Yellowglen
イエローグレン

ヴィクトリア州 バララット
設⽴：1971 年
オーナー：トレジャリー･ワイン･エステイツ

Ballarat, Victoria
Est.：1971
Owner : Treasury Wine Estates
https://www.yellowglen.com

◆ ヴィンテージ･ボタニックス･シリーズ

オーストラリアでロングラン NO.1 を誇るスパーリングワイン
イエローグレンは、オーストラリア唯一のスパークリング専門ワイナ
リー。1975 年の初リリース以来、おしゃれなデイリー･スパークリ
ングから瓶内二次発酵の本格的味わいのものまで幅広いラインナップ
でファンを増やしてきました。2021 年、ブランド設⽴から 50 周年

シャルドネとピノ･ノワールを密閉式タンクで発酵し、12-18 ヶ月間
オリとともに熟成。キメ細かい泡⽴ちで、ほのかなイーストの風味と
切れ味のよさが特徴です。

の記念の節目を迎えます。

◆ カラフルなラインナップ、カラー･シリーズ

歴史

イエロー、ホワイト、ピンク、レッドとその日の気分に合わせて楽し
めるのがカラー･シリーズ。クラシカルな王道ブレンドの「イエロー･
ブリュット･キュヴェ」、爽やかでアロマティックな「ホワイト･ス
イート･モスカート」、フローラルな「ピンク･ソフト･ロゼ」、ベ
リーの果実味溢れる「レッド･スパークリング」。パーティから普段
の家飲みまで幅広く楽しめます。

ヴィクトリア州バララット南⻄ 18 ｋｍに位置するスマイスズデール
に、小売業を営んでいたイアン･ホーム氏が 1971 年にブドウ畑を興
したのが始まり。イエローグレンのブランド名は、かつてこの地に栄
えていた⾦鉱にちなみ名づけられました。 1975 年、ファースト･
ヴィンテージをリリース。当初は生産のほとんどが赤ワインでした 。
1982 年からは本格的にスパークリングワインの生産を開始。この時
にイアン氏が目指したのは、当時地元に出回っていた安価で平坦な味
わいのスパークリングに変わるワインを造ること、さらにオーストラ
リア最⾼のスパークリングワインのスタイルを確⽴することでした。
これ以降、カジュアルからプレミアムまで⾼品質スパークリングワイ
ンが造られています。2000 年代初頭、現在のトレジャリー･ワイン･

◆ 飲みきりサイズのピッコロ（200ml）
ピッコロは、カラー･シリーズの使いやすい飲みきりサイズ。旅⾏や
野外への持ち運びにとても便利。スクリューキャップ仕様なので、開
栓も簡単。家庭消費だけでなく、中華や和食店など業務用でも好評で
す。

エステイツ傘下に入り、今日ではオーストラリアを代表するスパーリ
ングワインのトップブランドにまで成⻑しました。

Code

商品名

年号

種類

希望小売価格
(税別)

― ヴィンテージ･ボタニックス･シリーズ Vintage Botanics Series ―

11134

Prosecco

プロセッコ･アイリス･ラベル 〈現在庫限り〉

2018

発泡白

\1,850

11510

Pinot Chardonnay

ピノ･シャルドネ･スイートピー･ラベル

2018

発泡白

\1,850

11322

Pink Moscato

ピンク･モスカート･オーキッド･ラベル

2019

発泡ﾛｾﾞ

\1,850

― カラー･シリーズ Colour Series ―

3013

Yellow Brut Cuvée

イエロー･ブリュット･キュヴェ

NV

発泡白

\1,550

9347

White Sweet Moscato

ホワイト･スイート･モスカート

NV

発泡白

\1,550

3880

Pink Soft Rosé

ピンク･ソフト･ロゼ

NV

発泡ﾛｾﾞ

\1,550

2630

Red Sparkling

レッド･スパークリング

NV

発泡赤

\1,550

― ピッコロ

Piccolo Mini size ―

4112

Yellow Piccolos (200ml)

イエロー･ピッコロ (200ml)

NV

発泡白

\500

4111

Pink Piccolos (200ml)

ピンク･ピッコロ (200ml)

NV

発泡ﾛｾﾞ

\500

Recommended Retail Prices do not include Consumption Tax. Vol. is 750ml unless otherwise specified.
希望小売価格は税別表⽰、容量はすべて 750ml。

(2020 年 11 月)

ヴィンテージ･ボタニックス･シリーズ
プロセッコ･アイリス･ラベル
Prosecco

Vintage Botanics Series
ピノ･シャルドネ･スイートピー･ラベル
Minot Chardonnay

〈現在庫限り〉

品種：ピノ･ノワール、シャルドネ
タイプ：辛口
ストーンフルーツとほのかな酵⺟由来のパンの香り
きめ細やかく、スムーズな口当たりで、フィニッ
シュはドライ。ピノ･ノワール主体に少量のシャルド
ネとピノ･ムニエをブレンド。
残糖 12g/L 前後

品種：グレッラ、その他
タイプ：辛口
ストーンフルーツと⻘リンゴのアロマで、レモネー
ドのようなほのかな甘みと爽やかさがあり、親しみ
やすい味わい。
残糖 12g/L 前後
ピンク･モスカート･オーキッド･ラベル
Pink Moscato
品種：ホワイト･フロンティニャック、ゴルド、その他
タイプ：ヤヤ甘口
パイナップル、マンゴのトロピカルなアロマとほのか
なムスクの香り。ジューシーにスイートな果実味が広
がり、フィニッシュはキリッとした清涼感がある。
残糖 75g/L 前後

カラー･シリーズ

Colour Series

イエロー･ブリュット･キュヴェ
Yellow Brut Cuvée

ホワイト･スイート･モスカート
White Sweet Moscato

品種：シャルドネ、ピノ･ノワール
タイプ：辛口
淡い⻨わら⾊で、メロン、パイナップル、シトラス
の風味。クリーミーな舌触りで、ほのかにトースト
バター、ナッツなどのニュアンス。
残糖 14g/L 前後

品種：マスカット
タイプ：やや甘口
淡いレモン⾊で、ブドウ、スパイス、ムスクの香り
柔らかい舌触りで、爽やかなレモンの風味により後
味はクリーンでスッキリ。
残糖 80g/L 前後

ピンク･ソフト･ロゼ

レッド･スパークリング

品種：シャルドネ、ピノ･ノワール
タイプ：やや甘口
繊細なストロベリーとベリーに、ほのかなライムの
風味。熟した果実の味わいが広がり、芳醇な口当た
りが⻑く残る。
残糖 24g/L 前後

品種：シラーズ主体、カベルネ･ソーヴィニヨン、
シャルドネなど
タイプ：やや甘口
濃厚な赤⾊で、ラズベリー、プラム、ブラックカラ
ントの風味。ほのかなチョコレートのタッチがあり
スムースでクリーミーな口当たり。
残糖 35g/L 前後

Red Sparkling

Pink Soft Rosé

ピッコロ

Piccolo Mini size

イエロー･ピッコロ（200ml）
Yellow Piccolo

ピンク･ピッコロ（200ml）
Pink Piccolo

品種：シャルドネ、ピノ･ノワール
タイプ：辛口
淡い⻨わら⾊で、メロン、パイナップル、シトラ
スの風味。クリーミーな舌触りで、ほのかにトー
スト、バター、ナッツなどのニュアンス。
残糖 14g/L 前後

品種：シャルドネ、ピノ･ノワール
タイプ：やや辛口
繊細なストロベリーとベリーに、ほのかなライムの
風味。熟した果実の味わいが広がり、芳醇な口当た
りが⻑く残る。
残糖 24g/L 前後

*年号や価格は予告なく変更することがございます。
*各ワインの詳しい資料は弊社ホームページ上の生産者ワイン詳細をご参照下さい。

(2020 年 11 月)
ヴィレッジ･セラーズ株式会社
TEL：0766-72-8680

