
 

生産地	 	 Burgenland , Neusiedlersee Leithaberg , Trausdorf 
	 	 	 ブルゲンラント , ノイジードラーゼ ヒューゲルラント , ライタベルグ トラウスドルフ 

醸造責任者	 Metin Cooper & Stéphane Derenoncourt 
	 	 	 マーティン・クーパー &�ステファン・ドュルノンクール 

所有畑	 	 90 ha 

Tradition 伝統 
エスタハージー家は17世紀から葡萄栽培とワイン醸造を手掛けてきました。ワイナリーの第一の目標は代々受け継がれてき
たワイン造りの伝統と近代的な技術を結びつけることです。

Culture 文化 
エスターハージー侯爵家の豪華な宮廷の生活は非常に有名でした。女帝マリア・テレジアのみならず、エスターハージーワ
インは多くの人々から高い評価を受けていました。世界的に有名な音楽家ヨーゼフ・ハイドンは1789年の書類にあるように
給料の一部をワインで支払いを受けており、また、ウォルフガン・ゲーテはエスターハージーの素晴らしい財宝を見て”エス
ターハージーの妖精の国”と称しました。

Philosophy 哲学 
アイゼンシュタット市の郊外にモダンなデザインのワイナリーが建てられました。最新の醸造技術、その土地の特性を生か
したワイン造りを徹底して行い、ワインを楽しむ事を第一に考えるワイン生産を目標としています。現在、エスターハージー
ワイナリーはワイン醸造技術の開発と導入のリーダーシップを担っています。

Wine ワイン 
エスターハージーのワインはClassic（クラシック）、Estoras（エストラス）
Single Cru（シングル クリュ）と3つのシリーズで構成されています。栽培
葡萄品種はピノ・ブラン、シャルドネ、グリューナー・フェルトリーナー、ソー
ヴィニヨン・ブラン、ウェルシュリースリング、ツヴァイゲルト、ブラウフレン
キッシュ、ピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニヨン等、バラエティに富んだ
品種が栽培されています。

エスターハージー宮殿

CEO ドクター ステファン オットルベイとステファン・ドゥルノンクール

Kellermeister ケラーマイスター 
エスターハージーワイナリーでは2009年より、ボルドーで「カノン・ラ・ガフ
ルエール」「ラ・モンドット」「パヴィ・マカン」などを手がける有名醸造家ステ
ファン・ ドゥルノンクール氏にコンサルタントを依頼。エスターハージー家最
後の侯爵パウル5世の妻メリンダ侯爵夫人の甥で現オーナーのオッタル
バイ氏の依頼で始まりました。ドゥルノンクール氏がオーストリアでコンサ
ルタントするのはエスターハージーが唯一のワイナリー。エスターハージー
ワイナリーの所有する畑のテロワール、土壌にポテンシャルを見いだし、コ
ンサルタントを引き受けました。

ジェネラル マネージャー ベルント・デンメラー

Esterházy Wein エスターハージー ワイン 
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エスターハージー ワイン 
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Sold Out 入荷未定

Sold Out 入荷未定

商品 品種 詳細 価格

Blanc de Noir Brut Non-Vintage 
ブラン ド ノワール ブリュット ノンヴィンテージ

Pinot Noir 100% 
ピノ・ノワール

アルコール度  12.2% 

酸度 7.0 g/l 

残糖度 4.4 g/l 

白 スパークリングワイン 辛口

750ml 

￥3,200  
（税別）

Estoras Chardonnay 2020 
エストラス シャルドネ 

Chardonnay 100% 
シャルドネ

アルコール度  12.9% 

酸度 4.7 g/l 

残糖度 1.3 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥2,500  
（税別）

Zweigelt Classic 2017 
ツヴァイゲルト クラシック

Zweigelt 100% 
ツヴァイゲルト

アルコール度  13.7% 

酸度 5.4 g/l 

残糖度 1.0 g/l 

赤 辛口ワイン

750ml 

￥2,500  
（税別）

Estoras Pinot Noir 2020  
エストラス ピノ・ノワール

Pinot Noir 100% 
ピノ・ノワール

アルコール度  14.9% 

酸度 5.1 g/l 

残糖度 1.0 g/l 

赤 辛口ワイン

750ml 

￥2,500  
（税別）

Hommage Haydn 2019 
オマージュ ハイドン 

Merlot 100％ 
メルロー

アルコール度  14.2% 

酸度 5.1 g/l 

残糖度 1.1 g/l 

赤 辛口ワイン

750ml 
￥2,500  
（税別）

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

Blaufränkisch 100% 
ブラウフレンキッシュ

アルコール度  13.7% 

酸度 5.6 g/l 

残糖度 1.0 g/l 

赤 辛口ワイン

750ml 

￥3,300  
（税別）

Beerenauslese Classic 2015 
ベーレンアウスレーゼ クラシック

Scheurebe 50%  
ショイレーベ 
Traminer 50% 
トラミナー

アルコール度  9.9% 

酸度 5.8 g/l 

残糖度 151.1 g/l 

白 貴腐ワイン 極甘口

375ml 

￥2,800  
（税別）



 

ESTERHÁZY WEIN
エスターハージー ワイン

ワイナリー エスターハージー宮殿 絵画

ノイジードラーゼ 地図 絵画とエスターハージー宮殿 金羊毛騎士団勲章

商品 品種 詳細 価格

Chardonnay "Lama" 2018 
シャルドネ ラマ

Chardonnay 100% 
シャルドネ

アルコール度  13.3% 

酸度 5.2 g/l 

残糖度 1.7 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥4,300  
（税別）

Merlot "Schneiderteil" 2016 
メルロー シュナイダータイル

Merlot 100% 
メルロー

アルコール度  —.-% 

酸度 -.- g/l 

残糖度 -.-g/l 

赤 辛口ワイン

750ml 

￥4,600
（税別）

Tesoro 2013 
テソロ

Blaufränkisch 70% 
ブラウフレンキッシュ  
Merlot 30% 
メルロー

アルコール度  13.8% 

酸度 5.2 g/l 

残糖度 1.0 g/l 

赤 辛口ワイン

750ml 

￥7,800  
（税別）
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商品 品種 詳細 価格

Nr.5 Rosé Brut 2015 
Nr.5 ロゼ ブリュット 

Blaufränkisch 100% 
ブラウフレンキッシュ

アルコール度  12.5% 

酸度 5.7  g/l 

残糖度 11.0 g/l 

ロゼ スパークリングワイン 辛口

750ml 
￥3,600  
（税別）

Nr.11 Pinot Blanc Granite 2019 
Nr.11 ピノ・ブラン グラニート

  
Pinot Blanc 100%  
ピノ・ブラン 

アルコール度  13.7% 

酸度 5.0 g/l 

残糖度 1.1 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥3,900  
（税別）

Nr.2 Orange Cuveé 2018 
Nr.2 オレンジ キュベ 

Neuburger /  
Pinot Blanc / Traminer  
ノイブルガー /  
ピノ・ブラン / トラミナー

アルコール度  13.0% 

酸度 5.5 g/l 

残糖度 1.0 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥4,400  
（税別）

Nr.1 Pinot Blanc old vines 2017 
Nr.1 ピノ・ブラン オールド バインズ

  
Pinot Blanc 100%  
ピノ・ブラン 

アルコール度  13.3% 

酸度 5.2 g/l 

残糖度 1.0 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥4,500  
（税別）

Nr.13 Traminer / Furmint 2020 
Nr.13 トラミナー / フルミント

Traminer / Furmint  
トラミナー / フルミント

アルコール度 11.6% 

酸度 4.8  g/l 

残糖度 1.0 g/l 

白 ワイン 辛口

750ml 
￥5,300  
（税別）

Nr.7 Blaufränkisch 2020 
Nr.7 ブラウフレンキッシュ 

Blaufränkisch 100% 
ブラウフレンキッシュ

アルコール度  12.7% 

酸度 4.4  g/l 

残糖度 1.0 g/l 

赤 ワイン 辛口

750ml 
￥3,000  
（税別）

Nr.15 Blaufränkisch 2020 
Nr.15 ブラウフレンキッシュ 

Blaufränkisch 100% 
ブラウフレンキッシュ

アルコール度  —.-% 

酸度 -.-  g/l 

残糖度 -.- g/l 

赤 ワイン 辛口

750ml 
￥5,100  
（税別）

ESTERHÁZY WEIN
エスターハージー ワイン

Projekt�プロジェクト
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