1844年イギリスから移住してきたクリストファー・ローソン・ペンフォールズ博士が、
アデレード郊外の近郊のマギルに診療所を設立し、医療を目的としたワイン（酒精強化
ワイン）造りを始めたのが、ペンフォールズの始まりです。1950年代、マックス・シュー
バートを中心に造りだした「グランジ」によってペン
フォールズは南オーストラリア最高峰のワインメー
カーとして世界中に知れ渡ることになりました。現
在、４代目チーフ・ワインメーカーのピーター・ゲイゴ
氏を中心に、
「マルチ・リージョナルブレンド」を基本
にして、ペンフォールズの理念を表現するのにふさわ
しいワインを生み出しています。
Penfolds has a history and heritage that profoundly
reﬂects Australiaʼs journey from colonial settlement
to the modern Era. Established in 1844, just eight
years after the foundation of South Australia,
Penfolds has played a pivotal role in the evolution of
winemaking in Australia - and across the
world.Penfolds Grange is an Australian icon - a heritage-listed wine protected by the
National Trust of South Australia - which captures both a sense of place and the essence of
Australian agricultural ingenuity and innovation.

<GLASS & BOTTLE>
【WHITE 】
Koonunga Hill Chardonny
クヌンガ・ヒル・シャルドネ

2015

クヌンガヒルシャルドネは南オーストラリアの様々な地域で栽培されるシャル
ドネをブレンドして造られるペンフォールズのマルチリージョン哲学が反映
されたワインです。シトラスやグレープフルーツとキウイの香りに、オークでの
熟成によるクリーミーさが味わえます。キレの良い酸味が感じられ、素晴らしい
調和の取れた洗練された味わいです。
■シャルドネ 100%
Koonunga Hill Chardonnay reﬂects Penfolds multi-region, multi-vineyard
blending philosophy.You will ﬁnd fragrant citrus blossom, grapefruit and
lovely sweet hints of kiwi fruit concluding with a subtle creaminess.Finishing
with a ﬁne crisp acidity. Displaying wonderful balance and elegance.
■Chardonnay 100%

Glass ￥900 / Bottle ￥4,500

Koonunga Hill Autumn Riesling

クヌンガ・ヒル・オータム・リースリング

2015

非常に濃厚で豊かな香りが表現されています。ピンクローズ、シトラスの洗練
されたアロマに、
キレのある酸味が生き生きとした余韻へとつながっていきます。
■リースリング 92.5%、
トラミナー 7.5%
Intensely perfumed and highly expressive.Sweet citrus and pink rose petals
and Turkish delight conclude.Fine acid provides a clean, yet lively ﬁnish.
■Riesling 92.5%, Traminer 7.5%

Glass ￥1,200 / Bottle ￥6,000

■価格は全て税抜価格です。別途消費税がかかります。*Tax is NOT INCLUDED.

【RED】
Koonunga Hill Cabernet Sauvignon 2015
クヌンガ・ヒル・カベルネ・ソーヴィニヨン

クヌンガヒルは、
1976年のファーストヴィンテージよりその親しみやすい味わい
のスタイルが特徴となっています。
ブラックカラントの果実にグリーンオリーブ、
ケーパー、風味豊かなスパイスが感じられます。柔らかなタンニンと果実、スパ
イスの風味が調和した余韻が長く続きます。
■カベルネソーヴィニヨン 90%、シラーズ 10%
Since its ﬁrst vintage in 1976, Koonunga Hillʼs reputation has been built upon
its approachability.Lifted blackcurrant fruit with notes of green olive,capers
and savoury spice.The tannins are plush and framing the generous fruit mid
palate and leading to a long savoury ﬁnish.
■Cabernet Sauvignon 90%, Shiraz 10%

Glass ￥900 / Bottle ￥4,500
Bin 8 Cabernet Shiraz 2014
ビン８・カベルネ・シラーズ

Bin8は伝統的なペンフォールズのスタイル
（カベルネソーヴィニヨンとシラーズ
のブレンド）で造られています。熟してバランスの良いフレーバーが柔らかに
溶け込んだオーク樽の要素に支えられて、シルキーでスムースな赤ワインと
なっています。
■カベルネソーヴィニヨン 52%、シラーズ 48%
Bin 8 has been crafted in the traditional Penfolds style, Cabernet Shiraz blends.
Ripe, balanced fruit ﬂavours are supported by softly integrated oak resultingin
a silky, smooth red wine.
■Cabernet Sauvignon 52%, Shiraz 48%

Glass ￥1,300 / Bottle ￥6,500

<BOTTLE>
【RED】
Kalimna Bin 28 Shiraz 2013

Bin 138 Shiraz Grenache Mataro 2013

Bin28は温暖な気候のオーストラリア産シラーズの典型的なスタイルで、熟成
したまろやかで穏やかなフレーバーのワインです。黒いジェリービーンズ、
黒炭、
火打石、
グラファイトなどの黒を想起させるアロマに、
やわらかなタンニン
とバランスの取れた酸が繊細で控えめオークの香りと調和しています。
■シラーズ 100%

Bin138はシラー、
グルナッシュ、
ムールヴェードル
（マタロ）
をブレンドしたとても
リッチで豊潤な香りを持つローヌブレンドワインです。
グルナッシュがもたらす
ワイルドラズベリーの芳香、マタロのチェリーの砂糖漬け、シラーのリコリス、
オールドレザーが楽しめます。
■シラーズ 75%、グルナッシュ 15%、マタロ 10%

Bin 28 oﬀers a showcase of warm-climate Australian Shiraz ‒ ripe, robust and
generously ﬂavoured.A black aromatic theme ‒ graphite, ﬂint,char, black jelly
been.Mouth-coating sweet tannins and balanced acidity never confronted by
any threat of new oak.
■Shiraz 100%

Bin 138 draws its inspiration from the wines of the Southern Rhône, where
Shiraz, Grenache and Mataro (Mourvèdre) are blended in varying proportions
to create full bodied wines possessing rich and heady perfume.Demarcated
contributions from Grenache (wild raspberry pastille), Mataro (glazed cherry)
and Shiraz(liquorice, old-leather polish).
■Shiraz 75%, Grenache 15%, Mataro 10%
Bottle ￥9,500

カリムナ・ビン２８・シラーズ

ビン１３８・シラーズ・グルナッシュ・マタロ

Bottle ￥9,000

Bin 407 Cabernet Sauvignon 2012
ビン４０７・カベルネ・ソーヴィニヨン

Bin407はぶどう品種の特徴と飲みやすさと深みのある味わいも持っています。
ペンフォールズが得意とする複数の地区のぶどうからブレンドする技術を
活かしたワインで、
核となる熟れた果実の味わいをフレンチオークとアメリカン
オークが精妙にサポートしています。
■カベルネソーヴィニヨン 100%
Bin 407 oﬀers varietal deﬁnition and approachability, yet still with depth of
ﬂavour. Textbook Cabernet Sauvignon, the varietally expressive Bin 407
highlights the rewards of Penfolds multiregion, multi-vineyard blending.with a
core of ripe fruit supported by sensitive use of French
and American oak.
■Cabernet Sauvignon 100%

Bottle ￥12,000

