EL MUNDO DEL JEREZ
日本食とも相性抜群！
味わい豊かなシェリー酒の世界
5&9505BUTVZB.BOLBXB

皆さま、スペイン南部のアンダルシア地方へ旅行に行かれたことはございますか？
白い家が立ち並び、透き通るような青い空、夏にはひまわり畑が広がる美しい地方で、私たち
がよく知るフラメンコや闘牛も、ここアンダルシアが発祥の地です。アルハンブラ宮殿をはじめ、様々
な歴史的建造物も残っており、街のいたる所でその歴史と文化に触れることもできます。
そしてこの地には、古くからその歴史とともに発展、進化を続けてきたワインがあります。それ
が今日お話しする
「シェリー」です。
「えっ！ シェリーってワインなの！？」とよく尋ねられますが、シェリーは100％ぶどうを原料にした
ワインなのです。日本ではまだあまり知られていませんが、近年、輸入量が年々増加しており、私
としましては、少しずつその美味しさと魅力に興味を持つ人が増えてきていることが嬉しい限りで
す。今日はそのシェリーの魅力と楽しさをお伝えできればと思っております。
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Expansión de la cultura del vino de Jerez
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Historia del vino de Jerez
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シェリー酒は［スペインの歴史と文化、ま

戻ったのは1264年でした。この700年にも

レス産ワインはさらなる需要が増え、アラック

た多くの技術が最も詰まったスペイン・ワイン］

及ぶイスラム支配時代にもたらされた文化・

を足した「長い航海に耐えうる酒質」に加え、

と言えます。シェリー酒の産地「ヘレス」は

技術は、その後のスペイン、延いてはヨーロ

赤道通過などの「温度変化 ( 膨張・収縮 )

カディス県にありますが、スペインの歴史は

ッパの歴史を大きく変えることになります。

に耐えうるダイヤ型の樽」
（タガが10本）の

特にヘレスに大きく影響を与えたのは「蒸

ではありません。シェリーに必要な原料「葡

留技術」でした。その汗のように滴ってでき

の誕生を見ます
（ちなみにシェリー酒という

萄」と醸造技術をカディスに最初にもたらし

た液体はアラックと呼ばれ、水と同じように

言い方は英語名で、ちょうどシェイクスピア

たのはフェニキア人でした。ポエニ戦争で

見えて決して腐ることがなかったため、13

時代に誕生した言い方です）。

フェニキア人がローマに負けると、イベリア

世紀にカタルーニャのフランシスコ会修道

日本へも運ばれたシェリー酒は1611年

はヒスパニアと、南部に流れる大きな河は

士Ａ .ヴィラノヴァによって「命の水」( 命を持

に徳川秀忠の部下がヘレス酒で乾杯した

ベティス( 現在のグアダルキビル河 )と、現

った水 )と名付けられます
（この頃には木樽

記録があるほか、一般に言われる鎖国以

在のヘレスはセレトと名付けられます。ロ

が知られ始めます）。

後の長崎出島にも、現在で言うオロロソ・シ

1492年アルハンブラの無血落城によっ

ェリーやペドロ・ヒメネス・シェリー、またシェ

辺には葡萄畑とワイン醸造所が増えますが、

てレコンキスタが終わると、それを機に出

リー・ブランデーが入っており、オランダ人

その仕込みや輸送で現在は当たり前な「樽」

港許可を得たコロンブスがインドを目指し、

が飲んだほか、献上や賄賂、遊女の給金

はこの時代にはありません。そんな彼らに

新大陸を発見します。ここに「大航海時代」

に用いられたと云います。

ーマ人の需要を満たすためベティスの周

かめ

19世紀にはヨーロッパを襲った葡萄根

とって醸造や輸送に重要だったのは「甕

が始まり、ローマ教皇が定めたトルデシリャ

（tinaja, amphora）
」でしたが、ここベティス

ス条約によってスペイン領土が確定すると、

河口周辺（現在のドニャーナ国立公園）は

交易定期船「財宝船団」に積まれたヘレス

伸ばし、アモンティリャードはその希少性か

良質な粘土の産地でもあるのです。

産のワインが新世界へ運ばれた最初のワイ

ら様々な物語が生まれる* ほど人の話題を

ンともなりました。

呼びました。

こうしてセレト産ワインVinum Ceretensis
と刻印とされたワインは、地中海沿岸に運

古くから高い糖度や高いアルコール度

虫害フィロクセラ禍をしり目に各国で需要を

そして1930年以降、北米の禁酒法が撤
廃され洋酒の啓蒙書が多く出版されると、

ばれローマ人の喉を潤したと云います。そ

数を誇ったヘレス産ワインは日持ちする

の後のセレトの歴史を大きく変えたのはイ

ことで珍重され、マゼラン隊の世界周航

世界各国で食前酒の代表としてドライ・シェ

スラム系民族の襲来でした。711年から約

(1519-) にも253樽と417革袋のヘレス産

リーを飲むのが常識化していったのでした。

3年で奪われたイベリア半島をキリスト教

ワインが積まれます。

徒が取り戻すための戦争がレコンキスタで

17世紀、世界の海に「東インド会社」の

したが、アラビア語でシュリッシュと名を変え

船が出始めると、片道1年にも及ぶアジアま

たヘレスXeres/Jerez がスペイン人の手に

での長い航海距離に耐えうるワインとしてヘ

©︎ 中瀬航也
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発明で、現在とほぼ変わらない「シェリー酒」

また「カディス」から始まったと言っても過言
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シェリー酒を楽しもう！
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وٝص؟٦ٍآ

シェリー酒、
まずはどう飲む？
5&950'05045BUTVZB.BOLBXB

シェリーの最大の魅力は、
何と言っても味わいの
バリエーションが豊富！

料理との相性がバツグン！
自由自在！

酸味の利いた辛口のマンサニ

理をとても美味しく楽しめます。シェ

日本では和洋折衷、様々な国の料

ージャから、まろやかなオロロソ、

リーもスペイン料

そしてトロリとした超甘口のペド

理にとどまらず、

ロ・ヒメネスなど、一言にシェリー

日本の豊かな食

と言ってもその味わいの幅は“ 世

文化と一緒に自

界一 ”。色も香りも様々です！

由に楽しめます！

何かで割ったり、
カクテルにしてもどうぞ！

ٌ٦ؙ俱椚כח،ٌٍٝٔ؍ذ
٦דس

レブヒートというカクテルが人気です。クリームやモスカ

䊩،ٌٍٝٔ؍ذ٦׃װמس
ٕ֮ذؙؕⶴד

テルなどは、氷を入れてロックやソーダで割るのもおす
すめです。また近年、世界大会で優勝したカクテルは、

〸ل٦ٕ٥ؙٔ٦ֶׅהي
׃唄ٕذؙؕך

アモンティリャードがベースでした。

シェリーは自分の気分で飲みたい味

ィエさんと共同で作った3種類のシェリ

を選べたり、食べる料理と自由に合わ

ー・チョコレートもございます。まだ企画

せたり、また、20~30年以上の長期熟

段階ですが、シェリーをカレーに加えた

成した物は、じっくりとグラスと向き合っ

レトルトパックや、和菓子店との共同

て楽しめる、実に懐の深いワインです。

制作の話も進めており、その可能性は

飲食店で働くプロの方は、それに合っ

広がっていくばかりです。
いかがでしたでしょうか？ シェリー

イングラスが一脚あると十分に食卓を

は自由に楽しめる魅力溢れるワインです。

華やかに彩ることができると思います。

まだまだお伝えしたい魅力がたくさ

また私のお店では、冬はシェリーを“お
燗 ”にしてお猪口で飲んだり、ショコラテ

んあるのですが……、この続きはバル・
キンタで！
（笑）
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？食前・食中
？それとも食後
5&950'0504,PIZB/BLBTF
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կׅדךז鞢㺡ّٝءٔؒ٦غךג׃ה굸䖓ꂊ

굸䖓ꂊ

ך➿ز٦ؠر
ؑٔ٦ء欥〡

ٖزأهכח굸䖓
ا؛װز٦ؠر
ؤ٦ث

굸⚥ꂊ

כسٍٔ٦؍ذ،ٌٝ
湱䚍䫙纇ךהف٦أ

٦؟؎ؚכח؎ٝلأֶֹծגׁכ㹀纏ך⚥굸

굸ꂊ

כؑٔ٦ءٓ؎٥سך鳞〡
ךזֲ״ך涯碛

崞䚍ךⰻ茖ろ胊װ굸妜㟓鹌כח굸

أتؘٝװأص٦ծ،رٓٝـװؑؿָؕזץ굸

ך禸撞鴥ךוזسٕؕծس؋٦ؿ؏زأؒװس

ؑٔ٦ءկ鳞〡ׅתת鳞〡ָ㥨דְֲ䠐ה

劍䖉⸬卓ֽ⸔⻉嶊ג導胊ֺ麓׃⻉

׃ֲֿծָ֮וז挥搶זֲ״ךٝنٕؕת

ׅתֹגְ嵤ח芘ָ巉ךꃋ嫡ך杝暴ח鸡麓玎

ꄣ屘חֿ׃דկ傈劤俱椚ׅתָ֮괏װ

ַ׃կךזֲ״ֹגְ嵤ג׃屘腒䧭ⴓָⴓꨄ

؎ةךוזٕذؕأٌכג״חծ㜥䨽أطًؼ

ֻׄⰻ茖וזأّآؕת낦➰ֹ聘ծװزوز

ꃋ嫡杝暴דךְג׃䱸הְֲꞿְ劍ծꃋ嫡

ֲկ׳׃דֹד

س٦؍ذـؒٝךוזٝ
ָծׅדֲ⸇䊨聘

鳞ךծ劤䔲ֻׁאְ㋴ג״חꃋ嫡גⰋָⴓ祩

崞䚍כ㹋וָծׅת׃嚂ؑٔ٦ꂊث俱椚ծ طٔونس،⢪٦ؖط؍ַծٞק
暟ץ굸ז圫ղֻג⳿ח굸䖓זկהֿךג׃

㶷⳿勻➿肔גⰋծאאְさח暟궪ה

ٗ٥سلװئ٦ؙկׅדךזؑٔ٦ꂊء㖈ָ欥〡

ָהֽֿא鋅ח⚥ךُ٦صًؑٔ٦ꂊءךف

ؙ؝ך杝暴כח俱椚׃ת撞鴥ְ搶

כ؎ٝ俱椚لأָծׅתְ⢪וז㐈ծꃢװ

ٌعկׅת׃⳿ֹ䒷ىٗزװ傋דהֿ撞

ظىծ،כךׅⰟ鸐חךְ׃繟ך؎ٝلأ

կיׅד괏הְת欰ג״ח擾䧭װꃐ
ָ،ٌٝךתずׄ䧭ⴓָ尶㿊鑥הכ㹋

ꅕכחٍآ٦ص؟ٝوװظ؍ؿ֮ד➿邌呓ךꂊ

ְגתろח袔蟍卓实לזֲ鎉כָֿծ

ה♳⟃䎃דծ鸐䌢ז殯כה涯ٙ؎ٝך兛鸐

ך⚥ؑٔ٦ꂊءֻծזדֽׁ♷➰ָ껺ך
תろⴓֻծ屘腒䧭זדָֽ♳➬ח〡ٙ؎ٝ

կ涯ٙ؎ׅٝתזחְ׃הٔػح؟ְז

ٌٝعָ⸬卓ךְֿזכח
يع欰
ّծآ٦ؼ،װ

זسةٕ؝ٗ٥ػג׃ծاٗٗؔװسٍٔ٦؍ذ

ָ湱䚍ךהךׅה傋屘腒ךוזزحٔؿ

ָծ饔ٙ؎ׅٝדךְְגׇさ饔ٙ؎ٝח

תְֲָ֮暴䚍הְז׃㋠㏋ה俱椚זו

俱椚ךկׅדךזؑٔ٦ꂊءךו

կךזֲ״ִ幐卓暟ח俱椚לזֲ鎉כ
鸡ד袔蟍לזֲ鎉כؑٔ٦ꂊءך楈梵葿

ծדהְֿ䓲ח暴䚍ָꬊ䌢ך葺ֻծ袔蟍ㅷ珏荈⡤

זִ縧ֹ䳔חֶ碛ךגהח➂傈劤כֿկׅ

זֲ״ךֻ涯碛זכד桠碛כؑٔ٦ءٓ؎٥س

ז䠬鋙ַֽֽׅא涪ꃋ锃俱

ַׇֽׅ⛦ַ⡦חֿծ֮דך

⡦וקֲ䙼הծכדךְזכְ⚺蝲זծさꂊ

ה٦ؖط؍ׅٞהٙ؎ָٝ♶䖤䠐ך兛鸐כٔ٦

ؑٔ٦ء擾䧭禸ך楈梵葿כװַׅדկׅדך

ؑءٓ؎٥سַ׃կׅדךזח굸妜㟓鹌דהֿ

さכ㹋כהٙ؎ٝך兛鸐חׁկׅתְさדח

ٓ؎٥سדأػةךٕغծ穠卓ծדךְ葺湱䚍ך

✜暟⻉宏孡幾㼰⸬卓ג״חꞿ劍擾䧭
،׃

ֲկ׳׃ד

ػاְ鳞ׇ
ف٦أ
ծדךְ㢳ך实孡ךוז

湱䚍ָ葺ֻծוקؙׅٔحؽזسٍٔ٦؍ذٌٝ

ִ鎉הְ׃瘝חְזכךְזさחؑٔ٦ء

ְזַׇ妀כח俱椚ف٦أך桬㹓ךぐ㕂ד➙
կׅתְגזחׇさ穈
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ئ٦ؙ٦ٕ٥ل

קծ֮ך䠬ֹׅ
ת欥〡կ鵚䎃欰ך
կف؎ةְ׃倜
ُآٔ،٦وךֶׅׅ
ְծؤ٦ثծخٕ٦ؿ
㣐状׀

ي،؍رى

ְ欥׃ׁװ֮ךؙ؝
ׇ䙼〡կ랲祩哅ꂊ
ְկ
ُآٔ،٦وךֶׅׅ
أؒծ⚥螟俱椚ծذػ
搶גו俱椚ծؙحص

ئ٦ؙ

欥〡կזثحٔד♳颵
ծ굸帾ה껺ז蔈ꃪ
׃嚂ֻײח䖓
կف؎ة
ُآٔ،٦وךֶׅׅ
ծزٖ٦؝ّثծؤ٦ث
ծ늅㼐ؗ٦؛

ٕذؕأٌ

ךֶׅׅחֹ秊蘠㥨
٦تך噰欥〡կ慬ְ湡
ׇ䙼٦؍ذٔٝآ
ְկ
ُآٔ،٦وךֶׅׅ
ؿ؎ٓسծزٖ٦؝ّث
٦؛سؐٝػծخٕ٦
ؗ

鑧ךוז㾴궪װկ㖑㚖䚍ךזֲ״ך傈劤ꂊ

ؑءծתְֲֶꂊהծ傈劤ꂊלׅחֹ䫙

ְֲהְׅװׇさחךײ֮ٔ٦ꂊず圫
זֲ״ך㼐װⵝ魦כחׁկׅתָ֮ⵃ挿
ꉟⴓָ눴ך⚥ٙ؎ٝהׅדٙ؎ٝך兛鸐כ欰눴

ת׃ג׃⳿ֹ䒷欰荍ג׃䘔הⴓ腒肗ך⣣

կׅדךְזָכחؑٔ٦ءٓ؎٥سָծׅתְ

礵鹌ךؙحٔزָؕծכוזף㣓ת

կך⠗ַٔ،⼱䃊ك؎ծ鎉ה俱椚

ְהך׃⻉ָ㢌س٦ء؝כח♧铡דֶ

ֿגְֶגׁכָծ娖〷胜兝ׅתֲ֮鑧

ָ葺سٍٔ٦؍ذ،ٌٝװظ؍ؿכח傈劤굸ך

ָծׅת׃㋠㏋כ暟־䳓חٙ؎ٝתկׅתְֻさ
ׁկׅת׃ثحوחֿלזؑٔ٦ءٓ؎٥س
،ٌٝהוזֹ搶搶聘ծ##2ծֶ㥨װ搶둷ח
׃⡤꿀כׁ葺ך湱䚍ךاٗٗؔהسٍٔ٦؍ذ

ֹֹ搶ׅגִ⸇կֿהָׅ秛䖤铩ז倯ղ

ٖؕ٦꼧厩החծ傈劤➂㹺䏬俱椚װ

կׅתׇ鋅葺ְ湱䚍חָꬊ䌢اٗٗؔכח

ֲַկ׳׃דךֹג床ח傈劤אְכؑٔ٦ꂊء

日
本
料
理
と
の
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ

俱椚ך傈劤הؑٔ٦ꂊءחⴱ剑ד〷娖ך傈劤
♴鿇ךծ䎃剢傈䗗䊛猕䘝כךׇさ

ך儗さ⡲俱椚ה➂俱椚ך➂؎ٝلأָ

ծכ겲⡂挿ך؎ٝ俱椚لأהկ傈劤俱椚׃דהֿ
׃ծהְֿז⢪أ؎ػأת֮ד稆勞⚥䗰

倯ָծ傈劤ָ涪ꃋ锃׃⳿ך傋כְ麩זֹ㣐ג

ծؙصٝصծـؔٔ٦כ؎ٝلأծ׃㼎חךז俱

ז傸䋒װ뎕眍׃ֲկ׳׃דהֿ֮חزوز

ִ縧ֹ䳔חؽّث،ٝװٌٝعד䠐֮כו
ג遤ח؎ٝلأָ➂կ傈劤ׇת׃ַ

ծכךֲת׃גⰅח孡俱椚ךח搀䠐陎

ֲַկխ׳׃דְזכדַָ֮굸✲䞔ך⚕㕂ז

לִ鎉הַ⡦ךגהח傈劤כؑٔ٦ꂊء♧倯ծ

稱莆כ湱䚍ךה⚥螟俱椚ז〳腉ꂁ麦װ➙ג׃

أطًؼٗ٥سل

欥ךוק鵤ֻמ
 噰ז ⾨ ׁկ⚅ 歲 ♧ 慬
欥〡կ
ُآٔ،٦وךֶׅׅ
ٕـծئ٦ؙأ؎،
ֹծ袅ؤ٦ث٦

䫓ַהְֿגؑٔ٦ꂊָ⡂ء擾䧭禸הꂊ
ׇさח俱椚ײ֮זծ魦鵚ַׅדֹ➰秵

搀椚כֽ秛鞜׃կיׅדְְֹג
կ岣䠐׀דךׅד

ջBDVFEVDUPռ

铣罏圫
زٝئٖف勻䏄׀

أؽ٦؟ؑٔ٦匈ء

勻䏄罏ꣲ㹀կך䭯〾˟劤钞
կדת䎃剢傈

#BS4IFSSZ.VTFVN

זزحٌٕكך٦ծ秈珏겲رٓٝـؑٔ٦ءך秈珏겲הؑٔ٦ءך♳⟃䌢儗珏겲
أؙحى⚥ㄤ峔חأ٦ك؎ٝ俱椚لأכ٦կ俱椚غֲ䪔ֶꂊך؎ٝ欵لأָⶴו
〳կ✮秈  顡ⴖ〳կس䲿⣘կ䌎կ㋪摲կؕ٦ 倜⽂踇俱椚 ㄤ螟費俱椚׃

տ
匌❨鿪ㅷ䊛⼒銮✿歊' 㤴
Ӽխ ։傈٥牜㹀⠅
TIFSSZNVTFVNKJNEPGSFFDPN
!4IFSSZ.VTFVN
ؚٗـ⛲⚥戭菓
BNFCMPKQDBUBEPS
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ջ4IFSSZռך⽩랕葿ְ邌秵ָ湡
䘊
孡ד䎃ⴚկⰅ罏כ㷷爡
娖ךؑٔ٦ءծדⰻ㺁铣ח鯪
暴䗙٥궪ךف؎ةぐגׄ鸐〷
ֻ鍑铡կ׃鑫倯

⛲⚥戭菓

,PIZB/BLBTF

կ ת  䎃 欰
ؑٔ٦ꂊ㼔ء
ط ؑ 㹺կⰕ 钠 ٞ
 ٦ ٕկس  ،ء ٝ
٦ةٕ؝ؑٔ٦ꂊせ钙歑昼կⰕ钠ء
䏄ـؙٓ٦ֳ׃ٌٝկꋒ䏟ع٥ر٥س
ؑٔ٦ꂊ鱐Ⰵ㉀爡ءծ䎃ꞿ
ծג穗㌀噟
أُ٦رٗفٕ噟䡾غ
ؔչ
 #BSחկ植㖈ծ✿歊䎢ٍպآ
ىإד㌀噟կⰋ㕂 4IFSSZ.VTFVN
ؑءջכ⪵կ衼剅زٝك؎٦ծش
ٔ٦ꂊռ
1)1ծ
ջ4IFSSZռ
䘊㷷爡կ

2018 年 に 開 催
されたインター
ナショナル・シェ
リー・ウィークの
ポスター

ヘレスと
シェリーの風景
5&950'05045PNPLP,JNVSB

ֻ㢳ד궪굸䏄ך噟䡾ז葿ղדխ鵚䎃ծ傈劤

זחֲ״ׁؑٔ٦ꂊָ䲿⣘ءךꌀ厑ך

ךؑٔ٦ꂊءח⚺כծ➙㔐דֿկ׃תֹג

٥أٖפך،䊜ءٕت⚥䗰鿇ծ،ٝך欰欵㖑㚖

ךוכדأٖפ♴⟃٦ٓ䋐ذٗٝؿ٥ٓ٥ر

זַֹծ㣐ְגת׃ؑٔ٦ꂊָ嚂ءחֲ״

Primavera

կׅתְ䙼הְ׃➜稱׀חהה✲䎃遤

僰

僰牸ך٦ٍٔ䋐ؽإךխ嫣䎃剢
ٕ٥رؑٔ،٥ؿ

꼛牸כדأٖقח䖓ָٕٔ穄ـ،
ؑؿ

ؑٔ،ؿկׅתׁ⪵ˌָّٔغٕؕ٥رٔ،٥
⛦ח꼛鮦ח晙䩛ؑٔ٦ءכ➂ղד⠓㜥ך

؝ًٓٝؿכד㼭㾊ծ牸׃ֹ娄

ְִהկ僰ׅת׃♧傈⚥嚂חְ䙼ְ䙼ג驆
ؗծזח剑넝孡庛ָ䏝䖓כ⚥傈ו

ٕذְֲؙؕהز٦ؼـٖװظ؍ؿִⲆהٔٔ

حساؔ٦כز٦ؼـٖկׅת׃׀麓ָז궪

ٓفأװ VQٍآ٦ص؟ٝوכדؾءٖזأؙ

כדأٖقָծׅתⶴ幠巛궪俱宏ךוזز؎

կׅדָ暴䗙ךְָ㢳הֿⶴדظ؍ؿ

Verano

؍رٝك٥ٓ٥ر٥أةأؒ؍ؿ琿牸

㢙

גח

尶㿊ךկׅד麓ꃎגהכ㢙ךأٖقխ

ך䎃ךדךկ㣐翯㛔ׅתׁ⪵،ָى

تًٓغ٥رٕٝ٦ٕؕ٥؟כח➂ָ鹈劣ך
♴⟃

➂
ծ驎ֲועח鯪䘯גׇさחָ갈嚂

ٝو㔐ח剢כחկ剢ׅתֹ遤פث٦ؽךוז

דוזٕ؟ٕؕٔ٦⾱欵㖑ㄎ獥窟ⵖ㨻㆞⠓ծ،

⪵ٕٝ٦ָٕؕ؟٥ر٥أّٔ٦غؕ٥ر٥أٓ

ُآٔ،٦وךؑٔ٦ءה؝ًٓٝؿ㾜爙⠓ծך

؟ٝوכ➂ծ㣐ׁ⪵דث٦ؽך㼎䁘ך

ٓ٦س؟ؾדך䬸䖉㹏׃牜状琿
驎ֲוע

ؑءծװؖرن鸬傈ג׃կׅת־ָׁׁ爵

ⱖ溪ז娖〷涸ךؑٔ٦鸡ءծװؚٝ؍ذأ؎ذ
ك؎׃Ⳕ馯ぢז圫ղוזز٦؟ٝ؝׃嚂

ٔ،وةٝ؟٥ر٥زٕؒفٕؒ٥װٕٝ٦ٕؕ؟

ٖؕ畸꼛ث٦ؽדٕٕؕٝ٦؟歕ךٍآ٦ص؟

㕂甧Ⱅ㕦شٍ٦صسךկ⚅歲荈搫鼋欵ׅתׁ
㣐כأկ剑穄ٖ٦ׅת׃錁䨌ח晙䩛ٍآ٦ص

כ錁⯔㹏כח儗ךֿկׅתׁ⪵ָزٝ

ٝوٗגהָ꽀ֽ䫙ֽծ꼛ך㢧ꤿזֹ

կׅת׃⸇חزٝك؎ח琎噰涸הֲ״׃⹈䓼ٝ

鹈״ֶכדأٖق剢կ婍ךׁ冖תխ

؎ٙך歕ךⴓ荈ظ؟ٖפך⯋ծ㖑הֿך

e
d
z
e
Jer
a
r
e
t
n
la Fro

կׅד⯔兝זؙح؍ذ
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猧

5BCBODP1MBUFSPT

-B.PEFSOB

ةկ׃嚂ַ˧أػةկַ˧ד

غְ〢剑דأٖقծׅ䎃ָ穗麓

ٔؑءָ僓歑䚍ךծד䕎䒭ךٕغ

㜥կךְ䤰ךظ؟ٖפחׁתծ׃⡘縧

أؚٓכؑٔ٦ء➂孡䏄կך鸬傈馄弫㆞

ֽ֮חأٖقכהUBCBODP؝ٝغ

ծץ굸וזأّثծ궪٦

֮ד爡❛㜥ְגת꧊גェ؝غة

כהֿⰅ㥍䚍ָ甧כגאַկ

آٔؔךأٖقכדָծ植㖈ַל

ְהٕغך䕎䒭ךٕش

罈 蕯 歑 㥍דהֲֿ
؝ٝغة׆㉏
կְד׃嚂

ַג㨣٦♧㹺ָ穗㌀شؔ٦ך植㖈

ח鸐ٕؖٓך湡䫙ֹ鸐ךأٖقٕկ

ׁ㙹㠖ָ婍ך➿儗ـٓ،כח㤴ךⰻ䏄
ծ㖇䋆կֶג

 $BMMF-BSHB
[+FSF[EFMB'SPOUFSB $ EJ
 Ӽ

XXXGBDFCPPLDPN
[MBNPEFSOBKFSF

؎ٝח⚥䗰أٖق剢կְ滠խ冖ָׁ衅

կׅתׁ⪵ָؙ٦؍ؐؑٔ٦٥ءٕ٥شّءش٦ة

ָ٦ة٦؛ُرؒؑٔ٦٥ءך⚥⚅歲כֿ

׃⟰歗הֲպ׃嚂הؑٔ٦ءד⚥չ⚅歲

ؑءד⚥ծ⚅歲הֿךכأٖقկך

٦ָ궪굸䏄شىإװزٝك؎׃חو٦ذٔ٦

կׅתׁ⪵ד♳ծؔٝٓ؎ٝ㨣ꂊ顋䏄װ

ؑٔ٦䠥ءך⚥⚅歲דزحطװ4/4ג׃

⚅歲٠㕂כկ䎃ׅדךׅⰟ剣ה㥨㹺

כדָ⪵傈劤زٝك؎ך⟝ ָ⸇ծ秈
כزؙػ،٥؎ٝ؍رًٍٕء٦اծׁ秈⟝

ַ剢傈כկ䎃׃ת׃鎸ꐮ♰ 
կׅד✮㹀ׁ⪵דת傈

 $BMMF"MHBSWF
+FSF[EFMB
['SPOUFSB $ EJ
 Ӽ

XXXGBDFCPPLDPN
UBCBODPQMBUFSPT

ヘレスの人気店

Invierno
ⱴ

כדأٖقծהזחֻ剢בָ鵚أوأؙٔխ

הغٝنٝ؟կׅתׁ⪵ד⚥ָ歕غٝنٝ؟
ח⚥溪ךג䓸הٝؾ䋒חنخךꤱ㐻כ

➂ղג⢪غٝنٝ؟ךֿծה嚂㐻׃ⵝ啎

ؚٝاأوأؙٔגתָ꧊
؝٦ءٍٝآؽ
ـכأٖقחկ暴ׅת׃䭷הֿךزٝك؎ֲ姏

ٍآؽծדךְג✺ה歕ך饯彁ךٖٔ،

5BCBODP&M1BTBKF

ָծז㼰ղ殯כה؝ٝغةךٕ؎ةأזֿֿ⠗窟涸ז׃嚂؝ًٓٝؿדأٖق

ְ㜥׃嚂؝ًٓٝؿגկ䏟׃ָ嚂ـ؎ٓך؝ًٓٝؿח孡鯪ח㢸ה嫣傈儎

ٔؑءהוזؤ٦ثװوعٌծأّثתאֶךכדז؝ٝغة✮秈䗳갭կכさ

ֲկ״׃ְꂏח؝ًٓٝؿծח晙䩛٦

 $BMMF4BOUB.BS¬B +FSF[EFMB'SPOUFSB $ EJ[խӼ

XXXUBCBODPFMQBTBKFDPN

加募脋5PNPLP,JNVSB

ؑٔ٦٥ءؑٔ٦⾱欵㖑ㄎ獥窟ⵖ㆞⠓Ⱅ钠ءח䎃
《䖤ծ项呓ך٦ة٦؛ُرؒ
٥ر٥أٖق״䎃
ٓز٥أؖرنך獳⡝կ〢ꂊ㼔חٓ٦ذٗٝؿٓ٥
ծ㨣ؔٝء؍ر
⤘굸ㅷꟼװٙ؎ٝך،ءٕت،ٝ
遤ֲկ噟ؚٝ؍ذٕ؟ٝ؝ך傈劤䋐㜥ך⟰噟

TIFSSZXJOFMPWFDPNؚٗـ
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ָ暴ך驆ٖٔ،ـגׇさח؝٦ءٝ

⢪הףؑٔ٦ءכח儗ךֿկׅד䗙
ְֲֶהّص٦؍ذأل

ئ٦ؙծתא蝟㶨

嚂ָז궪ؑٔ٦ء

կׅדָ♧菙涸ך׃

➿邌ׁ⪵חⱴ僰ծ㢙ծ猧ծכխ➙㔐

ծ׃ַ׃կ׃ת׃ְ➜稱׀زٝك؎ז涸
ָزٝك؎ך׃ַ嫣剢⡦רקכדأٖق

幐ؑٔ٦ָ㺔ءח䌢כחֿծׁ⪵

ꨵ鮦ַٍٔ٦ؽإכדתأٖقկׅתְג

ءծגג׃ל䒀駈מ儗կ״ֶד

ַׇתג鍗ח⻉俑ך劤㜥ךؑٔ٦
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beber J ー酒を味わおう！
ェリ

日本でシ

今回、
たっぷりとお伝えしたシェリー酒の
魅力！ さあ、
早速あなたもこの味わい
深いお酒を楽しんでみましょう。たくさん
のタイプの中から、
その日の気分や料理
の系統、
シーン別ごとに好きなものを選
びましょう。片手にシェリー酒のグラスを
持ってフラメンコ・ショーを鑑賞する、
そん
なアンダルシア流もいいですし、
恋人や
友人同士で飲みに出かけた時はタイプ
ごとに飲み比べて、
ご自宅ではいろんな
料理とのマリアージュを楽しんで……。
特に、
これまでシェリー酒と親しんだこと
がない、
という方は、
ぜひ本ページの掲
載情報を参考に！ あなたの美食生活
をより豊かにしてくれることでしょう。

㣐ㄤⰒ加꼾ַּׅկ
衅滠ְꨜ㔲孡ך劤呓#"3

ٔؑء٦ꂊ珏⟃♳《䲧ִׅתֶג

ٔؑء٦ֻז״ֿ䠥غׅ٦ذٝت٦ָ秈珏겲

ٔؑء٦⟃㢩חٙ؎ٝؗأ؎ؐװ٦וז珏⟃

鵚ֶֻח馉ך׃ꥷֶמכ甧㺔ְֻׁկ

٦ 㹀庛 ؝ٝشذ٦⢪欽׃植㖑ךתתך
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⥋慬㾊ٙ؎ٝ긫

ٔؑءך٦״ծ֮חזさׅת׃ֶךկ

♳ך㉀ㅷ《䲧ִֶגծ鱐鷏ךꥷٔכח٦ؿ؋

ך朐䡾׀ד䲿⣘ְׅת׃կ

տ
㣽葺源塘⾱䋐ⰻ苇歕♨湡
ٙ؎ٕؽ؎ذꥡ
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⛯䊜ٔؑءד٦ꂊֶ実ך倯פֿכ

نٝ峔ꂊ䏄

⛯䊜٥状䀤ך峔ꂊ㼔䏄ׅדկٔؑء٦ꂊכծ秈

珏ך㖈䏧ָׅ֮תկٔؑء٦ꂊءח➭ךٝ

ؗأ؎ؐزٌؚٕٕ٦ծٓيծآٍٝءװٝػ٦ُصծ

ؔ٦ٓزأ؛ٙ؎ٝفحّء

ٙ؎ٝוז鼅ךּׅ峔ꂊ鞢㺡《ח䲧ִֶג

؎لأٝٙ؎ٝך鱐Ⰵ顋㡰⠓爡ծؔ٦ךٓزأ؛8&#ׅדفحّءկ

տ
状䀤源状䀤䋐⚥㣛⼒
莸떺
Ӽ
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זֲ״ך侧ꆀꣲ㹀ㅷָ鋅ַַאⵃ׀欽ֶ䖉ׅתֶג׃կ

ׅתկ➿ꆃ䒷䳔גחծ涪鷏ׅתְֹגׇׁ

؞ٝأٖؠ٥ؽ،أ㨣؟ٖذ٥ٔٗكծٔؑءוזذأُآ٦
➿邌ًׅ٦ؕ٦《䪔ׅתְגկ湫鱐Ⰵֶךכדז㹇

剣ꣲ⠓爡ؔ٦ٓزأ؛
տխ䀄ꢪ源♴ス䋐啾
Ӽխ ։
XXXXJOFTIPQPSDIFTUSBDPKQ

飲酒は20歳になってから。
飲酒運転は法律で禁じられています。
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を
与えるおそれがあります。お酒は適量を。

https://www.kokubu.co.jp/
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ֲ״ג䔲زٝئٖف铣罏גִ瘶חز٦؛،ٝ
剅硂

؎ٝلأגי鏝遳ךջ繟굸
ռפ偆ؙأغأٓٝؿ

RE

ز٦غٝعؤئ،؍ؐ8*--*".4)6.#&35

ٔ،ٍؚٖ٥،آ٦ص؟ٝو

NM

ꟼせך莸ךן怴湡㋐ך؝ًٓٝؿ

حش׃旂ה楈梵葿ٕկ惵زنׅ
הֹׅ⸇ִծח؛٦ـׇ䟝خ

ծ⡭같ָꞿֻ竲ד䗰㖑ָ暴䗙궪׃

➜눴תծג׃הؿ؍ذٔلկ،ׅתֹ
կֶׅׅח겲

ظىٗػֲㅷ珏խוע٥

٦ٕ䏝侧խ؝ٕ٥،

ٍآ٦ص؟ٝوխف؎ة٥
鳞〡
䲿⣘吳䒭⠓爡僇屚㾊

せ圫
⳿晛խӍ㹀⣣ ⰼ 玗أٗؕ؎Ӎꆃ吐ꅽ껺衼խӍ䎃剢ⴚխӍ

せ圫

أغ؎ٝلأ濼ג׃ה遳ך繟굸ך♧⚅歲ꥤכד劤剅

،ծؽٔتٔ،ծؔٝةծח⚥䗰،ٝ؍ذأغإٝ٥؟ךؙ
حٔ،ؽծؤُٔ٥سٍٝ٥آٝ٥؟ךؙأغأٓٝؿؔծغٕؽ
ꞿחؙأغկفح،ؙحؾ募װ歕ךאוזض؎ْٝغծخ
娄ֹ倯ךַծ歕קך궪굸䏄䞔㜠ךֶׅׅך衼罏ׅ䎃凃

䞔㜠فحّءְְ꧟顈ךأٝإװְ굸ㅷ׃ְֶծֿו鋅װ
䲓鯹կ
♧ⱁկךֶׅׅחְ倯׃弫㋪偆ؙأغ

פ Qכ갪湡䘔倯岀ךز٦؛،ٝ

כְ麩ךظ؍ؿהٍآ٦ص؟ٝو

ص؟ٝوչךؑٔ٦ꂊءׁ➜稱ג׃הف؎ةך鳞〡חה
ד僰牸ךٍٔ٦ؽإ劤㜥ך؝ًٓٝؿպկظ؍ؿչהٍպآ٦

ָծׅתְגָ濼הֿת궪ָֻׁٍآ٦ص؟ٝوכ

ծכְ麩ךկׅדךזׄずכ醡鸡岀ךف؎ةךאךֿכ㹋

⡲דأٖפכظ؍ؿկֲַ㖑ָ麩ְגׁٔ欰欵غؤ

٥رٕٝ٦ٕؕ٥؟ךأ؍رؕ㈓♧ծכٍآ٦ص؟ٝوָծׅת

㞁״ظ؍ؿג״ח橆㞮ז暴婊ךծ⡲ךדتًٓغ
կׅתזחف؎ة֮ךָ䓼ֻⵝ慧
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