Bodega Colomé
ボデガ･コロメ

Region: Calchaqui Valle, Argentina
Founder: 1831
Owner: Hess Family Wine Estates
Winemaker: Thilbaut Delmotte
Production: 50,000dozens
http://www.bodegacolome.com

アルゼンチン、ヴァレ･カルチャキ
設⽴︓1831年
現オーナー︓ヘス･ファミリー･ワイン･エステイツ
醸造家︓ティボー･デルモット
⽣産量︓50,000ダース
アルゼンチン最古のワイナリー

2007年には標⾼3,111mと世界で最も標⾼の⾼い畑にピノ･ノワール、

1831年に設⽴されたボデガ･コロメは、現存する中ではアルゼンチン

マルベック、カベルネ･ソーヴィニヨン、プティ･ヴェルド、シラーな

最古のワイナリーです。その歴史は、サルタの知事であったニコラ

どが植えられました。

ス･セヴェロ･デ･イサスメンディ･イ･エチャラールが1831年、醸造所

またコロメは世界で最も古いマルベックの樹を有し、最⾼樹齢は 150

を設⽴したことに始まります。 1854年、ホセ･ベンジャミン･ダヴァ

年を超えます。畑はすべてサステイナブル農法で育成されています。

ロスと結婚したイサスメンディの娘、アセンシオンがフィロキセラ禍
以前のフランスのマルベックとカベルネ･ソーヴィニヨンの樹を最初

ヘスのヴィジョン

に持ち込み、コロメの畑に植えました。

ドナルド･ヘスはアルゼンチンでワイナリー事業を展開するため、理

その年に植え付けられた３つの畑は現在も⾒事なブドウを実らせ、コ

想的なテロワールを探していましたが、1998年、妻のウルスラとと

ロメのリゼルヴァ･ワインに使⽤されています。 2001年にドナルド･

もに初めてカルチャキ･ヴァレーを訪問した時、⾃然の壮⼤な美しさ

ヘスが買い取るまで、コロメは170年以上に亘り、イサスメンディと

とコロメの可能性にインスピレーションを受け、2001年にコロメを

ダヴァロスの創業⼀族により守り継がれていました。

購⼊することを決意しました。
以来、コロメで働く⼈々とともに地域の発展にも貢献するヴィジョン

世界で最も標⾼の⾼い畑と最古のマルベックの樹

のもと、雇⽤の向上やコミュニティセンターの設⽴など地域 への社会

コロメの所在地である、アルゼンチン北⻄部サルタ州は⾮常に 乾燥し

的責任を果たしつつ、コロメの歴史を継承し、より創造的なものへと

た気候で、ブドウの成熟期である12⽉から2⽉の降⾬量は50-120mm

創り上げてきました。

と極端に⾬が少ないことで知られます 。昼夜の気温差が⼤きく、⽇中

コロメはアルゼンチンで⾼品質のプレミアムワインを⽣産するモデル

の強い紫外線はブドウの果⽪を厚くします。

的な⽣産者の⼀つとして、毎年50万リットル以上の⽣産量を誇るワイ

コロメの４つの⾃社畑は標⾼1750-3111mの⼭岳地帯にあります。

ンを世界40カ国以上に輸出しています。

Code

商品名

年号

種類

希望⼩売価格

10289

Torrontes

トロンテス

2016

⽩

\1,850

10284

Autentico Malbec

アウテンティコ･マルベック

2015

⾚

\5,000

10026

Lote Especial Sauvignon Blanc

ロテ･エスペシアル･ソーヴィニヨン･ブラン

2015

⽩

\4,500

10290

Lote Especial Pinot Noir

ロテ･エスペシアル･ピノ･ノワール

2015

⾚

\8,000

10292

Lote Especial Malbec La Brava

ロテ･エスペシアル･マルベック･ラ･ブラバ

2015

⾚

\3,200

10027

Lote Especial Bonarda

ロテ･エスペシアル･ボナルダ

2014

⾚

\3,200

10286

Lote Especial Syrah

ロテ･エスペシアル･シラー

2015

⾚

\3,200

10287

Lote Especial Tannat

ロテ･エスペシアル･タナ

2015

⾚

\3,200

10291

Altura Maxima Malbec

アルトゥーラ･マクシマ･マルベック

2013

⾚

\14,800

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です。容量は、明記されていないものは750ml。

（2018年7⽉）

トロンテス
Torrontes

アウテンティコ･マルベック
Autentico Malbec

淡い⻩⾦⾊で、柑橘系のフローラルなアロマが⽴ち、グ
レープフルーツ、レモンの果実味がしなかやかに広がり
トロンテスの特徴であるアロマティックな⾹りとフレッ
シュな酸がバランスよく調和。切れのあるフィニッシュ
で、スタイリッシュな味わい。
品種︓ トロンテス100%
畑の標⾼︓1,700ー2,300m

ロテ･エスペシアル

スパイスとスミレのエレガントな⾹りで、⿊と⾚い果実
の⾵味が鮮やかな酸とともに⼝中に広がる。標⾼
2300mに栽培されるサン･ホセ･ヴィンヤードの平均樹
齢90年のマルベックを⾃然発酵させ、オーク樽の⾵味
を抑え、ブドウ本来の⾵味と⼟地のテロワールを率直に
表現。ワイナリー設⽴時に⾃社畑を開墾した先⼈たちへ
の尊敬の念を込め、”アウテンティコ（オーセンティッ
ク）”と名付けられた。

Lote Especial︓ ユニークなテロワールを表現することを⽬的に造られるスペシャルロット･シリーズ

ロテ･エスペシアル･ソーヴィニヨン･ブラン
Lote Especial Sauvignon Blanc

ロテ･エスペシアル･ピノ・ノワール
Lote Especial Pinot Noir

⻩⾦⾊で、⽩い果実、花、ミネラルにハーブが混じるア
ロマ。エキゾチックな果実味をトースティな樽の⾵味が
縁どり、重量があり、⻑い複雑な余韻を残す。
標⾼3,000m前後に広がる畑「アルトゥーラ･マクシマ」
（岩がゴツゴツとした北⻄斜⾯にあり、痩せた⼟壌）で
育成されたブドウの75％をステンレスタンクで、25％
をフレンチオークの新樽で発酵し、全体の10％をフレン
チオーク新樽で7ヶ⽉間熟成。⽣産量6,750本。

⿊スグリ、ラズベリーの⾚い果実にとスパイスとフ
ローラルな⾹りが縁取り、複雑で凝縮した⾵味が⽴ち
込める。フレッシュな⾚い果実味が⼝内に広がり、タ
ンニンのストラクチャーと⼒強い持続性がある。
標⾼3,000mのフィンカ・アルトゥーラ・マキシマの
北⻄斜⾯。⾮常に岩が多く、痩せた⼟壌。

ロテ･エスペシアル･マルベック･ラ･ブラバ
Lote Especial Malbec La Brava

ロテ･エスペシアル･ボナルダ
Lote Especial Bonarda

熟した⿊と⾚い果実が強調されたアロマ。凝縮し、フ
レッシュに複雑で、程よいボリューム感がある。標⾼
1700mの岩が多く、痩せた畑で栽培されたマルベック
100%で造られる。カファジャテにあるフィンカ･ラ･ブ
ラ―ヴァ。
12ヶ⽉間フレンチオーク樽で熟成。

紫がかったルビー⾊で、⿊と⾚い果実にミントが混じ
り、フレッシュで適度な凝縮感とボリュームがある。
標 ⾼ 1700m の カ フ ァ ジ ャ テ に あ る 畑 「 ラ ･ ブ ラ ―
ヴァ」のボナルダの特徴を引き出し、限定数でリリー
スされる。⽣産量6500本
品種︓ボナルダ100%
畑の標⾼︓1,700m

ロテ･エスペシアル･シラー
Lote Especial Syrah

ロテ･エスペシアル･タナ
Lote Especial Tannat

濃厚な⾊調で、ブラックベリーの⿊い果実とスパイス、
樽のトースティな⾵味が複雑に重なり、フルボディ。し
なかやかなタンニンが⾻格を成し、フレッシュ感がある。
標⾼2300mに位置する岩がゴツゴツとした痩せた⼟壌の
⾃社畑のシラーをテロワールを表現するために造られる
スペシャルロット･シリーズ。⽣産量4540本
品種︓シラー100%
畑の標⾼︓2,300m

⿊い果実のアロマにスパイスのニュアンスが混じり、
フローラルでエレガント。フレッシュで、丸みを帯び
たタンニンの⼼地よいテクスチャーが広がる。
標 ⾼ 1700m の カ フ ァ ジ ャ テ に あ る 畑 「 ラ ･ ブ ラ ―
ヴァ」のタナ100%で造られ、限定数でリリースされ
る。⽣産量18,000本
品種︓タナ100%
畑の標⾼︓1,700m

アルトゥーラ･マクシマ･マルベック
Altura Maxima Malbec
⾊濃く、刺激に満ちた凝縮した⾹りが⽴ち、⾚い果実に
いくつものハーブとフローラルな⾹りが混じり、何層に
もなった⾵味が広がる。緻密で、驚くほどきめ細やかな
質感とタンニンがあり、⼒強く、エレガント。海抜
3,400mの世界最⾼峰の位置にある畑から造られる、唯
⼀無⼆のマルベック。

*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。

（2018年7⽉）
ヴィレッジ･セラーズ株式会社
TEL 0766-72-8680

