2018 Golden West Pinot Noir

Vintage leather, cedar, anise and wild strawberry begin this opus of luxuriously pe

Pinot. The body is layered with pipe tobacco, morels and pie crust that come acro

pure and full. Focused as it journeys to a seamless, endless crescendo. A work ne
written. THE NEW CLASSIC.
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Golden West is rooted in completing the story of Washington State.
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100% Pinot Noir

Pinot Noir Golden West Vineyard 2018

Winemaker, Charles Smith has successfully shown that Washington, like France, can
produce great Rhone varietals, Bordeaux varietals and aromatic whites. We began our
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story of Burgundy
Golden
West came from
the idea that where Chardonnay

About Golden
West
: Noir.
Golden WestはWashington州のストーリーを完結させる為につくら
lives, so does
Pinot

Washington State

れたワインである。
There is plenty of high-end Pinot Noir in the market and not enough at a really good

チャールズ
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フランス
ローヌ
Production
price that nearly everyone can afford. Golden West fulfills THE PROMISE of what we set
ワインメーカーのCharles SmithはWashington州はFranceのように偉大なRhone

out to do: to bring really great wine to a lot more people.
ボルドー

Yield: 3.5 tons per acre

品種、Bordeaux品種そしてアロマティックな白ワインをつくることが出来るという事を
30% whole cluster fermentation
The label is meant to show you where the wine is grown;
to show both the geography
ブルゴーニュ

シャルドネ

シクスト

Yeast: native

of Golden West and that it’s そして我々の
handmade and agricultural.
When people
think of Pinot ChardonnayのSIXTO
見事に証明してきた。
Bourgogne
のストーリーは
Noir, they think artisanal
and small.
The layers シャルドネ
of color signal both the complexity and
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41 days on skins
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15% new French oak barriques
で始まった
； Golden
WestはChardonnayが生育する場所であればPinot Noir
も生育
simplicity of what’s
in the bottle.
12 months barrel-aged on lees

できるはずだと言う考えからつくられた。
Vineyard
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Wine Analysis
マーケットには数多くの高級Pinot Noirが存在しているが、誰もが買う事の出来る手頃
The vineyards we
with are farmed using the most up to date sustainable practices.
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4.8 g/L titratable acidity

な価格のPinot Noirはほとんどない。本当に素晴らしいワインをより多くの人々に届け
3.93 pH
Golden West Vineyard (100%): Golden West Vineyard sits on the far
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western
edge
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13.5% alcohol
たいという我々が打ち出した約束を実現させたのがこの
of Frenchman Hills and the soon to be appointed AVA Royal Slope, locatedGolden
the 47th Westである。

No residual sugar

ウエスト
parallel overlooking the Columbia River.ゴールデン
At an elevation
of 1600 feet, Golden West has

ラベルはワインが育まれた
Golden
WestRiver.
の地形と手づく
りで農産物である事を表わし
a temperate microclimate moderated
by the Columbia
The vineyard features
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similar temperatures and latitude as the great Pinot Noir vineyards of Burgundy.
UPC
ている。Pinot Noirと言うと職人的で生産量の少ないワインであると思われている。
ラベ
Golden West has always been farmed organically, and the soil composition is similar

184745003868

to Burgundy with ancient limestone and fossilized sea creatures mixed with sand and
ルの色の層はボトルの中にあるワインの複雑さとシンプルさの両面を表している。
volcanic
We planted
this vineyard with a combination of four Pinot Noir clonesゴールデンrock.
ウェスト
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777, 115, 2A
and pomard
5, to create
a complex and balanced wine.
葡萄畑： Golden
West
Vineyard
（100％）
フレンチマン

ヒルズ

コロンビア

北緯
47 度に位置するFrenchman Hills の最西端にあるColumbia 河を見下ろす葡
Vintage
ロイヤル

スロープ

萄畑。
この地域はまもなくAVA Royal Slopeに認定される予定である。標高は488ｍ
The 2018 vintage was incredible! This outstanding vintage began mild followed by
コロンビア

ブルゴーニュ

a long and dry ripening season in the fall. This enabled us to hang the fruit to reach
で
Columbia河の影響で温暖な微気候に恵まれている。ここはBourgogneの偉大な
optimal
ripeness without losing acidity or increasing sugars. The wines from 2018 are
ピノ ノワール

ブルゴーニュ

exceptional
in の葡萄畑と同じ緯度にあり、
many ways, from the great expression同じ様な気温である。
of the whites to the beautiful土壌もBourgogneに似
Pinot
Noir
refinement and complexity of the reds. Enjoy!

て、石灰岩、貝の化石が混ざった砂と火山岩で形成されている。複雑でバランスの取れ
ピノ

ノワール

ポマール

たPinot Noirをつくる為に777, 115, 2A, Pomard 5の4つのクローンが植えられ、最新
のサステイナブル農法で栽培している。
ヴィンテージ : 2018年は穏やかな天気でスタートし、秋は乾燥した天候が続いてハング・タイムが
延長し、酸を失うことことも、糖度が上がり過ぎることもなく、
理想的な熟度に達した。
Wines of Substance | info@winesofsubstance.com
| 509-526-5230
ピノ

テイスティング・ノート ： 年代物の革、杉、
アニス、野生のイチゴのアロマで始まる贅沢な芳しい香りのPinotのオーパス（作品）。パイプたば
こ、
アミガサ茸とパイの皮のフレーバーが幾層にも重なったピュアでフル・ボディの味わい。シームレスで無限のクレッシェンド（最高潮）へ

と盛り上がっていく。記録されるべき作品である。
これこそがニュー・クラッシックだ。

AVA :

ワシントン州

Washington State
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葡萄品種： 100％ Pinot Noir
ゴールデン
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ヴィンヤード

フレン
醸造： 30%全房で天然酵母を使って醗酵。41日間スキン・コンタクト。
チ・オークのバリック
（新樽15%）
で12ヶ月間シュル・リーで熟成。

葡萄畑：

Golden West Vineyard

アルコール： 13.5%

pH：3.93

収量：

3.5トン/エーカー

JANコード： 1-84745-00386-8

総酸：4.8g /L

残糖：0

希望小売価格(消費税別)：￥3,900 (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

