
 
 

生産地	 	 Burgenland , Eisenberg , Burg 
	 	 	 ブルゲンラント , アイゼンベルグ , ブルク 

 醸造責任者	 Markus Bach 
	 	 	 マークス バッハ 

エドガー・ブルトラー ＆ マークス・バッハ 

Winery ワイナリー 
マティアス・クルン氏は食品会社を経て、2012年にズュートブルゲンラ
ント、アイゼンベルクにある最高の区画畑を買収、グロッサーワインをス
タートさせました。アイゼンベルクのスレート土壌を生かし、以前のボル
ドースタイルの濃いワイン作りを止め、エレガントでミネラリーなスタイル
に合う様、トノーと大樽を使用した醸造方法に替えるなど、テロワールを
理解したワイン作りをしています。 

畑 セラー 樽

Field	畑  
Saybritz サイブリッツ 
サイブリッツの畑はアイゼンベルクの南西の傾斜地にある急勾配の区画です。土壌は主にスレート（粘板岩）とローム（粘土
質）及び岩の多い褐色土です。サイブリッツの畑はアイゼンベルクの山の頂上から始まり、村がある山の中腹まで続きます。
ここでは独特のマイクロクライメット＝微気候が存在します。ブラウフレンキッシュ サイブリッツのブドウはこのアイゼンベルク
の特別な区画に植わる樹齢60年のブドウの樹からのみ収穫されます。	
 
Szapary サパリー  
サパリーはズュートブルゲンラントのブラウフレンキッシュで有名な産地アイゼンベルクの標高250mから350mに位置する
東向きの急斜面の2.2ヘクタールのシングルヴィンヤードです。その為栽培は非常に難しいですが、風通しの良い好条件の
もと、粘板岩（スレート）土壌のサパリーの畑ではブラウフレンキッシュのみが植えられ、樹齢40年の古樹の為、高い品質の葡
萄が育ちます。

Groszer Wein	 グロッサー ワイン
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商品 品種 詳細 価格

Gemischter Satz Weiss 2021 
ゲミシュターサッツ ヴァイス

Gemischter Satz 
ゲミシュター・サッツ（混壌）

アルコール度  11.8% 

酸度 7.2 g/l 

残糖度 12.7 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥2,800
（税別）

Gemischter Satz Rosé 2020 
ゲミシュターサッツ ロゼ

Gemischter Satz 
ゲミシュター・サッツ（混壌）

アルコール度  12.2% 

酸度 6.0 g/l 

残糖度 5.7 g/l 

ロゼ 辛口ワイン

750ml 

￥2,800
（税別）

Blaufränkisch Eisenberg DAC 2019 
ブラウフレンキッシュ アイゼンベルグ DAC

Blaufränkisch 100% 
ブラウフレンキッシュ

アルコール度  13.0% 

酸度 5.6 g/l 

残糖度 1.4 g/l 

赤 辛口ワイン

750ml 

￥3,200
（税別）

Blaufränkisch Saybritz 2015 
ブラウフレンキッシュ サイブリッツ

Blaufränkisch 100% 
ブラウフレンキッシュ

アルコール度  13.8% 

酸度 5.7 g/l 

残糖度 1.0 g/l 

赤 辛口ワイン

750ml 

￥6,200
（税別）

Gemischter Satz Easy 2020 
ゲミシュターサッツ �イージー

Gemischter Satz 
ゲミシュター・サッツ（混壌）

アルコール度  —.-% 

酸度 -.- g/l 

残糖度 -.- g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥3,800
（税別）

Müller-Thurgau 2020 
ミューラー トゥルガウ

Müller-Thurgau 100% 
ミューラー トゥルガウ

アルコール度  —.-% 

酸度 -.- g/l 

残糖度 -.- g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥4,100
（税別）

Erdody 2020 
エルドディー

Welschriesling 85% 
ウェルシュリースリング 

Chardonnay 15% 
シャルドネ 

アルコール度  —.-% 

酸度 -.- g/l 

残糖度 -.- g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥4,100
（税別）

Welschriesling 2020 
ウェルシュリースリング 

Welschriesling 100% 
ウェルシュリースリング

アルコール度  —.-% 

酸度 -.- g/l 

残糖度 -.- g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥5,100
（税別）

Eros 2019 
エロス

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 

ロゼ 辛口ワイン

750ml 

￥3,800
（税別）

Blaufränkisch Tiroler 2020 
ブラウフレンキッシュ チロラー 

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 

白 辛口ワイン

750ml 

￥5,100
（税別）

Blaufränkisch  Whole Bunch 2019 
ブラウフレンキッシュ ホール バンチ

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 

白 辛口ワイン

750ml 

￥6,500
（税別）
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