株式会社ファインズ
2015 年 4 月 22 日

ニュージーランド・オーストラリア
新規ブランド
ブランド(6
ニュージーランド・オーストラリア 新規
ブランド(6 ブランド 16 品目のワイン
品目のワイン)
のワイン)
および
スパークリングワイン 各種新規取扱商品
各種新規取扱商品のご
商品のご案内
のご案内

ファインワインを輸入販売する（株）ファインズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役中西 卓也）
は、現在注目を浴び、伸長するニュージーランドより 1 ブランド 3 品目、バロッサの名門ワイナ
リーを数多く擁するヒル-スミス家が所有・販売するオーストラリアのワイナリー、5 ブランド 13
品目のワインを 2015 年 5 月より輸入販売いたします。
さらに伸びゆくスパークリングワインのラインナップ拡充をはかるべく、スペイン ペネデス地
方の生産者「トレ

デル

ガル」よりカバ２品目、アルゼンチン

カテナ社より高級スパークリ

ング「D.V.カテナ ナチュール」の発売を 4 月に開始いたします。

＜新規ブランド
新規ブランド・
ブランド・新商品一覧
新商品一覧＞
一覧＞
ワイナリー名

地域

商品名
ソーヴィニヨン ブラン

Nautilus Estate

ニュージーランド

ノーティラス エステート

マールボロ

ピノ グリ
ピノ ノワール

Redbank

オーストラリア

レッド バンク

ヴィクトリア

ロング パドック シラーズ
ロング パドック ピノ グリージョ
エリゴ シラーズ

John Duval Wines

南オーストラリア

ジョン デュヴァル ワインズ

バロッサ ヴァレー

エンティティ シラーズ
プレキサス シラーズ グルナッシュ ムールヴェードル
プレキサス マルサネ ルーサンヌ ヴィオニエ

Pewsey Vale

南オーストラリア

ピュージー ヴェイル

イーデン ヴァレー

Dalrymple

オーストラリア

ダルリンプル
ダルリンプル

タスマニア

Jansz

オーストラリア

ジャンツ

タスマニア

イーデンヴァレー リースリング
コンツアーズ リースリング
ピノ ノワール
ケーヴ ブロック シャルドネ
プレミアム キュヴェ
プレミアム ロゼ
ヴィンテージ キュヴェ

Torre Del Gall

スペイン

トレ デル ガル

ペネデス地方

Bodega Catena Zapata

アルゼンチン

ボデガ カテナ サパータ

メンドーサ

D.O.カバ ブリュット レゼルバ
D.O.カバ ブリュット ロゼ

Ｄ.Ｖ. カテナ ナチュール ＮＶ

＜ニュージーランド マールボロ＞
マールボロ＞
Nautilus Estate [ノーティラス エステート]
エステート]
1985 年設立。家族経営を貫き、ニュージーランドワインの品質を追求するワイナリーグルー
プ「Family Of Twelve」に属している。マールボロのピュアな味わいを造り続けるワイナリー。

Sauvignon Blanc

Pinot Gris

ソーヴィニヨン ブラン

ピノ グリ

地域： マールボロ

地域： マールボロ

容量： 750ml

容量： 750ml

価格： オープン

価格： オープン

(税別参考価格 3,180 円)

(税別参考価格 3,180 円)

Pinot Noir
ピノ ノワール
地域： マールボロ
容量： 750ml
価格： オープン
(税別参考価格 4,550 円)

＜オーストラリア ヴィクトリア＞
ヴィクトリア＞
Redbank [レッド
[レッド バンク]
バンク]
バロッサ ヴァレーの名門ヒル-スミス家がヴィクトリア州のキング ヴァレーの 700ｍを越え
る高標高の土地から造り出すバランスの良いシラーズ、ピノ グリ。

Long Paddock Shiraz

Long Paddock Pinot Grigio

ロング パドック シラーズ

ロング パドック ピノ グリージョ

地域： ヴィクトリア

地域： ヴィクトリア

容量： 750ml

容量： 750ml

価格： オープン

価格： オープン

(税別参考価格 2,580 円)

(税別参考価格 2,580 円)

＜オーストラリア 南オーストラリア＞
オーストラリア＞
John Duval Wines [ジョン
[ジョン デュヴァル ワインズ]
ワインズ]
オーストラリアの著名ワイナリー ペンフォールズ社の前チーフワインメーカー ジョン デュ
ヴァル氏が独立し設立。長年の経験を生かし南仏ブレンドにフォーカスしたプレミアムワイン。

Eligo Shiraz

Entity Shiraz

エリゴ シラーズ

エンティティ シラーズ

地域： バロッサ ヴァレー

地域： バロッサ ヴァレー

容量： 750ml

容量： 750ml

価格： オープン

価格： オープン

(税別参考価格 17,900 円)

(税別参考価格 8,600 円)

Plexus Shiraz Grenache Mourvedre

Plexus Marsanne Roussanne Viognier

プレキサス

プレキサス

シラーズ

グルナッシュ

ムールヴェードル

マルサネ ルーサンヌ ヴィオニエ

地域： バロッサ ヴァレー

地域： バロッサ ヴァレー

容量： 750ml

容量： 750ml

価格： オープン

価格： オープン

(税別参考価格 8,100 円)

(税別参考価格 5,800 円)

Pewsey Vale [ピュージー ヴェイル]
ヴェイル]
バロッサ ヴァレーの中でも冷涼なイーデン ヴァレーで 1847 年に開墾された、オーストラリ
アの辛口リースリングの先駆者的存在。

Eden Valley Riesling

Contours
Contours
Riesling
Riesling

イーデンヴァレー リースリング

コンツアーズ
コンツアーズ
リースリング
リースリング

地域： イーデン ヴァレー

地域：地域：
イーデン
イーデン
ヴァレー
ヴァレー

容量： 750ml

容量：容量：
750ml750ml

価格： オープン

価格：価格：
オープン
オープン価格

(税別参考価格 3,580 円)

(税別参考価格
(税別参考価格
4,860 4,860
円) 円)

＜オーストラリア タスマニア＞
タスマニア＞
Dalrymple [ダルリンプル]
ダルリンプル]
タスマニアの中でも冷涼なタマル ヴァレーに位置するワイナリー。
ワインメーカーを「ヴィニロン」と呼び、ブルゴーニュスタイルのピノ ノワール、シャルド
ネを目指し「テロワールの表現」を掲げるワイナリー。

Pinot Noir

Cave Block Chardonnay

ピノ ノワール

ケーヴ ブロック シャルドネ

地域： パイパーズ リヴァー

地域： パイパーズ リヴァー

容量： 750ml

容量： 750ml

価格： オープン

価格： オープン

(税別参考価格 5,900 円)

(税別参考価格 5,900 円)

Jansz [ジャンツ]
ジャンツ]
タスマニアでのトラディショナル製法の先駆者的存在。冷涼な土地から作り出される酸味が特
徴の熟成タイプのプレミアム スパークリングワイン。

Premium Cuvee

Premium Rose

プレミアム キュヴェ

プレミアム ロゼ

地域： タスマニア

地域： タスマニア

容量： 750ml

容量： 750ml

価格： オープン

価格： オープン

(税別参考価格 4,610 円)

Vintage Cuvee
ヴィンテージ キュヴェ
地域： タスマニア
容量： 750ml
価格： オープン
(税別参考価格 6,300 円)

(税別参考価格 4,610 円)

＜スペイン ペネデス＞
ペネデス＞
Torre Del Gall [トレ デル ガル]
ガル]
トレ デル ガルは、カバの一大産地、サンサドルニ ダ ノイアと、D.O.ペネデスの拠点、ビラフランカ
デル ペネデスの中間にあるサン クガット セスガリゲスに位置。豊富な日照量と適度な降雨量に恵ま
れた環境の中、それぞれの品種に合わせて最適な畑で栽培されたブドウを厳選し造られるカバは、通常
より長い長熟を経てリリースされる。トレ デル ガル エステート、マス ベルニッチ エステートなど
畑由来の特徴を表現した酸と糖度のバランスの取れた味わいを造り出している。

D.O.カバ
D.O.カバ ブリュット レゼルバ
容量：750ｍｌ
品種：マカベオ(ビウラ) 50%、パレリャーダ 35%、チャレッロ 15%
瓶内熟成：最長 24 か月
価格：オープン（税別参考価格 2,000 円）
味わい：長期瓶熟による深みのあるボディと酸がエレガントに調和。マカベオ特
有の青りんごを思わせる爽やかな果実味を伴った、心地よい余韻が長く続く。

D.O.カバ
D.O.カバ ブリュット ロゼ

容量：750ｍｌ
品種：トレパット 80%、ガルナッチャ 20%
瓶内熟成：最長 18 か月
価格：オープン（税別参考価格 2,000 円）
味わい：トレパットに由来するラズベリーやスグリの新鮮で甘酸っぱい赤い果実
の香り。砂糖漬けのチェリーのふくよかな果実味。繊細でほのかな甘みが余韻に
残る。

＜アルゼンチン メンドーサ＞
メンドーサ＞
Bodega Catena Zapata [ボデガ カテナ サパータ]
サパータ]
Ｄ.Ｖ. カテナ ナチュール ＮＶ
容量：750ｍｌ
品種：シャルドネ 70%、ピノ

ノワール 30%

製法：瓶内二次発酵
残糖度：3g/l

（※アルゼンチンの規定ではナチュールに分類）

価格：オープン（税別参考価格 3,180 円）
味わい：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。
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る。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る。

