
 

 
 

 

 

Leyenda 
 

"Quien lea esto, sepa, que este vino nace del mito 
antiguo, que heredado generación tras generación, 
apaciguo el alma de los hombres" 

 

"これを読む人に、このワインは何世代にも
受け継がれ、人々の魂を鎮めた古い神話から
生まれたことを知って欲しい。” 

 

Tinto seco/ 辛口赤ワイン 
 

Uva/ブドウ: Cabernet-Sauvignon /カベルネ・ソービニョ

ン 37%, 

 Syrah/シラー 25 %, Merlot/メルロー 21%,  

Tempranillo/テンプラニーリョ 17% 

 

Añada/ビンテージ: 2018 

 

アルコール度数: 15% 

       

原産地呼称 DO:  
 

 

フレンチオークとヨーロッパオークで14ヶ月樽熟

成。24ヶ月瓶内熟成。 

 
 
 

 

 

バニラや甘草を中心としたスパイスとキイチゴなど果実のしっかりした

アロマ。 

口当たりはマイルドで、良質な酸とのバランスが良い。 

フレンチオークやヨーロッパオークで 15 ヶ月樽熟成。24 ヶ月瓶内熟成。 

 

 

 
 

Servicio /サービス適温: 17 ºC 

Botella /ボトルタイプ: ブルゴーニュ 310/Borgoña 

310 

Capacidad/容量: 750ML 

 

 

www.8lgends.com 

Eterna 

ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティ

ー 

 

http://www.8lgends.com/


 

 
 

 

Leyenda 
del Monje 
"En el silencio de los monasterios, entre sus gruesos y 
misticos muros de piedra, se cultivan grandes vinos " 

 

"厚いミステリアスな石壁の修道院の静けさ
の中で、偉大なワインが作られている。 " 

 

Tinto seco/ 辛口赤ワイン 

Uva/ブドウ: Monastrell/モナストレル 100% 

Añada/ビンテージ: 2019 

Graduación: 14,00% by Vol. 原

産地呼称 DO: フミラ 

 

 
 

 

フレンチオークとアメリカンオークで4ヶ月樽熟

成。 

 

 

 
 

品種や地中海のエレガントなブーケを持つワイン。 

深く魅力的な赤色。 

スムーズな味わいで、 

熟した果実のバルサミコのアロマや樽熟成由来のトースト香がある。 

とても表情豊かなで、スペイン南東部の特徴的なワイン。 
 

 

 

 

 

Servicio /サービス適温: 16-18 ºC 

Botella /ボトルタイプ: Bordelesa Antigua tronco- 

cónica 300/ボルドー・アンティーク・コニカル 

300 
 

Capacidad/容量. 750ML 

 

 

www.8lgends.com 

http://www.8lgends.com/


 
 
 

 
 

Leyenda 
delJinete 
" Debió ser un aguerrido jinete ibérico que entre 
batalla y batalla, cultivaba sus cepas con igual afán 
con el que blandía su espada" 

 
"刀を振り回すのと同じように熱心にブドウを育て
ていたのは、戦火の勇敢なイベリアの騎手に違い
ない。" 

 
 

Tinto seco/ 辛口赤ワイン 
ブドウ: ガルナチャ・ティントレラ 100%  

Añada/ビンテージ: 2017 

Graduación: 15,00% by Vol. 原

産地呼称 DO:アルマンサ 

 

 

 
フレンチオークで12ヶ月樽熟成。 
 

 
不透明なチェリーレッド。 
しっかりした個性的なアロマで、熟した果実、 
強いアルコールや甘いスパイスを感じる。 
しっかりした旨みのある味わいで、ふくよかで複雑、凝縮している。 

 
 
 

Servicio /サービス適温: 15-17ºC 

Botella /ボトルタイプ: Bordelesa Elite troncocónica 
316/ボルドー・エリテ・コニカル 316 

 
Capacidad/容量. 750ML 

 
 

www.8lgends.com 

http://www.8lgends.com/


 

 

 

 
 
 

Leyenda 
del Caballero 
"CuentalaLeyendaquetiempoatráslosCaballerosdeLa 
Orden,bebianelmejordesusvinos,envisperasdeentablar 
batalla" 

 

"その昔、騎士団は戦いの前に最高のワインを飲んだとい
う伝説がある。" 

 
 

 

Tinto seco/ 辛口赤ワイン 

Uva/ブドウ: Syrah/シラー 100% 

Añada/ビンテージ: 2020 

アルコール度数: 14,00%  

 

原産地呼称 DO: 

 

 

チェリーレッド。赤い果実を中心に、スミレのニュア

ンスもある。柔らかな口当たりで、スムーズでエレガ

ントなタンニン。飲み込むとストラクチャーとシルキ

ーさを感じる。 

 

Servicio /サービス適温: 12-14 ºC 

Botella /ボトルタイプ: Bordelesa Stilus 325mm/ボル
ドー・スティルス 325mm 

 

Capacidad/容量. 750ML 

www.8lgends.com 

ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティー 

 

http://www.8lgends.com/


 

 
 

 
 
 

Leyenda 
del Caballero 
" Cuenta la Leyenda que tiempo atrás los Caballeros de La 
Orden, bebían el mejor de sus vinos, en vísperas de entablar 
batalla" 

 

"その昔、騎士団は戦いの前に最高のワインを飲んだと
いう伝説がある。" 

 
 
 

Tinto seco/ 辛口赤ワイン 

Uva/ブドウ: Merlot/メルロー 100% 

Añada/ビンテージ: 2020 

原産地呼称 DO:  

アルコール度数: 14,00%  

 

美しいルビー色。ミネラルやバルサミコとともに果実の

香りが際立っていて、メルローファンにはたまらない。

ブラックベリーを中心に軽いスパイスを感じ、表情豊か

で、甘みがあり、余韻の長い味わい。 

 

Servicio /サービス適温: 16-18 ºC 

Botella /ボトルタイプ: Bordelesa Stilus 325mm/ボル
ドー・スティルス 325mm 

 

Capacidad/容量. 750ML 

www.8legends.com 

ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティー 

 

http://www.8legends.com/


Graduación/アルコール度数: 

14,00% by Vol. 

原産地呼称 DO: リャ 

 

 

ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティー 

 

 

紫がかった縁取りの濃い色。黒い果実や赤い果実のアロマ

で、スパイスのニュアンスが複雑さを与える。良く溶け込ん

だビロードのようなタンニンとともに、しっかりしたストラ

クチャーを持ち、フルーティーな後口。余韻が長く、バラン

スが良い。表情豊かな素晴らしいワイン。 

 

 

 

 

 

Servicio /サービス適温: 16-18 ºC 

Botella /ボトルタイプ: Bordelesa Stilus 325mm/ボル
ドー・スティルス 325mm 

 

Capacidad/容量. 750ML 

www.8lgends.com 

 

 
 

 
 
 

Leyenda 
del Caballero 
" Cuenta la Leyenda que tiempo atrás los Caballeros de La 
Orden, bebian el mejor de sus vinos, en visperas de entablar 
batalla" 

 

"その昔、騎士団は戦いの前に最高のワインを飲んだと
いう伝説がある。" 

 
 

Tinto seco/ 辛口赤ワイン 

Uva/ブドウ: Cabernet-Sauvignon/カベルネ・ソ

ービニョン Añada/ビンテージ: 2020 

http://www.8lgends.com/


 
 
 

 
 

Leyenda 
delVolcan 
"Siglosdespuesdelgritodelvolcán,ensusmagmas apagadas 
crecen cepas que crianvinos" 

 
"何世紀にもわたる激しい火山活動の後、マグマは冷
え固まり、ワインになるブドウを育てている。" 

 

Tinto seco/ 辛口赤ワイン 
Uva/ブドウ: Tempranillo/テンプラニーリョ 100% 

Añada/ビンテージ: 2019 / アルコール度数: 13,50% by Vol. 
原産地呼称DO: 

ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ・デル・カンポ・デ・カラトラバ 

 
 

 
 

 

フレンチオークとアメリカンオークで2ヶ月樽熟成 
 

 
 
短い樽熟成由来の複雑さをバックに、軽いブラッ
クベリーとともにイチゴなどの赤い果実が香る。
わずかな甘草の香りはアロマをエレガントにし、
品種の特徴を誠実に表現する。 

Servicio /サービス適温: 12-14 ºC 

Botella /Type of bottle/ボトルタイプ: Bordelesa 
Santiago 329/ボルドー・サンティアゴ 329 
 
Capacidad/容量. 750ML 

www.8lgends.com 

http://www.8lgends.com/


 

 
 

 
 

Leyenda 
delVolcan 
"Siglosdespuésdelgritodelvolcán,ensusmagmas 
apagadas crecen cepas que críanvinos" 

 

"何世紀にもわたる激しい火山活動の後、マグマは冷え固まり、 

ワインになるブドウを育てている。" 

 

MoscateldeAlejandría60% Macabeo40% 

マスカット・オブ・アレキサンドリア 60% 

マカベオ 40% 

Uva/ブドウ: Blanco seco/ 辛口白ワイン 

Añada/ビンテージ: 2020 

Graduación: 13,00% by Vol. アルコール度数: 13.00% by Vol. 

 

原産地呼称 DO: 

 

 

ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ・デル・カンポ・デ・カラトラバ 

 

 

 

 

青みがかった黄色。生き生きとしたレモングリーンの縁取り。 

輝きがある。しっかりした果実味を感じる。 

トロピカルフルーツ（グリーンパイナップル）と、魅惑的な花の香水 

（レモンバーベナやローズ） 

が完璧に組み合わさった柑橘系の果物などの豊かなアロマ。 

 

 

 

 

Servicio /サービス適温: 8-10 ºC 

Botella /ボトルタイプ: Bordelesa Santiago 3 

29/ボルドー・サンティアゴ 3 29 

Capacidad/容量. 750ML 

 
 

www.8lgends.com 

http://www.8lgends.com/
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