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最新情報は「メルマガ」で！
・登録はQRコードで簡単 ・限定品、最新入港案内

・読者限定「特別条件」 ・試飲会、セミナー優先案内

造り手の今をお届けします！

FACEBOOK & INSTAGRAM

Marc Kreydenweiss 
マルク・クライデンヴァイス/アルザス 

 

老舗の新しい挑戦 
ビオディナミから更に進化 
1989年にはアルザスで初めてビオディナミを導入。畑ではビオディナミ

調剤と独自のホメオパシーのみで病気、害虫に対応しています。また、

できる限り森を残し、自然と葡萄樹を共存させているのも彼等の大きな

特徴。特にグラン・クリュは森と接するように作られています。葡萄樹は

他の植物の影響を受け、虫や動物にも影響されることで強くなるという、

今で言う生物多様性の維持を当時から実践していたのです。 

現在ではマルクは引退し、1990年からドメーヌに加わった兄「マンフレッ

ド」がローヌ、弟「アントワンヌ」がアルザスを担当している。マンフレッドは

畑の専門家でビオディナミを担当。 

父の意思を継ぎ、グラン・クリュはグラン・クリュらしい少し尊大とも言える

雰囲気を残しつつ、酸化防止剤無添加のピノ・ボワールや混植混醸な

ど、より自然で原点回帰とも言えるワイン造りに力を入れています。 

≪隣り合う２つのグラン・クリュ≫ 
硬質化した片岩質 

グラン・クリュ「カステルベルグ」 
アンドロウ村には、ヴィヴェルスベルグとメンヒベルグ、カステルベルグ、

3つのグラン・クリュがひしめき合っています。カステルベルグは総面積

5.82ha で一番小さい畑です。 

非常に硬質化した片岩質で、小石が多く混入し、排水性に優れていま

す。シルル紀にまで遡ることが出来る最も古い地層の 1つです。石英、

雲母、緑泥石が構成。 

彼等の畑は 1番標高の高い入り組んだ丘の上の段々畑。モスト段階で

は苦く不味い位にミネラルが豊富。6人しか所有者がおらず、水分が少

ない土壌。シナモンや火打石の香が特徴的。年産 300ケース。 

蔵出し！飲み頃ヴィンテージ 
Riesling Grand Cru "Kastelberg" 2017 
リースリング・グラン・クリュ・カステルベルグ 

参考上代：9,400 円  入港数：120 本 

 

ピンク色（酸化）の砂岩 

グラン・クリュ「ヴィヴェルスベルグ」 
12.52haのグラン・クリュでカステルベルグに隣接。南西向きで少しな

だらかな斜面。珍しいピンク色（酸化）の砂岩で下層は粘土。砂岩は優

しい果実と強固な酸を与えてくれる。 

若い内は心地よいアタックで、まろやかな酸味。5年から 6年の熟成後

は、ミネラル感が目立ち、質感が引き締まることで、塩味と洗練された

印象に変化していきます。 

グラン・クリュ最安値です！ 
Riesling Grand Cru "Wiebelsberg" 2019 
リースリング・グラン・クリュ・ヴィヴェルスベルグ 

参考上代：6,500 円  入港数：600 本 

カステルベルグ 

ヴィヴェルスベルグ 

ヴィヴェルスベルグ 

カステルベルグ 

隣り合うグラン・クリュ「カステルベルグ」「ヴィヴェルスベル

グ」ですが片岩と砂岩土壌なので全く違う個性に 
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≪混植混醸による深み≫ 
 

グラン・クリュに育つピノ・ブランとオーセロワ 

Fontaine Aux Enfants 2018  参考上代：4,000 円  入港数：600 本 

フォンテイヌ・オー・ザンファン 

【品種】ピノ・ブラン、オーセロワが混植 

カステルベルグ上部にある 0.65haの小さな区画で、ピノ・ブランとオーセロワが混植されている。1998年植樹。土壌は

黒いシストがベースで花崗岩が混じっている。厳格な選別を畑と醸造所の 2 回行い、野性酵母のみで発酵。伝統的フ

ードルで発酵、熟成。100％マロラクティック。12 ヶ月シュール・リー。スモーキーで豊満ながらテンションの高い酸が味

わいを締める。 

 
 

リースリングとピノ・グリを混植 
Clos du Val d'Eleon 2018  参考上代：4,200 円  入港数：600 本 
クロ・デュ・ヴァル・デレオン 

【品種】リースリング、ピノ・グリを混植 

マルクが 1989年に開墾した畑で元々100年以上森だった場所。モーゼルと同じ青いシスト土壌で 3人しか所有してい

ない珍しい区画。この土壌を最も強く表現できるのがリースリングとピノ・グリだった。森に囲まれているので冷涼で果実

ではなくミネラルのワイン。リースリングとピノ・グリを混植している。日光が少ないので最も遅い収穫となる。最も垂直性

が出る区画で石のようなワインを産む。 

 
 
 

≪酸化防止剤無添加≫ 
 

毎日飲める自由なワイン 

Pinot Boir Blanc 2018   参考上代：3,200 円  入港数：300 本 
ピノ・ボワール・ブラン 

【品種】ピノ・ブラン、オーセロワ、シルヴァネール、リースリング、ゲヴュルツトラミネール 

60%ピノ・ブラン、オーセロワ、20％シルヴァネール、10％リースリング、5％ゲヴュルツトラミネール。アルザスの全ての

土壌に育つ色々な品種をアッサンブラージュしている。ゲヴュルツトラミネールは少しマセラシオン。アルザスらしい味

わいで毎日飲みたくなるようなフレッシュなワインを目指した。酸化防止剤無添加。 

 
 

毎日飲める自由なワイン 

Pinot Boir Rouge 2019  参考上代：3,600 円  入港数：600 本 
ピノ・ボワール・ルージュ 

【品種】ピノ・ノワール 

偉大なピノ・ノワールではなく、色々な区画の状態の良い葡萄を短いマセラシオンで発酵させた飲み心地最高のワイン。

フレッシュでフルーティーで軽く、少しスパイシーな印象。毎日飲みたくなるような気軽さを目指したキュヴェ。酸化防止

剤無添加。 

 
 

長期マセラシオン 

Clos Rebgarten 2019   参考上代：4,900 円  入港数：120 本 

クロ・レブガルテン 

【品種】ゲヴュルツトラミネール 

2012 年に植樹した若い区画。アンドローの中心部の緩やかな丘陵地帯にある区画で 10,000 本の密植。耕作は全て

馬で行われる。収穫後、軽く破砕してフードル樽に投入し、果皮ごと 1 ヶ月程度発酵、2 週間程度マセラシオン。品種

由来の甘くエキゾチックな香が中心だが、後口はドライ。酸化防止剤無添加。オレンジワインの中では癖がなく、素直な

果実がありドリンカブル！ 
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≪個性的なピノ・グリ≫ 
 

最高のコストパフォーマンス！ 

Pinot Gris "Lerchenberg" 2019 参考上代：3,500 円  入港数：480 本 

ピノ・グリ・レルシェンベルグ 

【品種】ピノ・グリ 

緩やかな傾斜部で南東向き。土壌は泥灰土・石灰岩・砂岩および崩積土で構成され、この土壌が肉付きがよく、より

完熟感を感じさせるピノ・グリを育ててくれる。ピノ・グリは 20％程度しかなく貴重。一方で上品な酸と綺麗さは失わない

ので理想的なガストロノミーワイン。ステンレスタンクで発酵。100年使っているフードルで澱と共に 10 ヶ月熟成。 

 

噛めるような果実！今美味しい！ 

Pinot Gris 
Grand Cru "Moenchberg"2017 参考上代：6,500 円  入港数：300 本 
ピノ･グリ・グラン・クリュ・メンヒルベルグ 

【品種】ピノ・グリ 

氷河期に由来する泥灰土と砂岩の混合土壌でアンドロウの町の下部に位置。ピノ・グリに力強さと肉付き、構成力を与

える。1097年からベネディクト派修道院がワインを造っていた歴史的畑。最も早い収穫。厳格な選別を畑と醸造所の2

回行い、野性酵母のみで発酵。伝統的フードルで発酵、熟成。100％マロラクティック。12 ヶ月シュール・リー。年産

300ケース。 

   

珍しいピノ・グリの貴腐 
Vendanges Tardives Pinot Gris 2010 参考上代：6,900 円  入港数：100 本 
ヴァンダンジュ・タルディヴ・ピノ・グリ 

【品種】ピノ・グリ 

マルク・クライデンヴァイス史上最高の甘口ワイン。グラン・クリュ、メンヒルベルグの砂質とマール土壌が混じった区画

の葡萄のみを使用。通常の収穫時に特に優れた葡萄のみを収穫せずに残しておく。収穫は 10月中旬以降で一部ボト

リティスが着いている。醗酵は古樽で野生酵母のみ。熟成も古樽のみ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商品記号 ワイン VIN 色 容量 参考上代 メモ ご注文数

A6453
Cremant d'Alsace

クレマン・ダルザス
[2018] 泡白 750 3,500 600 本 本

A5969
"Kritt" Pinot Blanc

クリット・ピノ・ブラン
2019 白 750 2,900 OK 本

A3890
"Kritt" Gewurztraminer

クリット・ゲヴュルツトラミネル
2017 白 750 4,200 果実のワイン 180 本 本

A5970
Pinot Gris "Lerchenberg"

ピノ・グリ・レルシェンベルグ
2019 白 750 3,500 果実のワイン 459 本 本

A2298
Pinot Gris Grand Cru "Moenchberg"

ピノ･グリ・グラン・クリュ・メンヒルベルグ
2016 白 750 5,900 グラン・クリュ 37 本 本

A5971
Pinot Gris Grand Cru "Moenchberg"

ピノ･グリ・グラン・クリュ・メンヒルベルグ
2017 白 750 6,500 グラン・クリュ 295 本 本

A5972
Riesling "Andlau"

リースリング・アンドロー
2019 白 750 3,500 果実のワイン 600 本 本

A6835
Riesling Grand Cru "Wiebelsberg"

リースリング・グラン・クリュ・ヴィヴェルスベルグ
2019 白 750 6,500 グラン・クリュ 580 本 本

A6837
Riesling Grand Cru "Kastelberg"

リースリング・グラン・クリュ・カステルベルグ
2017 白 750 9,400 蔵出しバックヴィンテージ 180 本 本

A6836
Riesling Grand Cru "Kastelberg"

リースリング・グラン・クリュ・カステルベルグ
2019 白 750 8,800 グラン・クリュ 119 本 本

A5974
Fontaine Aux Enfants

フォンテイヌ・オー・ザンファン
2018 白 750 4,000 ﾋﾟﾉ･ﾌﾞﾗﾝ、ｵｰｾﾛﾜ混植 598 本 本

A5975
Clos du Val d'Eleon

クロ・デュ・ヴァル・デレオン
2018 白 750 4,200 ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ、ﾋﾟﾉｸﾞﾘ混植 600 本 本

A5973
Clos Rebgarten

クロ・レブガルテン
2019 白 750 4,900 長期マセラシオン 105 本 本

A4072
Pinot Boir Blanc

ピノ・ボワール・ブラン
2018 白 750 3,200 初ヴィンテージ 600 本 本

A5314
Pinot Boir Rouge

ピノ・ボワール・ルージュ
2019 赤 750 3,600 酸化防止剤無添加 300 本 本

A4555
Vendanges Tardives Pinot Gris

ヴァンダンジュ・タルディヴ・ピノ・グリ
2010 白 750 6,900 Gクリュ、メンヒルベルグ 100 本 本

在庫数
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