ペンフォールズ
バイ・ザ・グラス プロモーション
世界最高峰のワイナリーの一つ ペンフォールズ

実施期間
実施内容

2021年2月弊社出荷開始〜6月末日
グランジ&ラグジュアリーシリーズ＋BIN
（407、
150、
389）
をバイ・ザ・グラスで
お取扱いいただいた料飲店様に、
数量限定でコラヴァンを貸出しいたします。
（バイ・ザ・グラス期間中6本以上ご購入）

お申込み期日

グランジ ラグジュアリー シリーズ
グランジ

2021年5月31日
ペンフォールズのワインメーカーが持つワイン造りへのゆるぎない情熱、
そして熟練した職人技が築き
上げたワインレンジです。
ブドウは畑から収穫される僅か5％の厳選されたもののみを使用。各々の個
性が際立っているため、
すぐにペンフォールズ ワインと分かる味わいと、
すべてのワインに長期熟成の
ポテンシャルが秘められています。

ヤッターナ シャルドネ
※ 対象商品ですが、
スクリュ―キャップのため
CORAVINは使用できません。

＜サウス・オーストラリア＞
シラーズ主体
（赤・フルボディ）
ペンフォールズのアイコンワ
インであるグランジは、複数
の地区や畑のキュヴェをブレ
ンドしてワインを造る、マル
チ・ヴィンヤード、
マルチ・リー
ジョンというペンフォールズ
の哲学を最も表現していま
す。
パワーのあるブドウとのバ
ランスをとるために、
アメリカ
ンオークのホグスヘッド樽(新
樽100%)を使用し毎年発酵、
熟成がなされています。
希望小売価格

￥120,000

ビン シリーズ

＜タスマニア、
タンバランバ、
アデレード・ヒルズ＞
シャルドネ
（白・辛口）

＜サウス・オーストラリア＞
カベルネ・ソーヴィニヨン
（赤・フルボディ）

グランジに匹敵する白ワインを
造るという計画の下、完成した
ワインがヤッターナです。冷涼
な気候の地域から、最高級の
シャルドネのみを慎重に選び出
しています。ヤッターナとは、
オーストラリア先住民の言葉の
「少しずつ、徐々に」という意味
で、何世代にもわたるペンフォー
ルズのワインメーカーたちの根
気強さと目的へ向けた弛みない
努力が込められています。

「カベルネのグランジ」
とも呼
ばれるビン707は、
オーストラリ
アの最高級カベルネ・ソーヴィ
ニヨンのうちの一つです。
鮮烈
な風味を持つ果実味、
アメリカ
ンオークの新樽100％での熟
成、
マルチ・ヴィンヤード、
マル
チ・リージョンの果実調達に対
するペンフォールズの考え方を
表現しています。
理想とするス
タイルと品質の果実が入手でき
なかった年には造られません。

希望小売価格

￥25,000

希望小売価格

アール・ダブリュ・ティー
バロッサ・ヴァレー シラーズ

￥90,000

“ビン”という名称は、
地下のセラーを区分した場所から名付けられ、
それぞれの
場所にはラベルを貼り付ける前の瓶を保管していました。
その区画のことを“ビン”
と呼び、
それぞれのビンの番号でワインを管理していたのがルーツです。
ペンフォー
ルズスタイルが反映されたビン シリーズは、
一見類似しているようにも見えますが、
それぞれに個性を持っており、
まさに“家系”のような関係性を築いています。

ビン 407
カベルネ・ソーヴィニヨン
＜サウス・オーストラリア＞
カベルネ・ソーヴィニヨン
（赤・フルボディ）
ビン407は、
「カベルネのグラン
ジ」
とも呼ばれるビン707にイン
スピレーションを得たワイン
で、
品質の特長と飲みやすさと
ともに、
ストラクチャーと深みの
ある味わいを持っています。カ
ベルネ・ソーヴィニヨンのお手
本ともいえる品種の特徴を明確
に持つビン407は、
ペンフォール
ズが得意とする複数の地区の
畑のキュヴェをブレンドする技
術をいかしたワインです。
希望小売価格

ビン 707
カベルネ・ソーヴィニヨン

￥12,000

ビン 150
マラナンガ シラーズ
＜バロッサ・ヴァレー＞
シラーズ
（赤・フルボディ）
「マラナンガ」
とは、
バロッサ・
ヴァレーの中心部に近い北西
部に位置する産地で、
温暖で
乾燥した条件と豊かな赤い土
壌が、
このワインのバックボー
ンとなっています。
このビン150
は、
常にマランナンガのベンチ
マークとして、また各ヴィン
テージのバロメーターとして
の役割を果たしており、
バロッ
サ産シラーズの品質とスタイ
ルの評価基準となっています。
希望小売価格

￥11,000

RW Tというワインの名は、
Red Winemaking Trail
（実験
的 赤ワイン ）の頭 文 字で 、
1995年にこのワインのプロ
ジェクトが始まった時に社内
で使われた名称でした。
グラ
ンジはアメリカンオーク樽を
使用するのに対し、
RWTはフ
レンチオーク樽を使用します。
芳醇で柔らかなスタイルは、
筋肉質で能動的なグランジ
と好対照を成しています。

￥25,000

セント・アンリは長期熟成で真
価を発揮するワインです。
独自
のスタイルを持つシラーズワイ
ンで、
グランジと面白い対比を
見せています。熟成は数十年
使用している古い大樽で行い、
オークの特徴を最小限に抑え
ています。カベルネ・ソーヴィ
ニヨンが若干ブレンドされてい
ますが、
セント・アンリはシラー
ズに焦点を当てたワインであ
ることに変わりはありません。
希望小売価格

￥15,000

今なら数量限定で
CORAVINを貸出しいたします。

ビン 389
カベルネ・シラーズ
＜サウス・オーストラリア＞
カベルネ・ソーヴィニヨン
シラーズ
（赤・フルボディ）
ビン389は、しばしば「ベイ
ビー・グランジ」と呼ばれてい
ます。
これは、
このワインが、
グ
ランジが前年使用した同じ樽
を多く使用するためです。
1960
年に伝説的ワインメーカー、
マックス・シューバートによって
造られたこのワインは、
カベル
ネ・ソーヴィニヨンとシラーズ
の豊かさを組み合わせること
で、
ペンフォールズの名声を確
立するのに役立ちました。
希望小売価格

＜サウス・オーストラリア＞
シラーズ主体
カベルネ・ソーヴィニヨン
（赤・フルボディ）

＜バロッサ・ヴァレー＞
シラーズ
（赤・フルボディ）

希望小売価格

セント・アンリ シラーズ

￥10,000

Coravin Model 2
据置型のワインセーバーが無くて
も、ワインを酸化から守り、安心し
てグラス販売を可能にしてくれる
CORAVINを貸出しいたしたしま
す。コルクを抜かずにCORAVIN
をセットし、グラスに注ぐだけ。
誰でも簡単に、また、簡単な管理
で高額ワインのグラス販売ができ
ます。

※ 貸出に関して、また、使用方法に関しては
担当営業にお問合せ下さい。
※ カプセル（ガスボンベ）は対象商品3本
ご購入につき2本進呈いたします。
※ CORAVINの台数は限定数となります。

※表記価格は税別・弊社希望小売価格です。ご不明な点については、担当営業へお問い合わせください。

輸入販売元 ︓ 日本リカー株式会社 https://www.nlwine.com
■首都圏第一・第二・第三支店 : TEL 03-5643-9770 FAX 03-5643-9779
■大阪支店 : TEL 06-7730-9209 FAX 06-6371-9038 ■名古屋支店 : TEL 052-533-1685 FAX 052-533-1686
■福岡支店 : TEL 092-737-8530 FAX 092-737-8535 ■受注センター : TEL 03-5643-9700 FAX 03-5643-9779

【ワンウェイ容器について】飲食店様が業務用に使われたワンウェイびん・ペットボトル・缶の空容器は、廃棄物処理法により飲食店様ご自身で
処理することになっており、空容器の処理にかかる費用は、飲食店様でご負担いただくことになっております。事業廃棄物として処理する場合は、
各市町村で定められたルールに基づき処理ください。

ストップ！２０歳未満飲酒・飲酒運転。お酒は楽しく適量で。
妊娠中・授乳期の飲酒はやめましょう。のんだあとはリサイクル。

日本リカー公式アカウント

@nipponliquor 開設しました。

