ヌーガン エステート
NUGAN ESTATE
ヌーガン・エステートは 1940 年、オーストラリアはニュー・サウス・ウェールズ州、シドニーから
約 600km の内陸のグリフィスに設立されました。もともと青果を選別・包装して市場に出荷する
事業から出発したこのヌーガンでしたが、70 年に入りフルーツジュースの生産事業とそれを輸出す
る事業に着手したことが、ヌーガン・エステートの事業であるブドウ栽培とワイン生産の礎を築くこ
とになります。そして 1999 年、大変品質の良い貴腐ブドウが育つことで有名なリヴァリーナの地
にワイナリーを構え、ワインの生産をスタートさせることになりました。その後、わずか 10 数年で
輸出量でオーストラリア国内トップ 20 に入り、オーストラリアワインの権威グランジと並ぶ５つ星評
価を得、名実とともにプレミアム・ワイナリーとして成長を遂げました。現在ではキング・ヴァレー、
マクラーレン・ヴェイルから美しい酸味と繊細さに溢れたエレガントなワインも手掛けています。

93308
サード ジェネレーション
シラーズ

93309
サード ジェネレーション
カベルネ ソーヴィニヨン

33527
サード ジェネレーション
ピノ ノワール

93310
サード ジェネレーション
シャルドネ

93311
サード ジェネレーション
ソーヴィニョン ブラン

ニュー・サウス・ウェールズ

ニュー・サウス・ウェールズ

ニュー・サウス・ウェールズ

ニュー・サウス・ウェールズ

ニュー・サウス・ウェールズ

ミディアムボディ 750ml

ミディアムボディ 750ml

THIRD GENERATION
SHIRAZ

ミディアムボディ 750ml

THIRD GENERATION
CABERNET SAUVIGNON

THIRD GENERATION
PINOT NOIR

フレンチオークでの数か
月の熟成。スパイスやダー
クチョコ明快なアロマ。
力強くもニュアンスに富
んだコストパフォーマン
スの高いシラーズ。

アメリカンオークで熟成さ
れた重心の低いミッドフル
ボディ。ミルクチョコレー
トのような滑らかさと完熟
ブドウならではの甘味を伴
い、十分な飲みごたえを感
じます。

ダークチェリやプラムの
豊かな風味にフェンネルや
アー シ ― な ニュアンス。
定温発酵ならではのフレッ
シュで活き活きとした様々な
ベリーの味わい。一部を
フレンチオークで熟成させて
います。

￥1,400

￥1,400

￥1,400

シラーズ

カベルネ・ソーヴィニヨン

2016

27472
ストンパーズ
カベルネ ソーヴィニヨン

リヴァリーナ

リヴァリーナ

STOMPER'S
CABERNET SAUVIGNON

ミディアムボディ 750ml

27464
ドローヴァーズ ハット
シャルドネ

リヴァリーナの単一 畑。
ネクタリンや白桃などの
華やかな香りの中に、スパ
イスやオークのニュアンス
もわずかに感じられる。
気温の低い夜間にブドウを
収穫。オーストラリアの
シャルドネのもつイメージを
覆す、
キリっとしたフレッシュ
な味わい。16ヵ月木樽熟成。

￥2,000

￥2,000

￥2,000

シラーズ

カベルネ・ソーヴィニヨン

シャルドネ

2014

4940015274729

93385
マクラーレン パリッシュ
マクラーレン ヴェイル シラーズ

112442
キング ヴァレー
フラスカズ レイン シャルドネ

マクラーレン・ヴェイル

キング・ヴァレー

MACLAREN PARISH
MACLAREN VALE SHIRAZ

ミディアムボディ 750ml

￥1,400
ソーヴィニョン・ブラン

2016

4940015933107

2015

4940015933114

辛口

750ml

キングヴァレー、標高約
600 メートルに所有する
単一畑。ライムやグレープ
フルーツのような爽やかな
アロマ。冷涼地らしく澄み
切 った 酸 味と 果 実 味 の
切れ味。クリスプなニュア
ンスを伴う余韻も特徴的。

￥2,000
ソーヴィニヨン・ブラン

2015

4940015274644

2016

4940015333662

FRASCA'S LANE KING
VALLEY CHARDONNAY

辛口

銘 醸 地 マ クラ ー レン・
ヴェイルのシラーズ。
白コショウなどのスパイス
やシダーを伴ういかにも豪
ワインらしく肉厚なボディ。
フレンチオークとアメリカン
オークのバリックで20ヵ月
の熟成。

￥1,400

BOSSY BOOTS
SAUVIGNON BLANC

750ml

リヴァリーナの単一 畑 。
甘いベリー系の果実、ミルク
チョコレート、スパイスの
香りを含む。手間ひまかけて
育て上げたカベルネソーヴィ
ニョンが醸し出す、柔らかの
あるタン二ンと、深く豊かな
味わい。
16ヵ月木樽熟成。

2014

750ml

キング・ヴァレー

リヴァリーナの単一 畑。
プラムや赤系ベリーの香り、
黒コショウやヴァニラの
ニュアンスも感じられる。
小さくて品質の高いブドウ
の実をつくることにこだ
わり、収穫量は１エーカー
から4トンと非常に低収量。
パワフルで凝縮感のある
味わい。18 ヵ月木樽熟成。

4940015274712

辛口

ステンレスタンクでの発酵・
熟成。パッションフルーツ
やシトラス、新緑の若々しい
ハーブ。透明感ある酸味だけ
でなく詰まった果実味があり
バランスよい。

33366
ボッシー ブーツ
ソーヴィニヨン ブラン

DROVER'S HUT
CHARDONNAY

辛口

THIRD GENERATION
SAUVIGNON BLANC

シャルドネ

4940015335277

リヴァリーナ

ミディアムボディ 750ml

750ml

2016

4940015933091

27471
スクラフィーズ
シラーズ
SCRUFFY'S SHIRAZ

辛口

フレンチオークを使用し、
シュールリーで 9 ヵ月の
熟成。白桃やネクタリン、
ナッツや バ ニ ラ の ニュ
アンス 。フレッシュ感に
富みながら滑らかな酸味は
料理との幅広い相性の
良さをもたらす。

ピノ・ノワール

2012
2015

4940015933084

THIRD GENERATION
CHARDONNAY

750ml

白桃のコンポートやネク
タリン、ヴァニラやシナモン
のニュアンスも。冷涼ワインを
代表するキングヴァレー
らしい美しい酸味 。
14ヵ月フレンチオークの
バリックで熟成。

￥3,500

￥3,000

シャルドネ

シラーズ

2015

9329056000453

2015

9329056000828
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