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を栽培している。Mill Creek 地区にあるこの畑は 2015
年のような暑い年でさえ、葡萄が秋には理想的に熟す
はこれまでで 一 番 早く収 穫を始
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ランスの 酸とタンニンを持った
葡 萄を収 穫 することが
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lends itself to ideal autumn ripening, even in especially warm

years like 2015. This vintage was the earliest harvest
in our history,
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70% New French Oak
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2015 年は私が Leonettiと
French Oak

but retained a delicious balance between acidity and tannin due in
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part to the high elevation. The 2015
Estate Red is among the most
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FIGGINNSで21 年手掛けてきたワインづくり中で最も思

compelling I have had a hand in making in my 21 professional
vintages at Leonetti and FIGGINS. This wine is what I imagined

A LCOHOL

14.8%

PRODUCTION このワインは 15 年前にこの
い入れのあるワインとなった。
our exceptional site to be capable of producing when I bought

2,470 Cases

the land and designed the vineyard over 15 years ago.

土地を購入して畑づく
りをした際にイメージしたワインそ
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Rich in color, the wine entices you with an intoxicating nose of

Fall 2018

のものである。濃密な色合い。
ベイキング・スパイス、チェリ
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baking spices, cherry compote, wild roses, cassis and caramel
apple. Layer upon layer of perfectly ripe red and black fruits and

Figgins Estate Vineyard,
Walla Walla Valley

ー・コンポート、
ワイルド・ローズ、
カシスとカラメル・アップ

silky tannin engage the palate. I have not been this excited about
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Upon Release to 2043
ルの魅力的な香り。幾層にも重なった熟した赤い果実と黒

a FIGGINS release since my inaugural vintage in 2008!

エステート

レッド

ワイン

い果実。滑らかなタンニン。2008年にEstate Red Wineを
初めてリリースして以来、
これほど興奮したヴィンテージは
他になかった。
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Walla Walla Valley
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葡萄品種：Merlot
ソーヴィニヨン

Cabernet Sauvignon
ヴェルド

Petit Verdot
フィギンズ

葡萄畑：

醸造：

で22ヶ
フレンチ・オーク(新樽70%、2年目30%）
月間熟成。

カベルネ

プティ

2900 Melrose Street
Walla Walla, WA 99362
figginswine.com
509-522-7808

エステート

アルコール：14.8%

リリース日：2018年秋

JANコード：なし
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Figgins Estate Vineyard

希望小売価格(消費税別)：￥14,000 (750ml)

輸入発売元
オルカ・インターナショナル株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-2-19 9F
TEL 03-3803-1635 FAX 03-3803-1637

www.orca-international.com

