続
けるという偉業を成し遂げました。

【ジョン デュヴァル】
世界にその名を轟かす
ワインメーカー

1989年 ワインアンドスピリッツ誌
ワインメーカーオブザイヤー受賞
1991＆2000年
インターナショナルワインチャレンジ（英国）
レッドワインメーカーオブザイヤー受賞

「『ジョン デュヴァル』は決してペンフォールズの代わり
にも、同じものにもならない。私がこのワイナリーで実現
したいことは、ただ世界で最高のブドウを使って、私の
40年以上にわたるプレミアムワイン造りの経験から得
たものを表現すること。それだけだ。」

畑には樹齢100年を
超えるブドウの樹も

見られ、ジョンが理想
とする凝縮感を持った
ブドウが出来る。
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PEWSEY VALE

Australia, Barossa
【オーストラリア バロッサ】

ピュージーヴェイル

ピュージーヴェイルのワイン造りの歴史は1847年、英国人
のジョセフ ギルバートがイーデンヴァレーの地に農場を建設
し、ブドウを植えたところから始まっています。1920年～30

年代に一度は畑が使われなくなったが、1961年、再びその

ポテンシャルが見直され、ヒル スミスによってワイナリーが
建て直されました。今日ピュージーヴェイルに植えられてい
るブドウは、全て1847年、始まりの年にもたらされたブドウ
の子孫です。

イーデンヴァレー
リースリングの先駆者

ザ コンツアーズ リースリング

750ｍｌ 4,860円
【オーストラリア GI：イーデンヴァレー】

○ リースリング
○ 白 辛口

リッチで、凝縮した味わい。芳醇だが、
レモンや花のような落ち着いた香りに
焦がしたトーストやレモングラス、クロー
ヴオイルのようなニュアンスが感じられ
る。口に含むと非常に余韻が長く、ライ
ム、焼いたブリオッシュ、セージオイル
などのフレーバー豊かです。最後に感
じられるフレッシュな酸が、濃厚な味わ
いを引き締めています。

イーデンヴァレー リースリング

750ｍｌ 3,580円
【オーストラリア GI：イーデンヴァレー】

○ リースリング
○ 白 辛口

凝縮したレモン、ライムや滑石の香りに、
フレッシュなパイナップルやドライハー
ブの香りが感じられます。口に含むと、
すぐにその余韻の長さと味わいの深み
が感じられ、その中にライムやパイナッ
プル、白い花やフレッシュローズマリー
など、果物やハーブのフレーバーが現
れます。自然で心地よい酸が、凝縮し
た果実味やミネラルとのバランスを取り、
最後の余韻を支えています。

ピュージー ヴェイルの自社畑の中でも
さらに選ばれた区画、「コンツアーズ」
のブドウのみを使用。5年間の瓶熟を
経て、飲み頃になった段階でリリース
されます。

■オーストラリア有数のリースリング産地
イーデン ヴァレー

＜サステイナブルなブドウ栽培＞
ピュージー ヴェイルはイーデン ヴァレーに145haを所有、うち
50haがブドウ畑。区画ごとに土壌や斜面の向きが異なり、出
来るブドウの個性も異なるので細かく分けて収穫、醸造を実
施。ワインに深みを与えています。また、この地で20年以上に
渡りサステイナブルなブドウ栽培を続けています。

標高の高さと冷涼な気候
でオーストラリアでも品質
の高いリースリングの産
地として知られています。
＜味わいの特徴＞
・はっきりとしたライムやレ
モンのアロマとフレーバー、
柔らかな酸と口中に感じら
れるミネラル感

＜テロワール＞
・表土は浅く、岩がちで砂の混ざったローム土壌が粘土質土
壌を覆う構造
⇒痩せた土地でブドウの樹が地中深くまで根をはり、収量も
少なくなります。
・海抜440～500mの高さにあり、円形競技場のような形をして
います。（バロッサ ヴァレーよりさらに250mほど高いです）
⇒標高が高い分冷涼で、ブドウがゆっくりと成熟。完熟しつつ、
酸をしっかりと残したブドウが収穫できます。

⇒毎年、非常に完成度の高いリースリングを産出

【ワインメーカー】
ルイーザ ローズ

1996年よりピュージー ヴェイルで
ワイン造りに携わっています。
「ワインは畑で造られる」というフィロ
ソフィーのもと、栽培責任者のダレ
ル（こちらも勤続20年以上）と日々
二人三脚でイーデン ヴァレーのテ
ロワールを映し出した、美しいリー
スリング造りに務めています。
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DALRYMPLE

Australia, Tasmania
【オーストラリア タスマニア】

ダルリンプル

世界で最も冷涼な気候に属する地域のひとつ、タスマニ
アにてワイン造りを行っています。造っているワインもピノ

ノワールとシャルドネ、また醸造家自身自らを「ヴィニュロ
ン」と名乗るなど、タスマニアの気候を活かしてブルゴー
ニュを思わせるようなエレガンスと構成力を備えたワイン
を産み出しています。

「ヴィニュロン」が冷涼な地域で造る
ブルゴーニュタイプのピノ＆シャルドネ

ピノ ノワール

750ｍｌ 5,900円
【オーストラリア GI：タスマニア】

○ ピノ ノワール
○ 赤 ミディアムボディ

色調は濃いガーネット。ダークプラム、
ブラックベリー、ラズベリーのアロマ。

口に含むと熟した果物と繊細なタン
ニンがワインのストラクチャーを支え、
長い余韻へと導きます。

リリースされたばかりにはあふれ出
るフレッシュな果実味を楽しむことが
出来ますが、7年程度熟成させると

若いうちには楽しめない、このワイン
の魅力を感じることが出来ます。

ケーヴ ブロック シャルドネ

750ｍｌ 5,900円
【オーストラリア GI：タスマニア】

○ シャルドネ
○ 白 辛口

リンゴの花、白桃のアロマの中に砕
いたケーパーとシナモンが香ります。

口に含むとシトラスとメロンのフレー
バーが溢れ、それが上品な酸や樽
由来のわずかなスパイスのニュアン
スに支えられて絶妙なバランスのと
れた味わいとなっています。

「ケーヴ ブロック」とは、このワイン
用のブドウを収穫する区画に由来。
数ある畑の中の「B」「C」区画と呼ば
れる畑のブドウから造られており、水
はけがよく、急斜面に位置する畑は
自然に収量が少なくなり、凝縮したブ
ドウが収穫できます。

【フィロソフィー】
タスマニアの冷涼な気候からもたらされる酸味と長い日
照による果実味のバランスを表現します。
・手摘み収穫
・低温マセラシオン
・全房発酵（一部）
・自然酵母での発酵（一部）
・熟成はフレンチオークのみを使用

【「ヴィニュロン」
ピーター カルドウェル】

タスマニア生まれで、牧畜
業を営む一家に生まれた
がブドウからワインを造り
だす、その過程に魅了され
ワインメーカーを目指す。
ブルゴーニュ、ボルドー、カ
リフォルニア、そしてニュー
ジーランドで研鑽を積みダ
ルリンプルへ。

あえて自らを「ヴィニュロン」と名乗り、複雑味、重み、テク
スチャー、フレーバーを併せ持つブルゴーニュスタイルの
ワインを目指します。

【パイパーズ リバー】
タスマニア島の北東に位置 南緯41度
夏でも最高気温が30℃を超えない、最も冷涼な地域
年間降水量：663mm
ピノ ノワールとシャルドネ、リースリングなどの冷涼産地の
品種が中心の産地
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JANSZ

ジャンツ

1986年設立。ワイナリー名はヨーロッパで初めてこの島を
発見したオランダ人、アベル ジャンツォーンに敬意を表し
てつけられました。現在ジャンツが所有している畑は元々
はルイ ロデレールが見出し、シャルドネとピノノワールを
植樹、1997年以降、ヒルスミス家が所有。タスマニアで初
めて瓶内二次発酵のスパークリングワインを造ったとされ、
以降その製法は「メトド タスマノワーズ」と呼ばれ、ジャン
ツはタスマニアを代表するプレミアム スパークリングのワ
イナリーとしてその名を知られるようになりました。
James Halliday誌でも複数年にわたり、「Outstanding 
Winery★★★★★」の最高評価を獲得しています。

Australia, Tasmania
【オーストラリア タスマニア】

タスマニアの
プレミアムスパークリングの代名詞

凝縮味と濃い味わい、美しい酸の繊細な味わ
いと洗練された香りをもつブドウを産み出す産
地です。

【美しい酸を持ったブドウを産み出す
パイパーズ リバー】

ダルリンプル同様、ジャンツのワイナリーは、タスマニア島
の北東、パイパーズ リバー地区に位置しています。
「スパークリング タスマニア」と言われるこのエリアは、上
質なスパークリングワインの産地として知られています。

【パイパーズ リバー】
・水はけのよい、赤い玄武岩質の土壌。
・バス海峡に近く、気候は比較的おだやかです。
⇒海からの風により冬でも温暖で、霜の害を防ぐと共に夏
でも気温を冷涼に保ち、長い成熟期間をもたらします。
・フランス、シャンパーニュ地方に近い気候とも言われます。

プレミアム キュヴェ

750ｍｌ 4,610円
【オーストラリア GI：タスマニア】

○ シャルドネ 55％
ピノ ノワール 45％

○ 白 辛口

グラスに注ぐとスイカズラと柑橘系の
香りが立ち上り、その中にヌガーや
煎ったナッツ、ピノノワール由来のイチ
ゴを思わせる香りが感じられます。上
品なフルーツとクリーミーな味わいが
口いっぱいに広がり、柑橘類、ヌガー
の味わいで余韻が締めくくられます。

プレミアム ロゼ

750ｍｌ 4,610円
【オーストラリア GI:タスマニア】

○ ピノ ノワール 70％
シャルドネ 30%

○ ロゼ 辛口

活き活きとした、上品なピンク色に長く
続く、繊細な泡立ち。香ばしさと芳醇な
バラの香りが広がります。

口に含むとクリーミーな舌触りとイチゴ
を思わせる濃厚なフレーバーが広が
りますが、後口は非常に爽やかです。

ヴィンテージ キュヴェ

750ｍｌ 6,300円
【オーストラリア GI:タスマニア】

○ シャルドネ 53％
ピノ ノワール 47％

○ 白 辛口

溌剌とした、繊細な泡立ち。タスマニア
のシャルドネとピノ ノワールを象徴す
る、美しい香りが立ち上ります。

エレガントかつ力強いシャルドネが
ピュアさと余韻の長さ、クレームブリュ
レと砂糖漬けにしたレモンの皮のニュ
アンスを。ピノ ノワールが香り豊かな

ストロベリー、バラの香りとリッチさを
与えています。
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New Zealand, Matakana
【ニュージーランド マタカナ】

ボルドーの偉大なワインへの愛から始まり
肩を並べるまでに至ったストーリー

プロヴィダンス

ＮＺで最高の赤ワインの一つと評されるプロヴィダンス。初
ヴィンテージの「プライベート リザーヴ1993」は、1996年、

ジャンシス・ロビンソンも参加したブラインドテイスティングに
て「シュヴァル・ブラン」「ぺトリュス」90年に並んで供され、
見事一位を獲得しました。

酸化防止剤、保存料は一切使用せずブドウ造りから醸造、
熟成まで一貫して自然に任せながら、世界の偉大なワイン
に肩を並べるワインを造ります。

PROVIDENCE

プライベート リザーヴ

750ｍｌ 21,500円
【ニュージーランド GI:マタカナ】

○ カベルネ フラン、メルロ、マルベック
○ 赤 フルボディ

プロヴィダンスの最良のブドウをアッサンブ
ラージュするボルドー右岸ブレンドのアイコン
キュヴェ。フレッシュな赤いベリーとチョコレー
トの香り。口当たりは黒系果実と渋み、バニ
ラのニュアンスが感じられ、口当たりを支えて
いるタンニンが長い余韻へと導きます。

「プロヴィダンスは、偉大
なワインを構成するため
に必要だと私が信じる3

つの要素をもつ。

－エレガンス、バランス、
そしてフィネスだ。」

【オーナー＆ワインメーカー
ジェイムズ・ヴルティッチ】

■気候

降水量が少なく、日照時間の長い地域。
夏から秋に掛けての成熟期には、日照は多いが昼夜の
寒暖差が18℃を超え、酸味と糖度のバランスの良い成熟
が進みます。
→世界の他の地域よりもゆったりとブドウが熟成します。
（120日）

■土壌

火山性の鉄分を多く含む、水はけの良い粘土質土壌。養
分に乏しい土壌がブドウに適度な負荷を与え、凝縮味を
持つブドウが出来上がります。
一方で、非常に乾燥した年はブドウが地中深くの
保水層に届き、水分を吸い上げることが出来ます。

【 プロヴィダンスのミクロクリマ】

実家は古くからのブドウ栽培農家。長年、弁護士を本職とし
ていましたが、今はリタイアしワイン造りに専念しています。

シラー

750ｍｌ 21,500円
【ニュージーランド GI:マタカナ】

○ シラー
○ 赤 フルボディ

スモーキーでラズベリーやヴァニラの香り。ラ
ズベリーやスグリの実のニュアンスと軽やか
でフレッシュなタンニンがエレガントな余韻に
繋がります。滑らかでエレガントなワインです。

フォー アポッスルズ

750ｍｌ 21,500円
【ニュージーランド GI:マタカナ】

○ 「プライベート・リザーブ」80％
シラー20％

○ 赤 フルボディ

「四人の使徒」を意味し所有する畑に植わる
4つのブドウ全てを必ず使用します。チョコ

レートやチェリーのニュアンスに、熟した果実
味と力強いタンニンと甘みを感じられる口当
たりを兼ね備えたワインです。

ロゼ

750ｍｌ 12,500円
【ニュージーランド GI:マタカナ】

○ カベルネフラン、メルロ
○ ロゼ 辛口

これまでには、1993、2004、2010、2014に
しか造られていない希少な1本でカルト的
存在のワインです。フレッシュな香りを持ち
ながらベリー系の果実味やカシス、十分な
タンニンも感じさせます。
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NAUTILUS

New Zealand, Marlborough
【ニュージーランド マールボロ】

ノーティラス エステート

1985年にソーヴィニヨン ブランのファーストヴィンテージを

リリース。マールボロでは２軒のみという、創業以来家族経
営を貫いているワイナリーの１つです。

2000年には南半球で初めて、ピノノワール専用の醸造施

設を設立。グラヴィティーフローと優しいプレスが出来る設
備を整え、品質の向上を図っています。2006年には白ワイ
ン専用醸造施設も完成。ワインの品質を第一に考えつつ、
環境にも配慮した構造となっています。

ソーヴィニヨン ブランの聖地
マールボロの

ワイン造りの先駆者

【個性の異なる恵まれた自社畑】

【確かな品質の証
＝「Family of Twelve」の一員】

＜参考：加盟ワイナリー＞
ノーティラス エステート、 ヴィラ マリア、 クメウ リヴァー、 アタ ランギ、
グラギー レンジ、 ニュードルフ、 ペガサス ベイ、 フェルトン ロード、

パリサー エステート、 ローソンズ ドライヒルズ、 フロム ミルトン

2005年設立。ＮＺワイン（特に輸出市場）での
品質訴求に注力する、家族経営のワイナリー12社のみで構成されます。

ノーティラスエステートのワインは100%マールボロでとれた
ブドウのみを使用して造られています。異なる3つのリージョ
ンに70haの自社畑を所有し、それぞれの畑でとれる異なる

香りや味わいの特徴を備えたブドウをブレンドすることでユ
ニークなマールボロのテロワールをそのまま反映した、複雑
味と深みを持ったワインとなっています。

ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 3,180円
【ニュージーランド GI:マールボロ】

○ ソーヴィニヨン ブラン
○ 白 辛口

黒スグリの芽、パッションフルーツの凝縮
した香り、わずかにイラクサのニュアンス。

活き活きとしたライム、シトラスのフレー
バーが口の中一杯に広がり、しっかりとし
た滑らかな口当たりを残します。

◇サーモンのガーリックソース添え、フ
レッシュな野菜など

ピノ グリ

750ｍｌ 3,180円
【ニュージーランド GI:マールボロ】

○ ピノ グリ 100%
○ 白 辛口

淡い麦藁色、芳醇な洋ナシの香りの中に、
わずかに生姜とナツメグが感じられます。
ほどよく厚みがあり、素直な果実の味わい。
後口は活き活きとしていてすっきりとして
います。

◇グリルしたチキンや鶉、クリーム系のパ
スタなど
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シャルドネ

750ｍｌ 3,990円
【ニュージーランド GI：マールボロ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

レモン、スイカズラ、ヌガーのアロマがあり、
深みのあるフレーヴァーと爽やかながら長
い余韻のバランスが非常に良いです。



LOS VASCOS

Chile, Colchagua Valley
【チリ コルチャグア ヴァレー】

ラフィットグループが手掛ける
エレガントなチリワイン

ロス ヴァスコス

1988年にラフィットグループが2,200haの土地(うち220ｈa
がワイン畑)を取得。その名は、18世紀からこの土地を所
有し、ワインづくりに取り組んできたスペイン・バスクの
人々(Vascos)への敬意を込めて付けられています。DBR
の品質管理の中枢、エリック コレール監修の下、現地の
ワインづくりに精通するメンバーを招集してプロジェクト
チームを結成しました。

海(太平洋)と山(カニェテン山)に囲まれ、砂-粘土質の土
壌が織り成すミクロクリマと、シャトー ラフィット ロートシル
トでも行われる徹底した土壌研究、気候分析などの先端
技術を見事に融和させ、チリワインならではの果実味とふ
くらみにボルドーワインのエレガンスを兼ね備えたワイン
をつくり続けています。

太平洋から約40km。海から吹き込む風の影響で朝夜の

気温は冷涼に保たれます。拡張された結果今では、総敷
地面積 3,600ha、うちブドウ畑は640haという広大な土地

ながら、その管理は非常に丁寧で、殺虫剤や除草剤など
の化学物質に頼らず、キャノピーマネジメントやドリップ･イ
リゲーションなど、ブドウへの風通しや湿度調整を考慮して
います。また、グリーンハーヴェストによる収量の制限、樹
齢による区画の管理(樹齢10年前後、40～50年、60年以
上の区画に分け、違った管理法をとる)など、畑において品

質向上のための惜しみない手間をかけています。収穫は
手摘み。
自社畑ではカベルネ ソーヴィニヨンとシャルドネを主に栽

培。畑の一部はオーガニック認証を取得し、赤ワインはす
べて自社畑から、シャルドネの一部とソーヴィニヨン ブラン

はカサブランカ、レイダなど、チリでも屈指の白ワインの優
良生産地で長期契約している畑から獲得しています。

【畑】

ピノ ノワール

750ｍｌ 4,550円
【ニュージーランド GI：マールボロ】

○ ピノ ノワール
○ 赤 ミディアムボディ

野生のキイチゴやアミガサタケ、チョコレー
トを思わせる香りが広がります。口当たり
は柔らかく、洗練されてバランスのとれた
味わいで凝縮した、長い余韻が魅力的で
す。熟成は100％フレンチオークで行い、う
ち25～30％に複数のクーパーから購入し
た新樽を使っています。
◇鹿のソテー、やや甘めのソースをかけ
た肉料理

ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 2,150円
【ニュージーランド GI:マールボロ】

○ ソーヴィニヨン ブラン
○ 白 辛口

淡い黄色。シトラスやフレッシュハーブ、ト
ロピカルフルーツの鼻に抜けるような香り
が魅力的。口当たりは辛口で、グレープフ
ルーツのような果実味とタイムやコリアン
ダーのニュアンスが爽やかなフィニッシュ
へと導きます。

◇生牡蠣やムール貝などの魚介類全般、
サラダや軽い食事と共に。キリッと冷やし
てアペリティフにも最適です。

NAUTILUS & TWIN ISLANDS

ツイン アイランズ

ツインアイランズは、ノーティラスの自社畑のブドウに加
え及長期契約の畑から、豊かな風味をもたらす、よく熟
したブドウを使用しています。
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キュヴェ マールボロ ブリュット NV

750ｍｌ 3,990円
【ニュージーランド GI：マールボロ】

○ ピノ ノワール 70%、
シャルドネ 30%

○ 白 辛口

手摘みで収穫後、全房を優しくプレス。年
によってリザーヴ比率は変わり、5～15%が
使われ、ワインに複雑味を与えます。最低
36ヶ月の瓶熟期間を経てリリース。クリー
ミーなムースのような口当たり。エレガント
でしっかりした骨格があり、クリスピーな酸
と果実感やビスケットのようなニュアンスの
複雑味の非常に良いバランスがあります。



シャルドネ

750ｍｌ 1,650円
【チリ コルチャグア・カサブランカ ヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

明るい金色。メロンやグレープフルーツに、シャ
ルドネ特有のヘーゼルナッツを思わせる香り。
口に含むとリッチで、フレッシュな心地よい果実
味が広がります。

◇青魚のグリルから、軽めのスタイルの肉料理
まで幅広く

ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 1,650円
【チリ カサブランカ・クリコ ヴァレー】

○ ソーヴィニヨン ブラン 100%
○ 白 辛口

緑掛かったクリアな色合い。ツゲの葉やパイナッ
プルやライムなどを思わせる、ソーヴィニヨンブ
ランらしい香り。バランスが取れていて余韻も長
く続きます。土地由来のミネラルとエレガンスを
感じます。

◇魚介料理全般、特にハーブやスパイスが効い
たもの

ロゼ

750ｍｌ 1,650円
【チリ DO:コルチャグア ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 85%

シラー 10%、マルベック 5%

○ ロゼ 辛口

鮮やかなロゼ色、チェリーやラズベリーを思わせ
るアロマ、活き活きとした味わいと、凝縮感のあ
るフィニッシュを備えています。

◇魚介類やスパイシーな食べ物、ピザやパエ
リャなど。中南米特有の｢セビーチェ｣(魚介と野
菜のマリネ)との相性は抜群！

カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 1,650円
【チリ DO:コルチャグア ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

ストロベリーや黒スグリ、チェリーなどの果実と、
魅力的なスパイスを思わせる香り。フィニッシュ
はチリワイン独特のローリエやユーカリのニュア
ンスを持ちます。フレッシュでフルーティな味わ
い、気軽に楽しめるワインです。
◇肉料理、ハーブや果汁などで肉の旨みを引き
出した料理と

グランド レゼルブ

750ｍｌ 2,410円
【チリ DO:コルチャグア ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン主体
カルメネール、シラー

○ 赤 フルボディ

樹齢の高い｢エル・フライレ｣畑を中心に、より良
質のブドウのみを選りすぐってつくられるワイン。
収穫は全て手摘み、伝統的なボルドーの技法
で醸されフレンチオークで熟成。コルチャグア
ヴァレーのテロワールと、ラフィットスタイルを色
濃く反映した、力強く複雑なブーケが特長の、コ
ストパフォーマンスに優れたワインです。

◇肉料理全般

ル ディス ド ロス ヴァスコス

750ｍｌ 5,000円
【チリ DO:コルチャグア ヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン、シラー他
○ 赤 フルボディ

ラフィットグループによる経営開始から10年目
にあたる1988年に初リリースされ、このワイン
は’Le Dix’と名づけられました。樹齢60年を超
えるブドウが育つ特別な区画から、カベルネを
中心にカルメネール、シラーをブレンド。手摘み
での収穫から、フレンチオーク(新樽100%）での
長期熟成を経て、エレガンスを感じさせるソフト
なタンニンと複雑味、長熟の可能性を持つワイ
ンに仕上がっています。
◇しっかりした味付けの肉料理全般

カルメネール グランド レゼルブ

750ｍｌ 2,410円
【チリ DO:コルチャグア ヴァレー】

○ カルメネール 100%
○ 赤 フルボディ

ロス・ヴァスコスの自社畑から取れるカルメネー
ルのブドウを100％使用し12ヶ月フレンチオー
クで熟成（20％新樽）。決め細やかなタンニンと
品種特有のまろやかで深みのある果実味の調
和が取れており、ラフィットグループがチリで挑
戦したカルメネールのポテンシャルが感じられ
る1本です。

LOS VASCOS

28 

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。
品種構成はヴィンテージにより異なる可能性がございます。

マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。



LAPOSTOLLE

ラポストール

1994年、グラン・マルニエ創業者のひ孫であるアレクサンド
ラ マルニエ ラポストールと夫のシリル デ ブルネが設立。
フランスでの成功体験とフランスでのワイン造りの経験を
活かし、チリのテロワールの表現を目指します。

コルチャグア、カチャポールとカサブランカに370haの自社
畑を所有。チリでも有数の赤ワイン産地コルチャグアヴァ
レーのサンタ・クルス近くに施設を持ち3,500個の樽を所有
しています。

フランスの伝統と
チリのテロワールの融合

Chile, Colchagua Valley
【チリ コルチャグア ヴァレー】

■畑での取組み

・ 火山性の養分の少ない土壌での丁寧なキャノピー

マネジメントと灌漑による生育コントロール

・ 密植と収量制限による凝縮味のあるブドウ

・ 赤外線写真で生育状況をモニター

・ オーガニック農法：Ｃｅｒｅｓ認証

- ＮＯ 人工肥料＆農薬

- カバークロップ

- ブドウ以外の動植物の共存

- コンポストの利用

・ ビオディナミ農法の実現：ｄｅｍｅｔｅｒ認証

■ワイナリーでの取組み

・ エントリーレンジでも光学式の選果台を導入

・ 自然酵母の使用

・ 100％フレンチオークの利用

・ 軽めのフィルターで果実の味わいを活かします。

・ サステイナビリティの実践

妥協しない、ありのままの味わいを表現する
【ワイン造り】

－二酸化炭素排出を抑える 「カーボン
ニュートラル」運送を輸出ワインで実践

－30～60%の瓶をリサイクル、運送を抑えることで
木2千本植樹分の二酸化炭素排出を抑制

－搾りかすは700tの堆肥として再利用
－環境基準のISO14001取得
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【クロ アパルタ】

ラポストールとボルドーの著名コンサルタント、ミッシェル

ローランの共同プロジェクトとして立ち上げられたクロア
パルタワイナリー。各方面で評価され瞬く間に世界の偉
大なワインの仲間入りを果たしました。

世界に誇るトップキュヴェ

クロ アパルタ

750ｍｌ 18,500円 (2015VIN)
【チリ DO:コルチャグアヴァレー】

○ カルメネール 46%、
カベルネソーヴィニヨン 30%、
メルロ 19%、カベルネ フラン 5%

○ 赤 フルボディ

100％自然酵母で発酵。100％フレンチ
オークの新樽で24ヶ月熟成。
プラムやチェリー、イチジクやブルーベ
リーの赤黒系果実の香り、クローヴや黒
胡椒のヒント。果実の凝縮感がありシル
キーなタンニンと重厚な口当たりと構成を
持つワインで余韻は長く熟感を感じます。

ル プティ クロ

750ｍｌ 6,500円 (2014VIN)
【チリ DO:コルチャグアヴァレー】

○ カベルネソーヴィニヨン 49%
カルメネール 47%
プティ ヴェルド 4%

○ 赤 フルボディ

2014年が初ヴィンテージとなる、クロ アパ

ルタのセカンドラベル。ブラックベリーやカ
シスの黒系果実に、チェリーやプラムなど
の赤系果実が混ざった凝縮感のある香り。
アニスやシダーのニュアンス。大きな構成
とボリュームがあり、美しい酸を持つバラ
ンスの取れた味わいです。

ラポストール ボロボ

750ｍｌ 15,900円
【チリ】

○ カルメネール 45%、 メルロ 20%、
カベルネソーヴィニヨン 15%
シラー、ピノ ノワール

○ 赤 フルボディ

ボルドー、ローヌ、ブルゴーニュを代表す
るブドウ品種をブレンドして造られたワイ
ン。独特の個性を持ちながら、ジューシー
な赤い果実の味わいやチョコレートなどの
印象も兼ね備えるワイン。少量ブレンドさ
れたピノ ノワールがワイン全体を引き締
め、清涼感ある味わいに仕上げています。



LAPOSTOLLE

【キュヴェ アレクサンドル
シリーズ】

自社畑のブドウを使用
品質とテロワールを表現するシグネチャーレンジ

カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 3,540円
【チリ DO:コルチャグアヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 90%、
カルメネール 10%

○ 赤 フルボディ

1920年に植樹された畑のカベルネを一部使
用し、一部はクロ アパルタのワイナリーで手
で丁寧に除梗されます。フレンチオーク（新
樽26％）で10ヶ月熟成。プラムやチェリーの
ような赤黒系果実の香り、スパイシーな印象。
しっかりとしたタンニンがワイン全体のバラ
ンス、余韻、骨格を支えています。ラムなど
の肉料理、煮込みと合わせて楽しめます。

メルロ

750ｍｌ 3,540円
【チリ DO:コルチャグアヴァレー】

○ メルロ 85%、カルメネール 15%

○ 赤 フルボディ

手摘み収穫のブドウは100％自然酵母で発
酵。フレンチオーク（新樽39％）で15ヶ月熟
成。

エレガンスとバランス、熟成のポテンシャル
を兼ね備えたワイン。凝縮感のあるラズベ
リーやブルーベリーの赤黒系果実香、プラ
ムやカカオのニュアンス。シルキーなタンニ
ンと酸がワインの均衡を支えています。

シャルドネ

750ｍｌ 3,540円
【チリ DO:カサブランカヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

チリで冷涼なシャルドネの産地として知られ
るカサブランカヴァレーの自社畑を使用。マ
ロラクティック発酵は行わず、フレンチオーク
（新樽23％）で10ヶ月熟成。白い花とマン

ゴーなどトロピカルフルーツの印象的な香り。
ボリュームのある口当たりといきいきとした
酸、長い余韻。エレガントながら熟成向き。
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カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 2,150円
【チリ DO:ラペルヴァレー】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 85%、
シラー 15%

○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで発酵し、フレンチオーク（古樽）
で4ヶ月熟成。もぎたてのチェリーやプラムの赤系
果実の香り、アタックは爽やかでジューシーなで
タンニンが包み込みます。
トマトソース系のパスタやグリルした肉、マリネし
た豚テキと。

カルメネール

750ｍｌ 2,150円
【チリ DO:ラペルヴァレー】

○ カルメネール 85%、
プティ ヴェルド 6%、メルロ 5%

○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで発酵し、20％をフレンチオーク
（5％新樽）で4ヶ月熟成。残りはタンクで熟成。ベ
リー系の香りとスパイスのヒント。口当たりは滑ら
かで軽やかな果実味が感じられます。グリルした
赤身肉や濃い味付けの料理と。

【ラポストールシリーズ】

シラ－ ホセ デ アパルタ

750ｍｌ 3,540円
【チリ DO:コルチャグアヴァレー】

○ シラー 100%

○ 赤 フルボディ

ステンレスタンクで2週間26度で発酵。発酵
後のスキンコンタクトの状態でさらに2週間。
マロラクティック発酵はフレンチオークで行
います。フレンチバリック(新樽48％)で15ヶ
月間熟成。リコリス、ビターチョコレートなど
のスパイスのニュアンス、ブラックベリーや
プラムの熟した凝縮感のある香り。タンニン
もあり、完熟した果実などの香ばしいトース
トのような味わいがリッチです。

ソーヴィニヨン ブラン

750ｍｌ 3,540円
【チリ DO:ラペルヴァレー】

○ ソーヴィニヨン ブラン
ソーヴィニヨン グリ

○ 白 辛口

ステンレスタンクで14-16度で3週間発酵。フ
レンチオーク樽で5ヶ月熟成。カモミールや
パイナップル、洋ナシ、レモングラスなど溌
剌として、複雑なアロマ。リッチで芳醇、丸み
のある酸と長い余韻が楽しめます。



シャルドネ

750ml 2,150円
【チリ DO:カサブランカヴァレー】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

88％はステンレスタンクで発酵し、残りはフレンチ
オークで発酵。9ヶ月ステンレスタンクで熟成し瓶
詰め。新鮮なトロピカルフルーツを思わせる印象
的な香り。活き活きとした酸味と長い余韻を兼ね
備えた豊かな味わい。前菜、シーフード、セ
ヴィーチェ、鶏肉など幅広いと合わせて楽しめま
す。

LAPOSTOLLE

ロゼ

750ml 2,150円
【チリ DO:ラペルヴァレー】

○ サンソー 56%、シラー 25%、
グルナッシュ 12%
ムールヴェードル 7%

○ ロゼ 辛口

淡いサーモンピンク。フルーティで杏やグレープ
フルーツ、バラなどの花の香り。活き活きとした酸
と爽やかさを持ちつつしっかりした口当たりの南
仏スタイルに仕上げたロゼ。アペリティフ、サラダ
やシーフードと。

ソーヴィニヨン ブラン

750ml 2,150円
【チリ DO:ラペルヴァレー】

○ ソーヴィニヨン ブラン 85%、
ソーヴィニヨン グリ 9%、
セミヨン 6%

○ 白 辛口

100％ステンレスタンクで4週間発酵して瓶詰め。
凝縮感があり濃密な白桃や黄桃や、シトラス系
の香り。爽やかな印象のワインながらまろやかさ
もあり、伸びやかな酸味も備えたバランスのよい
ワイン。エビのマリネ、野菜を添えた白身魚、
シーフード全般と共に。
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【ダラメルシリーズ】

ソーヴィニヨン ブラン

750ml 1,500円
375ml  1,000円
【チリ】

○ ソーヴィニヨン ブラン 85%、
セミヨン 15%

○ 白 辛口

ステンレスタンクで発酵し、瓶詰め。 白

や黄色の花、白桃や黄桃を思わせる魅
惑的なアロマ。生き生きとした酸とふくよ
かな口当たり。スズキなどの魚のグリル、
シーフード全般と合わせて楽しめます。

カベルネ ソーヴィニヨン

750ml 1,500円
375ml  1,000円
【チリ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 85%、
マルベック 9%、シラー 6%

○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで2週間かけて天然酵

母で発酵し、20%はフレンチオーク（古樽）
で約6ヶ月熟成。タバコやコーヒー、赤や
黒のベリー系果実の濃厚なアロマ。柔ら
かいタンニンが長い余韻へと導いてくれ
ます。肉料理全般、凝縮した味わいの料
理、チーズの盛り合わせなどと一緒に。

カルメネール

750ｍｌ 1,500円
【チリ】

○ カルメネール 85%、マルベック 9%、
シラー 6%

○ 赤 ミディアムボディ

ステンレスタンクで発酵し、15%はフレン
チオーク（古樽）で6ヶ月熟成。

シナモンや黒胡椒と熟した赤系果実の
香り。清涼感があり明るい果実味と丸み
のある渋味のバランスがよいワイン。ト
マトソースを使ったパスタ、シチューなど
の煮込みと一緒に。

ブレンド

750ｍｌ 2,360円
【チリ DO:ラペルヴァレー】

○ シラー 30%、カルメネール 25%
メルロ 23%、カベルネ ソーヴィニヨン
22%
○ 赤 ミディアムボディ

クランベリーのような赤系果実、スイートスパイス
のニュアンス。チョコレートや黒胡椒のアロマ。エ
レガントでバランスの良いタンニンが、チョコレー
トやコーヒーなどを感じさせるほのかな苦味にう
まく溶け込んでいます。 オーブンでグリルした料
理やアンガス牛などのビーフと共に



【カテナの畑と
アッサンブラージュの妙】

ニコラス カテナはアルゼンチンで初めて1,500mとい

う高標高でのブドウ栽培に取組んだ人物で、彼と、
娘のラウラの20年以上の長きにわたる研究の結果、

同じ品種、同じクローンでも標高がおりなす僅かな
温度差、土壌の違いにより、それぞれ違った特長を
そなえることを発見しました。

カテナ社は、その研究の成果を活かして所有するそ
れぞれの畑に最適な品種、クローンを植え、それぞ
れの畑でとれたブドウをアッサンブラージュすること
で味わいや香りのバランスがとれ、かつ「メンドー
サ」のテロワールを最大限表現したワインを造って
います。

【ワインメーカー】

また、近年ではアドリアンナ畑、ニカシア畑でとれた
マルベックのみを使用した単一畑のキュヴェもリリー
ス。こちらは、土壌や気温差で変わるマルベックの
味わいをそのまま表現し、マルベックの真価と畑の
個性を感じられる秀逸なワインとなっています。

チーフワインメーカー アレハンドロ ヴィジル

2003年よりカテナに参画。

ワインメイキングと灌漑管
理で修士号を取得、その
豊富な知識でカテナに貢
献。2007年にチーフワイ

ンメーカーに任命された。
2013年には英のデカン

ター誌により今日のワイン
業界にもっとも影響のある
50人のうちの一人に選ば

れ、世界でも注目を集め
る醸造家です。

ボデガ カテナ サパータ
-アルゼンチンの至宝-

1902年、ニコラ カテナがイタリア・マルケ州よりアルゼンチン
に移住し、メンドーサでブドウの栽培を始めたのが、カテナ社
の始まりでした。
3代目にあたる現当主二コラス カテナは1980年代にカリフォ
ルニアの高品質ワインのつくりに影響され、
「アルゼンチンを代表して世界に通用するワインをつくりたい」
という希望を胸に帰国。以降、メンドーサの土壌の研究と品
種・クローンの相性について徹底的に研究を進め、今や世界
のトップワインとして必ず挙げられるほどの造り手として評価さ
れています。

アルゼンチンマルベックの開拓者

2009年デカンター誌でマン オブ ザ
イヤーを受賞した ニコラス カテナと
娘のラウラ

Argentina,  Mendoza
【アルゼンチン メンドーサ】

・チリ国境、アンデス山脈のふもとの標高850～1,500mに位置。
・メンドーサのワイン生産量はアルゼンチン全体の約70%。異な
る標高、位置により、様々な気候を持ちます。
・年間降水量はわずか200mlと少雨で、ミネラル分豊かな雪解け
水を水源にした灌漑が行われます。
・カテナの畑は全て高地で、乾燥して冷涼な気候のため、病虫
害が少なく、殺虫剤を使用する必要もありません。
・昼夜の温度差のある気候もブドウ栽培に適し、フレッシュな味
わいのある果実を生み出します。

【メンドーサ】

【マルベックのパイオニア】

・メンドーサのテロワールおよびクローン研究によりアルゼ
ンチンワインの品質を変革。
・メンドーサにおけるマルベック、カベルネ ソーヴィニヨン、
シャルドネの栽培最適地を定義。

これらの功績が世界に認められ、ニコラス・カテナは英国デ
カンター誌にて2009年｢マン オブ ザ イヤー」に選出。2012

年にはワインスペクテーター誌から「ディスティングウィッ
シュ ド サービス アワーズ」を受賞。

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。32 
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＜フラッグシップ＞
標高1,500ｍに位置するアドリアンナヴィンヤードでは、ミクロクリマの研究を行っており、
同じ畑でも区画によって土壌そのものや、生息する微生物に違いがあること発見。
その特徴を反映した、区画ごとのワインをリリースしています。

①

②

③

※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる
可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。

カテナ サパータ
アドリアンナ ヴィンヤード
フォルトゥーナ テラエ

750ｍｌ 13,500円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ

最も標高の高いアドリアンナ畑での区画毎の
研究により生み出されたワイン。約5haに広が
る砂の層が1mほどの区画。他の土壌よりもス
トレスが少ないため、幸運な土壌の意味の
Fortuna Terraeと名付けられました。
黒い果実などの豊かな香り、適度な酸、エレ
ガントでまろやかな味わいが特徴。

① ② ③

左から①フォルトゥーナ テラエ ②リヴァー ストーンズ ③ムンデュス バシユス テラエ

カテナ サパータ
アドリアンナ ヴィンヤード
リヴァー ストーンズ

750ｍｌ 15,000円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ

カテナ家所有の最も標高の高いアドリアンナ
畑での区画毎の研究により生み出されたワイ
ン。2.6haの砂質、礫岩土壌。岩がちの土壌
のためストレスを受けながら根をはる暖かい
区画のブドウを使用。
いきいきとした華やかな香り、なめらかなタン
ニンが特徴です。

カテナ サパータ
アドリアンナ ヴィンヤード
ムンデュス バシユス テラエ

750ｍｌ 33,100円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ

カテナ家所有の最も標高の高いアドリアンナ
畑での区画毎の研究により生み出されたワイ
ン。1.4haのこの区画のみに生息する微生物
がブドウの根に働きかけ、様々なストレスへの
抵抗と土壌の栄養分の吸収を助けます。
非常にアロマティックで、スパイスや黒系果実
の香り。洗練された酸と、まるみがありスムー
スなタンニンが特徴のエレガントなワインです。

★いずれのワインも、発酵は225L、500Lのフレンチオークを
使用。熟成もフレンチオークにて24ヶ月。



ホワイトボーンズ シャルドネ

750ｍｌ 12,500円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

所有畑の中でも最良のシャルドネ産地とされ
るアドリアンナ畑の｢ブロック1｣の中から選りす
ぐりの区画でとれたシャルドネのみを使用。
鮮やかな柑橘類や白い果実、花を思わせる
香り。豊かな構成のワインで、洋梨やりんご、
フローラルのフレーバーに、塩味を感じさせま
す。はっきりとしていて、クリーンな余韻が長
いワインです。

ホワイトストーンズ シャルドネ

750ｍｌ 9,800円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

所有畑の中でも最良のシャルドネ産地とされ
るアドリアンナ畑で白くて丸い小石に覆われた
土壌が特徴の区画のシャルドネのみ使用。
白い花、白い果実に、ミネラルのノートがそな
わり、エレガントな口当たり。ジャスミンや白桃
を思わせる清冽なアロマ、白い果実、ミネラル
を思わせる味わいが魅力です。

アルタ シャルドネ

750ｍｌ 6,300円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

カテナ家が所有する畑において特に優れてい
ると定義されたブドウの列を選び出し醸造。自
然酵母により樽で低温発酵（うち30%をマロラ
クティック）。フレンチオークで、14ヶ月熟成。
熟した白桃や柑橘類を思わせるフレーバーと
しっかりしたミネラルを思わせる味わい。素晴
らしいバランスを備えたワインです。

アルタ マルベック

750ｍｌ 6,300円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ

カテナの長年の研究と、アッサンブラージュの
高い技術が融合して生み出されたワイン。カ
テナ家が所有する4つの畑において特に優れ
ていると定義されたブドウの列を選び出し醸
造。野生酵母によりステンレスタンクと樽で
ロットごとに全房発酵。フレンチオークで18ヶ
月熟成。プラム、カシス、赤スグリのフレー
バーと黒胡椒のノート。フルボディでありつつ
ソフトで、甘味のあるタンニンが感じられます。

＜カテナアルタ＞

カテナ サパータ
ニカシア ヴィンヤード マルベック

750ｍｌ 10,700円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ

標高1,180mに位置するニカシア畑のマルベックのみ
を使用。熟した黒い果実に加えて甘いスパイスとタイ
ムのアロマが感じられ、畑の特徴がよく表現されてい
ます。複雑で表情豊かな口当たり、魅力的なスミレの
フレーバーと黒いベリー、リコリス、ビターチョコレート
に加えてスパイスの風味が感じられます。

ニコラス カテナ サパータ

750ｍｌ 13,500円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ カベルネ ソーヴィニョン 73%、マルベック 27%
○ 赤 フルボディ

カテナ家のフラッグシップ。所有畑の中でも最良の区
画のブドウを厳選。アッサンブラージュ技術により、そ
れぞれの個性を最大限に表現しています。活気にあ
ふれ、オープンな構成。長い余韻にもしっかりしたタン
ニンの、肉付きがよく、深くエレガントを感じさせるワイ
ンです。

カテナ サパータ
マルベック アルヘンティーノ

750ｍｌ 13,500円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ

カテナ家の長年におけるマルベック探求の集大成。
優良なマルベックが育つアドリアンナ畑とアルタミラ畑
の中でも更に最良の区画のブドウのみ使用。黒いベ
リー香に官能的なオークのニュアンス。酸味と甘やか
なタンニン、ミネラルやなめし皮、ビターチョコレートの
ヒントを持つ余韻が長く続きます。

カテナ サパータ
アドリアンナ ヴィンヤード マルベック

750ｍｌ 15,000円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ

メンドーサにある最も標高が高いアドリアンナ畑のブ
ドウのみを使用。この畑のマルベックは黒味がかった
バイオレットカラーで、熟した赤い果実やラベンダー、
スミレ、ココナッツ、タバコのアロマを持っています。
非常に力強く深みがあり、カシスやダークチョコレート
とミネラルのフレーバーが感じられる、突出した凝縮
感とタンニンを兼ね備えたワインです。

＜フラッグシップ＞

＜単一畑＞
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カテナ カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 2,840円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 90%
カベルネ フラン 7%、プティ ヴェルド 3%

○ 赤 フルボディ

80%フレンチオーク(30%新樽)、20%アメリカン
オーク新樽で12ヶ月熟成。タバコや杉、カシス、
ユーカリのニュアンスを含んだ、熟したカシス
や黒スグリのアロマ。豊かで凝縮感のある口
当たりに、ブラックベリーのフレーバーやミント、
エスプレッソ、更には黒鉛の要素も感じられま
す。

◇スパイスやハーブを使った肉料理

カテナ シャルドネ

750ｍｌ 2,840円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

自然酵母を使い、18度で33日掛けて発酵後、
フレンチオーク樽(新樽35%)でシュール・リーで
10ヶ月間熟成 。
熟した白桃や柑橘類を思わせるフレーバーと
しっかりしたミネラルのニュアンス。素晴らしい
バランスを備えたワインです。

◇クリームソースの料理、とろりとしたチーズ、
ごまダレのしゃぶしゃぶなど

カテナ マルベック

750ｍｌ 2,840円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 100%
○ 赤 フルボディ

70%フレンチオーク(20%新樽)、30％アメリカン
オーク新樽で12ヶ月熟成。
品種特有の深いスミレ色で、各畑の特長が絶
妙のバランスをとって現れています。すぐに飲
んでも楽しめますが、10年～15年の熟成も期
待できるワインです。

◇甘辛い味付けのタレ、肉料理

カテナ

一族の技術・伝統が生んだスタンダードクラス
世界中で愛される｢プレミアム スタンダード｣

異なる標高や土壌を持つ5つの自社畑からとれたブドウ
のみを使用し、このクラスとしては非常に高い凝縮感とバ
ランスのよさを誇る、世界中で愛されているワインです。

◎D.V. カテナの「D.V.」とは、現在のカテナワイナリーの
基盤づくりに貢献した、2代目当主「ドミンゴ・ヴィセンテ
カテナ」からとられています。

D. V. カテナ ナチュール NV

750ｍｌ 3,180円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 70%

ピノ ノワール 30%

○ 白 辛口

アンデス山脈の麓トゥプンガト地区にある
カテナの畑の中でも、1,500m以上の最も
冷涼なエリアからスパークリング用のブド
ウを厳選。
残糖度は3g/Lで、アルゼンチンの規定で
はナチュールに分類されます。

シャルドネは白い花やシトラスの風味を
もたらし、ピノ ノワールからの複雑味と酸
がバランスの良い辛口に仕上がります。
瓶内二次発酵由来のトースト香も加わり
クリーミーな風味も感じられます。

ラベルに描かれているドミンゴ

カテナ所有の
自社畑

BODEGA CATENA ZAPATA

若き日のドミンゴ
（1920年代）
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アラモス シャルドネ

750ｍｌ 1,770円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

国内外で高い評価を受けている非常にコスト
パフォーマンスに優れたワイン。トロピカルフ
ルーツや桃を思わせるフレーバーとアロマ、バ
ランスの取れた心地よい酸味が魅力です。

アラモス マルベック

750ｍｌ 1,770円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック主体
○ 赤 ミディアムボディ

14日間、約26度で醗酵後、スキンコンタクﾄの
まま23日かけて醸し。9ヶ月間フレンチ+アメリカ
ンオーク樽(新樽25%)で熟成。
ラズベリーやプラムなどの果実味とスパイスや
ミネラルのヒントが層になった、しっかりした味
わい。心地よく華やかなフィニッシュです。

アラモス カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 1,770円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 100%
○ 赤 ミディアムボディ

1日間のコールドマセレーションのあと8-12日
間約29度で醗酵。その後最大2日間かけて醸
し。6-9ヶ月間フレンチ+アメリカンオーク樽 で
熟成を行います。
熟した赤い果実やスパイスの香りがあり、口に
含むとカシスや杉、コーヒー豆などのノートが
感じられます。

アラモス

カテナの精神を受け継いだ、メンドーサの魅力溢れる
コストパフォーマンスに優れたワイン

品種毎の果実の味わいに、軽いオーク熟成による複雑味
が加わっています。カテナのワインづくりのスタイルを、お
手ごろな価格で楽しんで頂けるワインです。

アラモス トロンテス

750ｍｌ 1,770円
【アルゼンチン サルタ】

○ トロンテス 100%
○ 白 辛口

柑橘類、桃の果実を思わせるいきいきとした
ノートと、ジャスミンやフレッシュなハーブのヒン
トが含まれています。ワインは軽くフレッシュな
口当たりで、フレッシュな酸味とバランスのよい
味わいが楽しめます。

アラモス セレクシオン ピノノワール

750ｍｌ 1,990円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ ピノノワール
○ 赤 ミディアムボディ

メンドーサの中でも標高の高い、トゥプンガトエ
リアでとれたブドウを使用。8時間のマセラシオ
ン。9-12度という低温で35日間かけて醗酵。
鮮やかなルビー色。熟したプラムやストロベ
リー、ブラックベリーのフレッシュな香りがいっ
ぱいに広がり、口に含むと酸味とまるいタンニ
ン、熟した果実の味わいが見事なバランスを
とって舌に広がります。余韻は長く、心地よく続
きます。

BODEGA CATENA ZAPATA
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アラモス エクストラ ブリュット

750ｍｌ 1,880円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 70%
ピノ ノワール 30%

○ 白 辛口

シャルドネのベースワインは凝縮感のあるアロ
マと余韻を、ピノ ノワールはバランスのとれた
酸味と骨格、複雑味をもたらします。

きめ細やかで長く続く泡、柑橘類やトロピカル
フルーツ、白い花を思わせるアロマ。口当たり
はリッチで、骨格があり、フレッシュな余韻を迎
えます。



BODEGAS ESMERALDA

ティリア シャルドネ

750ｍｌ 1,430円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

熟したトロピカルフルーツの香りとほの
かな柑橘系果実や花を思わせる香り。
まろやかでリッチ、洋ナシやイチジクの
ジャムのような風味に、ヴァニラなど甘
いスパイスの味わいが広がります。ク
リーンでフレッシュ、いきいきとした酸の
あるフルーティなワインです。

◇魚のグリルや肉など幅広い料理

ティリア マルベック／シラー

750ｍｌ 1,430円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 60％ 、シラー 40%
○ 赤 ミディアムボディ

黒い果実のアロマとテロワール由来
の土っぽい香りとコーヒーを思わせる
香ばしい 香り。リッチでブラックチェ
リーを思わせるような風味と、チョコ
レートやシナモンなどの甘いスパイス
を思わせる味わい。 余韻は長く、熟し
てしなやかなタンニンのあるしっかりし
たワインです。
◇肉料理全般

ボデガス エスメラルダ
TILIA ～ティリア～

ボデガス エスメラルダ社が所有するスタンダードレンジの
ワイン。
｢ティリア｣はブドウ畑で働く農夫たちが作業の合間にその
木陰で憩い、語らう木｢菩提樹｣のことで、ラベルにも菩提
樹の木が描かれています。

Argentina,  Mendoza
【アルゼンチン メンドーサ】

お気に入りのティリアでほっと一息

ティリア カベルネ ソーヴィニヨン

750ｍｌ 1,430円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 100％
○ 赤 ミディアムボディ

濃い紫色でルビー色のエッジ。熟した
赤い果実の味わいと、甘くスパイシーで
タバコのようなスモーキーなタッチもあ
るリッチな味わいです。
◇肉料理全般

「TILIA（ティリア）」の特徴

ボデガス・エスメラルダ社は、カテナ家が経営するアルゼ
ンチンでも有数のワイナリー。メンドーサの東側と南側の
異なる地域のブドウをブレンドして複雑な味わいを作り出
しています。
【東側】
・メンドーサから東に約80km
・標高1,950～2,150m
・１年の内330日が晴天、年間降水量8mmの乾燥した

砂漠地帯
→完熟してリッチな風味、素晴らしい深みと凝縮感のある
ブドウとなる。
【南側】
・メンドーサから南に約160km
・標高3,000 ～4,000m
・冷涼で乾燥した砂漠地帯で、伝統的にメンドーサで質の
高いブドウが造られる地域
→ブドウにアロマの凝縮感を与え、ワインに涼やかでバラ
ンスを与える美しい酸を与える。

【サステイナブルな農法、環境にやさしいワイン造り】
・灌漑用水はドリップ イリゲーションとワイナリーで
使用した水のリユース。
・痩せた土壌には、肥料としてヤギの糞をまき、剪定した
枝、ブドウの酒石などを土に戻す。
・殺虫剤は使わず、ビオロジック農法でも使用が許されて
いる ボルドー液のみを使用。
・土壌の生態系の多様性を尊重し、公共機関や大学と土
壌の生態系をモニター調査。ティリアのチームメンバーは、
大学のサステイナブル農法の講義や講習に出席し、畑で
その農法を実践している。
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CARO

Argentina, Mendoza
【アルゼンチン メンドーサ】

ラフィットグループとカテナの
ジョイントベンチャー

アマンカヤ

750ｍｌ 2,580円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 70%
カベルネ ソーヴィニヨン 30%

○ 赤 フルボディ

アルゼンチンのアイデンティティとボルドー
スタイルが調和し、優美さと複雑性を醸し出
しています。ブラックチェリーや野苺などの
凝縮味とともに、ミントを思わせる爽やかさ
と樽熟に由来するスモーキーなヴァニラの
風味が特長。

また、このワインの名前は、アンデス山脈の
高地に棲息する小さな可愛らしい花のイン
ディオ語の名称である「アマンカヤ」に由来
します。

◇ハーブやスパイスを効かせた肉料理、ホ
ルモン料理など

カロ

750ｍｌ 6,900円
【アルゼンチン メンドーサ】

○ マルベック 85%、
カベルネ ソーヴィニヨン 15%

○ 赤 フルボディ

アルコール発酵、マロラクティック発酵後、フ
レンチオーク樽(新樽比率80%)で18ヶ月熟成。
濃縮感のある香りと、樽に由来する複雑な
風味。ブラックベリーなどの黒系果実の強い
風味にミントのニュアンス。たっぷりとしたタ
ンニンはきめ細かく、なめらかで心地よいワ
インです。

【 ワイナリー 】

エリック ド ロートシルト (右)

と ニコラス カテナ（左）

2002年ヴィンテージまではカテナのワイナリーを使用してい
ましたが、2003年に独自のワイナリーを新設。1884年に建
設、現地生産者「ボデガス エスコリウエラ｣所有の古いワイ
ンセラーを買い取り、カテナのワイナリーの設計を手がけた
建築家により、建物の昔ながらの景観を活かしながら、最
新鋭の醸造設備をそなえたワイナリーに生まれ変わりまし
た。現在も、試行錯誤を繰り返しながらワイナリー設備を改
善しており、今後の更なる品質向上が期待されます。

カロ

シャトーラフィットのエリック ド ロートシルト男爵と、アル
ゼンチンのトップワイン生産者のひとりニコラス カテナの
ジョイント ベンチャーから生まれたワイン。「カロ｣は｢カテナ
社｣の｢CA｣とロスチャイルド家の頭文字｢RO｣をあわせて生
まれた名前。

1998年、ドメーヌ バロン ド ロートシルト（ラフィット 以下
DBR）とカテナ家は意気投合し、カベルネとマルベックのブ

レンドという「ボルドーの古い伝統的な組み合わせを、アル
ゼンチンというマルベックにとって特別な土地で復活させ
る」というコンセプトのもとプロジェクトに取りかかりました。
DBRは醸造コンサルタントにラフィット・グループの海外部
門統括醸造責任者を派遣。

高い標高に位置するメンドーサのテロワールの知識とマ
ルベックへの情熱を持つニコラス カテナの傑出したブドウ
造りの技と、DBRのカベルネ ソーヴィニヨンに関する長年
の技術とノウハウの幸福なマリアージュを目指しました。

ボデガス カロで使用されている樽は全てポーイヤックの
DBRの樽工房で造られています。
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RUPERT&ROTHSCHILD

South Africa, Westerncape
【南アフリカ ウェスタンケープ】

ルパート＆ロートシルト

ケープタウンから東に約50km、美しい山に囲まれた
Franschhoek（フランス人が住む角地）と呼ばれる土地が広

がります。1690年、フランスから移住したユグノー(プロテス
タント)がここを切り開き、その生活の中心となったのが、現
在ルパート＆ロートシルトのワイナリーと畑があるフレデリッ
クスベルク農場でした。
1986年、南アでワイン産業の近代化にも大きな功績を残し
たアントン ルパートと、ボルドーでシャトー ペイル・ルバー
ドを経営するエドモン ド ロートシルトが共同でこの農場を買
い取り、1997年に｢ルパート＆ロートシルト｣として公式に創
業しました。
積極的な投資で最新鋭の設備を備え、HACCP、更には国
内では初めてのISO14001を取得。畑でのリュット・レゾネの
実践だけでなく、ワイナリーにおいても環境負荷の少ないワ
インづくりを行っています。

クラシック

750ｍｌ 2,700円
【南アフリカ ウェスタンケープ】

○ カベルネ ソーヴィニヨン 50%
メルロ 40%
カベルネ フラン 10%

○ 赤 ミディアムボディ

クラシックはルパート＆ロートシルトのスタン
ダードワイン。手摘み収穫したブドウをテンレス
タンクで発酵、そのままスキンコンタクト。マロラ
クティック発酵は300Lのフレンチオーク樽にて
行い、17ヶ月熟成。
ピュアなカシスやプラムなどとシダーや黒鉛の
ニュアンスがある香り。フレッシュなブルーベ
リーなどの香りと、なめらかで豊富なタンニンが
あり、余韻も長く続きます。

醸造責任者 イヴォンヌ レスター

南アのテロワール×ボルドーの技術

■地形、海の影響、強い日差しで、様々な微気候が生じる南
アにおいて、優良な6地域に自社畑、契約畑を持ち、毎ヴィン
テージの優れたブドウのみを取得。

■栽培責任者のレイナー セロン氏、そしてコンサルタントと
して、この地を年2回訪れる ミシェル ロラン氏が密接に畑の
管理者と一緒に働き、優れた区画を選定して生育状況をつ
ぶさにチェックする。摘葉・摘房から収穫まで、全ての作業は
手作業で行われます。

■醸造責任者はイヴォンヌ レスター。｢畑で育ったブドウの
品質をまっすぐワインに伝える｣というポリシーを大切にして
おり、ワインの品質に責任を持ちます。

バロン エドモン

750ｍｌ 5,800円
【南アフリカ ウェスタンケープ】

○ メルロ 60%
カベルネ フラン 25%
カベルネ ソーヴィニヨン 15% 

○ 赤 フルボディ

エドモン ド ロートシルト男爵の名を冠した、フ
ラッグシップワイン。その年最も質の高いブドウ
を生み出した畑を5-6つ抜き出し使用。発酵は
木桶とステンレスタンク、6-20日間のスキンコン
タクト。 225Lのフレンチオーク新樽でマロラク
ティック発酵、18ヶ月熟成します。
ブラックベリーやブルーベリーに、フレッシュなコ
リアンダーの香り。口の中でシルキーなタンニ
ンと共に複雑さが層になって現れます。チョコ
レートの香りもあり、卓越したバランスと骨格を
供えるワインです。

バロネス ナディーヌ

750ｍｌ 4,250円
【南アフリカ ウェスタンケープ】

○ シャルドネ 100%
○ 白 辛口

全房を破砕、丁寧に抽出したフリーランの果汁
のみ使用。15%コンクリートタンク発酵。
85%ステンレスタンクと300L のフレンチオーク樽
で発酵。10ヶ月間300Lのフレンチオークで熟成
(新樽3分の1）します。
魅力的な火打ち石やミネラルを思わせる香りに
フレッシュなレモンの花やグレープフルーツの
ニュアンス。レモングラスやわずかにローストし
たマカデミアナッツの繊細な香り。非常になめら
かで瑞々しいワインです。

【 ワイン造り 】

39
※価格は2019年3月現在の最新ヴィンテージの参考上代（税抜き）です。 品種構成はヴィンテージにより異なる

可能性がございます。 マークの商品は安定供給を目指しており、定番としてお勧めです。
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