Pegasus Bay
ペガサス･ベイ
ニュージーランド/ノース･カンタベリー
ワイパラ･ヴァレー
設⽴: 1986 年
オーナー: ドナルドソン･ファミリー
栽培責任者：グレッグ･ミラー、
アイヴァン･ドナルドソン
醸造担当：マシュー･ドナルドソン
栽培面積: 50ha
⽣産量: 12,000 ダース

Waipara Valley, North Canterbury, NZ
Est.: 1986
Owner: The Donaldson Family
Viticulturist: Greg Millar and Ivan Donaldson
Wine Maker: Matthew Donaldson
Vineyards: 50ha
Production: 12,000 dozens
http://www.pegasusbay.com/

ブティックファミリー･ワイナリー
ペガサス･ベイは神経医学者、ワインライター、ワイン審査員の３つ
の顔を持つアイヴァン･ドナルドソンが、妻クリスティーンと南島ワ
イパラに興したワイナリーです。アイヴァンは 1985 年にワイパラ･
ヴァレーの農地を購⼊し、翌年 20 ヘクタールの地に自根のブドウ樹
を植え、1991 年にワインを初リリースしました。
92 年からはオーストラリア、ローズウォーシー⼤学で醸造･栽培を学
んだ⻑男のマシューが⽗に代わってチーフワインメーカーに就き、同
じく息子のエドワード（次男）とマイケル（三男）、ポール（四男）
もビジネスに加わり、家族全員でワイナリーを経営しています。また
ワイナリーに併設されたレストランは「Cuisine Magagine」で過去 5
年連続、NZ 国内最高のワイナリー･レストランに輝いています。
ペガサス･ベイは過去 20 年のリリースにおいて、ニュージーランドを
代表するリースリングとピノ･ノワールの優良ワイナリーとして名声
を築き上げ、マイケル･クーパーの「2013 ニュージーランド･ワイン･
アトラス」では、カンタベリーのトップワイナリーとして紹介されて
います。
条件に恵まれた産地
ニュージーランド南島カンタベリー地方のワイパラ･ヴァレーは、東
部テヴィオットデール丘陵が太平洋からの冷たい風を防 ぎ、一方で
は、⻄部は南島の中心を走るサザン･アルプス山脈 （メイン･ディヴァ
イド）が北⻄から暖かい風を谷間に吹き込みます。

Code

昼夜の寒暖差が⼤きく、また秋は乾燥していることから、ブドウの成
熟期間が非常に⻑いため、ワイパラ･ヴァレーでは適度な酸味を保ち
ながらも風味が凝縮し、最高の熟度に達するブドウが収穫できます。
畑の土壌
ペガサス･ベイの畑の土壌は、氷河期に形成された石灰石と砂礫から
構成されています。日中の表土温度を高く保つ一方、水はけがよい痩
せた土地であるためブドウの樹勢は自然に抑えられ 、その結果、低収
量でよく熟した風味豊かなブドウが実ります。
サステイナブル栽培と緻密な畑作業
ペガサス･ベイは、ニュージーランド･ワイングローワーズが提唱する
「サステイナブル･ヴィティカルチャー･プログラム」のメンバーで、
ブドウの樹の害虫や病気には、防虫剤や除草剤を使用せずに自然環境
に適用したアプローチで栽培を⾏っています。ペガサス･ベイでは畑
作業に多くにスタッフを雇い⼊れ、除梢、摘房、除葉、選果など⼿作
業での緻密な仕事に投資し、クオリティの高いブドウ栽培管理を徹底
しています。
セカンドラベル ー メイン･ディヴァイド
「メイン･ディヴァイド」はペガサス･ベイが南島の契約農家のブドウ
と自社ブドウから、リーズナブルな価格でリリースするワインです。
冷涼地区と温暖地区のブドウから、ピュアな南島の産地特性を表現す
るコンセプトで造られます。

商品名

年号

種類

希望小売価格

11069

Riesling

リースリング

2016

白

￥4,200

11363

Sauvignon Blanc Semillon

ソーヴィニヨン･ブラン･セミヨン

2017

白

￥4,380

11065

Chardonnay

シャルドネ

2017

白

￥5,800

11362

Merlot Cabernet

メルロ･カベルネ

2018

赤

￥4,300

10834

Pinot Noir

ピノ･ノワール

2015

赤

￥6,800

名前にオペラ用語がつくリザーヴ･レンジ
11064

Bel Canto Dry Riesling

ベル･カント･ドライ･リースリング

2017

白

￥4,800

11063

ARIA Late Picked Riesling

アリア･レイト･ピックド･リースリング

2016

白

￥5,200

11071

Virtuoso Chardonnay

ビルトゥオーソ･シャルドネ

2016

白

￥7,500

10655

Maestro (Merlot Cabernet Malbec)

マエストロ（メルロ･カベルネ･マルベック）

2015

赤

￥6,800

11068

Prima Donna Pinot Noir

プリマドンナ･ピノ･ノワール

2015

赤

￥12,000

11066

Encore Noble Riesling (375ml)

アンコール･ノーブル･リースリング

2016

白

￥5,200

(375ml)

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 8 月）

リースリング
Riesling

ソーヴィニヨン･ブラン･セミヨン
Sauvignon Blanc Semillon

ネクタリン、アプリコット、レモンの風味で、リッチな
口当たり。ハチミツの甘みとコクを舌に感じるが、⽣き
⽣きとした酸味とミネラルがあり、エレガントなフィ
ニッシュが続く。
残糖度 25g/L 前後

パッションフルーツ、メロン、グズベリーの果実にタ
イムの風味が縁取り、複雑な⾹り⽴ち。ジューシーに
ドライで、切れのあるフィニッシュ。セミヨンを一部
古樽で自然発酵させ、6 ヶ月シュールリーをして熟成。

シャルドネ
Chardonnay

メルロ･カベルネ
Merlot Cabernet

柑橘、ネクタリン、アプリコットに、トースティな樽
の風味が重なる。⼒強くリッチな口当たりで酸とミネ
ラルが全体を引き締め、フレッシュで持続的な余韻が
伴う。樹齢 25 年以上の自根のブドウを自⽣酵⺟で発
酵。

ブラックベリー、プラム、カシスの果実にハーブとバ
ニラの風味が縁取り、ジューシーな口当たり。ミルク
チョコのクリーミーな風味がリッチに熟した果実味を
覆い、きめ細かやかタンニンが伴う。

ピノ･ノワール
Pinot Noir
深いルビー色で、ラズベリー、チェリーのアロマとスパイスが混ざっ
た芳⾹な⾹りと⽴ち。ローストした⾁やマッシュルームの旨みが広が
り、チョコとシナモンの風味がフィニッシュに伴う。

リザーヴ･レンジ
ベル･カント･ドライ･リースリング
Bel Canto Dry Riesling

アリア･レイト･ピックド･リースリング
ARIA Late Picked Riesling

ライム、マンダリン、アプリコットの芳⾹なトップ
ノーズ。リッチにドライで、⼒強く、ミネラルに覆わ
れ、ほのかな貴腐菌のニュアンスを帯びている。遅摘
みと一部貴腐が付着したブドウを天然酵⺟で、ゆっく
りと時間をかけ、低温発酵で造られる。

淡い⻩⾦色でレモン、桃、ライチのアロマにほのかな
オレンジの花とハチミツの風味が漂い、アロマティッ
ク。芳醇な果実味がオイリーに口内に広がり、甘美な
濃度を酸とミネラルが⽀え、収斂性のある余韻が残る
10 年以上の熟成に耐え得る凝縮度と酸が備わる。

ビルトゥオーソ･シャルドネ
Virtuoso Chardonnay

マエストロ･メルロ･マルベック
Maestro Merlot Malbec

レモン、ライム、白桃、アプリコットのアロマにほの
かに甘草の風味が重なる。凝縮感ある⼒強さと硬く引
き締まったボディで、ミネラル感ある上品なテクス
チャーで、洗練された味わい。「ビルトゥオーゾ」を
冠したシャルドネは、古木のブドウから最上質のキュ
ベを選んで造られる。

凝縮したブラックベリー、プラムとバニラ、甘草、⿊オ
リーブなど複雑な⾹り⽴ち。熟したレッドベリーの果実
はスイートで、シガーボックスや杉の風味に覆われ、き
め細やかなタンニンが骨格と⻑い余韻をもたらしている。
メルロとマルベックを主体にブレンドした調和的で、⻑
期熟成に耐え得る資質とエネルギーが備わっている。

プリマドンナ･ピノ･ノワール
Prima Donna Pinot Noir
鮮やかな赤い果実のアロマはアロマティックにフレッシュで、活⼒がある。
凝縮したダークフルーツの果実味は細かなタンニンが伴うストラクチャーが
あり、上品に優雅で、最後にスパイスとミネラルの⻑い余韻が続く。古木の
ブドウから最上質のキュベを選んで造られる。

アンコール･ノーブル･リースリング
Encore Noble Riesling (375ml)

(375ml)

深い⻩⾦色で、マンダリン、オレンジママレード、ハ
チミツの⼒強く、凝縮した甘美が放たれる。どっしり
とした甘みが舌に感じられるが、何層もの重なりあっ
た複雑な風味があり、伸びのある酸味が最後まで途切
れずに残る。 残糖度 170g/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 8 月)
ヴィレッジ･セラーズ株式会社
TEL：0766-72-8680

