
 

生産地	 	 Burgenland , Neusiedlersee Leithaberg , Trausdorf 
	 	 	 ブルゲンランド , ノイジードラーゼー ライタベルグ,  トラウスドルフ 

醸造責任者	 Martin 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。

ジェネラル マネージャー フランク・シンドラー
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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 

￥3,400  
（税別）

Estoras Chardonnay 2021 
エストラス シャルドネ 

Chardonnay 100% 
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 

￥2,600  
（税別）

Estoras Zweigelt 2019 
エストラス ツヴァイゲルト

Zweigelt 100% 
ツヴァイゲルト 

アルコール度  —.-% 

酸度 -.- g/l 

残糖度 -.- g/l 

赤 辛口ワイン

750ml 

￥2,700  
（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 

￥2,900  
（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 
￥2,800  
（税別）

Beerenauslese Cuvée 2018 
ベーレンアウスレーゼ キュベ

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

アルコール度  12.5% 

酸度 8.8 g/l 

残糖度 84.3 g/l 

白 貴腐ワイン 極甘口

375ml 

￥2,800  
（税別）

ESTERHÁZY WEIN
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商品 品種 詳細 価格

Chardonnay  
Sankt Margarethen DAC 2019 
シャルドネ  
サンクト マルガレーテン DAC

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 

￥3,100  
（税別）

Pinot Blanc  
Rust DAC 2020 
ピノ・ブラン  
ルスト DAC

Pinot Blanc 100% 
ピノ・ブラン

アルコール度 13.9% 

酸度 6.3 g/l 

残糖度 1.2 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥4,100  
（税別）

Blaufränkisch  
Rose Grosshöflein 2021 
ブラウフレンキッシュ 
ロゼ グロースへーフライン

Blaufränkisch 100% 
ブラウフレンキッシュ 

アルコール度 13.7% 

酸度 6.3 g/l 

残糖度 1.2 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥3,600  
（税別）

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

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）

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）

ESTERHÁZY WEIN
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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.17 Gelber Muskateller 
Amphora 2021 
Nr.17 ゲルバー・ムスカテラー  
アンフォラ

Gelber Muskateller 100%  
ゲルバー・ムスカテラー 

アルコール度 11.2% 

酸度 4.9 g/l 

残糖度 1.0 g/l 

白 辛口ワイン

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.16 Grüner Veltliner  
Granite 2021 
Nr.16 グリューナー・フェルトリーナー 
グラニート

Grüner Veltliner 100%  
グリューナー・フェルトリーナー

アルコール度 12.0% 

酸度 6.0 g/l 

残糖度 1.1 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥4,000  
（税別）

Nr.20 CHE 2021 
Nr.20 チェ 

Chenin Blanc 100%  
シュナン・ブラン

アルコール度 13.7% 

酸度 6.7 g/l 

残糖度 1.0 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥4,000  
（税別）

Nr.21 Furmint 2021 
Nr.21 フルミント  

Furmint 100%  
フルミント 

アルコール度 12.1% 

酸度 7.8 g/l 

残糖度 1.0 g/l 

白 辛口ワイン

750ml 

￥4,000  
（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 ヴァインス

  
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）
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