ザ・ヘス・コレクション
T H E H ES S COL L EC TION

The King of Napa
ライオン は最高品質の証
ナパ・ヴァレーの高地マウント・ヴィーダーで育つ、上質のカベルネ・ソーヴィニヨンを中心にワイ
ン造りを行うヘス・ファミリー。初代ドナルド・ヘスの高品質ワイン造りへの情熱は、現在は娘夫婦
に受け継がれ、次世代のラグジュアリー・ワイナリーのリーダーとして挑戦を続けています。ザ・ヘ
ス・コレクションは、ほぼ全てのワインが主要評価誌で90点以上を獲得し、他の造り手の追随を
許さないナパのトップワイナリーとして君臨しています。

THE HESS COLLECTION WINES 〜ヘスの名を冠した最上級ワイン〜

ザ・ヘス・コレクション
ナパ・ヴァレー・シャルドネ

ザ・ヘス・コレクション
カベルネ・ソーヴィニヨン・アローミ

ザ・ヘス・コレクション
スペシャル・キュヴェ・カベルネ・ソーヴィニヨン

ザ・ヘス・コレクション
マウント・ヴィーダー・カベルネ・ソーヴィニヨン

THE HESS COLLECTION
NAPA VALLEY CHARDONNAY

THE HESS COLLECTION
CABERNET SAUVIGNON ALLOMI

THE HESS COLLECTION
SPECIAL CUVEE CABERNET SAUVIGNON

THE HESS COLLECTION
MOUNT VEEDER CABERNET SAUVIGNON

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：シャルドネ

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・シラー、
プティ・ヴェルド、マルベック

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・シラー、
メルロ、マルベック、プティ・ヴェルド

アメリカ、カリフォルニア、マウント・ヴィーダー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、マルベック、
プティ・ヴェルド

濃厚かつエレガントなナパ･シャルドネ。
ステンレスタンク及びフレンチオークの小
樽で9カ月熟成。シーフードや、スパイシー
な味付けの料理にも最適です。

ヘスで一番人気のナパ･カベルネ。丸みを
帯びたタンニンが心地良い余韻を演出。
アメリカンオーク樽（新樽含む）で18カ月
熟成。鶏肉や豚肉のグリルや牛肉のス
テーキなど、肉料理と最高の組み合わせ。

ザ・ライオン のセカンド的存在。全体
のバランスを上品に保っており、キメの
細かいタンニンと余韻の長さが特徴的
です。アメリカンオーク樽（新樽含む）
で18カ月熟成。

マウント・ヴィーダーのテロワールを愉し
む、ヘスの特徴を最大限表現したワイン。
フレンチオーク樽（新樽80％）で22カ月
熟成。煮込み料理やジビエと共に。

白

希望小売価格 ¥6,000
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425765
JANコード：0717888120224

赤

希望小売価格 ¥6,500
容量：750ml 入数：12
弊社コード：425763
JANコード：0717888410226

赤

赤

希望小売価格 ¥8,000
容量：750ml 入数：12
弊社コード：429423
JANコード：4570045907788

希望小売価格 ¥13,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425766
JANコード：0717888110225

LIONS HEAD LUXURY COLLECTION WINES 〜次世代が造るラグジュアリーワイン〜

ザ・ヘス・コレクション
ザ・ライオネス

ザ・ヘス・コレクション
ザ・ライオン

ライオン・ヘッド・ラグジュアリー・コレクション
パンテラ・シャルドネ

ライオン・ヘッド・ラグジュアリー・コレクション
ライオン・テイマー・カベルネ・ソーヴィニヨン

THE HESS COLLECTION
THE LIONESS

THE HESS COLLECTION
THE LION

LIONS HEAD LUXURY COLLECTION
PANTHERA CHARDONNAY

LIONS HEAD LUXURY COLLECTION
LION TAMER CABERNET SAUVIGNON

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：シャルドネ

アメリカ、カリフォルニア、ナパ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、マルベック
プティ・ヴェルド
「The King of HESS」
口に含むと黒系果実と共に力強いタンニン
が広がり、複雑で奥深い味わいへと変化
します。フレンチオーク樽（新樽60％）で
22カ月熟成。

アメリカ、カリフォルニア、
ロシアンリヴァー・ヴァレー
品種：シャルドネ
黄金のリッチシャルドネ。凝縮感溢れる
果実味とキレのある酸味のバランスが
絶妙で、素晴らしい余韻を与えています。
一部フレンチオーク樽（新樽含む）で15カ月
熟成。

アメリカ、カリフォルニア、
ナパ・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、マルベック
凝 縮感 溢れる贅沢なカベルネ。口中に
は、なめらかで上質なタンニンと共にブ
ルーベリーや僅かな燻製の風味が広がり、
ワインに奥深さが感じられます。フレンチ
オーク樽（新樽60％）で22カ月熟成。

「The Queen of HESS」
ダイナミックかつ理想的なバランスを兼ね
備えたシャルドネ。フレンチオーク樽
（新樽65％）で22カ月熟成。
白

希望小売価格 ¥15,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425769
JANコード：0717888121924

赤

希望小売価格 ¥38,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425768
JANコード：0717888111024

白

希望小売価格 ¥10,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425770
JANコード：0717888150221

赤

希望小売価格 ¥10,000
容量：750ml 入数：6
弊社コード：425767
JANコード：0717888191224
45

HESS SHIRTAIL RANCHES WINES 〜ヘスの精神を受け継ぐレストランワイン〜

ヘス・シャーテイル・ランチス
カベルネ・ソーヴィニヨン

ヘス・シャーテイル・ランチス
シャルドネ

ヘス・シャーテイル・ランチス
ピノ・ノワール

HESS SHIRTAIL RANCHES
CABERNET SAUVIGNON

HESS SHIRTAIL RANCHES
CHARDONNAY

HESS SHIRTAIL RANCHES
PINOT NOIR

アメリカ、カリフォルニア、
ノース・コースト
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、
プティ・シラー、メルロー、シラー、
マルベック

アメリカ、カリフォルニア、
モントレー・カウンティ
品種：シャルドネ

アメリカ、カリフォルニア、
セントラル・コースト
品種：ピノ・ノワール

熟した濃い果実味でありながらエレガント。心地
良い酸とタンニンのバランスが秀逸です。フレンチ
オーク樽で12カ月熟成。子羊、豚、牛等あらゆる
種類の肉料理に。

綺麗な酸とトロピカルフルーツの果実味が溶け合い、
リッチで上品なスタイルを見事に表現しています。
一部フレンチオークの新樽で熟成。コクのあるシー
フード料理に最適。

ヘスが誇るオールマイティなピノ。華やかな香りが広
がり、甘美でチャーミングな味わい。一部フレンチ
オークの新樽で熟成。幅広い料理と楽しむことが
できる万能型ワイン。

赤

スクリュー

白

希望小売価格 ¥3,800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：425760
JANコード：4580404827428

スクリュー

赤

希望小売価格 ¥3,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：425761
JANコード：4580404827442

HESS SELECT WINES 〜ヘスの精神を受継ぐデイリーワイン〜

ヘス セレクト
シャルドネ

ヘス セレクト
カベルネ・ソーヴィニヨン

HESS SELECT
CHARDONNAY

HESS SELECT
CABERNET SAUVIGNON

アメリカ、カリフォルニア、
モントレー・カウンティ
品種：シャルドネ

アメリカ、カリフォルニア、
ノース・コースト
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、
プティ・シラー、
マルベック、メルロ、シラー

自社畑と契約栽培農家から厳選したブドウのみを
使用。ステンレスタンクに加え、2 5%を新樽のフレ
ンチオークで熟成。フルボディの辛口シャルドネ。
前菜から白身肉のメインまで合わせることができる
万能型。

自社畑と契約栽培農家から厳選したブドウのみを
使用。
フレンチオーク
（新樽27％）
とアメリカンオーク
で18カ月熟成。しっかり濃厚でジューシーなカベル
ネ。ハンバーグ、ステーキなど幅広い料理に。

白

希望小売価格 ¥2,500
容量：750ml
入数：12
弊社コード：428567
JANコード：0717888520024
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スクリュー

希望小売価格 ¥3,800
容量：750ml
入数：12
弊社コード：425762
JANコード：4580404827435

赤

希望小売価格 ¥3,000
容量：750ml
入数：12
弊社コード：428566
JANコード：0717888510025

