
Truchard Vineyards 2019 Cabernet Sauvignon 

 

 

Vineyard: The Truchard Estate Vineyard is located in the Carneros region of the Napa Valley. 

It is 400 acres of rolling hills and valleys that contain a variey of soils: clay, shale, sandstone, 

limestone, volcanic ash and rock. The combinations of terrain, geology and marine-moderated 

temperatures provide ideal growing conditions for wine-grapes. Our Cabernet Sauvignon is 

planted in several different sites on steep, southwestern facing hillsides. The vines range from 

19 - 42 years and produce wines that are deep in color and dominated by lush flavors of plum, 

berry and spice. Cabernet Franc, Petit Verdot, and Malbec are blended in to provide 

additional softness, structure and complexity. 

 

Winemaking: All the fruit was gently destemmed and 

crushed, then inoculated with Pasteur Red yeast. 

Fermentations were pumped-over twice daily with the 

temperature peaking at 88 F. Maceration time varied 

from 14 to 30 days depending on vineyard block. The 

wine was then aged for 20 months in French oak 

barrels (45% new). Rackings occured every 4 months 

until bottling. The final blend is 88% Cabernet 

Sauvignon, 10% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot and 

1% Malbec. This wine can age 10 to 15 years with 

proper cellaring but is drinkable now. 

 

24.6 Brix.  3.48 pH   6.6 g/l TA    

 

Alcohol: 14.2% 

 

Release Date: December 15, 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アニー・ファヴィア：1993 年に大学卒業後、ニュートン・ヴィンヤードでジョン・コングスガードの下で修業。「ジョンに会ったことがある人な

らだれでも、私が芸術とワイン醸造科学について学ぶにこれ以上ふさわしい人はいないと感じたことを理解していただけると思います。彼は私に忍耐を

説き、カベルネ・フランを紹介してくれました。フランこそ私が出会ったその日から今まで愛し続けている品種です。」 
その後キャシー・コリソンと出会い、栽培の重要性に気付き、大学に戻り栽培の学士号を取得。デヴィッド・エイブリューの栽培管理会社で 1998 年か

ら 11 年間働き、多くのことを学び、その間、スクリーミング・イーグルの栽培管理も同社で担当しました。夫のアンディと 2003 年にファヴィアを興

し 2009 年からはファヴィアに専念しています。  
 
アンディ・エリクソン：UC デイヴィスで醸造学を修め、カリフォルニア、チリ、アルゼンチン、南アフリカで修業を積みました。 
アンディが醸造家のキャリアをスタートさせたのはハーラン・エステート。2001 年にはスタッグリンでワインメーカーに任命され、2003 年に妻のアニ

ー・ファヴィア（栽培家）と自らのブランド、ファヴィアを立ち上げるまでスタッグリンに在社。ファヴィアに並行して 2006 年から 2010 年末までハ

イジ・バレットの後任としてスクリーミング・イーグルを手掛け、コンサルタントとしては現在ナパ・ヴァレーのオーヴィッド、ダンシング・ヘアー、

ダラ・ヴァレ、マヤカマス、アリエッタ、マルシアーノを担当しています。過去にはスポッツウッド、スタッグスリ・リープ・ワイン・セラーズ、ニュ

ートン・ヴィンヤードに関わり現在までナパ・ヴァレーのワイン産業で 500 以上のワイン・ブランドの育成に関わってきました。 
 

Favia Erickson Winegrowers 
ファヴィア・エリクソン・ワイングロワーズ 

ファヴィア・エリクソン・ワイングロワーズはアニー・ファヴィアとアンディ・エリクソン夫妻のコラボレーションによ
り 2003 年に生まれました。その哲学はシンプルで、「ソウルフルなワインを作ること：自然に則して、畑の個性を忠実に
再現すること」です。理想的なブドウを作るための土壌、気候、栽培に関わる様々な条件を考慮し、生産者と強いパイプ
を作ることで、完璧なブドウ栽培は可能となります。醸造過程ではなるべく手をかけず自然なままでブドウを発酵させワ
インになるように、注意深く観察しながら見守ります。化学、芸術、自然の３つが融合することで、独特の個性を持つ比
類ないワインが生まれます。2016 年秋にクームスヴィルにある 1886 年建設の Carbone Winery の醸造所を買い取り、リ
ノベーションし、本拠地としました。 

2018 Cabernet Sauvignon Coombsville, Napa Valley 希望小売価格 38,000 円（税別） 
カベルネ・ソーヴィニヨン       クームスヴィル、  ナパ・ヴァレー 

Cabernet Sauvignon 100% 
醸造： 22 ヶ月樽熟成、フィルターをかけずに瓶詰し、1 年瓶熟後リリース。 

2016 年秋よりファヴィアの本拠地は自社ワイナリーがあるクームスヴィルになりました。ファヴィアで
は 15 年以上にわたり、この地域のブドウを使い続けており、2013 年ヴィンテージからはクームスヴィル
のブドウだけでカベルネ・ソーヴィニヨンを造り始め、これは 6 年目のヴィンテージになります。 

ナパ・ヴァレーの南東の端にあるクームスヴィルの地質はヴァカ山脈域の岩の多い火山性土壌で、サン・
パブロ湾に近接していることから冷涼な気候。そのブドウはヨーロッパを思わせる生き生きとした酸と深
い色合いとタンニン、黒鉛、ヨード、セージの様なハーブ香のニュアンスが特徴的です。 

2018 年はクームスヴィルの特徴的なセージ、アニス、黒鉛、花のアロマがより強く感じられます。ボイ
センベリー、ダーク・プラム、ダーク・チョコレートの味わいにクームスヴィルの特長である生き生きと
した酸がワインにエネルギーとうまみと味わい深さを与えています。しっかりとした骨格があり、何十年
も瓶熟させることができるポテンシャルを持っています。 

生産量 455 ケース。 
 
Wine Spectator 95 (Oct 31, 2021) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マウント・ヴィーダー・ワイナリー 

～ WINES WITH ALTITUDE / 高山ワインとワイナリーは呼ぶ ～ 
 

土地購入 1964 年 

ナパ・ヴァレーで初めてボルドー5品種を栽培 

ワイナリー創業 1973 年 

マウント・ヴィーダーＡＶＡ設立（1990 年）より前に、このワイナリー名を冠する 

マウント・ヴィーダーの特徴的な山カベを産する 

 

マウント・ヴィーダー・ワイナリー 

＝３つの区画の自社畑 

マウント・ヴィーダーAVA 
ワイナリーと畑地図 

ナパ・ヴァレーのワイン産地 

黄色＝マウント・ヴィーダー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マウント・ヴィーダー・ワイナリー 

ナパ・ヴァレーのサブ AVA「マウント・ヴィーダー(1990 年認定)」は、ナパとソノマの境にあるマヤカマス山脈の東斜面(ナパ側)で南のナパ市街地から中央

部オークヴィル・ラザフォードあたりまでの標高 200ｍ～800ｍまでに位置する。その中央部標高 270ｍ～490m に３つの畑に分かれてマウント・ヴィーダー・

ワイナリーの自社畑が点在する。その歴史は 1964 年にサンフランシスコ連邦取引委員であったミッシェル＆アリーン・バースタイン夫妻が約 15ha の土地(現

在の Winery Ranch)を別荘地として買ったことから始まる。近隣の農夫から 60 本の葡萄の挿し木をもらい地所に植えたところたくましく育ち、当時懇意にし

ていたロバート・モンダヴィのアドバイスも受け、葡萄栽培を開始。夫妻はボルドーの代表的な 5品種（カベルネ・ソーヴィニョン、メルロ、カベルネ・フラ

ン、マルベック、プティ・ヴェルド）を植え、1973 年に初ヴィンテージのカベルネ・ソーヴィニヨンをリリースする。 

1980年代ワイナリーと畑は不動産業のマセソン夫妻に売却され、この時期にピーター・フラヌス（現在は自身のワイナリー素晴らしいワインを造る）がワイ

ンメーカー就任。その後、1989年フランシスカン・エステートが買収。フランシスカン傘下になってから、葡萄畑を拡大(20haの土地、現在のNorth Ranch)。 

1990年 Mount Veeder の地が American Viticultural Area (AVA)に認定され、ワイナリー名が AVA 名となった。1999 年にコンステレーション・ブランズが買

収。2015 年ワインメーカーにニキ・ウィリアムス（フランシスカン、メリーヴェールなどで経験を積む）が就任。現在、彼女の主導の元、その独特のテロワ

ールを反映したワイン造りで注目を集めています。 

畑は岩の多い斜面上にあり、トラク

ターなどは殆ど使用できず、作業は

ほとんど手作業で行われる。 

標高が高く日中は冷涼だが、霧線よ

り上にある為、太陽をたっぷり浴び

る事が出来、夜も冷え込まず日夜の

気温差は少ない。 

やせた火山性土壌で小粒の凝縮さ

れた葡萄となり、深い凝縮感のある

味わい、こなれたタンニン、秀逸な

酸を有し、独特なハーブのニュアン

スが生み出される。 

2019 CABERNET
カ ベ ル ネ ・

 SAUVIGNON
ソ ー ヴ ィ ニ ヨ ン

  MOUNT
マウント・

 VEEDER
ヴィーダー

  NAPA
ナ パ ・

 VALLEY
ヴ ァ レ ー

  希望小売価格 12,000 円(税別) 

輸入・販売：株式会社中川ワイン TEL:03-5829-8161  FAX:03-5829-6171 

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン 85%、メルロ 12%、マルベック 2%、カベルネ・フラン 1% 

畑：3 つの自社畑（ワイナリー・ランチ、ノース・ランチ、ローゼンクウェスト・ランチ）と、マウント・ヴィーダーの信頼のおける契約農家から調達。 

醸造：仏産樽にて熟成、フィルター、人工的な清澄無しに瓶詰 

味わい：果実の凝縮感がありリッチでフル・ボディー。堅牢ながらシルキーな口当たりのタンニン。甘やかな果実とバランスが取れた酸味が

あり、皮、濡れた石、森林の土壌、プロヴァンス・ハーブのニュアンスが長い余韻となって続く。黒すぐり、ナツメグ、モカが最後に残る。 

 

畑は上の写真の様に 3 つの大きな区画に分かれており①Winery Ranch 標高 275ｍ1964 年取得。2ha に植樹。初めてボルドー5 品種が植樹。 

②North Ranch 9haに植樹。1990 年にこの地に適した台木に植え替え。ナパ・ヴァレーを見下ろし、サンフランシスコ湾を臨む。 

③Rosenquist Ranch 6haに植樹。2002 年コンステレーションが買収。標高 490ｍの南東向きの朝日を享受する畑。 

 

 

①    

 

 

②  
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ÜÝ?�� ^5Ú��?Þ9¶ß»àáâãä¥åæçè¶éêë¶ì³íîèÜÝÄï2¶ðêÑ³ñ�Ü

ò¶ó¶ôÜ±v�¯õÄö÷��Ä

@prs�øùú u����êûÍÌü»Íëýþª¥�ÿ½äÍ��������½����¶�³½	ª���ã
�

�Ø�½���Ä�¶�ê��±��Ï����»ê��¹\]�rµÏ�Í³��½Ã³�Äj�k

ê��Ï��¦»�����øÚ ¹£ Ï¨©ª�ÁÂã!"�Z½#��Ä

�$ �$%&u������uF%'���w�%&()&(*+

,-?.# ���e/0< srB \rz127Br¾�z3Ï.#Ä

�14s� sprµ5

�6

78»£¤¥̈ ©���9¶�]rê6« �¬�zt5�� >] ¶ÍÍ��^®̄ �°��²³

m�´rµ? >] ¶·¦¸¹3vx½:���7Br¾�z.#»;<�Ø¼½ª�¾�z�6

9¬¿r�zv�j�À:®¶ÁÂ½�ØÄ=>¸»79?@pÏ�78¹ 6®zÒ3±ª¹AÍ¹

\r:r½.ª�¬�zm5�±j®yz6®r6¶ÁÂãBC�ý³ØÄ

�D%�55� % E<E

FG 65789:3?H s]=j9FI

JK?LMN �F"%�&O!G#�&'+PQ$(*)

R¶S

���TUVW�XYZ[\
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Established in 1871 and noted as the premier Napa Valley winery, Vine Cliff Vineyard and Winery was      

resurrected from ghost winery status by the Sweeney family in the 1980s. Vine Cliff Winery produces limited      

quantities of ultra-premium, estate grown Cabernet Sauvignon and Chardonnay from Oakville AVA and Los 

Carneros AVA respectively. Vine Cliff Vineyard encompasses a hundred acre estate with various elevations and 

terraced slope orientations that range from valley floor to a bench vineyard at 680 feet elevation. Our wines 

are reflective of our unique and highly acclaimed terroir and made in a balanced style with layer upon layer of 

subtlety and complexity.  

TASTING NOTES: Our 2019 Vine Cliff Napa Valley Cabernet Sauvignon is a Full-bodied wine with

crushed baking chocolate, stewed cherries and baking spices on the nose. Dried herbs and firm tannins 
compliment this wine through a rich finish.

VINTAGE NOTES: The beginning of the 2019 growing season was defined by copious rainfall and late soil 
moisture. The long, warm summer saw very few extreme heat events, with foggy mornings setting the stage 
for vibrant and expressive wines. The long, relatively mild finish to the season, not without its moments of 
unpredictability, helped to preserve freshness and finesse in the fruit with abundant hang time teasing out 
great color, structure and soft tannins. Volume is looking to be about average to a little less than average. All 
in all, exceptional fruit with bright acidity and ample texture promises an amazing vintage. (Napa Valley 
Vintners 2019 Vintage Report).

VINEYARD NOTES: The Oakville Estate vineyard is essentially two different vineyards. The lower blocks are 

terraced into steep canyon walls layered in volcanic Andesite and Rhyolite rocks. These terrace contours     

provide complexity from the various orientations that face southeast, south, southwest and west. The upper 

blocks are planted on the Oakville Bench, a gentle sundrenched slope of red clay loam at 680’ in elevation. The 

five Cabernet Sauvignon clones planted provide another layer of complexity to our wines. 38% of the fruit 

came from the Oakville Bench blocks with the remaining 62% was from the Terraced levels facing North.  

SOIL: Volcanic origin Boomer gravelly loam  ELEVATION: 280’-680’ 

VARIETAL COMPOSITION: 95% Cabernet Sauvignon, 3% Malbec, and 2% Cabernet Franc; 
all from our Oakville vineyard. 

FERMENTATION PROTOCOL: Individual vineyard blocks are destemmed separately into small stainless 

steel fermentation tanks. Grapes are then cold soaked for 5 days before the must is warmed and the 
fermentation initiated. A total of 16 days pass from the time the grapes are picked to when they are ready to 
be pressed. Once in barrel they will be placed in our cave for ageing.

COOPERAGE COMPOSITION: 80% new French Oak from coopers Taransaud, Nadalie and Darnajou

BARREL AGING: 18 months PH: 3.91 TA: 5.50 AVE. BRIX: 28.0

PRODUCTION QUANTITY: 1,471 cases

2019 Vine Cliff Cabernet Sauvignon Napa Valley

92
(Online November 2021)

WINE PROFILE: Gentle fruit handling, small lot fermentations, and attention to quality are the rule
for producing great Cabernet at Vine Cliff. Our grapes are hand-picked at night or in the early morning to 
give us cold fruit for processing. Careful winemaking, gentle techniques, and limited processing all 
contribute to wines that express the terroir of the Vine Cliff Estate.



 SILVER OAK    日本地区ディストリビューター 

PO Box 414 Oakville, CA 94562  株式会社 JALUX ワイン部 

P 800 273 8809   F 707 944 2814  〒108-8209 東京都港区港南 1-2-70 品川シーズンテラス 

SILVEROAK.com     P 03 6367 8756    F 03 6367 8758       JALUX.com   

 
 

2016 NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON 
２０１６ ナパヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 

  
アペレーション  ナパヴァレー （ナパカウンティー） 

ブレンド  ７８．９％ カベルネ・ソーヴィニヨン  

１５％ メルロー、３．５％ カベルネ・フラン  

２．３％ プティ・ヴェルド、０．３％マルベック 

アルコール度数  １４．２％ 

リリース日  ２０２１年２月６日 

ボトルサイズ ７５０ml、１．５Lマグナム、３L ダブルマグナム、 

６L インペリアル 

 

＜テースティングノート＞ 

濃いルビー色をした２０１６年ナパヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨンから、カ

シス、熟したラズベリー、トーストされたココナッツ、椎茸の香りが漂う贅沢な

ワインです。豊潤な始まりは、重さを感じさせることなく素晴らしいストラクチ

ャへ、そして非常に長いフィニッシュへ続きます。新鮮なチェリーの味わい

は、フローラルの香りと繊細なほんの少しのブラックペッパーとうまく調和し

美しい複雑さを加えています。熟成に最適な豪華なタンニン。適切な管理で

熟成させることで、素晴らしい味わいを２０４０年までお楽しみいただけま

す。 

 

＜ブレンディング ＆ 熟成＞ 

２０１６年ナパヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨンは、カベルネ・ソーヴィニヨ

ン７８．９％、メルロー１５％、カベルネ･フラン３．５％、プティ・ヴェルド２．

３％、マルベック０．３％で作られています。２０１７年初め、最終ブレンドは

自社樽工場 [The OAK] が作ったアメリカンオークの樽に移され、２４ヶ月間

熟成されました。２０１６年ヴィンテージは、新樽比率８４％によって、幾層に

も重なった繊細な月桂樹の葉、ココナッツ、バニラの風味をワインに加えま

した。シルヴァーオークのワインは、樽熟成前にブレンドすることにより、樽

の影響を受けることなく、ブドウ畑特有の品質を基盤にすることを可能にし

ています。ヴィンテージからヴィンテージへ。カベルネ・ソーヴィニヨンは融

合され、リリース時からすぐにお楽しみいただけます。 

 

＜ヴィンテージ＞ 

２０１６年ヴィンテージは、５年連続の旱魃にもかかわらず、ナパヴァレーに

ある全ての自社畑において並外れた果実の成長が起こりました。春から夏

にかけての理想的な気象条件は果実に多くの可能性をもたらし、成熟期の

穏やかな気温は豊作、そして、安定かつ滑らかな口当たりと香りを生み出

しました。10月初旬、初秋の雨が降り始めたのは、最後の収穫がジャンプ

ロック・ヴィンヤードからワイナリーに運び込まれた後でした。このヴィンテ

ージの魅力は、素晴らしいバランスと、洗練されたタンニンの融合を兼ね備

えそして、美しく且つ豪華なことです。 

 
 



A P P E L L AT I O N 

Napa Valley

V I N E YA R D 
Dollarhide Estate Vineyard

VA R I E T Y / B L E N D 

100% Sauvignon Blanc

O A K  M AT U R AT I O N 

16% new French oak for 
5 months

P H

3.05

T.  A C I D I T Y

6.6 g/L

A L C O H O L

13.5%

H A R V E S T  D AT E S 
July 30th – August 20th, 2021

B O T T L I N G  D AT E

March 24th, 2020

2021 Napa Valley, Dollarhide Estate 
Vineyard Sauvignon Blanc

St. Supéry Estate Vineyards and Winery is a 100% Estate Grown, sustainably farmed winery 
located in the renowned Rutherford growing region in the heart of Napa Valley. Dollarhide Ranch 
is a 1,530+ acre property with steep, rolling hills, some flat lands, seven lakes and a vast array of 
wildlife located in the northeastern hills of Napa Valley. With elevations ranging from 600 – 1,100 
feet, we have planted over 500 acres of grapevines, leaving the rest of the property to thrive in 
its natural state. Committed to producing the highest quality estate wines without compromise, 
we focus on sustainable winery and farming operations to protect the land and environment for 
future generations.

W I N E M A K E R ’ S  N O T E S    This white wine presents brilliant hues of pale yellow and 
green. Fresh aromas of lemon, lemon custard, basil and anise are complemented by a vanillin 
thread, from the element of subtle new French oak. Lemon and lime citrus flavors follow with the 
essence of pear. The toasted oak qualities from the barrel maturation have encouraged a full rich 
mouth feel, along with the subtle creaminess of the sur-lie maturation. This sauvignon blanc is 
crisp with rich flavor.

V I N TA G E  2 0 2 1   The growing season of 2021 saw extremely low rainfall followed by a 
warm summer. The result was an early harvest of exceptional quality and a very light yield, typical 
to these growing conditions. 2021 did not disappoint, creating wines with opulent aromatics, 
terrific volume and flavors with tremendous persistence. After achieving the desired flavors on 
the vine, the sauvignon blanc was harvested in the cool morning hours in an effort to preserve 
the delicate flavors. The fruit was received in the cellar, where the grapes were pressed to tank and 
immediately chilled and settled prior to fermentation. Fermentation occurred in both stainless 
steel tanks and new French oak barrels at cool temperatures to maintain and enhance the natural 
flavors.  The final blend was completed after 5 months of sur-lie maturation to capture the lovely 
fresh qualities and intensity of flavor of the Sauvignon Blanc.

ESTATE GROWN + SUSTAINABLY FARMED + CERTIFIED NAPA GREEN 

St. Supéry Estate Vineyards and Winery

8440 St. Helena Hwy. PO Box 38, Rutherford, CA 94573  |  707.963.4507  |  stsupery.com



"Distinctive, delivering lemon meringue and dried honeysuckle, with accents of fresh basil 
and lemongrass that add an aromatic twist to a core of citrus and melon."

- MaryAnn Worobiec, October 2022

92
P O I N T S

"A portion (16%) of the 2021 Sauvignon Blanc Dollarhide Vineyard was matured in wood, so there's a 
delicate hint of pencil shavings on the nose, accenting scents of  fig, melon and tangerine. It's a bit riper and 
fleshier in the mouth than the estate bottling but still with excellent freshness and a bright, crisp finish." 

- Joe Czerwinski, September 2022
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The Wine Advocate  
2016 vintage
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Decanter
World Wine Awards

2018 vintage
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James Suckling
2017 vintage
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James Suckling
2019 vintage

This white wine presents brilliant hues of pale yellow and green. Fresh aromas of lemon, lemon 
custard, basil and anise are complemented by a vanillin thread, from the element of subtle new 
French oak. Lemon and lime citrus flavors follow with the essence of pear. The toasted oak 
qualities from the barrel maturation have encouraged a full rich mouth feel, along with the 
subtle creaminess of the sur-lie maturation. This sauvignon blanc is crisp with rich flavor.

ESTATE GROWN + SUSTAINABLY FARMED + CERTIFIED NAPA GREEN
8440 St. Helena Hwy. PO Box 38, Rutherford, CA 94573  |  707.963.4507  |  stsupery.com

Napa Green Certified Winery and Vineyard

2021 Napa Valley Dollarhide Estate 
Vineyard Sauvignon Blanc

"Steep hillsides surrounded by wildlife are home to the grapes for this sur lie–matured single-
vineyard Sauvignon Blanc, fermented in both stainless steel and new French oak. Vivid aromas 
of grapefruit, Italian herbs, and honeysuckle are breathtaking. Tart notes of lime zest are stark 
and bright, softened by the creaminess of baked pear. Salty, wet stone lingers on the finish."

- Meredith May, June 2022
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ヴィンテージ
2019 年上旬には平年以上の降雨量があり、ラザフォードでは 1270mm にもなりました。そ
のため土壌には湿度が残って温度も低めになり、萌芽は遅めでした。春と夏には気温は例年
通りになり、8 月になるまでは目立った熱波も来ませんでした。

2019 Chardonnay

EstatE Grown napa VallEy

ガーギッチ・ヒルズ・エステート シャルドネ 
エステート・グロウン ナパ・ヴァレー

ヴィンヤード
このシャルドネは、サンフランシスコ湾にサン・パブロ湾が流れ込むあたりのナパ南端
にある、アメリカン・キャニオンとカーネロスの畑で栽培されています。冷涼な海風
と明け方の霧が、いきいきとした自然の酸を保ちながら、ゆっくりと成熟して複雑な
風味をもたらします。ガーギッチ・ヒルズの全ての畑は自然栽培で、再生農業の原
則に則っています。

ワイン
1977 年にワイナリーを設立して以降、ミイエンコ・“ マイク ”・ガーギッチは「ザ・
キング・オブ・シャルドネ」としてカリフォルニアのクラシックなシャルドネの
スタイルを確立した醸造家として知られています。MLF 発酵を一切しないシャル
ドネの醸造方法を用いて、生き生きとした美しい酸味が感じられるワインを造り
ます。このシャルドネには、新鮮な桃、梨、柑橘類、そしてハニカムのよういき
いきとした香りがあります。パプリカやバニラのような複雑な味わいを、新鮮な
レモン、青りんご、ハチミツ、有核果実、そして微かなラベンダーのような風味
が追います。芳醇でしっかりとしたテクスチャーと、ジューシーな酸と素晴らし
いミネラル感が相まって、長く満足感のある余韻を感じます。

品種      シャルドネ 100％
発酵  土着酵母
収穫日     2019 年 8 月 30 日 - 10 月 3 日  
TA      6.8g/L    pH     3.39
収穫時の糖度 23.1°Brix（平均）  リリース    2021 年 10 月 
瓶詰め        2020 年 6 月、 2021 年 1 月
発酵・熟成 樽 80％と大樽 20％で発酵させ、その後 10 ヶ月間の熟成 
樽の種類 フレンチオーク （新樽 40％、旧樽 60％）
Alc.      14.1％   
参考小売価格 ￥7,600（税別）



* DARIOUSH * 
【ダリオッシュ】 
オーナーのダリオッシュ氏は 1970 年代にイランから南カリフォルニアに移住してきた方で

す。彼の故郷であるシーラーズは古くからのワイン産地でイスラム革命前までは良いワイン

をたくさん生産していました。小さい頃からお父様がワインを趣味として造っていたのを見

ながら育った彼はワインにたいへん造詣が深く、大きくなってからはワインのコレクターと

しても有名でした。 

 

カリフォルニアに移住後、義理の兄弟とロスアンジェルスのスーパーマーケットを経営し、

順調に事業を拡大し、30 年の間に最も成功を収めた企業として広く知られています。 

そして 1997 年小さい頃からの夢だったワインビジネスに進出、ワインコレクターからワイ

ンプロデューサーとなったのです。 

 

ウルトラプレミアムのワインを造るため、土壌、気候などを綿密に調査してナパ、オークノ

ル、マウントヴィーダーなどに畑を購入、95 エーカーのブドウ畑からとれたブドウのみを

使用して最高級のワインを造り出しています。 

 

2004 年に完成した新しいゲストセンターは見事なペルシャ様式の宮殿のようです。壁には

実際紀元前に建てられた宮殿に使われたものを使用、静かに滝が流れ、美しく豪華を極めた

テースティングルームで試飲するワインはまた格別です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARIOUSH SIGNATURE MERLOT NAPA VALLEY 

ダリオッシュ シグネチャー メルロー ナパヴァレー 2019  

アロマティックな複雑味とメルローらしさが持ち味のダリオッシュのメルロー。エステート

畑ならではの極めて繊細な栽培方法の賜物です。特異なマイクロクライメイトを生かし、ナ

パの中でも涼しい気候のオークノルにあるエステート畑とマウントヴィーダーの山頂付近

の岩がごつごつした火山性の土壌の急斜面にあるエステート畑の選りすぐりのブドウを使

用しています。丁寧に完熟させた高貴なボルドー品種をさらに凝縮感溢れる素晴らしいワイ

ンに仕上げています。 

 

花の香りが深く魅惑的なダークプラムのアロマが 2019 年のシグネチャーメルローの落着き

があり輝きのあるスタイルを象徴しています。マウントヴィーダーの高地にあるセージ・ヴ

ィンヤードのブドウがワインの中心に力強さ、土壌由縁の複雑味をもたらしています。 

 

そしてナパヴァレーのフロアー部分に位置する自社畑のブドウがさらに活力のある明るい

果実の香り、味わいをワインに与えています。 

 

薫り高いウーロン茶やシナモンスティック、タヒチアンバニラの香りをアクセントにレイニ

ーチェリーや乾燥したクランベリーの味わいが押し寄せるように豊富に感じられます。 

 

2019年のシグネチャーメルローは大変なめらかで複雑な味わいの今飲んでも 10年以上の長

期熟成も楽しみな素晴らしいワインです。 

 

伝統的なシャトーで使われている高級フレンチオーク（新樽 70％）で 20 ヶ月樽熟成してい

ます。 

 

樽は年に 2，3 回澱引きをして清澄さを保ちました。2019 年も前年に続きメルロー100％で

造っています。 

 

品種：メルロー100％ 

度数：14.8％ 総ケース数：1975 ケース  

 

ダリオッシュワイン日本正規輸入元 

 
㈱デプトプランニング 

〒150-0001 

東京都渋谷区神宮前 5-29-9-202 

Tel: 03-5778-4020 

Fax: 03-5778-6841 

http://www.dept-net.com 

email: info@dept-net.com 

http://www.dept-net.com/


COMPOSITION

100% Merlot 
APPELLATION

Darioush Estate Vineyards
Napa Valley 
Oak Knoll AVA
Sage Vineyard – Mount Veeder 

WINEMAKER

Hope Goldie
AVAILABILITY

1,975 cases

2019 Darioush Signature Merlot
N A P A  V A L L E Y

DARIOUSH DISTINCTION

Aromatic complexity and typicity is the hallmark of Darioush 
Signature Merlot. Our meticulous vineyard practices, the unique 
microclimates and soils from our Southern Napa Valley vineyards 
atop Mount Veeder and on the Valley floor naturally restrict, 
concentrate and carefully ripen this noble Bordeaux variety to coax a 
plush yet focused wine.

TASTING NOTES

Deep floral and enticing dark plum aromas introduce a poised and 
polished 2019 Merlot. Winegrowing on our high elevation Sage 
Vineyard on Mount Veeder provides power and earthy complexity to 
the wine's core, while our valley floor estates lend a more saturated 
profile of vibrant fruits. A refined medley of dark Rainier cherries and 
dried cranberries are accentuated by savory notes of oolong tea, 
cinnamon stick, and Tahitian vanilla. The 2019 Signature Merlot is at 
once seamless and complex, promising a rewarding wine experience 
right now and for a decade to come.

VINIFICATION

Meticulous attention to detail in the vineyard and minimal cellar 
handling. Hand-harvested and sorted twice, before and after 
de-stemming. Fermentation includes cold soaking for 4 days in 
traditional fermenters with gentle pump-overs for optimal color 
extraction and tannin management. Aged 20 months in 70% new 
Chateau Traditional French oak barrels. Barrel lots were racked 2-3 
times per year for clarity.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナパ・ヴァレーの中でも特別な区画オーク・ノールの 

プレミアムワイン「シレノス」 

 

California / Napa Valley 

 



   

Winery 歴史 
 

1968 年サンノゼ出身のロケット科学者であったブルース・ニューランがもともとク

ルミの果樹園だったところを購入し、葡萄樹に植えかえました。1978 年、ワイナリ

ーとして許可を取得、1980 年、ニューラン家がナパで 35 番目のワイナリーとして

スタートさせたのが歴史の始まり。当初、「ニューラン・ワイナリー」という名でし

たが、2006 年に社名を「シレノス」へ変更し、2008 年がシレノスとしてのファー

ストヴィンテージとなります。 

所有畑のほとんどは、ナパ・ヴァレーAVA（アメリカブドウ栽培地域）の「オーク・

ノール・ディストリクト」にあります。日較差がある温暖な気候、バランスのとれ

た沖積土壌で豊かで深みのあるリッチなワインができるため、ナパの一流ワイナリ

ーの多くが、このオーク・ノールで栽培されたブドウを買い付けています。実際に

シレノスの畑で栽培されたカベルネは、 1970 年から 2000 年代初頭まで、リザーヴ

ワイン用としてロバート・モンダヴィ、シルバーオーク、イングレヌヌックといっ

た一流ワイナリーに販売していました。  

 

 

「シレノス」の名は、ワインの神ディオニソスの従者であるギリシャ神が由来です。

ギリシャ神話では、知性を表に出さない完ぺきな神と言われる「シレノス」。ディオ

ニソスの従者であり、教師でもあったシレノスは、優しい魂を持っており、尊いワ

インを飲んで深い知識と予言を得たと言われています。シレノスはディオニソスに

ブドウの栽培についても教えたとされています。ラベルには、ディオニソスの従者

が持つ杖「Thyrsus（チュルソス）」が描かれ、ブドウ栽培とワイン造りを世界中に

広めた功績に敬意を表しています。直向きな栽培、手摘みによる収穫により完璧な

までの良質なブドウを使用し、オーク・ノールでプレミアムワインを造り上げてい

ます。 

2008 年以降、リリースするワインは多くのコンクールで金賞を受賞するなど、世界

中の高い評価を受けています。 

特別な区画オーク・ノールに 

拠点をおく「シレノス」 

 

上左）ワイナリー 

上右）1968年 1月頃の 

オーク・ノール 

下左・右）シレノス 

 

 

ラベルに象徴されるワイナリーの哲学 
シレノス代表・スコット・ メドウズ氏 



 

Silenus

Winery

Vaca 

Mountains
ヴァカ山脈

Mayacamas 

Mountains
マヤカマス山脈

Napa 

Valley

San Pablo 

Bay

Vineyard 畑 
 

所有畑のほとんどがナパ・ヴァレーAVA（アメリカブドウ栽培地域）の「オーク・

ノール・ディストリクト」にあるシレノス。 

サン・パブロ・ベイに近接し、ナパの中で最も温暖な気候地域。夏の日中は暑くな

りますが、夕方から夜間にかけては西側からの冷風により涼しくなり、長いハング

タイムにより気品を備えた果実味を持つ優れたブドウが育ちます。 

1968 年クルミの果樹園を購入し、セントジョージ台木に葡萄の木を植樹しました

が、1992 年フィロキセラの被害が広がりました。その際、ロバート・モンダヴィが

土壌に適した台木とカベルネ・ソーヴィニヨンのクローンを提供し、1993 年から

1994 年にかけて、植え替えられ、現在に至ります。 

また、土壌はミネラルに富んでおり、北端境界のドライクリークからの沈積物によ

る砂利質からなり、ワインに複雑さと繊細さを与えています。 

 

日較差がある温暖な気候、バランスのとれた土壌 

モンダヴィも愛する特別なテロワールを有する 

「オーク・ノール」 

温暖な地中海性気候 

山脈に囲まれ 

100種類以上の 

異なった土壌を有する 

ナパ・ヴァレー 
 

太平洋 

暑い夏でも 

海からの冷風と霧が 

毎日流入する 

 

温 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainability 持続可能性 
 

Soil 土壌 
 

オーク・ノール地区は、主に２種類の土壌に分けられます。上図の緑色のエリアは、火山活動によっ

てできた山から川の水によって運ばれ、扇状に堆積された砂利やミネラルの多い土壌。オレンジ色の

エリアは、ナパ川によって堆積された粘土と砂が混じった粘土質ロームの土壌です。 

ミネラルに富んでおり、北端境界のドライクリークからの沈積物による砂利質の 2 種類の土壌が、ワ

インに複雑さと繊細さを与えています。 

 

２種類の土壌に恵まれた「オーク・ノール地区」 

1968 年の設立以来、日々一貫して取り組んでいる持続可能な取り組みは、農薬削減

や再生紙利用だけではありません。CO2 削減のため、ナパ・グリーン・プロパティ

（ナパ・ヴァレーの持続可能なプログラム）にも認定されている最初のワイナリー

の一つです。有機またはバイオダイナミック農法を取り入れ、化石燃料ではなく、

クリーンエネルギーを利用。ドライクリークの横の区画を在来木や草、水辺の緩衝

地帯にして、葡萄の害虫を食べる鳥のための巣箱を設置したり、使用済の葡萄の皮

や種を利用した堆肥を使用したりしています。農薬を必要としない健全な環境づく

りに取り組んでいます。 

設立当初から続けているサステイナビリティ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabernet Sauvignon 

Cabernet Sauvignon Reserve 

Merlot 

AZ02506  

Oak Knoll Cabernet Sauvignon 
オーク・ノール・カベルネ・ソーヴィニヨン 

 
カベルネ・ソーヴィニヨン 92%,メルロ 6%,プチ・ヴェルド 2% 

ワイナリーの正面に隣接する区画とナパ内の 2 つの区画

のブレンド。カベルネをメインにメルロとプチ・ヴェル

ドをブレンドし、ワインに優美さを与えています。フレ

ンチオークとアメリカンオークで 22 ヶ月熟成。新樽率

はフレンチオーク 40%、アメリカンオーク 10%。西洋

杉、ラズベリー、ローストナッツやココアの複雑なアロ

マ。口に含むと黒系果実にダークチョコレートの風味が

広がり、豊かな構造を伴いながら長い余韻へと続きま

す。   

Wine ワイン 

 
 

シレノスのラベルは、 

シレノスがワインの神ディオニュソスにぶどうの栽培とハチの

飼育を教えたこと、「Thyrsus」 と呼ばれる松ぼっくりのついた

棒を持っていたことから、ぶどうの栽培、ハチの飼、Thyrsus と

呼ばれる棒を表現したデザインとなっています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
株式会社アカデミー・デュ・ヴァン 酒販事業部 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山ガーデンフロア 

Tel: 03-3486-1038  


