Kleine Zalze Wines (Stellenbosch)
クライン・ザルゼ・ワインズ

（ステレンボッシュ)

詳細・歴史
文献によれば南アフリカで最初にワイナリーが誕生したのは1685年のことですが、ここ 『クライ
ン・ザルゼ・ワインズ』の歴史もたいへん古く、その10年後の1695年のステレンボッシュ市の
税金徴収台帳に、当時のドイツ人オーナーの名前と「ワイン700本分の税額」についての記録
が残っています。
現在の当主はコバスとマリエット・バッソン夫妻で、彼らは1996年に、当時はまだ小規模で無名
だったこのワイナリーを買い取りました。夫妻は綿密な地質調査を行い、この土地のテロワール
がブドウ栽培において大きな可能性を秘めていることを再確認し、徐々に自社畑を増やし、事
業拡大へと舵を切りました。そのバッソン・ファミリーのたゆまぬ努力と天性の経営手腕、そして
勤勉でワイン愛溢れる各部門スタッフらの献身的な貢献によって、今では敷地内に瀟洒なホ
テルやレストランを備える規模となり、一年を通して世界中から多くのワイン・ラヴァ―が訪れる
ワイナリーに成長しました。リリースするワインはいずれも「新世界」の力強さと「旧世界」のエレガンスとストラクチャーを見事に融合させており、それがまさ
に 『クライン・ザルゼ・ワインズ』 の真骨頂と言えます。扱う品種やレンジも徐々に増え、それと比例するように国内外の様々なコンクールで数々の賞を
獲得し続けており、すべてのキュヴェが世界中から引く手数多となり、紛れもなくここ10数年間の世界市場における南アフリカ・ワインの人気急上昇のトレ
ンドを牽引する立役者となりました。
そして遂に2020年11月12日、南アフリカ・ワインの指標となるガイドブックの最高権威 【プラッターズ・ワイン・ガイド 2021】で、『トップ・パフォーミング・ワ
イナリー・オブ・ザ・イヤー』 に選ばれました。この賞はこれまでハイクラスと言える価格帯のいわばセレブ・ワイナリーが受賞してきましたので、それらのワ
イナリーとは一線を画し、地道にレンジを広げながらも高品質なデイリー・ワインを造り続けることに拘り抜いたバッソン氏ら自身も、大変驚いていることで
しょう。常に自然と対話し、ブドウ畑からの究極の表現を求め続け、消費者の期待に応えるべく、創造性と革新性の限界を押し広げて成長し続ける 『クラ
イン・ザルゼ・ワインズ』。他のニュー・ワールドのワイナリーには真似できないほどのパフォーマンスを叩き出すその圧倒的なクオリティーの味わいを、どう
ぞお楽しみください。

ワイン名

商品コード
71009001

Method Cap Classique (MCC) Brut NV
メソッド・キャップ・クラシック・ブリュット

ヴィンテージ

税別参考上代

NV

¥2,800

【品種】シャルドネ60％ ピノ・ノワール40％
【産地】フォルス・ベイに面したステレンボッシュ地区
【収穫】充分な果実味と美しい酸を得るため、早朝の涼しいうちに手摘みにて行います。
【全房使用率】100％
【醸造】フリーランジュースのみを使用し、品種ごとに分け、ステンレスタンクにて一次発酵。 【瓶内二次発酵】36カ月間
【ドサージュ】4ｇ/L
【残糖分】3.4g/L
【テイスティングノート】シャンパーニュ製法で3年以上の時を経て造られたMCCスパークリングらしく、非常に繊細な泡が立ち
上り、焼き立てのブリオッシュやビスコッティなどのエレガントな酵母由来のアロマがあります。シャルドネ
由来の繊細さと、ピノ・ノワールの優雅さのバランスが非常によく、果実味と酸味のバランスがよくクリー
ミーな余韻を楽しめるフルボディのMCCと言えます。
【アルコール度数】11.5％
JAN 6009611451083

71010418

Cellar Selection Sauvignon Blanc
セラー・セレクション・ソーヴィニョン・ブラン

【産地】ダーリン、ダーバンビル、ウォーカー・ベイ、ルッツビル
【畑立地】全ての畑が海からわずか15ｋｍ以内にあるため冷たい海風の影響を受ける
【2018年】非常に乾燥していましたが比較的涼しく、昼夜の寒暖差が大きかった。
【収穫】早朝に手摘みにて
【スキンコンタクト】畑事ごとに分け12～36時間
【発酵】畑ごとに分け低温発酵
【熟成】シュールリーにて４カ月間
【アルコール度数】13.0％

2018

¥1,800

【土壌】濃い赤土

JAN 6009611450611

71010120

Cellar Selection Chenin Blanc Bush Vines
セラー・セレクション・シュナン・ブラン・ブッシュ・ヴァインズ

2020

¥1,800

【2020年】冬は例年通り寒く雨量が多く降雪もありましたが、夏は非常に乾燥していたことによりブドウの成育にはとても良い環
境となりました。早いタイミングで発芽しその流れで収穫期も10日ほど早まり、果実は完熟できました。
【産地】ステレンボッシュ地区、パール地区
【仕立て】株仕立て（ブッシュ・ヴァイン）：ブドウが極度に日光にさらされて過熟にならないように、特にキャノピー・マネジメント
に注力しています。
【収穫】早朝に手摘みにて
【スキンコンタクト】畑ごとに分け、タンクにて12～24時間
【発酵】畑ごとに分け、フリーランジュースのみを使用し、ステンレスタンクにて低温発酵
【熟成】シュールリーにて４カ月間
【テイスティングノート】アロマにはパイナップルやピーチ、ライム、シトラス、ミネラル、柑橘類の皮などが感じられ、非常に華や
かな香りがグラスに広がります。口当たりはクリーンで柔らかく、熟したレモンやライムなどの果実味がリッ
チで、豊かなテクスチャーがあり長い余韻が続きます。寿司、ローストチキン、クリーミーなパスタなどに
よく合い、3～5年の熟成でさらなるエレガントさが期待できます。
【評価】「プラッターズ・ワイン・ガイド 2021」ゴールド・メダル
【アルコール度数】13.5％
JAN 6009611450543

ワイン名

商品コード

71010320

Cellar Selection Chardonnay
セラー・セレクション・シャルドネ

ヴィンテージ

税別参考上代

2020

¥1,800

【産地】フォルス・ベイに面したステレンボッシュ地区とロバートソン地区のブレンド
【2020年】これまで３年以上干ばつに悩まされてきましたが、今年は冬に充分な降雨があり、また一年を通して非常
に冷涼だったため恵まれた生育条件が揃ったので、早い段階でしっかりと茎まで熟し、最高レベルの出来栄えに
なり、収量も本来の正常値に回復しました。
【土壌】石灰岩質
【収穫】早朝に手摘みにて
【全房使用率】20％
【スキンコンタクト】80％を区画ごとに分け、タンクにて12～24時間
【発酵】区画ごとに分け、ステンレスタンクにて低温発酵
【熟成】シュールリーにて4カ月間
【テイスティングノート】ライムなどのシトラス系のアロマに加えて、リンゴの花、メロン、洋梨などふんだんに溢れる果実の香り
が魅力的です。口当たりはコクがありながらもシルキーで、白桃や柑橘系の豊かな味わいに、牡蠣の
ようなミルキーでミネラルなテクスチャーが骨格をもたらし、美しい酸がアフターを引き締めています。
今飲んでも美味しいですし、数年熟成させても素晴らしい味わいになります。
【評価】「プラッターズ・ワイン・ガイド 2021」ゴールド・メダル
【アルコール度数】14.0％
JAN 6009611450550

71010617

Cellar Selection Cinsault
セラー・セレクション・サンソー

2017

¥1,800

【産地】パールドバーグ、ダーリング
【畑】乾燥したエリアにある古い歴史のある畑
【2017年】早期成長期の冬は乾燥して温暖でしたが春以降にやや涼しくなりました。通年よりも乾燥しており果実が小さくなりま
したが、後期が涼しかったため果実の濃度が高まり、深みがありエレガントに仕上がりました。
【発酵】ステンレスタンクにて、25℃で1日２回ポンピングオーバーを行いながら８日間かけて発酵
【マロラクティック発酵】あり
【熟成】フリーランジュースのみを使用し、ステンレスタンクにて熟成
【アロマ】ストロベリー、赤いプラム、すみれ、プロヴァンス地方のラベンダーなど
【味わい】フレッシュな酸と、ベリー系果実の風味、柔らかくジューシーなタンニンが幾重にも重なって味わい深く、長い余韻を
伴います。
【アルコール度数】14.5％
JAN 6009611450147

71010518

Cellar Selection Pinotage
セラー・セレクション・ピノタージュ

2018

¥1,800

【産地】ステレンボッシュ地区
【2018年】年間を通して暖かく乾燥していましたが、収穫期前からやや涼しくなりブドウを健康に保ちながら充分な成熟が可能
な年でした。
【収穫】早朝に手摘みにて
【全房使用率】100％
【発酵】《1/2》開放式セメント槽にて定期的にパンチングダウンとポンピングオーバーを行いタンニンと色を抽出。
《1/2》密閉式ステンレス槽にて8時間毎にポンピングオーバーを行う。
いずれも発酵前にプレスし過度な抽出を避け、柔らかいタンニンを引き出しています。
【熟成】2～3年使用樽にて12ヶ月間
【アロマ】熟した赤い果実とラベンダーを思わせるフローラルなアロマ
【味わい】力強いながらも非常にエレガントなタンニンが心地よく、果実味のたっぷりした余韻が得られます。
５～８年の熟成も可能です。
【アルコール度数】14.0％
JAN 6009611450468

71010818

Cellar Selection Cabernet Sauvignon
セラー・セレクション・カベルネ・ソーヴィニヨン

2018

¥1,800

【産地】コースタル・リージョン
【2018年】冬は暖かく一年を通して乾燥していたので収穫時期の決定とブレンドにおいて最新の注意が必要でしたが、ブドウは非
常に健康的で果汁は完ぺきな濃度を保っていました。
【栽培】果実味を凝縮させるため、色づき後に慎重に間引きを行います。
【収穫】早朝に手摘みにて
【マセラシオン】低温にて３日間
【発酵】開放式セメント槽（50％）とステンレスタンク（50％）を使用し、パンチングダウンとポンピングオーバーを行う
【マロラクティック発酵】あり：ステンレスタンク使用
【熟成】2～3年使用のフレンチオーク古樽（300L）にて12ヶ月間
【アロマ】非常に典型的なカベルネ・ソーヴィニョンのアロマで、赤いベリー系のフルーツ、ブラックカラント、チョコレート、スパイス、
甘草などの香りがとても華やかに広がります。
【味わい】柔らかくしなやかなタンニンが口中に広がり、フィニッシュには綺麗な酸があり、長い余韻が得られます。
濃厚でありながらエレガントなワインで、すぐ飲んでも美味しいですが、7年ほど飲み頃が続きます。
【評価】「プラッターズ・ワイン・ガイド 2021」ゴールド・メダル
【アルコール度数】14.0％
JAN 6009611450628

ワイン名

商品コード
71013120

Vineyard Selection Chenin Blanc
ヴィンヤード・セレクション・シュナン・ブラン

ヴィンテージ

税別参考上代

2020

¥2,500

【キュヴェ】今ヴィンテージから初めて一部アンフォラにて発酵し、テロワールを最大限に表現するために熟成では新樽を用いず
古樽のみ使用しています。
【産地】ステレンボッシュ地区 パール地区
【畑】長い歴史をもつ畑で、南西向きの斜面に位置しており、乾燥状態に強く、灌漑なしでも干ばつの影響がない
【仕立て】株仕立て（ブッシュヴァイン：低収量）
【樹齢】25～50年
【2020年】一年を通して穏やかで、乾燥していましたが適度な雨量があり、高水準の実りとなったたいへん良い年
【収穫】午前中に手摘みにて行う
【スキンコンタクト】破砕後すくにステンレスタンクへ移し、圧搾前に24時間
【発酵】古樽とアンフォラ使用
【熟成】古樽使用 シュールリーにて７カ月間
【テイスティングノート】メロンや桃、グアバなどの風味が豊かで、美しいミネラル感を伴う引き締まった味わいです。オーク古
樽由来のクリスピーさとフレッシュな果実味のある長い余韻が楽しめるため、今すぐ飲んでも大変美味
しいですが、慎重に熟成させれば今後10年は優雅さを纏う変化を楽しめるでしょう。
【アルコール度数】13.5％
JAN 6009611450499

71013319

Vineyard Selection Chardonnay
ヴィンヤード・セレクション・シャルドネ

2019

¥2,500

【産地・区画】《ステレンボッシュ地区》３区画：いずれの区画も高樹齢で深みのある味わいの果実が育ちます。
《ロバートソン地区》１区画：果実味が豊富でミネラルに富んだ果実が育ちます。
【2019年】冬には干ばつを乗り切れるほど十分な降雨がありましたが温暖だったため、いくぶん発芽が不均一になりました。
【収穫】早朝に手摘みにて厳選な房選別のもと行う
【スキンコンタクト】区画ごとに分け、破砕後ステンレスタンクにて12時間以上寝かせる。
【発酵】フリーランジュースのみを使用し、区画ごとに分け温度管理のできる古樽にて22～24℃でゆっくりと行う。
【熟成】フレンチオーク樽（400L）にて８カ月間 《新樽》60％ 《2～3年使用樽》40％
【アロマ】洋ナシ、柑橘類、ライム、果実の花の香りが華やかでロースとナッツなどオーク由来のフレーバーが心地よい。
【味わい】豊かなミネラルと酸味、樽由来のふくよかなニュアンスのバランスがとてもよく、シルキーな口当たりで、ライムのニュ
アンスのある余韻を長く楽しめます。10年は熟成が可能です。
【アルコール度数】13.5％
JAN 6009611450536

71013518

Vineyard Selection Pinotage
ヴィンヤード・セレクション・ピノタージュ

2018

¥2,500

【キュヴェ】ワイナリー敷地内のレストラン専用キュヴェで通常販売されていないものを特別に分けてもらった限定品
【産地】主にスワ―トランド
【2018年】冬は暖かく一年を通して乾燥していたので収穫時期の決定とブレンドにおいて最新の注意が必要でしたが、ブドウは
非常に健康的で果汁は完ぺきな濃度を保っていました。
【全房使用率】0％（除梗100％）
【発酵】《50％》開放式セメント槽：パンチダウンとポンピングオーバーを行い色とタンニンを抽出。
《50％》ステンレスタンク：8時間毎にポンピングオーバーを行います。
いずれも完全に発酵が終わる前にプレスし、過度の抽出を避けます。
【熟成】2～3年使用樽にて12ヵ月間
【テイスティングノート】アロマには赤いベリー系果実やプラム、スミレや、西ケープ州特有の“フィンボス”（野生植生地域）に育
つハーブを思わせるニュアンスが感じられ、熟した果実味と絶妙に調和しながら鼻腔を抜けます。タンニ
ンはシルキーで、濃すぎずバランスが良く上品な口当たりを楽しめます。5～8年熟成できるでしょう。
【アルコール度数】14.5％
6.00961E+12

71013917

Vineyard Selection Grenache
ヴィンヤード・セレクション・グルナッシュ

2017

¥2,500

【キュヴェ】ブティック・ワイナリーとして有名な「Savage Wines／サヴェージ・ワインズ」（弊社取扱い）の人気キュヴェ
「Follow the Line／フォロー・ザ・ライン」と同じ畑のブドウから造られたキュヴェで、ダーリング地区で最も古い単一
畑です。『クライン・ザルゼ』 らしくエレガントに仕上がっています。
【産地】ダーリング地区
【畑】サヴェージ・ワインズの「Follow the Line」と同じ畑で（ダーリング地区最古）、標高190ｍ。
【土壌】深い砂壌の下に粘土質
【植樹】1981年
【収穫】早朝に手摘みにて
【全房使用率】30％
【発酵】破砕せずステンレスタンクにて、1日２回のポンピングオーバを行い2週間
【熟成】フリーランスジュースのみを、グルナッシュのフレッシュさを保つため樽は使用せずステンレスタンクにて10カ月間
【アルコール度数】13.0％
JAN 6009611450529

71013818

Vineyard Selection Cabernet Sauvignon
ヴィンヤード・セレクション・カベルネ・ソーヴィニヨン

2018

¥2,500

【産地】ステレンボッシュ地区
【2018年】通年を通して非常に乾燥した一年でしたが、冬は比較的暖かく、収穫期には涼しくなったため、果実がしっかりと
熟し、いくぶん過熟気味にもなりましたが、厳選な選果と醸造により非常に良好な風味を得られました。
【収穫】早朝に手摘みにて
【選果】畑と醸造所と数回にわたり厳密に行い完璧な果実のみ使用
【除梗】あり
【発酵】ステンレスタンクと伝統的な開放桶に分けられ、どちらも最良の抽出とタンニンレベルのバランスを得るため、様々
な段階でパンチングダウンとポンピングオーバーを行い、優雅さを損なうことなく抽出します。
【熟成】フレンチオーク樽にて18カ月間 《新樽》40％ 《2年使用樽》30％ 《3年使用樽》30％
【アロマ】スパイスや杉の木、ブラックチェリー、プラム、カシスなどの黒系果実、タバコのニュアンスなど緻密な香り
【味わい】熟した果実がギュッと詰まったような緻密な口当たりが典型的なカベルネ・ソーヴィニョンの世界への期待を高ぶ
らせ、きめの細かいタンニンと活気ある酸味が、長い長い余韻へといざないます。たっぷりとしたリッチなワインで、
ほとんどのお肉料理に合い、少なくとも８年以上寝かせることによってより素晴らしい熟成が期待できます。
【アルコール度数】14.0％
JAN 6009611450598

ワイン名

商品コード

71020118

Family Reserve Chenin Blanc
ファミリー・リザーヴ・シュナン・ブラン

ヴィンテージ

税別参考上代

2018

¥3,500

【産地】ステレンボッシュ地区にある3つの異なる区画
【2018年】3年にも及ぶ干ばつが続いた年でしたが、このシュナン・ブランの根は非常に良い状態が保たれています。
【土壌】風化した花崗岩
【樹齢】40年以上
【畑】灌漑なし
【仕立て】ブッシュヴァイン（株仕立て）
【剪定】房への直射日光とボトリティス病を避けるため吸枝を行います。
【発酵】区画ごとに分け、２～４年使用のフレンチオーク樽（400L）にて、糖度（ボーリング）22～24度でブドウの還元を促し
ながら破砕し、その後12～18時間かけてスキンコンタクトを行い、1日寝かせてから澱引きします。
【熟成】区画ごとに分けたまま、フレンチオーク樽にて8ヵ月間熟成させた後ブレンドします。
【アロマ】柑橘類、マルメロ、メロンなどの比較的ふくよかなアロマが非常に華やかに広がります。
【味わい】洋ナシやスイカズラなどの花やフレンチオーク由来のゴージャスなニュアンスが鼻腔をくすぐり、口当たりはとても
シルキーでミネラルが豊富です。フレッシュさを保ったまま長く余韻が続くので、今飲んでも美味しいですが、15年
程熟成させてもまた違った表情の味わいが楽しめるでしょう。
【評価】「Old Mutual Trophy Wine Show」 Harold Eedes Trophy受賞（ベスト・シュナン・ブラン賞）
【アルコール度数】13.0％
◆無濾過・無清澄
JAN 6009611450765

71020816

Family Reserve Cabernet Sauvignon
ファミリー・リザーヴ・カベルネ・ソーヴィニヨン

2016

¥6,000

【2016年】前年よりも雨量は少ない冬でしたが灌漑をする必要はありませんでした。畑における人為的な介入は最小限に
抑えながらも凝縮したバランスの良いブドウが実りました。生育期は暖かい気候に恵まれ、収穫時期は涼しい期
間があったためブドウの熟成は晩熟になり、非常に風味のある出来栄えとなりました。
【畑立地】自社畑の中で最上級の２つの区画で、最も高い丘の上部斜面に位置しています。
【土壌】花崗岩（水分保持に優れているため乾燥した地理的条件でのブドウ栽培に適しています）
【選果】特に上質のものだけを注意深く選別
【全房使用率】０％（除梗100％）
【発酵】ステンレスタンクと伝統的な開放槽を併用。発酵初期にパンチングダウンとポンピングオーバーを行い、風味とタン
ニンを抽出しますが、バランスよく仕上げるため徐々に抽出は弱めにし、ポンピングオーバーは１日に１回までに留
められます。
【熟成】発酵後軽くプレスし、フレンチオーク樽にて20ヵ月間 《新樽》75％ 《2～3年使用樽》25％
【アロマ】南アフリカの植物多様性を思わせるようなフィンボス（野生植生地域）に咲く花々や、カラントなどの黒いベリー系の
果実、サクランボなどの華やかなアロマが魅力的です。
【味わい】アロマに感じられたような様々な黒いベリー系果実の風味が凝縮し、スパイスと杉の木のような気品を感じさせる
ニュアンスが鼻腔を抜け、美しい酸味と柔らかいタンニンが調和しており、非常にエレガントで奥行きのある仕上が
りです。
【アルコール度数】14.5％
◆無濾過・無清澄
JAN 6009611450963

