
 

生産地	 	 Burgenland , Neusiedlersee , Illmitz 
	 	 	 ブルゲンランド,ノイジードラーゼー,イルミッツ 

醸造責任者	 Gerhard Kracher 
	 	 	 ゲアハルト クラッハー 

History 歴史 
クラッハー醸造所は世界トップクラスの甘口ワインの生産者です。 
アロイス クラッハーは1981年に父親（ルイス）よりワイン醸造所を受け継
ぎました。当初、セーヴィンケル地域の甘口ワインは世界最高級品に引け
を取らないと主張していた彼の頑固さを笑うものもいました。しかし、80年
代後半より徐々に国内で高く評価されるようになり、1991年には今世紀最
良の評価を得、国内外での地位を確立しました。 
現在、ゲアハルト クラッハーがワイナリーの代表として切り盛りしていま
す。世界的に有名なワイナリーに数えられることによるプレッシャーはあり
ますがワイナリーの代表としての責任、精神面、能力、妥協しない意志を
父より引き継ぎ、最高級のワインを造る為、日々、努力しています。

ゲアハルト クラッハー

Wine ワイン 
33haの所有畑にはウェルシュリースリング、シャルドネ、トラミナー、ピノグ
リ、ショイレーベ、ヴァイスブルグンダー、ツヴァイゲルト、ブラウフレンキッ
シュ、等が植えられています。甘口ワインに関しては、2つの製法を採用。 
500から3000Lのアカシア樽でゆっくりと発酵させることによりアルコール分
が比較的低く、残留糖分が高いのが特徴。爽やかでフルーティーな味わい
を実現。この製法をZwischen den Seen(湖の間)と呼んでいます。伝統を
守りつつも、クラッハーは世界の甘口ワインを研究し、特にソーテルヌワイン
に敬意を表した製法であるNouvelle Vague(ヌーベル バーグ)は上品なバ
リック樽で熟成したシリーズで世界に通用する実力を示しています。

 貴腐ぶどう

Award 賞 
クラッハーのトップワイン ショイレーベ TBA 2005 No.9はゴーミヨで「Wine of the year 2008」を受賞しました。ま
た、イギリスのインターナショナルチャレンジにおいて「Sweet wine maker of the year」を7回受賞するという快挙
を成し遂げました。 
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WEINLAUBENHOF KRACHER
ワインラウベンホフ クラッハー

商品 品種 詳細 価格

Brut Rose Non-Vintage  
ブリュット ロゼ ノン・ヴィンテージ

Chardonnay 30% 
シャルドネ 
Weissburgunder 30% 
ヴァイスブルグンダー 

Zweigelt 40% 
ツヴァイゲルト

アルコール度  11.4% 

酸度 6.8 g/l 

残糖度 10.4 g/l 

ロゼ 辛口スパークリングワイン

750ml 

￥4,500
（税別）

Pinot Gris Reserve 2020 
ピノ グリ レゼルヴ 

Pinot Gris 100% 
ピノ・グリ

アルコール度  12.3% 

酸度 5.0 g/l 

残糖度 2.6 g/l 

白 ワイン 辛口

750ml 

￥3,400
（税別）

Spätlese Cuvée 2019 
シュペートレーゼ�キュベ

Pinot Blanc 45% 
ピノ・ブラン 

Chardonnay 45% 
シャルドネ 
Welschriesling 10% 
ウェルシュリースリング

アルコール度  10.2% 

酸度 5.8 g/l 

残糖度 83.7 g/l 

白 甘口ワイン

750ml 

￥2,600
（税別）

Spätlese Rot 2020 
シュペートレーゼ�ロート

Zweigelt 100% 
ツヴァイゲルト

アルコール度  9.2% 

酸度 4.3 g/l 

残糖度 63.9 g/l 

赤 甘口ワイン

750ml 

￥2,600
（税別）

Auslese Cuvée 2019 
アウスレーゼ�キュベ

Chardonnay 60% 
シャルドネ 
Welschriesling 40% 
ウェルシュリースリング

アルコール度 11.5% 

酸度 6.8 g/l 

残糖度 91.3 g/l 

白 甘口ワイン

375ml 

￥2,200
（税別）

Auslese Zweigelt 2020  
アウスレーゼ�ツヴァイゲルト

Zweigelt 100% 
ツヴァイゲルト

アルコール度  9.6% 

酸度 5.4 g/l 

残糖度 100.7 g/l 

赤 甘口ワイン

375ml 

￥2,400
（税別）

Beerenauslese Cuvée 2017 
ベーレンアウスレーゼ キュベ  

Chardonnay 50% 
シャルドネ 
Welschriesling 50% 
ウェルシュリースリング

アルコール度  11.0% 

酸度 6.3 g/l 

残糖度 169.5 g/l 

白 貴腐ワイン 極甘口

375ml 

￥4,800
（税別）

Trockenbeerenauslese  
Non-Vintage 
トロッケンベーレンアウスレーゼ 
ノン ヴィンテージ

Welschriesling 55% 
ウェルシュリースリング 
Chardonnay 40% 
シャルドネ 
Traminer 5% 
トラミナー

アルコール度  11.1% 

酸度 6.5 g/l 

残糖度 190.3 g/l 

白 貴腐ワイン 極甘口

187ml 

￥2,400
（税別）

商品 品種 詳細 価格

Eiswein 2019 
アイスワイン

Feteasca Regala 100% 
フェテアスカ レガラ

アルコール度  11.0% 

酸度 6.9 g/l 

残糖度 154g/l 

白 アイスワイン 極甘口

375ml 
￥4,500
（税別）

LILIAC & KRACHER  リリアック ＆ クラッハー ＜ 産地 ： ルーマニア トランシルヴェニア ＞

Sold Out 入荷未定

Sold Out 入荷未定
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