ENTICING &
IMPRESSIVE

魅惑的＆
印象的

2017 CANNONBALL MERLOT
キャノンボール

ヨアヴ

Raise your glass Vintage 2017 Cannonball
brought abundant winter and springtime rainfall to

ギラット

オーナーの Yoav Gilatと
オンディーヌ

メルロ
California which was much-needed and allowed the vines to delay budbreak.
Warm temperatures in early fall heated the fruit which allowed for ripening in
mid-September and led to profound flavor development, color density, acid
retention
tannin
resolution
in the
fruit and resulting wine.
Raiseand
your
glass
： 2017
は冬と春の間に待ち望んでいた十分な降雨があり、
芽

Merlot 2017

9月半ばまでじっく
りと葡萄が成熟
吹きを遅らせる事が出来た。
Aromas
Medium ruby in color初秋の気温は暖かく、
showing a bouquet of
cherry and black
tea
accented
by フレーバーには奥行きが出て濃密な色としっかりとした酸を持つ滑らかな
subtle sweet vanilla French oak and a fetching blueberry compote
したので、
note.
タンニンのワインに仕上げる事が出来た。

Taste and flavors The palate is generous and soft on approach, leading with
supple
cherry：fruit
and transitioning to richer boysenberry flavors
on the
Aromas
このミディアムルビー色をしたワインはフレンチ
・オーク由来のほのか
mid-palate where the medium-firm tannins, caramel , and notes of clove and black
な甘いバニラのチェリーと紅茶の香り。そして魅惑的なブルーベリーのコンポートの
pepper come into play. The vintage’s fresh acidity lends structure to this silky
香りを持つ。
expression
of Merlot leaving a lingering, savory finish.
Sourcing
findflavors
that Merlot
expresses its most appealing varietalしなやかなチェリー
character
TasteWe
and
： 口中へは豊潤で柔らかなアプローチ。
when grown in regions that experience warm afternoon temperatures balanced by
に導かれ中程度に引き締まったタンニン、
やがてカラメルと丁子、
黒コショウを感じ
cool
nights and mornings. California’s Mendocino
County has a rugged coastline
and始め、
highlands
that offer a generous range of soils and exposures in which to このヴィ
豊かなボイズンベリーのフレーバーへと移り変わりるソフトな味わい。
cultivate Merlot. The structure and framework of this wine was constructed from
theンテージ特有のフレッシュな酸がシルキーなこのワインに骨格をもたらし、
Mendocino components while the lush, full body is attributable to our fruit いつまで
sourced
from a bit further inland, almost directly to the east in Clarksburg in Yolo
も続く風味豊かなフィニッシュの赤ワイン。
County. Clarksburg boasts young clay soils, warm afternoons, and cool delta
メルロ
breezes
that ripen
berries
to decadent
richness.
Sourcing
（畑）
：Merlot
は冷涼な朝晩と温暖な午後の気温のバランスのとれた、
地域で栽培されることによって最も魅力的な品種の特徴を表現することが出来る
カリフォルニア

メンドシーノ

メルロ

Alc:14.1%
• pH: 3.70 • TA: 6.1 g/100mL RS: 1.9 g/l
品種であると学んだ。California 州の Mendocino は、Merlot 栽培に適した、険し
メンドシーノ

い海岸線と高地にすばらしい土壌と日当たりがある。骨格と力強さは Mendocino
ヨロ

カウンティ

クラークスバーグ

の葡萄から、活き活きとしたフルボディの特徴はYolo CountyのClarksburg の東、
クラークスバーグ

内陸畑の葡萄由来である。Clarksburg の若い粘土土壌、暖かい日中の気温、そし

drinkcannonball.com

て三角州に吹き込む冷たい風は特徴的で素晴らしく、
この地の果実を優雅に成熟

@cannonballwines

させる。

AVA :

カルフォルニア

California

メルロ

葡萄品種： 95% Merlot
プティット

シラー

5% Petite Sirah
アルコール： 14.1%

pH：3.70

総酸：0.61g/100ml

残糖：1.9 g/l

JANコード： 8-96499-00111-2
希望小売価格(消費税別)：￥2,900 (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

チャタン

ワインメーカーの Ondine Chattan

www.orca-international.com

