
 

生産地	 	 Steiermark , Südsteiermark , Berghausen 
	 	 	 シュタイヤーマルク , ズュートシュタイヤーマルク , ベルグハウゼン 
醸造責任者	 Manfred & Armin Tement 
	 	 	 マンフレッド & アーミン テメント 

所有畑	 	 80ha 

Winery ワイナリー 
テメント氏は、オーストリアのシュタイヤーマルク州に85ヘクタールのワイナリー
を持ち、『ミスター・ソーヴィニヨン・ブラン』と称される程、ソーヴィニヨン・ブラン
の造り手として有名です。彼は、畑での厳しい作業を大事にし、ぶどうの選別を
幾度も繰り返し、収穫します。セラー内での仕事もまた、圧搾機や発酵のための
ステンレスタンクといった現代技術の導入やぶどうに合わせてのフレンチオー
ク、オーストリアンオーク等の様々なチャレンジをしています。また、氏は現在か
つてのシュタイヤーマルクのソーヴィニヨン・ブランの「フルーティー」というイメー
ジを覆す、非常にパワフルでアルコール度の高いソーヴィニヨン・ブランを造り出
しています。さらに、より良いワイン造りのため、他の畑からのぶどう購入を減ら
し、自身の畑を拡大しました。 
彼のぶどう畑はスロベニア国境に面し、石灰質土壌から成るZieregg（ツィル
エ ッ グ ） と 南 向 き で 日 照 の 良 い 粘 土 質 土 壌 と 石 灰 質 土 壌 か ら 成 る
Grassnitzberg（グラスニッツベルグ）から最も多く産出されます。それらは、テ
メントの神へのいわば捧げ物と言える卓越したワインなのです。 マンフレッド テメント

Wine ワイン 
テメント氏は、現在シュタイヤーマルク州の伝統的なフルーティーで軽やかなタイプの「Klassik（クラシック）」シリー
ズと、国際市場を意識したフルボディのソーヴィニヨン・ブランのワインを打ち出しています。「ソーヴィニヨン・ブラン・
クラシック」は、エレガントでテメントワインの個性的なストラクチャーをはっきりと示しています。「ソーヴィニヨン・ブラ
ン・ツィルエッグ」はスパイシーさと、木や森を思わせる繊細さとパワフルさのバランスに優れたワールドクラスのソー
ヴィニヨン・ブランです。 
また、テメント氏はヴァッハウのピヒラー氏とブルゲンラントのセメス氏と共に、オーストリアの赤ワインを世界に示す
作品 ARACHON（アラホン）を誕生させました。偉大な赤ワインを造り出したいという夢を抱きながらも、白の産地で
は満足の行く赤品種ができないため、ブルゲンラントの土地にブラウフレンキッシュ（オーストリア固有品種）を中心に
したモダンなテイストの力強いワインを完成させたのです。

ワイナリー ケラー 銘醸畑 ツィルエッグ
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商品 品種 詳細 価格

Muska.T Brut     
ムスカ.ティー ブリュット

Gelber Muskateller 100%  
ゲルバー・ムスカテラー

アルコール度  11.1% 

酸度 6.1 g/l 

残糖度 2.5 g/l 

白 辛口 
スパークリングワイン 

750ml 
￥3,500  
（税別）

Welschriesling STK 2020  
ウェルシュリースリング STK

Welschriesling 100%  
ウェルシュリースリング 

アルコール度  11.6% 

酸度 6.0 g/l 

残糖度 1.8 g/l 

白 辛口ワイン 

750ml 
￥2,800  
（税別）

Tement Blanc 2020  
テメント ブラン

Sauvignon Blanc 80%  
ソーヴィニヨン・ブラン  
Weissburgunder 10%  
ヴァイスブルグンダー 

Welschriesling 10%  
ウェルシュリースリング

アルコール度  12.4% 

酸度 5.8 g/l 

残糖度 1.2 g/l 

白 辛口ワイン 

750ml 
￥2,900  
（税別）

Sauvignon Blanc    
Kalk & Kreide 2020  
ソーヴィニヨン・ブラン 
カルク & クライデ

Sauvignon Blanc 100%  
ソーヴィニヨン・ブラン

アルコール度  12.6% 

酸度 5.5 g/l 

残糖度 2.2 g/l 

白 辛口ワイン 

750ml 
￥3,500  
（税別）

Sauvignon Blanc Grassnitzberg  
Erste STK Lage 2019  
ソーヴィニヨン・ブラン グラスニッツベルグ 
エルステ STK ラーゲ

Sauvignon Blanc 100%  
ソーヴィニヨン・ブラン

アルコール度  13.0% 

酸度 6.7 g/l 

残糖度 1.4 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 
￥6,000  
（税別）

Sauvignon Blanc Zieregg  
Grosse STK Lage 2016  
ソーヴィニヨン・ブラン ツィルエッグ  
グローセ STK ラーゲ

Sauvignon Blanc 100%  
ソーヴィニヨン・ブラン

アルコール度  13.2% 

酸度 6.3 g/l 

残糖度 1.1 g/l 

白 辛口ワイン 

750ml 
￥9,100  
（税別）
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Sauvignon Blanc Fosilni Breg 2019 
ソーヴィニヨン・ブラン フォシリー二 ブレグ

Sauvignon Blanc 100%  
ソーヴィニヨン・ブラン

アルコール度  12.6% 

酸度 6.1 g/l 

残糖度 0.6g/l 

白 辛口ワイン

750ml 
￥3,400
（税別）

ドメーネ・ツィーリンガーはテメントがスロベニアに持つもうひとつのワイナリーです。ファシリーニ・ブレクはテメントのトップ畑ツィルエッグ続きの
スロベニア領土にあるライムストーンの畑です。比較的樹齢の若いソーヴィニョン・ブランをこの畑には植えています。いわばツィルエッグのセカ
ンドワイン的ワインです。ラベルに書かれたイラストはテメントの畑で見つかった化石の絵。ウニの一種でタコノマクラの化石。かつてこの地が
海であったため、このような化石がライタ石灰岩でよく見られます。

Domaine Ciringa ドメーネ ツィリンガー
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Sold Out 入荷未定

Sold Out 入荷未定


