Austria Wien

オーストリア ウィーン地域

Wieninger
ヴィーニンガー
ウィーンの伝統、世界に誇れる最高品質のゲミシュター・サッツ(混植混醸)の復活に
命を懸け、10年以上にわたる尽力により、その品質が認められ、ウィーンの
ゲミシュター・サッツはDAC(原産地呼称）に認可されるまでになりました。
シャルドネやピノ・ノワールにも注力しており、オーストリアのワインガイド「ファルスタッフ」にて
両品種ともグランプリを獲得した実績もあります。

ピノ・ノワール セレクト
2017 Pinot Noir Select
2025

生産地：ウィーン

赤

生産者：ヴィーニンガー

参考価格

税込価格

¥5,500

¥6,050

品種：ピノ・ノワール

JAN: 9 005629 157174
750ml／12本入り
Alc：13.4% 残糖：1.0ｇ/l 酸：5.0g/l
ガラス栓
25％を新樽、残りを何度か使用した小樽での熟成。ｽﾊﾟｲｼｰで芯に力がある、ブルゴーニュともドイツとも違う、ヴィーニンガー流の旨
みいっぱいのピノ・ノワール。

ピノ・ノワール グラン・セレクト
2012 Pinot Noir Grand Select
2026

生産地：ウィーン

赤

生産者：ヴィーニンガー

参考価格

税込価格

¥12,000

¥13,200

品種：ピノ・ノワール

JAN: 9 005629 013210
750ml／12本入り
Alc：13.4% 残糖：1.0ｇ/l 酸：4.7g/l
コルク
50％を新樽、残りを何度か使用した小樽での熟成。ヴィーニンガーのピノ・ノワールのトップで、オーストリアのみならず、国際的なピ
ノ・ノワールのコンクールでもよく優勝している、ヴィーニンガーの代表作の１つ。

ウィーン リースリング
2018 Wien Riesling
2024

生産地：ウィーン

白・辛口

生産者：ヴィーニンガー

参考価格

税込価格

¥3,000

¥3,300

品種：リースリング

JAN: 9 005629 547180
750ml／12本入り
Alc：12.4% 残糖：3.8ｇ/l 酸：6.4g/l
スクリュー
ニュスベルクとビザンベルク、両地域のぶどうを使用。南国系フルーツの香りと硬質なミネラル、シャープ酸。ドライでタイトなリースリ
ングワイン。

0119

ウィーナー ゲミシュター・サッツ

白・辛口

2019 Wiener Gemischter Satz
生産地：ウィーン

生産者：ヴィーニンガー

参考価格

税込価格

¥3,400

¥3,740

品種：GV、Wri、WB、Ri、Ch、SB、
Sil、Zie、Rg、Tr、Nb

JAN: 9 005629 587193
750ml／12本入り
Alc：12.6% 残糖：1.2ｇ/l 酸：5.8g/l
スクリュー
11種類のぶどうの混植混醸。ニュスベルクとビザンベルクの両地域のぶどうを使用。ヴィーニンガーのゲミシュター・サッツのスタン
ダードクラス。

シャルドネ クラシック
2017 Chardonnay Classic
2045

生産地：ウィーン

白・辛口

生産者：ヴィーニンガー

参考価格

税込価格

¥3,200

¥3,520

品種：シャルドネ

JAN: 9 005629 646173
750ml／12本入り
Alc：12.7% 残糖：1.1ｇ/l 酸：5.5g/l
スクリュー
ステンレスタンク80％、大樽20％での熟成。樽の要素は控えめで、優しめのアタックだが味わいはまろやか。時間が経ち温度が上が
るにつれて、しっかりと旨みが広がるワイン。

2022

ビザンベルク ウィーナー ゲミシュター・サッツ

2018 Bisamberg Wiener Gemischter Satz
生産地：ウィーン

生産者：ヴィーニンガー

白・辛口

参考価格

税込価格

¥4,500

¥4,950

品種：ピノ・ブラン、ピノ・グリ、シャルドネ

JAN: 9 005629 617180
750ml／12本入り
Alc：13.9% 残糖：1.0ｇ/l 酸：5.8g/l
ガラス栓
ピノ・ブラン40％、ピノ・グリ40％、シャルドネ20％の混植混醸。樹齢40年越え、ドナウ河の北側、醸造所の近くにある区画のぶどうを
使用。爽やかで複雑味もあり、心地よいミネラルが感じられる。

シャルドネ セレクト
2016 Chardonnay Select
2056

生産地：ウィーン

白・辛口

生産者：ヴィーニンガー

参考価格

税込価格

¥5,700

¥6,270

品種：シャルドネ

JAN: 9 005629 447169
750ml／12本入り
Alc：13.5% 残糖：2.0ｇ/l 酸：4.6g/l
ガラス栓
ビザンベルクのぶどうを使用。75％を小樽での熟成（そのうち30％は新樽）。果実味豊富で芯があり、力強さを内包しているが、バラ
ンスよくまとまった、エレガントな味わい。

※GV

グリューナー・ヴェルトリーナー、WRi ヴェルシュリースリング、WB ヴァイサーブルグンダー、
Ri リースリング、Ch シャルドネ、SB ソーヴィニヨン・ブラン、Sil ジルヴァーナー、
Zie ツィアーファンドラー、RG ロートギプフラー、Tr トラミナー、Nb ノイブルガー
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2012

リート ウルム ニュスベルク ウィーナー ゲミシュター・サッツ

2018 Ried Ulm Nussberg Wiener Gemischter Satz
生産地：ウィーン
JAN: 9 005629 777181

生産者：ヴィーニンガー
750ml／12本入り

白・辛口

参考価格

税込価格

¥5,800

¥6,380

品種：WB、Nb、Wri、GV、Sil、Zie、Rg、Tr、Ri
Alc：13.4% 残糖：1.0ｇ/l 酸：5.4g/l

ガラス栓

9種類のぶどうの混植混醸。ヴィーニンガーのフラッグシップワイン。ウィーンを見渡せる南向の斜面で、石灰岩の隆起した畑の樹齢50年以上のぶどうを
使用。力強さと複雑味、エレガンスの見事な共演。

2023

ローゼンガルトル ウィーナー ゲミシュター・サッツ

2017 Rosengartl Wiener Gemischter Satz
生産地：ウィーン
JAN: 9 005629 627172

生産者：ヴィーニンガー
750ml／12本入り

白・辛口

参考価格

税込価格

¥7,500

¥8,250

品種：GV、WB、Nb、Tr、Ri
Alc：13.5% 残糖：1.0ｇ/l 酸：5.1g/l

ガラス栓

5種類のぶどうの混植混醸。ゲミシュター・サッツシリーズのトップ。ニュスベルクの1区画のぶどうを使用、とんでもない熟成ポテンシャルを持つ、ウィーン
を、オーストリアを代表するワイン。

シャルドネ グラン セレクト
2017 Chardonnay Grand Select
2055

生産地：ウィーン

白・辛口

生産者：ヴィーニンガー

参考価格

税込価格

¥12,500

¥13,750

品種：シャルドネ

JAN: 9 005629 306176
750ml／12本入り
Alc：13.5% 残糖：2.0ｇ/l 酸：4.6g/l
ガラス栓
ビザンベルクの最優良区画の樹齢40年のシャルドネを使用。石灰岩の上のレスが堆積した土壌。60％が新樽、40％が古樽での熟
成。しっかり熟した果実のニュアンスと、柔らかな樽の風味、硬質なミネラル、柔らかさの中にしっかりと芯のある味わい。

2081

NV

キュヴェ カタリーナ ロゼ ゼクト

ロゼ泡

Cuvée Katharina Rose Sekt
生産地：ウィーン

生産者：ヴィーニンガー

参考価格

税込価格

¥4,800

¥5,280

品種：ピノ・ノワール80％、ツヴァイゲルト20％

JAN: 9 005629 025060
750ml／12本入り
Alc：13.3% 残糖：1.0ｇ/l 酸：6.0g/l
コルク
瓶内二次発酵後、約2年熟成。ビザンベルクのぶどうを使用。次女の名前を冠しており、黒ぶどうの力強さがしっかりと感じられる、旨
みのあるスパークリングワイン。

Hajszan Neumann
ハイサンノイマン
元の持ち主の友人よりヴィーニンガーさんが譲り受けたワイナリー。
そのままヴィーニンガーさんの別ブランドとして展開しているのが、「ハイサンノイマン」
ゲミシュター・サッツや単一品種のクラシックなウィーンワインとともに、
本家ヴィーニンガーにはないナチュラルワインへの挑戦を積極的に行っているチャレンジブランドです。
ハイサンノイマンのエチケットの五角形は、ビオディナミに必要な5つの要素を表しています。

リート ヴァイスライテン ゲミシュター・サッツ
2018 Ried Weisleiten Gemischter Satz
2069

生産地：ウィーン

生産者：ハイサンノイマン

白・辛口

参考価格

税込価格

¥4,900

¥5,390

品種：GV、Wri、WB、Ri、Nb、Tr

JAN: 9 005629 217182
750ml／12本入り
Alc：13.9% 残糖：1.4ｇ/l 酸：5.9g/l
スクリュー
ヴァイスライテンは、ニュスベルクの山の北東向き斜面の貝殻石灰岩土壌。ゲミシュター・サッツシリーズの中で最もエレガントで酸も
感じる、凝縮感のあるワイン。6種類のぶどうを使用。

2068

オレンジ・ 参考価格 税込価格
辛口
¥6,000
¥6,600

ナチュラル ゲミシュター・サッツ

2018 Natural Gemischter Satz
生産地：ウィーン
JAN: 9 005929 717187

生産者：ハイサンノイマン
750ml／12本入り

品種：GV、Wri、WB、Ri、Tr
Alc：13.4% 残糖：1.7ｇ/l 酸：4.3g/l

コルク

ニュスベルクの南向斜面の畑「ウルム」と、北東向斜面の畑「ヴァイスライテン」のぶどうを約半分ずつ使用した5種類のぶどうのゲミ
シュター・サッツのオレンジワイン。コンクリートエッグで発酵後、ステンレスタンクで熟成。無濾過無調整。濁っているがとてもエレガン
トで、果実味もあり、バランスのとれた味わい。

※GV

グリューナー・ヴェルトリーナー、WRi ヴェルシュリースリング、WB ヴァイサーブルグンダー、
Ri リースリング、Ch シャルドネ、SB ソーヴィニヨン・ブラン、Sil ジルヴァーナー、
Zie ツィアーファンドラー、RG ロートギプフラー、Tr トラミナー、Nb ノイブルガー
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Austria Neusiedlersee

オーストリア ノイジードラーゼー地域

Heinrich
ハインリッヒ
恵まれた土壌にブラウフレンキッシュやツヴァイゲルトの可能性を感じ、
高品質な赤ワインを作り続け、大躍進。1haでスタートした畑は今は100haにもなり、
オーストリアを代表する赤ワイン生産者となりました。
2006年よりビオディナミに転換し、現在では徹底した品質管理を行い、
最新設備を駆使したナチュラルワイン造りに注力し、その分野でも
トップを走り続けています。

ネイキッド ロゼ
2019 Naked Rose
2074

生産地：ノイジードラーゼー

ロゼ・辛口
生産者：ハインリッヒ

参考価格

税込価格

¥3,000

¥3,300

品種：ブラウフレンキッシュ

JAN: 9 120104 730069
750ml／12本入り
Alc：12.1% 残糖：1.0ｇ/l 酸：7.1g/l
スクリュー
ライタベルクのブラウフレンキッシュを使用。大樽とアンフォラで発酵・熟成、無濾過無清澄、SO2の添加は極少量。ラズベリーのよう
なフルーティな香りが広がり、優しいタンニン、濁ったワインならではの酵母の旨味、ライタベルクらしい塩っ気がたっぷり！

ネイキッド レッド
2017 Naked red
2035

生産地：ノイジードラーゼー

赤
生産者：ハインリッヒ

参考価格

税込価格

¥2,600

¥2,860

品種：ブラウフレンキッシュ、ツヴァイゲルト他

JAN: 9 120007 369052
750ml／12本入り
Alc：12.0% 残糖：1.0ｇ/l 酸：5.4g/l
スクリュー
ブラウフレンキッシュ40%,ツヴァイゲルト30%、ザンクトローレント30%。大樽での熟成。しっかりとした果実味を持ち、しなやかでタンニン
も穏やか。しなやかなボディを持つ、ナチュラルな赤ワイン。

2050

ハインリッヒ ブラウフレンキッシュ

赤

2016 Heinrich Blaufränkisch
生産地：ノイジードラーゼー

生産者：ハインリッヒ

参考価格

税込価格

¥3,200

¥3,520

品種：ブラウフレンキッシュ

JAN: 9 120007 368550
750ml／12本入り
Alc：11.2% 残糖：1.3ｇ/l 酸：5.1g/l
ガラス栓
ブラウフレンキッシュシリーズのベーシッククラス。ゴルスとライタベルクのぶどうを使用。大樽での熟成。香り豊かでまろやか、柔らか
なボディを持つ、ハイレベルなスタンダード。

ハインリッヒ ツヴァイゲルト
2017 Heinrich Zweigelt
2037

生産地：ノイジードラーゼー

赤

生産者：ハインリッヒ

参考価格

税込価格

¥3,300

¥3,630

品種：ツヴァイゲルト

JAN: 9 120007 369113
750ml／12本入り
Alc：12.1% 残糖：1.0ｇ/l 酸：5.7g/l
ガラス栓
ゴルスとライタベルクのぶどうを使用。ツヴァイゲルトシリーズのベーシッククラス。。濃い色調でまろやか、エレガントなボディを持つ。
今までのツヴァイゲルトのイメージを覆す、バランスの良い味わい。

2036

ハインリッヒ ピノ・ノワール

赤

2018 Heinrich Pinot Noir
生産地：ノイジードラーゼー

生産者：ハインリッヒ

参考価格

税込価格

¥3,500

¥3,850

品種：ピノ・ノワール

JAN: 9 120007 369748
750ml／12本入り
Alc：11.9% 残糖：1.0ｇ/l 酸：5.0g/l
ガラス栓
ハインリッヒ醸造所が少量生産する、人気の銘柄。ハンガリー国境沿いにあるライタベルクの白い石灰岩土壌が色濃く反映された、
塩っ気を感じる個性的なピノ・ノワール。

ライタベルク ブラウフレンキッシュ
2016 Leithaberg Blaufränkisch
2051

生産地：ノイジードラーゼー

赤

生産者：ハインリッヒ

参考価格

税込価格

¥6,000

¥6,600

品種：ブラウフレンキッシュ

JAN: 9 120007 368772
750ml／12本入り
Alc：12.4% 残糖：1.0ｇ/l 酸：6.4g/l
ガラス栓
ライタベルクのシストと石灰岩土壌の畑のブレンド。５００Lの古樽で熟成。より濃厚でまろやか、色気と深みが増すが、タンニンは強す
ぎずしなやかで、余韻にミネラル感が残る、上級クラスのブラウフレンキッシュ。

2052

[アルター・ベルク] ブラウフレンキッシュ

2015 Alter berg Blaufränkisch
生産地：ノイジードラーゼー

生産者：ハインリッヒ

赤

参考価格

税込価格

¥12,000

¥13,200

品種：ブラウフレンキッシュ

JAN: 9 120007 368659
750ml／12本入り
Alc：13.4% 残糖：1.0ｇ/l 酸：6.4g/l
ガラス栓
ライタベルクの石灰岩土壌の特級畑、アルターベルクで、徹底的に収量を落とした古木のブラウフレンキッシュを使用。５００L の古
樽で熟成。醸造所のフラッグシップであり、圧倒的なポテンシャルを持つ赤ワイン。
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ハインリッヒ ネイキッド ホワイト
2018 Heinrich naked white
2049

生産地：ノイジードラーゼー

生産者：ハインリッヒ

白・辛口

参考価格

税込価格

¥2,900

¥3,190

品種：ｼｬﾙﾄﾞﾈ91％、ﾋﾟﾉ･ﾌﾞﾗﾝ6％、
ｽｶｰﾄｵｯﾄﾈﾙ2％、ﾋﾟﾉ･ｸﾞﾘ1％

ﾑ

JAN: 9 120007 369823
750ml／12本入り
Alc：12.9% 残糖：1.9ｇ/l 酸：6.3g/l
スクリュー
4種類のぶどうをブレンド。1晩のスキンコンタクト後、発酵、木樽とアンフォラでの熟成（ムスカートオットネルのみ醸し発酵）。 無濾過
無清澄。濁った色調だが、フルーティでクリアー、旨みがしっかり感じられるナチュラルワイン。

ライタベルク シャルドネ
2014 Leithaberg Chardonnay
2034

生産地：ノイジードラーゼー

白・辛口

生産者：ハインリッヒ

参考価格

税込価格

¥4,100

¥4,510

品種：シャルドネ

JAN: 9 120007 366983
750ml／12本入り
Alc：12.5% 残糖：1.0ｇ/l 酸：6.3g/l
ガラス栓
石灰岩の隆起したライタベルクのぶどうを使用。大樽での熟成。個性的な香りと控えめな樽香、余韻に感じる土壌由来のミネラルを
感じられるワイン。

2034

ライタベルク シャルドネ

白・辛口

2015 Leithaberg Chardonnay
生産地：ノイジードラーゼー

生産者：ハインリッヒ

参考価格

税込価格

¥4,300

¥4,730

品種：シャルドネ

JAN: 9 120007 368468
750ml／12本入り
Alc：13.4% 残糖：1.5ｇ/l 酸：6.0g/l
ガラス栓
石灰岩の隆起したライタベルクのぶどうを使用。大樽での熟成。控えめな樽香、余韻に感じる土壌由来のミネラルを感じられる旨味
がたっぷりと詰まったワイン。
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Austria Mittelburgenland

オーストリア ミッテルブルゲンラント地域

MORIC
モリッツ
ローラント・フェリッヒさんが、かつてブルゲンラントの赤ワインが
世界に誇れる品質だったことを知り、その復活を掲げて
取り組んでいるプロジェクト。オーストリア独自のぶどう、
ブラウフレンキッシュを使い、ブルゴーニュのような
エレガントで奥行のある赤ワイン造りを目指しています。
洗練された個性のある味わいは、世界中の人々の注目の的です。

ブラウフレンキッシュ ブルゲンラント
2018 Blaufränkisch Burgenland
2015

赤

参考価格

税込価格

¥4,300

¥4,730

生産地：ミッテルブルゲンラント
生産者：モリッツ
品種：ブラウフレンキッシュ
JAN: 4 946661 760159
750ml／12本入り
Alc：12.9% 残糖：1.0ｇ/l 酸：6.1g/l
コルク
ブラウフレンキッシュシリーズのベーシッククラス。３つの村の畑のぶどうのブレンド。和食をこよなく愛する生産者らしい、繊細な果実
味と、香りの中にほんのりと感じる紫蘇や山椒のスパイシーな風味。このクラスにして39hl/haと超低収量。

モリッツ レゼルヴ ブラウフレンキッシュ
2014 MORIC Reserve Blaufränkisch
2016

赤

参考価格

税込価格

¥7,000

¥7,700

生産地：ミッテルブルゲンラント
生産者：モリッツ
品種：ブラウフレンキッシュ
JAN: 4 946661 760166
750ml／12本入り
Alc：13.7% 残糖：1.2ｇ/l 酸：5.5g/l
コルク
ブラウフレンキッシュシリーズのセカンドラベルにあたるワイン。コートロティのような色気を持ちながらも上品なたたずまいを持つ、唯一
無二のエレガントな味わい。モリッツのワインはすべて天然酵母にて発酵、無清澄、無濾過にて瓶詰めされる。

ネッケンマルクト アルテレーベン
2012 Neckenmarkt AlteReben
2017

赤

参考価格

税込価格

¥20,000

¥22,000

生産地：ミッテルブルゲンラント
生産者：モリッツ
品種：ブラウフレンキッシュ
JAN: 4 946661 760173
750ml／12本入り
Alc：13.9% 残糖：1.0ｇ/l 酸：5.5g/l
コルク
樹齢１００年超の古木を使用したモリッツ最上級ワインの１つ。原生岩、石灰岩などの石がちな緩斜面の畑のぶどうを使用。硬質で
少し時間がかかるものの、他にはない、モリッツワインの真髄を味わえるエレガントな1本。

2027

ルッツマンスブルク アルテレーベン

2013 Lutzmannsburg AlteReben

赤

参考価格

税込価格

¥20,000

¥22,000

生産地：ミッテルブルゲンラント
生産者：モリッツ
品種：ブラウフレンキッシュ
JAN: 4 946661 750273
750ml／12本入り
Alc：13.6% 残糖：1.1ｇ/l 酸：5.6g/l
樹齢120年を超える古木をも使用した、モリッツ最上級のワインの１つ。標高低めの緩斜面で、まろやかで果実味豊か、若いヴィン
テージのうちから色気をたっぷり感じられるワイン。500Lのオークの古樽にてゆっくり熟成。

ハウスマルケ スーパーナチュラル
2018 Hausmarke SuperNatural
2032

白・辛口

参考価格

税込価格

¥4,300

¥4,730

品種：グリューナー・ヴェルトリーナー、シャルドネ、リースリング
生産地：ミッテルブルゲンラント
生産者：モリッツ
JAN: 4 946661 750327
750ml／12本入り
Alc：13.4% 残糖：1.9ｇ/l 酸：5.4g/l
コルク
グリューナー・ヴェルトリーナー約80％、シャルドネ約20％、リースリング約１％。ピュアな石灰岩土壌で、土壌由来のフィネスを感じ
るワイン。塩味を感じるエレガントな味わい。

Hidden Treasure
ヒドゥントレジャー
かつてのオーストリアとハンガりーが国境なき時代、1大名産地として世界に名を馳せていたワイン産地としての栄光、
伝統、歴史、文化を国境を越えて復活させるべく、志を共にする仲間たちとともにローラントさんが立ち上げた、
各地の優良生産者とコラボレーションしたワインをリリースするプロジェクト

バラトン
2018 Balaton
2070

生産地：バラトン地域

白・辛口
生産者：ヴィラ・トルネイ

参考価格

税込価格

¥3,800

¥4,180

品種：リースリング、フルミント

JAN: 4 946661 750709
750ml／12本入り
Alc：12.5% 残糖：2.7ｇ/l 酸：5.7g/l
コルク
「Hidden Treasure」プロジェクト。その第3弾となる、ハンガリーのヴィラ・トルネイとのコラボレーションワイン。リースリングとフルミントを
約半々(少しだけリースリングが多い)使用した、ミネラル感が豊かで柔らかく、モリッツならではのエレガンスを持った白ワイン。
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Austria Wachau

オーストリア ヴァッハウ地域

Högl
ヘーグル
ヴァッハウの最西端、ドナウ河からも少し離れた山奥、
オーストリア最冷涼地域に畑を持つ生産者。
濃厚でパワフルなヴァッハウワインがまだ全盛期だったころ、
いち早くエレガントな白ワインに注力し、注目を浴びました。
現在、父のヨゼフさんと息子のゲオルグさんとの共同経営で、
洗練されたピュアな白ワイン造りで名を馳せています。
2048

J＆G グリューナー・ヴェルトリーナー フェーダーシュピール

2019 J&G GrünerVeltliner Federspiel
生産地：ヴァッハウ

生産者：ヘーグル

白・辛口

参考価格

税込価格

¥2,700

¥2,970

品種：グリューナー・ヴェルトリーナー

JAN: 9 120026 404307
750ml／12本入り
Alc：12.2% 残糖：2.2ｇ/l 酸：6.6g/l
スクリュー
ヘーグルのグリューナー・ヴェルトリーナーのベーシッククラス。ヴァッハウ全域のぶどうを使用。果実味豊かでミネラリー、バランスの
とれた白ワイン。

J＆G リースリング フェーダーシュピール
2018 J&G Riesling Federspiel
2071

生産地：ヴァッハウ

白・辛口

生産者：ヘーグル

参考価格

税込価格

¥3,200

¥3,520

品種：リースリング

JAN: 9 120026 404000
750ml／12本入り
Alc：12.8% 残糖：1.9ｇ/l 酸：6.0g/l
スクリュー
ヴァッハウ全域のぶどうを使用した、J&Gシリーズのフェーダーシュピールクラス。豊富なミネラルと糖分をほとんど残さなくとも、酸と
のバランスが見事にとれた、オーストリアのエレガント系リースリング。

ブリュック リースリング フェーダーシュピール
2017 Brück Riesling Federspiel
2031

生産地：ヴァッハウ

白・辛口

生産者：ヘーグル

参考価格

税込価格

¥4,500

¥4,950

品種：リースリング

JAN: 9 120026 403720
750ml／12本入り
Alc：12.5% 残糖：2.6ｇ/l 酸：7.2g/l
スクリュー
醸造所裏手の段々畑の急斜面、岩がごつごつしている水はけの良い畑のフェーダーシュピールクラス。熟度はあるものの、ヴァッハ
ウ最冷涼畑ならではのエレガンスと酸を感じるワイン。

2039

シューン グリューナー・ヴェルトリーナー フェーダーシュピール

2019 Schön GrünerVeltliner Federspiel
生産地：ヴァッハウ

生産者：ヘーグル

白・辛口

参考価格

税込価格

¥4,600

¥5,060

品種：グリューナーヴェルトリーナー

JAN: 9 120026 404369
750ml／12本入り
Alc：13.0% 残糖：1.0ｇ/l 酸：6.1g/l
スクリュー
醸造所裏手にある、ブリュックに比べて表土があるグリューナー・ヴェルトリーナー用の畑。キラキラとしたミネラル感と、心地よい複
雑味と旨みを感じる、レベルの高いグリューナー・ヴェルトリーナー。

フライガイスト グリューナー・ヴェルトリーナー
2017 Freigeist Grüner Veltliner
2061

生産地：ヴァッハウ

生産者：ヘーグル

オレンジ・ 参考価格 税込価格
辛口
¥6,000
¥6,600
品種：グリューナー・ヴェルトリーナー

JAN: 9 120026 405397
750ml／12本入り
Alc：13.1% 残糖：1.0ｇ/l 酸：4.3g/l
コルク
ヴァッハウ中部のぶどうを使用し、35日間の醸し発酵。オーストリア製の５００Lの樽で熟成。無濾過無清澄、SO2ゼロ。かなり濁って
いるが、ピュアで旨みが凝縮された、ファーストヴィンテージと思えない完成度を誇るオレンジワイン。
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Austria Weststeiermark

オーストリア ヴェストシュタイヤーマルク地域

Langmann
ラングマン
1700年代から続く伝統あるワイナリー。
湿度が高く温暖なヴェストシュタイヤーマルクで最もポピュラーな
ワインがブラウアー・ヴィルトバッハー種を使用したロゼワイン
シルヒャー。そのシルヒャーにおいて最も高品質なワインを
生み出しているのがラングマンです。世界一酸の高いロゼと
言われていますが、果実味と絶妙にバランスをとったワインを得意としています。
2057

2019

シルヒャー クラシック
Schilcher Klassik

生産地：ヴェストシュタイヤーマルク

ロゼ・辛口

生産者：ラングマン

参考価格

税込価格

¥2,600

¥2,860

品種：ブラウアー・ヴィルトバッハー

JAN: 9 120029 003231
750ml／12本入り
Alc：11.4% 残糖：2.7ｇ/l 酸：8.0g/l
所有する３つの畑のブレンドで、ベーシッククラスのシルヒャー。８～２４時間のスキンコンタクト後、ダイレクトプレス。スパイシーで果実
味豊富、酸との調和のとれた、爽やかで個性的なロゼワイン。

2058

シルヒャー ホッホグレイル

ロゼ・辛口

2020 Schilcher Hochgrail
生産地：ヴェストシュタイヤーマルク

生産者：ラングマン

参考価格

税込価格

¥3,500

¥3,850

品種：ブラウアー・ヴィルトバッハー

JAN: 9 120029 000445
750ml／12本入り
Alc：13.3% 残糖：2.7g/l 酸：8.0g/l
スクリュー
南南西向の凄まじい急斜面の畑の最上級のシルヒャー。片麻岩土壌。樹齢５０年の古木を使用。凝縮した果実味、土地由来のミネ
ラル、タイトなボディ、鋭利な酸。すべてがベーシッククラスよりランクが上の、緊張感のあるロゼワイン。

0820

シルヒャー ゼクト ブリュット

ロゼ・泡辛 参考価格 税込価格
口
¥3,800
¥4,180

NV Schilcher Sekt brut
生産地：ヴェストシュタイヤーマルク

生産者：ラングマン

品種：ブラウアー・ヴィルトバッハー

JAN: 9 120029 006065
750ml／12本入り
Alc：13.2% 残糖：8.6ｇ/l 酸：5.7g/l
コルク
ワイナリーのフラッグシップでもあり、この地域を代表するスパークリングワイン。赤にも近い色合いで、アセロラを思わせるフルーティ
な果実味と酸。フレッシュな酸を味わえるよう、敢えてシャルマ方式での二次発酵。

シルカート
NV Schilcat
2083

生産地：ヴェストシュタイヤーマルク

ロゼ・泡
甘口
生産者：ラングマン

参考価格

税込価格

¥2,500

¥2,750

品種：ブラウアー・ヴィルトバッハー

JAN: 9 120029 004177
750ml／12本入り
Alc：7.9% 残糖：66.7g/l 酸：8.7g/l
スクリュー
シルヒャーをたくさんの人に味わって欲しいという思いで造られた、軽やかな甘みのある微発砲ワイン。低温で発酵を中断させる製法
によりぶどうが本来持つ甘みがそのままに感じられる。

2060

ブラウアーヴィルトバッハー レゼルヴェ

2013 Blauer Wildbacher Reserve
生産地：ヴェストシュタイヤーマルク

生産者：ラングマン

赤

参考価格

税込価格

¥3,400

¥3,740

品種：ブラウアー・ヴィルトバッハー

JAN: 9 120029 005143
750ml／12本入り
Alc：13.4% 残糖：1.3ｇ/l 酸：5.7g/l
スクリュー
シルヒャーに使われる地ぶどうをそのまま赤に仕上げた希少なワイン。柔らかく心地よいタンニンとスパイシーな風味、カベルネフラン
のような青さも若干感じる。熟成により少しだけ柔らかくなっている。300Lの小樽(新樽50％)で１８か月熟成。

ソーヴィニョンブラン グライスドルフ レゼルヴェ
2017 Sauvignon Blanc Greisdorf Reserve
2059

生産地：ヴェストシュタイヤーマルク

生産者：ラングマン

白・辛口

参考価格

税込価格

¥4,800

¥5,280

品種：ソーヴィニョン・ブラン

JAN: 9 120029 009189
750ml／12本入り
Alc：13.4% 残糖：1.3ｇ/l 酸：5.7g/l
コルク
フレンチオークの小樽で１８ヶ月熟成(新樽70％)。樽香を抑えるため、ローストはライト。表土の薄い急斜面の畑由来のミネラル、メロ
ンのような果実味、樽の柔らかな風味のバランスが絶妙な、個性的かつ最高のバランスのソーヴィニョンブラン。
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