The Hess Collection

1978年初植え付け。
高標高＆冷涼なマウント･ヴィーダー カベルネの先駆者であると同時に、
サ
ステイナブルなブドウ栽培にいち早く取り組み、
数地区に広がる計280haの広大な自社畑から
「マウント･ヴィーダー」
「ナパ･ヴァレー」
「セレクト」
の３つのレンジで高品質なワインが造られる。
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※ 各ワイン詳細は、中面をご参照ください。

絶大な人気！広大な自社単一畑
絶
だからこそ実現できる
だ
5,000 円台

プレミアム･ナパカベルネ
プ
CODE 10472

ヘス･コレクション
アローミ
カベルネ･ソーヴィニヨン 2015

希望小売価格

Hess Collection Allomi Cabernet Sauvignon
産地：ナパ･ヴァレー

品種：CS92%/PS6%/PV2%

（税別）
￥5,300

Alc. 14.8%

ヘス・コレクションは、ナパ・ヴァレー北東、ポープ・ヴァレーに84haの
広大なカベルネ畑、アローミ･ヴィンヤードを所有。ヴァレー内陸部東
側は沿岸部に比べて気温が上がり、ブドウの熟度は高まり、力強いフル
ボディのワインが生まれる。
濃厚な色調で、青と黒の芳醇な果実がスイートなオーク
樽のフレーヴァーに溶け込み、一貫してスムーズ。アメ
リカンオーク由来のバニラとスパイスの風味がスイー
トな果実味に見事に調和。熟した果実味の美味しさがス
トレートに伝わってくる。

マウント･ヴィーダー カベルネの先駆者ヘス
高標高＆冷涼な自然を生かしたフラグシップ
CODE 10487

ヘス･コレクション
マウント･ヴィーダー
カベルネ･ソーヴィニヨン 2013

希望小売価格

Hess Collection Mount Veeder Cabernet Sauvignon
産地：ナパ･ヴァレー

品種：CS82%/MA18%

（税別）
￥10,500

Alc. 14.8%
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ヴィレッジ･セラーズ カリフォルニアワイン取扱リスト

ブドウ産地
WINE
VTG 希望小売価格（税別）
CODE
Chappellet / シャペレ（ナパ・ヴァレー）
￥6,200 ナパ･ヴァレー
10377
シャルドネ
2014
￥5,800 ナパ･ヴァレー
10352
マウンテン･キュヴェ
2015
シグニチャー･カベルネ･ソーヴィニヨン
10077
2014 ￥10,500 ナパ･ヴァレー
10376 プリチャード･ヒル･カベルネ･ソーヴィニヨン
2013 ￥30,000 ナパ･ヴァレー
Coyote Creek / コヨーテ・クリーク（カリフォルニア州）
￥1,800 カリフォルニア州
10360
シャルドネ '15
2015
￥1,800 カリフォルニア州
10373
カベルネ･ソーヴィニヨン
2015
District 7 / ディストリクト 7（モントレー）
￥2,600 モントレー･カウンティ
10484
ピノ･ノワール
2015
￥2,800 モントレー･カウンティ
10483
カベルネ･ソーヴィニヨン
2015
Foxglove / フォックスグローブ（セントラル・コースト）
￥2,800 セントラル･コースト
10252
シャルドネ
2014
￥2,960 パソ･ロブレス
10100
カベルネ･ソーヴィニヨン
2014
￥2,960 パソ･ロブレス
10488
ジンファンデル
2014
Hendry / ヘンドリー（ナパ・ヴァレー）
￥3,860 ナパ･ヴァレー
10615
アルバリーニョ
2016
￥3,850 ナパ･ヴァレー
10237
アンオークド･シャルドネ
2015
￥5,600 ナパ･ヴァレー
10153
バレル･ファーメンテッド･シャルドネ
2013
￥4,300 ナパ･ヴァレー
10238
HRW･カベルネ･ソーヴィニヨン
2014
￥3,200 ナパ･ヴァレー
10629
HRW･ジンファンデル
2014
￥5,800 ナパ･ヴァレー
10154
ジンファンデル･ブロック 7&22
2013
￥9,500 ナパ･ヴァレー
10236
カベルネ･ソーヴィニヨン
2013
Hess Collection / ヘス・コレクション（ナパ・ヴァレー）
￥2,700 ノース･コースト
10596
セレクト･ソーヴィニヨン･ブラン
2016
￥2,700 モントレー･カウンティ
10485
セレクト･シャルドネ
2015
￥3,400 セントラル･コースト
10099
セレクト･ピノ･ノワール
2014
￥3,400 ノース･コースト
10155
セレクト･カベルネ･ソーヴィニヨン
2014
￥4,500 ナパ･ヴァレー
10486
ナパ･ヴァレー･シャルドネ
2015
￥5,300 ナパ･ヴァレー
10472
アローミ･カベルネ･ソーヴィニヨン
2015
10487
マウント･ヴィーダー･カベルネ･ソーヴィニヨン
2013 ￥10,500 ナパ･ヴァレー
Le P'tit Paysan / ル・プティ・ペイザン（セントラル･コースト）
￥4,000 セントラル･コースト
ル･プティ･パプ
10362
2014
McKenzie-Mueller / マッケンジー=ミューラー（ナパ・ヴァレー）
￥3,700 ナパ･ヴァレー
ナパ･ジャズ
9624
2009
￥6,500 ナパ･ヴァレー
カベルネ･フラン
10160
2008
￥7,500 ナパ･ヴァレー
カベルネ･ソーヴィニヨン
10489
2012
Populis / ポピュリス（オリンダ）
￥3,200 メンドシノ･カウンティ
カリニャン･ルヴェルシ
10163
2015
￥4,500 メンドシノ･カウンティ
カリニャン
9676
2014
Porter Creek / ポーター・クリーク（ロシアン・リヴァー）
￥6,000 ルシアン･リヴァー･ヴァレー
シャルドネ
10630
2015
￥7,500 ルシアン･リヴァー･ヴァレー
ピノ･ノワール･フィオーナ･ヒル
10087
2014
￥4,200 メンドシノ･カウンティ
オールド･ヴァイン･カリニャン
10631
2014
Ryder Estate / ライダー・エステート（モントレー）
￥1,840 モントレー･カウンティ
10353 ソーヴィニヨン･ブラン
2016
￥2,300 セントラル･コースト
シャルドネ
10382
2015
￥2,300 セントラル･コースト
ピノ･ノワール
10359
2015
￥2,300 セントラル･コースト
カベルネ･ソーヴィニヨン
10162
2014
￥2,000 セントラル･コースト
シラー
10619
2016
Spenker / スペンカー（ロダイ）
￥4,500 ロダイ
エステート･ジンファンデル
10247
2013
Terre Rouge and Easton Wines（シエラ・フットヒルズ）
￥3,200 シエラ･フット･ヒルズ
9955
イーストン･ソーヴィニヨン･ブラン･モナーク･マイン･ヴィンヤード 2013
￥2,800 カリフォルニア州
10611
イーストン･H･ハウス･レッド
2012
￥3,200 アマドール･カウンティ
10610
イーストン･ジンファンデル
2014
￥4,200 シエラ･フット･ヒルズ
10613
イーストン･カベルネ･フラン･モナーク･マイン･ヴィンヤード 2013
￥6,800 シェナンドー･ヴァレー
10612
イーストン･エステート･カベルネ･ソーヴィニヨン
2011
￥4,500 シエラ･フット･ヒルズ
10608
テール･ルージュ･エニグマ
2012
￥3,500 シエラ･フット･ヒルズ
10250
テール･ルージュ･テット･ア･テット
2012
￥3,800 カリフォルニア州
10093
テール･ルージュ･シラー･レ･コート･ド･ルエスト
2012
￥5,200 シエラ･フット･ヒルズ
10251
テール･ルージュ･ロートル
2010
￥6,800 シェナンドー･ヴァレー
10609
テール･ルージュ･シラー･センティネル･オーク･ヴィンヤード 2011
￥7,500 シエラ･フット･ヒルズ
5963
テール･ルージュ･シラー･ハイ･スロープス
2003
5962
テール･ルージュ･シラー･アセント
2003 ￥15,000 シエラ･フット･ヒルズ
Varner / ヴァーナー （サンタ・クルーズ・マウンテンズ）
￥4,700 サンタ･バーバラ･カウンティ
エル･カミーノ･ヴィンヤード･シャルドネ
9895
2014
￥8,300 サンタ･クルーズ･マウンテンズ
ホーム･ブロック･シャルドネ
10255
2014
￥8,300 サンタ･クルーズ･マウンテンズ
アンフィシアター･ブロック･シャルドネ
10253
2014
￥7,300 サンタ･クルーズ･マウンテンズ
ヒドゥン･ブロック･ピノ･ノワール
10170
2013
￥7,300 サンタ･クルーズ･マウンテンズ
アッパー･ピクニック･ピノ･ノワール
10172
2013
￥7,300 サンタ･クルーズ･マウンテンズ
ピクニック･ブロック･ピノ･ノワール
10171
2013
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VILLAGE CELLARS

CALIFORNIA
WINE SELECTIONS
ヴィレッジ･セラーズがお薦めする
2018 バイザグラス向けカリフォルニアワイン

ヴィレッジ･セラーズ株式会社

〒935-0056 富山県氷見市上田上野6-5

0766-72-8680 FAX: 0766-72-8681
お問い合せ: wine@village-cellars.co.jp ご注文: order@village-cellars.co.jp
www.village-cellars.co.jp

TEL:

白桃とほのかな蜂蜜のコク。
ふくよかな口当たりが好感度を増す
樽不使用の爽快なソーヴィニヨンブランカベルネフランと

ソーヴィニヨン･ブラン /Sauvignon Blanc

CODE 10382

キリッと爽快 ! 冷涼なモントレー･カウンティの気候を生かした清涼感。樽不使用
CODE 10353

ライダー･エステート・ソーヴィニヨン･ブラン 2016
Ryder Estate Sauvignon Blanc
産地：モントレー･カウンティ
--- memo ---

希望小売価格
（税別）
￥1,840

Alc. 13.5%

一部
樽発酵 希望小売価格

ライダー･エステート･シャルドネ 2015
Ryder Estate Chardonnay
産地：セントラル･コースト
--- memo ---

（税別）
￥2,300

Alc. 13.5%

ムスク･クローンのアロマティックな SB。ブドウは主にナパとレイク･カウンティから。樽不使用
CODE 10596

ヘス･コレクション・セレクト･ソーヴィニヨン･ブラン 2016
Hess Collection Select Sauvignon Blanc
産地：ノース･コースト
Alc. 13.5%
--- memo ---

希望小売価格
（税別）
￥2,700

ライダー･エステート･ピノ･ノワール 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE 10485

ヘス･コレクション･セレクト･シャルドネ 2015

希望小売価格

Hess Collection Select Chardonnay
産地：モントレー･カウンティ
Alc. 13.5%
--- memo ---

（税別）￥2,700

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

純粋さとフレッシュ感を表現したヴァーナーのセカンドラベル

シャルドネ /Chardonnay

ノンオーク 希望小売価格
ノンマロ （税別）￥2,800

フォックスグローブ･シャルドネ 2014
Foxglove Chardonnay
産地：セントラル･コースト
--- memo ---

CODE 10360

コヨーテ･クリーク･シャルドネ 2015

希望小売価格

Coyote Creek Chardonnay
産地：カリフォルニア州
Alc. 12.5%
--- memo ---

（税別）
￥1,800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

¥1,800~¥2,999 カベルネ･ソーヴィニヨン /Cabernet Sauvignon

快活な酸、
オーク、
豊かなボディの完璧なバランス。
カーネロス近郊ナパ南部の畑
CODE 10486

ヘス･コレクション･ナパ･ヴァレー･シャルドネ 2015

希望小売価格

Hess Collection Napa Valley Chardonnay
産地：ナパ･ヴァレー
Alc. 14.2%
--- memo ---

（税別）
￥4,500

CODE 10373
希望小売価格
（税別）
￥1,800

Coyote Creek Cabernet Sauvignon

ジューシーな果実とバニラ、
クローヴ。
主にモントレー産のブドウを使用
ヘス･コレクション･セレクト･ピノ･ノワール 2014

希望小売価格

Hess Collection Select Pinot Noir
産地：セントラル･コースト
Alc. 13.5%
--- memo ---

（税別）￥3,400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

甘く重くなく、
飲み飽きしないZIN。ノンオークとは思えない豊かな熟度
CODE 10488

フォックスグローブ･ジンファンデル 2014
Foxglove Zinfandel
産地：パソ･ロブレス
--- memo ---

希望小売価格
（税別）
￥2,960

Alc. 14.7%

¥6,000~ カベルネ･ソーヴィニヨン /Cabernet Sauvignon

CODE 10155

コヨーテ･クリーク
カベルネ･ソーヴィニヨン 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

レッドチェリーとオーク樽由来のバニラ、
スパイスの風味で、
ジューシー。
メンドシノ、
レイク、
ナパの 3 つのカウンティのブドウを使用。

主にセントラル・ヴァレーのブドウを使用。

Alc. 13.5%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

¥3,000~¥5,999 カベルネ･ソーヴィニヨン /Cabernet Sauvignon

軽快で親しみやすい味わい。

希望小売価格
（税別）￥2,300

Alc. 13.6%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

オークフレーバーがしっかり効いたシャルドネ。南国果実の芳醇な果実味

Ryder Estate Pinot Noir
産地：セントラル･コースト
--- memo ---

CODE 10099

CODE 10252

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

チェリー、プラムのピュアな果実味と心地よい酸味
CODE 10359

トロピカルフルーツとオークフレーバーがマッチ
樽不使用の爽快なソーヴィニヨンブランカベルネフランと

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ピノ･ノワール＆ジンファンデル /Pinot Noir ＆Zinfandel

鉄分を含むミネラルと冷涼年らしい特徴的な酸味。1972年植え付け。
フィドルタウン近くに位置する花崗岩赤土土壌の畑から。
CODE 10612

ヘス･コレクション
セレクト･カベルネ･ソーヴィニヨン 2014

希望小売価格
（税別）￥3,400

イーストン
エステート･カベルネ･ソーヴィニヨン 2011

希望小売価格
（税別）
￥6,800

Hess Collection Select Cabernet Sauvignon
産地：ノース･コースト 品種：CS78%/PS10%/MA6%/ME3%/CF3% Alc. 13.8%

Easton Estate Cabernet Sauvignon

--- memo ---

--- memo ---

--- memo ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

産地：カリフォルニア州

品種：CS

Alc. 12.5%

赤い果実味に清涼感を感じるライト･ミディアムボディ。

きめ細やかな質感と上品な酸の格調高いクオリティ。若樹の区画と
フラグシップのカベルネのプレス果汁から造られるセカンドラベル。

モントレー南部の温暖な地区のブドウを使用。
CODE 10162

CODE 10238

ライダー･エステート
カベルネ･ソーヴィニヨン 2014

希望小売価格
（税別）
￥2,300

Ryder Estate Cabernet Sauvignon
Alc. 13.5%

産地：ナパ･ヴァレー

品種：CS100％

Alc. 14.5%

フローラルかつ力強く、
しなやか。
オーク･ノルとカーネロスの自社畑から。
42カ月の長期熟成を経てリリース
CODE 10489

ヘンドリー
ＨＲＷ･カベルネ･ソーヴィニヨン 2014

希望小売価格
（税別）
￥4,300

Hendry HRW Cabernet Sauvignon

産地：セントラル･コースト 品種：CS主体、
僅かにME/PV/SYをブレンド

産地：シェナンドー･ヴァレー

品種：CS100％

スモール
クラフト
ワイン

マッケンジー＝ミューラー
カベルネ･ソーヴィニヨン 2012

希望小売価格
（税別）
￥7,500

McKenzie-Mueller Cabernet Sauvignon
Alc. 13.8%

産地：ナパ･ヴァレー

品種：CS94%/CF4%/ME2%

Alc. 14.4%

--- memo ---

--- memo ---

--- memo ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

芳醇な果実、豊かなボディと甘いスパイスがマッチ。

凝縮感と緻密なストラクチャー。

ナパ･ヴァレー最北東、ポープ･ヴァレー標高 200m の単一畑から

近年マルベックのブレンド比率を高めて造られるフラグシップ

CODE 10472

CODE 10487

オーク樽不使用で造られるコスパに優れたカベルネ。
パソ・ロブレスの契約畑のブドウを使用。
サステイ
ナブル栽培
ノンオーク

CODE 10100

フォックスグローブ
カベルネ･ソーヴィニヨン 2014

希望小売価格
（税別）
￥2,960

品種：CS

希望小売価格
（税別）
￥5,300

Hess Collection Allomi Cabernet Sauvignon

Foxglove Cabernet Sauvignon
産地：パソ･ロブレス

ヘス･コレクション
アローミ･カベルネ･ソーヴィニヨン 2015

Alc. 14.2%

産地：ナパ･ヴァレー

品種：CS92%/PS6%/PV2%

ヘス･コレクション
マウント･ヴィーダー･カベルネ･ソーヴィニヨン 2013

希望小売価格
（税別）
￥10,500

Hess Collection Mount Veeder Cabernet Sauvignon
Alc. 14.8%

産地：ナパ･ヴァレー

品種：CS82%/MA18%

Alc. 14.8%

--- memo ---

--- memo ---

--- memo ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

