チリ

アナケナ

レキノア

アンデスの多様な文化を体現。
テロワール重視のプレミアムワインで躍進中！

Santiago

アナケナ

成熟期に達したブドウ畑から、
ワンランク上のワインを・・。2011年、
アナケナでは壮
大なプロジェクトが動き出しました。栽培醸造をはじめとするあらゆる部門に、チリ
でトップクラスの能力と経歴を持つ専門家を配置。① 優雅さ
（エレガンス）② 複雑
性 ③ 凝縮感 を重視し “その土地らしさにあふれた、最高のバランスを持つワイ
ン”を目指す新ラインアップを発表、天然酵母の研究にも取り組んでいます。

〜精鋭のアナケナ醸造家〜

Cristian Pino
クリスチャン・ピノ

前醸造責任者だったギャヴィンの元で副責任者として
学び、2017年より責任者に就任。
大学時代にブドウ栽培や醸造について学んだ彼は、雄
大な自然に囲まれたチリの風景をこよなく愛し、
これら
をワイン造りに生かしています。
また、世界各国のワイ
ン名産地へ足を運ぶという惜しみない努力も、
レイダ
地方、
カサブランカ地方といった冷涼な地域での栽培
成功に結びついているのです。

ヴァラエタル
ブドウ本来の味わいを追求した ステンレス熟成のフレッシュ ・ フルーティーなヴァラエタル。
なめらかなバランスの良い口当たりで、 気軽に飲めるテーブルワイン。
海とアンデス山脈の恩恵を受けたフレッシュさ溢れるブドウからつくられています。

アナケナ
カベルネ ・ ソーヴィニヨン

アナケナ
シャルドネ

ＤＯセントラル ・ヴァレー

ＤＯセントラル ・ヴァレー

品種 ： カベルネ ・ ソーヴィニヨン
参考上代 :￥１,２００(750ml)
新鮮なプラムとスパイシーな黒胡椒の香り。
口に広がる完熟フルーツの濃厚な果実味。
まろやかなタンニンと長い余韻が楽しめます。
ＪＡＮ： 7809539100051(750ml)

品種 ： シャルドネ
参考上代 :￥１,２００(750ml)
アコンカグア地方で最も南の DO で醸造された
シャルドネ。 グレープフルーツ ・ レモンなどの柑
橘系の爽やかな風味。 フレッシュな味わいがソー
ヴィニョン ・ ブランを彷彿とさせます。
冷涼な風が吹くテロワールならではの
きりっと引き締まった酸味が口に広がります。
ＪＡＮ： 7809539100068(750ml)
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アナケナ
カルムネール

アナケナ
ソーヴィニヨン ・ ブラン

ＤＯセントラル ・ヴァレー

ＤＯセントラル ・ヴァレー

品種 ： カルムネール
参考上代 :￥１,２００
濃厚な赤色。 レッドフルーツとスパイスのアロマ
が弾けます。 なめらかな口当たり、 まろやかな
味わい、 果実味いっぱいの余韻も長く続きます。

白桃、 パイナップル、 シトラスの豊かなアロマ。
フレッシュでバランスがよく、 弾けるように新鮮な
酸味が心地よい余韻を残します。

ＪＡＮ： 4560474981145

ＪＡＮ： 4560474981138

タマ・ヴィンヤード セレクション
高品質を追求するため自社畑を中心にブドウを集め、
品質の良いブドウを選び抜いて醸造しました。
まさにヴィンヤード・セレクションの名が相応しい上質なワイン。

TAMA

品種 ： ソーヴィニヨン ・ ブラン
参考上代 :￥１,２００

VINEYARD SELECTION

アナケナ
タマ ・ヴィンヤード ・ セレクション
ピノ ・ ノワール
ＤＯカサブランカ ・ヴァレー
品種 ： ピノ ・ ノワール
参考上代 ： ￥１,６００
美しいルビー ・ レッド。 イチゴ、 サクランボ、 ク
ローブの複雑で濃厚なアロマにグリーン ・ ティー
のニュアンスも感じられます。 口当たりはなめら
かでみずみずしく、 余韻が長く続きます。
樽熟成 ： 12 ヶ月
ＪＡＮ： 7809539101072

アナケナ
タマ ・ヴィンヤード ・ セレクション
カベルネ ・ ソーヴィニヨン

アナケナ
タマ ・ ウ゛ィンヤード ・ セレクション
カルムネール

ＤＯカチャポアル ・ヴァレー

DO ペウモ （カチャポアル ・ヴァレー）

品種 ： カベルネ ・ ソーヴィニヨン
参考上代 ： ￥１,６００

品種 ： カルムネール
参考上代 ： ￥１,６００

味わい豊かで複雑なカベルネ。 トリュフ、 クロス
グリ、 ダーク ・ チョコレート、 コーヒーの非常に
エレガントなアロマが広がります。 味わいにはコ
クがあり、 まろやかなタンニンが素晴らしい余韻
を残します。 樽熟成 ： 10 ヶ月

驚くほど濃厚な紫色のカルムネール。 プラム、
ブラック・ペッパー、 タバコのアロマが、 土やハー
ブの香りと混ざり合っています。 口当たりはシル
クのように滑らかで魅惑的、 後味の余韻も長く
続きます。 樽熟成 ： 8 ヶ月

ＪＡＮ： 7809539100945

ＪＡＮ： 7809539101058

Descorchados 88 点 (2017VT)

Descorchados 88 点 (2017VT)
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ピンク ・ グレープフルーツ
レッド ・ カシス
アルコール度数 ： 16％
甘酸っぱい香りと鮮やかなレッド
カラーの、 カシスリキュール。
ＪＡＮ： 9005400007094

アプリコット
アルコール度数 ： 15％
アプリコット （杏） のリキュール。
ＪＡＮ： 9005400007032

アルコール度数 ： 15％
柑橘系の心地よい香りの
ピンクグレープフルーツ・リキュール。
ＪＡＮ： 9005400093455

ブルー ・ キュラソー
アルコール度数 ： 15％
ウォッカとブルーキュラソーをブレンド。
ＪＡＮ： 9005400007049

マンゴー
アルコール度数 ： 15％
アルフォンソ ・ マンゴーの甘酸っぱ
さが魅力の濃厚なリキュール。
ＪＡＮ： 9005400093486

ホワイト ・ メロン
アルコール度数 ： 15％
ウォッカとメロンリキュールをブレンド。
ＪＡＮ： 9005400007001

ブラッド ・ オレンジ

キウイフルーツ

アルコール度数 ： 15％
完熟ブラッドオレンジ特有の甘
酸っぱさとほろ苦さが漂うフルー
ティーな味わい。 輝くレッドカラー。

アルコール度数 ： 15％
キウイフルーツをイメージした
鮮やかなグリーンが印象的。
ＪＡＮ： 9005400093462

ＪＡＮ： 9005400093493

シンデレラ・シュー （350ml） 参考上代：￥3,800 入数6/ｃｓ

Ｎew Design

今後順次出荷予定

スクリューキャップに変更します。
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