PEJU PROVINCE WINERY

DAVIS ESTATE

PREDATOR

ペジュ プロヴィンス ワイナリー

デイビス エステート

プレデター

Proprietors : The Peju Family / Winemaker: Sarah Fowler

Proprietors : Mike Davis

Proprietors : The Zaninovich Family

1983年トニー・ペジュはラザフォードに畑を購入、名前を「H・Bヴィンヤード」とした。土壌は深く排
水が良く、他の畑よりも日照時間が長い。昼間と夜間の温度差も激しい。涼しい夜が葡萄をゆっく
り成熟させ、
タンニンを熟成させ、酸のバランスをよくしている。1990年、畑の植え替えが行われ、
カベルネ・ソーヴィニヨンのほかに、
メルロ、
カベルネ・フランなどが植えられ、現在、ナパ・ヴァレーで
卓越した畑になっている。その後、ポープ・ヴァレーにペルセポネー・ヴィンヤードを購入。ここはナ
パ・ヴァレーより標高が高く、冬寒く夏は暑い上、降水量が?ないが、幸い三つの池と二つの井戸が
あり水不足の心配はない。1997年にH・Bヴィンヤードから分枝したカベルネ・ソーヴィニヨンと、
カ
ベルネ・フラン、
メルロ、
シラー、プチ・ヴェルド、
ソーヴィニヨン・ブラン、
シャルドネ、
ジンファンデルが
植えられた。以後、
ラザフォードの幾重にも重なる風味と、ポープ・ヴァレーの凝縮した風味がブレン
ドされ、複雑さと凝縮感を併せ持つ偉大なワインが誕生している。ラベルのペジュ・タワーはナパ・
ヴァレーで最も高くユニーク。フランスの田舎を思わせる。

デイビス・エステートは、ナパ・ヴァレーのカリストガに位置する家族所有及び経営のブティック・ワ
イナリーである。2011年に、マイクとサンディ・デイビスは、100年の歴史を持つエステート・ワイナ
リーを購入し、優れたワイナリーを造るために大掛かりな修復プロジェクトを開始した。マイク・デイ
ビスとナパ・ヴァレーの関係は深い。サンフランシスコのすぐ南に位置するサンマテオ郡で育ったマ
イク・デイビスは、ナパ・ヴァレー・ランチ・クラブで毎年のように家族と夏休みを過ごしていた。だか
ら彼にとってデイビス・エステートは、彼の生涯の夢の成就なのである。マイクとサンディは複雑な
日々の業務に携わり、世界クラスのチームと共に今そして今後の世代が楽しめる最高級のナパ・ヴ
ァレーのワインを造り上げている。

てんとう虫は苗木に有害な虫の捕食者である。多くのヴィンヤードにとって必要となる人工的な殺
虫剤を避けるための唯一支持できる手段となっている。カリフォルニアのセントラル・ヴァレーに位
置するローダイは、伝説的な「オールド・ヴァイン」ジンファンデルで有名である。シエラ・フットヒル
ズとサンフランシスコ・ベイ・デルタの間の理想的な場所に位置するローダイは、涼しい午後と夕方
のそよ風の恩恵を受け、世界的に有名なジンファンデルを生産している。

Davis Estates is a family owned and operated boutique estate located in Calistoga, Napa
Valley. In 2011,
Mike and Sandy Davis purchased the century-old estate winery and began their ambitious
restoration project,intricately involved in the fabric of day-to-day operations to create a
distinguished winery.
Together with their world-class team, are committed to building a sustainable property while
crafting premiere Napa Valley wines to be enjoyed today and for generations to come.

The lady bug is a natural predator that feeds on insects harmful to plants. "Natural predation" is
just one of the many sustainable vineyard practices that eliminates the need for synthetic
pesticides.
The Lodi appellation in California's Central Valley, is known for its legendary "Old Vine"
Zinfandels. Ideally situated between the Sierra Foothills and the San Francisco Bay Delta, Lodi
benefits from cool afternoon and evening breezes, producing world-renowned Zinfandel.

Twenty-five years ago, Herta (HB) Peju helped her husband Tony transform a 30 -acre parcel of
land into a Napa Valley jewel Peju Family Estate Winery. Ideally situated between Highway 29
and the west bank of the Napa River, the vine-yard is part of the Rutherford Appella-tion, a six
square mile region famous even by Napa Valley standards. Nearby are the historic vineyards of
Inglenook (now Coppola), Robert Mondavi, Beaulieu and Caymus. The Rutheford H.B. Vineyard
soil is deep and well drained, formed by three alluvial fans which supply gravel and sand to the
val-ley floor’s deep loamy soil. Water flows easily through the soil and drains to the river. The
couple made their first vintage in 1982 and opened for wine sales in 1985. HB and Tony had
only one full-time employee staffed to assist them at that time Manuel Corona who remains the
Peju's right-hand man 25 years later. Today, Tony and HB own more than 450 acres throughout
the Napa Valley and produce 35,000 cases of award-winning Estate grown wines.

Ravishing Raven Pinot Noir 2013
レヴィシング レイヴン ピノノワール

Sauvignon Blanc 2015
ソーヴィニヨン ブラン

Chardonnay 2016
シャルドネ

Zinfandel 2013

Glass 125ml
Bottle

Glass 125ml
Bottle

カベルネ ソーヴィニヨン

Bottle

1,600
8,000

Cabernet Sauvignon 2014
カベルネ ソーヴィニヨン

Glass 125ml
Bottle

1,800
9,000

1,600
8,000

1,800
9,000

Bottle

13,000

Bottle

15,000

ジンファンデル

Cabernet Sauvignon 2014

Glass 125ml

RHIANNON

PRIME CELLARS

リアノン

プライム セラーズ

Proprietors : The Zaninovich Family

Proprietors : Ted Henry

ワインは家族のルーツであるウェールズに敬意を払うものである。女神リアノンはケルト族の神話
に出てくる力と神秘の象徴であり、神秘的な鳥、馬そして変化と不動という対照的な品質を連想さ
せる。独特なブレンドの創出、
さらに変化と不動のバランス。それぞれのハーベストの独自性は、
ワインメーカーの個人的ビジョンを首尾一貫して表現している。

プライムのワインメーカー、テッド・ヘンリーは、
カリフォルニア各地で葡萄に関わる仕事をしたのち、
2005年のヴィンテージで、
クームスヴィルと呼ばれるナパ・ヴァレーの主要な場所の一つに着目す
るプライム・セラーズを立ち上げた。冷涼な気候と独特な風味と酸味により、
クームスヴィルは2012
年にナパ・ヴァレーのAVAとして認められる。そして、2013年、
プライムはフランクリン・ストリートに
自身のダウンタウン・ナパ・テイスティング・ルームをオープンした。テッドはナパ・ヴァレーのクロ・デュ
・ヴァルのワインメーカーであり、1999年にカリフォルニア大学デイビス校のワイン醸造学科を卒業
して以来、ナパ・ヴァレーでワインを造ってきた。プライムのワインは、年間1000ケース以下の限ら
れた生産量となっている。

The wine pays homage to our family's Welsh roots. The Goddess Rhiannon is a figure of power
and mystery in Celtic mythology, associated with magical birds and horses and the contrasting
qualities of change and steadfastness.
Crafting a distinctive blend, likewise, balances change and steadfastness: the uniqueness of
each harvest must consistently express the winemaker's personal vision.

After working with grapes from all over California, PRIME's winemaker, Ted Henry, launched
PRIME Cellars with the 2005 vintage to focus on a prime piece of Napa Valley called
Coombsville. With its cooler temperatures and unique flavor and acid profile, Coombsville was
approved as Napa Valley's newest AVA in 2012. In 2013 PRIME opened their Downtown Napa
tasting room at 974 Franklin Street.
Ted is the winemaker at Napa Valley's Clos du Val and has been making wine in Napa Valley
since his graduation from UC Davis' winemaking program in 1999. PRIME wines are extremely
limited with production levels of less than 1000 cases annually.

Red Wine 2015
カリフォルニア レッドワイン

■ 価格は全て税抜き価格です。別途消費税がかかります。 *Tax

Glass 125ml
Bottle

is NOT INCLUDED.

1,700
8,500

■

Coombsville Cabernet Sauvignon 2013
クームスヴィル カベルネ ソーヴィニヨン

Bottle

18,000

