
Road 13 Vineyards　ロード・サーティーン・ヴィンヤーズ
Golden Mile （オカナガン・ヴァレー地区、ゴールデンマイル）地図④

http://road13vineyards.com/

カナダ最西端ブリティッシュ・コロンビア州にあるオカナガン地方は、１６０以

上のワイナリーが集まるカナダ有数のワイン生産地。夏場の長い日照時間と豊か

な土壌が造り出す個性豊かなワインは、国内外のコンクールでの評価も高く、近

年世界のワイン通の注目を集めています。そんなハイレベルなオカナガン・ワイ

ンの中から私どもが厳選してご紹介するのが、稀少かつ高品質な６アイテム。弊

社バンクーバー・オフィス代表デイビッド・アシュレーが、その深くエレガント

な味わいと作り手の哲学に惚れ込み、４ワイナリーと直接交渉して日本に初輸入

できる運びとなりました。この機会に是非オカナガンワインの奥深い魅力を発見

してください。

Nichol Vineyard　ニコール・ヴィンヤード
Naramata Bench（オカナガン・ヴァレー地区、ナラマタ・ベンチ）地図②

http://www.nicholvineyard.com/

オカナガン湖南東部、湖を見下ろす景勝地ナラマタベンチに位置する当ワイナリーは、１９９３年の設立以来、数量限定のプレミアム

ワインの生産者として、また１９８９年にカナダ国内で初めてシラーを植えたことでも有名。２００６年からオーナーとなったナラマタ

出身のロス・ハックワース氏は、大手企業エグゼキュティヴから転身、故郷でワインメーカーとして生涯を捧げることを決意した。

南西向きの傾斜地にある自家畑は、夏の暑さと冬の寒さを和らげる湖効果と、切り立った花崗岩の崖に背後から抱かれて得られる輻射熱

効果により、葡萄栽培に理想的条件を兼ね備えている。ハックワース氏の非介入主義的な醸造哲学により生み出されるワインは、果実味

と酸のバランスが絶妙で、ナラマタの美しい自然の恩恵を表現するかのようなナチュラルかつエレガントなスタイルに仕上がっている。

自家畑 ／ 手摘み ／ バスケットプレス
発酵・熟成：１００％フレンチオーク（新樽は３０％
以下）で１１～１３か月
無濾過・無清澄 ／ 瓶詰：2012 年 4月 19 日 
★アルコール度数：１３．１％

１９８９年、カナダ国内で最初に植樹されたシラーから造られたこのワインは大きな反響を呼び、北米のクール・ク
ライメット・シラーのベンチマーク的地位を確立。フランス北ローヌのワインを彷彿とさせる、清涼感のある酸味、
熟したタンニン、チェリー、ブラックベリー、プラムの風味。さらに黒胡椒、セージ、ライラックの花の香り。果実
味とスパイスのハーモニーが秀逸で、冷涼気候から生み出されるシラーのアロマティックでエレガントな味わいを見
事に表現。王道の子羊やジビエとの組合せはもちろん、スパイシーなアジア料理との相性もよい。

① Spierhead Winery　スピアヘッド・ワイナリー
② Nichol Vineyard　ニコール・ヴィンヤード
③ Meyer Family Vineyards 　メイヤー・ファミリー・ヴィンヤーズ
④ Road 13 Vineyards　ロード・サーティーン・ヴィンヤード

カナダより日本初輸入！《　数量限定 》
オカナガン・ワインのご紹介

2010 Nichol Vineyard Pinot Noir
ニコール・ヴィンヤード　ピノ・ノワール
価格：３,５００円（税抜）
容量 750ml
☆生産量：１２５ケース（内、日本輸入は ２０ケース）

2010 Nichol Vineyard Syrah
ニコール・ヴィンヤード　シラー
価格：３,9００円（税抜）
容量 750ml
☆生産量：４２０ケース（内、日本輸入は ２０ケース）

2009 Road 13 Vineyards Jackpot Riesling 
ロード・サーティーン・ヴィンヤーズ
ジャックポット　リースリング
価格：３,４５０円（税抜）
容量 750ml
☆生産量：１８１ケース（内、日本輸入は ２０ケース）

自家畑 ／ 手摘み ／ バスケットプレス　 
発酵・熟成：１００％フレンチオーク（新樽は３０％
以下）で１１か月 
無濾過・無清澄 ／ 瓶詰：2012 年 4月 19 日 
★アルコール度数：１３．１％

生産量はわずか１２５ケース。ストロベリー、チェリーなどの赤系フルーツの若々しい果実味と酸味が、溶けたタン
ニンとバランスよく調和。熟したプラムやタイムの風味、かすかななめし皮のニュアンスがアクセントを与える。ク
ラシックなブルゴーニュを思わせる、やや控えめながらも洗練された、滋味あふれる味わいで、飲み疲れしないミディ
アムボディなので、様々な料理やチーズと合わせやすい。

２００３年、実業家から一転して当ワイナリー（当時の名前は “ゴールデン・マイル・セラーズ”）のオーナーになったミック・ラックハー

スト氏は、１０年足らずで、年間２万５千ケースを生産する州内有数の大規模ワイナリーへと経営を拡大。造られるワインの大半は手頃

な価格のブレンドワインだが、その一方で妻のパムさんがこだわりつづけたのが、“グラン・クリュ” に匹敵するワインを単一畑から造り

たいという夢・・・品種毎に最良の葡萄だけから造られる、“ジャックポット” シリーズと名付けられた “スペシャル・キュヴェ” ワインは、

今やマニア垂涎の的。

自家畑（１９８２年植樹の単一畑）
発酵： ステンレスタンク（野生酵母による低温発酵）  
熟成：ステンレスタンク 
★アルコール度数：１３．３％

１９８２年自家畑に植樹された、オカナガンで最も古いリースリングの葡萄を１００％使用。厳しい選果により理想
的に成熟した葡萄のみ極少量を収穫。野生酵母による低温発酵。味わいの爽やかさを最大限に保つためスクリュー
キャップを採用。桃、梅といった核果類のコクのある果実味にキレのある酸味、きわめてドライで、フルボディなリー
スリング。数年の熟成を経て品種特有の華やかで複雑なアロマが増し、今まさに飲み頃。アジア料理との相性も良い、
フードフレンドリーなワイン。
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合同会社 イレンカ  G.K. IRENKA

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 5－27－4－106

TEL 03-3316-2504 

URL:  http://www.irenka.co.jp

e-mail: info@irenka.co.jp

2010 SpierHead Pinot Noir 
スピアヘッド　ピノ・ノワール
価格：２,９００円（税抜）
容量 750ml
☆生産量：５３４ケース（内、日本輸入は ２０ケース）

お得な６本セットもご用意しております！
6本で税込価格２２,３１３円のところ
初回オーダーに限り１９,９５０円。
さらに《送料無料》
ぜひご利用ください。

〇ご注文について ：弊社ホームページ　http://irenka/co.jp 内「ショップ」より、

　またはＥメール　order@irenka.co.jp にて承っております。

〇 ご購入方法・価格表 ：添付のご案内をご覧ください。

　 弊社ホームページ　http://irenka/co.jp 内「購入方法」からもご覧いただけます。

〇 お問合せ：Ｅメール　info@irenka.co.jp  または 080-5528-6936 ( 担当：永井 )

Meyer Family Vineyards　メイヤー・ファミリー・ヴィンヤーズ
Okanagan Falls （オカナガン・ヴァレー地区 オカナガン・フォールズ）地図③

http://www.mfvwines.com/

オーナーのジャック・メイヤー氏が、カナダ最高峰のシャルドネとピノ・ノワールを造る夢を叶えるべく、２００８年に入手したのがオ

カナガン・フォールにあるマックリーン・クリーク・ロード・ヴィンヤード。１９９４年に最初のピノ・ノワールが植えられたこの自家畑は、

沖積土およびミネラル成分豊富な氷河堆積物からなる砂利混じりの砂壌土で、南向きの険しい傾斜地のため日照にも恵まれている。

メイヤー氏最大のこだわりは、単一畑のテロワールが表現されたワイン造り。品種ごとに厳選された小区画畑で実った最高品質の葡萄か

ら生み出されるワインは、“ザ・カナディアン・ワイン・アワーズ” * のゴールドメダルなど数々の受賞歴を誇り、カナダのワイン通の間

で絶対的な信頼を勝ち得ている。

2010 Meyer Family Vineyards 
McLean Creek Chardonnay
メイヤー・ファミリー・ヴィンヤーズ　
マックリーン・クリーク　シャルドネ
価格：３,６００円（税抜）
容量 750ml
☆生産量：２１６ケース（内、日本輸入は ２０ケース）

2010 Meyer Family Vineyards 
McLean Creek Pinot Noir
メイヤー・ファミリー・ヴィンヤーズ　
マックリーン・クリーク　ピノ・ノワール
価格：３,９００円（税抜）
容量 750ml
☆生産量：１６８ケース（内、日本輸入は ２０ケース）

林檎、梨、メロン、柑橘系の果実味が豊かでボリュームのある味わいを、爽やかな酸と一筋のミネラリティがバラン
スよく引き締め、新世界ワインというより、上物のシャサーニュ・モンラッシェを彷彿とさせる。低めに抑えた新樽
(22％ ) の利かせ方が絶妙かつ上品で、滑らかな口あたりと甘美な余韻が心地よい、これぞエレガント・シャルドネ！
飲み疲れせず、食事と共に楽しめるスタイル。

自家畑  “McLean Creek Road Vineyard”
クローン： ポマールとディジョンが 5種 (1994 年植樹 ) 
発酵：ステンレスタンク （25%が全房発酵） 
熟成：１００％フレンチオーク（33％新樽）にて１０か月
★アルコール度数：１３．５％　

自家畑  “McLean Creek Road Vineyard”
発酵： ステンレスタンク　（低温で長期間）
熟成： １００％フレンチオーク（22％新樽）にて 10 か
月（シュール・リー製法、バトナージュは行わない）
★アルコール度数： １３．５％

２０１２年 “ザ・カナディアン・ワイン・アワーズ” でゴールドメダルを受賞！　最適条件で生み出されたクール・ク
ライメット・ピノ・ノワールの見本ともいえるこのワインは、ダークチェリー、プラムなど主に黒系果実の豊潤さと
それを引き締める酸のバランスが絶妙。濃厚な色調を裏切らない凝縮感と長熟を予感させる骨格を兼ね備え、若干の
土っぽさや動物的ニュアンスをも感じさせる。その複雑で奥行の深い味わいと余韻の長さが、ブルゴーニュのコート・
ド・ニュイに想いを馳せさせてくれる逸品。

SpierHead Winery　スピアヘッド・ワイナリー
East Kelowna Benchlands （オカナガン・ヴァレー地区、東ケローナ）地図①

http://www.spierheadwinery.com/

当ワイナリーが最初の植え付けを行ったのは、わずか数年前の２００８年。しかしこの新興ワイナリーは２０１２年、オカナガン・ワイン・

フェスティバルで “ベスト・ニュー・ワイナリー” に選ばれるという衝撃的デビューを飾った。

４つのワイナリーでは最北に位置し、その冷涼な気候が、オカナガン・ヴァレーで最高のピノ・ノワールの造り手を目指す彼らの熱意を

後押しし、繊細な香りと味のハーモニーを作り出している。

自家畑  “Gentleman Farmer Vineyard”  
クローン： ディジョン 3 種 (115, 777, 828) を、2008 年
に植え付け／発酵：ステンレスタンク（全房発酵）  
熟成：１００％フレンチオーク（古樽）にて１２か月
★アルコール度数：１２．１％

植え付けから３年目の葡萄による初リリースにして、“ザ・カナディアン・ワイン・アワーズ” のゴールドメダル受賞！
フレッシュな赤系果実の風味にシナモンやハーブの香り、さらにはオーク樽のバニラのニュアンスもほのかに加わり、
幼木とは思えない洗練された味わい深さを持つ。この非常にチャーミングなライトボディ・ピノノワールは、爽やか
な酸ときめ細かなタンニンが食欲をそそるフードフレンドリーなスタイルで、繊細な味付けの和食にも合わせやすい。

Meyer Family Vineyards　メイヤー・ファミリー・ヴィンヤーズ

SpierHead Winery　スピアヘッド・ワイナリー

* カナダ最大の読者数を誇るワイン誌 “ザ・カナディアン・ワイン・アクセス” 主催のワインコンクール


