シャイド

ヴィンヤーズ

Scheid Vineyards

カート

ゴルニック

Kurt Gollnick

ハイディ

シャイド

Heidi Scheid

アル

シャイド

Al Scheid

スコット

シャイド

Scott Scheid

シャイド

ヴィンヤーズ

Scheid Vineyards
モントレー・クール
   サン          フランシスコ                                                                                                                                 モントレー                  サブマリン

San Franciscoから200km南に下がった海底深くにMonterey Submarine
     キャニオン

Canyonという海底峡谷が横たわっています。この海底峡谷は冷たい栄養分豊

                                                                                                 モントレー

かな海水を絶えず湧き上げ、Monterey 湾を世界で有数の豊かで多様な海洋

生物の生息地にしています。
この冷たい湧海水は海上の空気を冷やして霧を発
                 モントレー                                サリナス          ヴァレー                                                                                                                                 

生させ、Monterey湾からSalinas Valleyに流れ込んで葡萄畑の気温は下がり
        モントレー              カウンティ              カリフォルニア

Monterey CountyをCalifornia州でも有数の生育期間の長い葡萄栽培産地
にしています。
この霧はしばしば昼まで葡萄畑にかかっていることがあります。
その後ヴァレー・フロアが太陽に暖められるとこの霧は消え、上昇した空気の後
                                                                                 モントレー

に冷たい海のそよ風が Monterey 湾か
                                               カリフォルニア

アル

シャイド

創立者 兼 会長 Al Scheid

ら流れ込んで California の午後の暑い
日差しから葡萄を守ってくれます。この

冷涼な気候と長い生育期間により葡萄はゆっくりと成熟し、
リッチで複雑味豊かなフル
ーツ・フレーバーを発展させると同時に素晴らしい酸を保持します。
     シャイド           ヴィンヤーズ                                                             モントレー             カウンティ  

USA
●

Scheid Vineyardsは1972年からMonterey Countyの葡萄栽培に最適な場所にある
  

San Francisco
●

12の自社畑で品質の高い葡萄を栽培しています。

Monterey
★

     ランチ                         ハシエンダ            ヴィンヤード                                                                                                                            シャイド  

Ranch 32 (Hacienda Vineyardの別称)はその中でもとりわけ重要なScheidの自社畑のひと
                       シャイド

つで、Scheidの特徴であるバランスの見事な料理と素晴らしい相性をみせる非常にクールな
価格の正にお値打ちなワインです。

Monterey Cool
Located 120 miles south of San Francisco lies the deep Monterey Submarine Canyon.  This submarine canyon
brings a constant upwelling of cold, nutrient rich waters to the surface of Monterey Bay, making it one of the
richest and most biodiverse marine habitats in the world.  This cold, upwelling water chills the air, which creates fog that flows down from Monterey Bay into the Salinas Valley, cooling the vineyards and giving Monterey
County the longest growing season of all of California’s famed viticultural districts.  This cool fog often lingers
over the vineyards until mid-day. Then as the sun warms the valley floor, the fog burns off and the warm air
rises, drawing in a cool, reliable ocean breeze over the vineyards and preventing the grapes from overheating
in the hot California afternoon sun.  The cooler temperatures and longer growing season allow the grapes to
ripen slowly and develop rich and intricate fruit flavors while preserving crucial acidity.  
Scheid Vineyards has been growing high quality grapes in the middle of this viticultural sweet spot since 1972.  
The Ranch 32 vineyard has long been one of Scheid’s prized plantings. The Ranch 32 wines produced here offer the same Scheid hallmarks of balance and food friendliness - and at very cool prices.  A true value.
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シャイド

ヴィンヤーズ

Scheid Vineyards
12

自社畑の数

1,600ha

総面積

112km

南北の距離

4

AVAの数

39

栽培品種数

Pinot Noirのクローン数 20

ヴィン

彼の名前は Vin です。そのラベルに描
かれたイメージは葡萄畑で働く人達に
シャイド

ヴィンヤーズ

敬意を払い、Scheid Vineyardsは葡萄
         リバービュー

ヴィンヤード  

Riverview Vineyard

            ヴィエント

HACIENDA VINEYARD
(Ranch 32)

ヴィンヤード  

Viento Vineyard

     サン

ルーカス

栽培から始まったということを表して
います。

●

ヴィンヤード

San Lucas Vineyard

People

社長 兼 最高経営責任者
スコット

シャイド

Scott Scheid

最高執行責任者
   カート        ゴルニック

Kurt Gollnick

代表取締役副社長
ハイディ

シャイド

Heidi Scheid

醸造担当副社長
栽培担当者

Vineyard Crew

     デイヴ           ナーゲンガスト

Dave Nagengast

醸造担当者

Winery Crew
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Scheid Vineyards
アルバリーニョ

ピノ

Albariño 2018

ノワール

Pinot Noir
サンタ

     アロヨ             セコ

ルチア

ハイランズ

Santa Lucia Highlands 2016

AVA :	 Arroyo Seco

        アルバリーニョ

サンタ          ルチア             ハイランズ

葡萄品種 : 100% Albariño

AVA :

アルコール : 12.8%

葡萄品種 : 100% Pinot Noir

希望小売価格（消費税別）
：￥2,900 (750ml)

アルコール : 14.5%

Santa Lucia Highlands
           ピノ       ノワール

希望小売価格（消費税別）
：￥6,900 (750ml)

..

ゲヴェルツトラミナー

ピノ

Gewurztraminer 2018
   モントレー

AVA :

Monterey

葡萄品種 : 100% Gewutztraminer
希望小売価格（消費税別）
：￥2,200 (750ml)

シャルドネ

           ピノ       ノワール

アルコール : 14.8%
希望小売価格（消費税別）
：￥6,900 (750ml)

カベルネ

ルチア

ソーヴィニヨン

Cabernet Sauvignon 2016

ハイランズ

Santa Lucia Highlands 2017
AVA :

Monterey

葡萄品種 : 100% Pinot Noir

アルコール : 12.5%

Chardonnay

クローン

    モントレー

AVA :

..

          ゲヴェルツトラミナー

サンタ

ノワール

Pinot Noir Clone 667 2016

    モントレー

AVA :

サンタ          ルチア              ハイランズ

Monterey

              カベルネ                   ソーヴィニヨン

葡萄品種 : 100% Cabernet Sauvignon

Santa Lucia Highlands
                    シャルドネ

葡萄品種 : 100% Chardonnay

アルコール : 14.4%

アルコール : 14.5%

希望小売価格（消費税別）
：￥4,200 (750ml)

希望小売価格（消費税別）
：￥5,500 (750ml)

ピノ

カベルネ

ノワール

AVA :

ソーヴィニヨン

Cabernet Sauvignon

Pinot Noir 2017

カーツ

     モントレー

ヴィンヤード

Kurt's Vineyard 2016

Monterey

           ピノ       ノワール

    

サン      ルーカス

葡萄品種 : 100% Pinot Noir

AVA :

アルコール : 14.1%

葡萄品種 : 100% Cabernet Sauvignon

希望小売価格（消費税別）
：￥4,200 (750ml)

アルコール : 14.8%

San Lucas

              カベルネ                   ソーヴィニヨン

希望小売価格（消費税別）
：￥9,000 (750ml)
価格、
ヴィンテージは2020年1月1日現在のものです。
変更することがありますので価格表でご確認ください。
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