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Weingut Martin & Anna Arndorfer ワイングート マーティン & アンナ アンドルファー

生産地

Niederösterreich , Kamptal , Straß
ニーダーエスタライヒ , カンプタール , シュトラス

醸造責任者

Martin & Anna Arndorfer
マーティン & アンナ アンドルファー

所有畑

Philosophy

18 ha

哲学

自然は最も尊敬すべきであるという経験・考え方から、アンドルファーで
は自然と共に働く事を愛してやみません。自然に任せ、余計な作業をし
ないため土壌を信じて多くの事を行いません。また、植物は土壌に栄養
を与えると考えているため、様々な植物を畑で育てています。ワインメー
カーは職人であり、さらには芸術家でその仕事には創造力、繊細さ、膨
大な量の個性が求められます。オリジン（原産地）と情熱を一体化したワ
インを造るよう心掛けています。
アンナ & マーティン

Winery ワイナリー
オーストリア カンプタール シュトラース村に畑とワイナリーを所有。造り手のマーティン・アンドルファーは1983年
生まれの若きヴィントナー。クロスターノイブルクワイン学校を卒業後、ヴァッハウのクノールでインターンシップを
経験。イタリア フリウリのロンリコ・デル・ニェミツでフルボディの白ワインを小樽で熟成する手法、高品質の葡萄と
造り手の樽の使い方の感性との重要性を学ぶ。オーストラリアのアデレイドヒルズなど海外でワイン造りを学んだ
後、両親から葡萄畑を引き継ぎ、ワイングートシュタイニンガーの次女アナと「マーティン＆アナ アンドルファー」を
設立。彼らの自然は最も尊敬すべきであるという経験・考え方から、自然と共に働く事を愛してやみません。自然
に任せ、余計な作業はしないため土壌を信じて多くのことは行いません。また、植物は土壌に栄養を与えると考え
ているため、様々な植物を畑で育てています。ワインメーカーは職人であり、さらには 芸術家でその仕事には創造
力、繊細さ、膨大な量の個性が求められます。オリジ ン（原産地）と情熱を一体化したワインを作るよう心がけてい
ます。そして、優しい人柄が表現された彼らのワインは飲む人を魅了しています。

ワイナリー
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商品

品種

詳細
アルコール度 12,9%
Sold

Grüner Veltliner handcrafted 2021

グリューナー・フェルトリーナー ハンドクラフテッド

Grüner Veltliner 100%

グリューナー・フェルトリーナー

酸度 5,4 g/l
残糖度 1,4 g/l
白 ワイン 辛口
アルコール度 12,5%
Sold

Riesling handcrafted 2020
リースリング ハンドクラフテッド

Riesling 100%
リースリング

酸度 6,0 g/l
残糖度 2,3 g/l
白 ワイン 辛口

Gelber Muskateller
Strass im Strassertale 2021
ゲルバー ムスカテラー
シュトラス イム シュトラッサーターレ

Gemischter Satz Weiss 2020
ゲミシュターサッツ ヴァイス

anina verde L21
アニーナ ヴェルデ

アルコール度 10,9%
Gelber Muskateller 100%
ゲルバー・ムスカテラー

酸度 7,2 g/l
残糖度 6,2 g/l
白 ワイン 辛口

Grüner Veltliner
Riesling

アルコール度 12,2%
Sold
酸度 6,4 g/l

グリューナー・フェルトリーナー
リースリング

残糖度 0,9 g/l

Grüner Veltliner 果汁と

アルコール度 12,9%
Sold

白 ワイン 辛口

Rieslingの果皮

酸度 5,2 g/l

グリューナー・フェルトリーナー
果汁とリースリングの果皮

残糖度 0,9 g/l
白 ワイン 辛口
アルコール度 11,6%

Neuburger Strasser Weinberge 2016
ノイブルガー シュトラッサー ワインベルゲ

Neuburger 100%
ノイブルガー

酸度 5,6 g/l
残糖度 2,2 g/l
白 ワイン 辛口

Jahresrückblick

ヤーレスリュックブリック

ohne Worte
オーネ ヴォルテ

Chardonnay/Neubürger
Grüner Veltliner
Roter Veltliner/Muskateller

アルコール度 12,9%
Sold
酸度 6,4 g/l

シャルドネ、ノイブルガー
グリューナー・フェルトリーナー
ローター・フェルトリーナー
ムスカテラー

残糖度 2,5 g/l

Grüner Veltliner 100%

酸度 7,1 g/l

グリューナー・フェルトリーナー

白 ワイン 辛口

Sold
アルコール度 14,3%
残糖度 11,1 g/l
白 ワイン 辛口

Riesling Alte Reben
grown on primary rock 2016
リースリング アルテ レーベン
グロウン オン プライマリー ロック

アルコール度 13,1%
Riesling 100%
リースリング

酸度 4,9 g/l
残糖度 2,7 g/l
白 ワイン 辛口
アルコール度 11,5%

Grüner Veltliner per se 2020

グリューナー・フェルトリーナー ペァ セー

Grüner Veltliner 100%

グリューナー・フェルトリーナー

酸度 6,0 g/l
残糖度 0,7 g/l
白 ワイン 辛口
アルコール度 11,3%

Müller-Thurgau per se 2019
ミゥーラー トゥルガウ ペァ セー

Müller-Thurgau 100%
ミゥーラー トゥルガウ

酸度 6,1 g/l
残糖度 0,7 g/l
白 ワイン 辛口

価格
Out
入荷未定
750ml

￥ 2,700
（税別）

Out
入荷未定
750ml

￥ 2,900
（税別）
750ml

￥ 3,000
（税別）

Out
入荷未定
750ml

￥ 2,700
（税別）

Out
入荷未定
750ml

￥ 3,700
（税別）
750ml

￥ 3,700
（税別）

Out
入荷未定
750ml

￥ 3,900
（税別）

Out 入荷未定
750ml

￥ 4,100
（税別）

750ml

￥ 4,800
（税別）
750ml

￥ 4,900
（税別）

750ml

￥ 4,800
（税別）
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商品

品種

詳細
アルコール度 13,8%

Die Leidenschaft Weisz 2019

Chardonnay / Neubürger
Grüner Veltliner
Riesling
ノイブルガー、シャルドネ
グリューナー・フェルトリーナー
リースリング

白 ワイン 辛口

Riesling/Grüner Veltliner
Neubürger/Muskateller
Müller Thurgau

アルコール度 13,0%

ディ ライデンシャフト ヴァイス

Ausblick

アウスブリック

Gemischter Satz Terrassen 1958 2020
ゲミシュターサッツ テラッセン�1958

リースリング
グリューナー・フェルトリーナー
ノイブルガー、ムスカテラー
ミューラー・トュルガウ

Neubürger
Grüner Veltliner
Riesling

ノイブルガー
グリューナー・フェルトリーナー
リースリング

酸度 6,6 g/l
残糖度 3,4 g/l

酸度 6,4 g/l
残糖度 1,7 g/l
白 ワイン 辛口
アルコール度 13,0%
酸度 6,4 g/l
残糖度 1,7 g/l
白 ワイン 辛口
アルコール度 11,9%

Roter Veltliner Terrassen 1979 2017
ローター・フェルトリーナー テラッセン 1979

Roter Veltliner 100%

ローター・フェルトリーナー

酸度 5,9 g/l
残糖度 1,2 g/l
白 ワイン 辛口
アルコール度 12,6%

Grüner Veltliner die Leidenschaft 2017
グリューナー・フェルトリーナー ディ ライデンシャフト

Grüner Veltliner 100%

グリューナー・フェルトリーナー

酸度 5,0 g/l
残糖度 1,0 g/l
白 ワイン 辛口
アルコール度 12,8%

Riesling die Leidenschaft 2016
リースリング ディ ライデンシャフト

Riesling 100%
リースリング

酸度 4,8 g/l
残糖度 5,7 g/l
白 ワイン 辛口

Chardonnay / Neuburger
die Leidenschaft 2018
シャルドネ / ノイブルガー
ディ ライデンシャフト

rosa marie L21
ローザ マリー

アルコール度 12,3%
Chardonnay / Neuburger
シャルドネ / ノイブルガー

酸度 8,3 g/l
残糖度 6,4 g/l
白 ワイン 辛口

Zweigelt 果汁と

アルコール度 12,1% Sold

Grüner Veltlinerの果皮

酸度 5,0 g/l

ツヴァイゲルト果汁と
グリューナー・フェルトリーナー
の果皮

残糖度 0,7 g/l
ロゼ ワイン 辛口
アルコール度 12,2%

Vereinter Schatz 2021
フェアアインター シャッツ

Zweigelt / Pinot Noir

ツヴァイゲルト / ピノ・ノワール

酸度 6,1 g/l
残糖度 0,7 g/l
赤 ワイン 辛口

martha rouge L21
マータ ルージュ

Zweigelt /
Sauvignon Blanc

ツヴァイゲルト /
ソーヴィニヨン・ブラン

アルコール度 11,4%
酸度 5,8 g/l
残糖度 0,7 g/l
赤 ワイン 辛口
アルコール度 12,7%

Die Leidenschaft Rot 2019
ディ ライデンシャフト ロート

Zweigelt 100%

酸度 6,1 g/l

ツヴァイゲルト

残糖度 0,7 g/l
赤 ワイン 辛口

価格
750ml

￥ 4,900
（税別）

750ml

￥ 4,900
（税別）

750ml

￥ 5,500
（税別）

750ml

￥ 5,500
（税別）
750ml

￥ 5,700
（税別）
750ml

￥ 5,700
（税別）
750ml

￥ 5,400
（税別）

Out
入荷未定
750ml

￥ 3,700
（税別）

750ml

￥ 2,900
（税別）

750ml

￥ 3,700
（税別）

750ml

￥ 5,400
（税別）
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