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母の日・父の日に贈る、
日いをつなぐワイン セントツヽレット 5ッ 星ワイナリーか ら、
『 フェイス シラー刺 」
キリンオ ンラインショップ DRINX(ド リンクス)に て数量限定発売
〜オース トラリア・ シラーズの 信頼"の 証のワインを贈ろう〜
メルシヤン株式会社 (社 長 代野照幸)は 、キ リンオンラインショップ「DRINX(ド リンクス)」 (http:/1熙 drinx.jp/)
にて、オース トラリアのワイン銘醸地として名高いバ ロッサの 5ッ 星★★★★★ワイナ リー湘「セン ト・ハ レット」が醸
造する赤ワイン「フエイス シラーズ」と、オリジナルフレッシュキープワインクーラーをセッ トにした、DRINX限 定 日b
燿
・ハレット5ッ 星ワイナリーから、
『フェイス シラィ刺 」を、4月 27日 (木 )14時 より発売します 。
をつなぐワイン セント
※1「 オース トラリアン・ワイン・コンパニオン」 (ジ ェームズ・ハ リデー著)で 、8年 連続 (2009年 〜2016年 )5ツ 星を獲得。
※2当 時間までは同セ ッ トをお買い求めいただ くことはできませんのでご了承 ください。

0セ ッ ト内容について
「フェイス」 とは「信頼、信念」 という意味で、まさにオース トラリア・ シラーズの 信頼"の 証 ともいえるワインです。
1800年 代半ば、確固たる信念のもとにシレジア酒の祖回を離れた開拓移民たちは、多 くの不安や困難に直面 しなが らも南オース トラリア州の
バ ロッサに入植 し、そこで新たにブ ドウ畑を切 り拓き、 ワイン文化を根付かせ、そ して今ではバ ロッサを世界的なワイン産地に押 し上げま し
た。彼 らに敬意 を表 して誕生 したのが「フエイス シラーズ」です。大切な家族 と、そ して仲間たちとの絆を紡ぎなが ら偉業を成 し遂げた開
拓者たちの物語 を持 つたワインを、かけがえのないご家族や ご友人たちと分かち合つてみてはいかがで しょうか。 これか らの季節に向けて、
ワインクーラー とセ ッ トに してお届けします。
※3現在の ドイツ、ポーラン ド、チ エコに分割 された歴史的な地域名。
・ セン ト・ハ レッ ト フエイス

シラーズ (赤

フルボデ イ・ 750nI、 アル コール度数

14%前 後

)

畑や畝 ごとに収穫 されたブ ドウは、区画 ごとに酷造 され、樽熟成を行います。熟成は、調和 と
バ ランス を最大限に高 めるために、それぞれの区画の個性をワインメーカーが見極めて、どの
材質の樽をどのように使用するか を決定 します。そ して熟成の時を重ねたワイ ンはブレン ドさ
れ、ゲークチ ェ リーやシナモンの香 りが豊かで、力強 くもキ メの細かい滑 らかなタンニ ンが特
長の表情豊かな赤 ワインとな ります。
・ セン トツ ヽレッ ト ロゴ入リフレッシー

カ インウーラー

「なぜ赤ワインにワインクーラー ?」 と思われる方もいらつしゃるでしよう。ワインの印象は、
ワインを味わう温度によつて大きく変わります。特にこれからの暑い季節に「フェイス シラ
ーズ」のような果実味が豊かなワインを愉 しむには、わずかに冷えた状態で、フレッシュさや
果実香を際立たせる飲み方をお薦めしたいというのが、その最大の理由です。

0「 心をつなぐワイン セント・ハレット 5ッ 星ワイナリーから、
『 フェイス ジチ→剰」内容
・セント・ハ レット フェイス シラーズ (赤 ・ フルボディ・スティルワイン)75肺 IXl本
・セント・ハレット ロゴ入リフレッシュキープ ワインクーラー 1個

ヽ

「DRINX」 では、今後も新たな ドリンクライフを創造する商品やサー ビス を提案 していきます。
」のもと、ワインのある豊かな時間を
メルシヤン株 式会社は、ワイ ン事業ス ロー ガン「ワインのおい しい未来をつ くる。
通 じて、人 と人 との つなが りを楽 しんで いただけるよ う、さまざまな提案を続 けて いきます。
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(本 件お問 い合わせ先)

キ リン株 式会社 コーボ レー トコミュニケーシ ョン部
東京都 中野 区中 牛 10‑2 中野セ ン トラルパー クサ ウス TEL 03‑6837‑7028
(お 客様 お問 い
ンターーTEL 01 20‑41‑0143
キ リン ドリンクス
*ホ ー ム ペ ー ジか ら商 品画像 を取得 で きます 。
キ リン ドリンクス

