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トラミン

イタリア　アルト・アディジェ,　テルメーノ

Tramin

『ガンベロ・ロッソ』にて年間最優秀醸造家賞を受賞。クリーンで美しいワインを造ること

が出来るのは、長年のこの土地に対する熟知の結果。ブドウの自然のポテンシャルを引

き出し、上質な酸とミネラルに支えられた気品溢れるワインを生みだすアルト・アディジェ

最高の造り手。

ブドウ品種のGewurztraminer（ゲ

ヴュルツトラミネール）には”tramin”と

いうスペルが入っている。これはアル

ト・アディジェのトラミン（イタリア語で

テルメーノ）という町の名前であり、こ

の地はゲヴュルツトラミネールの原産

地なのである。

トラミンは、オーストリアの下院議員であったクリスチャン・スロット代議士に

よって1898年に設立された協同組合で、現在280もの加盟員がおり、230haの

畑を管理している。州都ボルザーノの西北テルメーノにカンティーナがあり、

畑はその周辺のエーニャ、モンターニャ、オラに位置している。畑の標高は

250-700mの間で、品種の個性を見事なまでに表現する様々な土壌を有して

いる。カルダーロ湖を望む冷涼な地域だが、特に季節間や日夜の著しい気温

差が透明感のある酸を育み、上質で気品ある味わいを生み出す。

に、これほどまでにクリーンで美しいワインを造ることが出来るのは、長年

のこの土地に対する熟知の結果であり、トラミンが造りあげるワインの完成度

には感服するしかない。

Bio

トラミン自慢の白ブドウの共演により、各品種の美点を相乗効果で高め

たアロマティックな辛口白。咲き誇る花やリンゴの爽やかな香りに、バラ

ンスの良い酸がフレッシュな飲み心地を生む。

● アルコール度数：　12.5％

ティ・キュヴェ・ビアンコ
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定番 希望小売価格　\2,350

2020 T Cuvee Bianco

産地：

品種：

熟成：

評価：

I.G.T. Dolomiti

シャルドネ65％、ピノ・ビアンコ10％、

ソーヴィニヨン・ブラン25％

ステンレスタンクで澱と共に4ヶ月

―●

セラー・マスターのウィリー・シュテュルツ氏

は2004年に『ガンベロ・ロッソ』にて年間最優

秀醸造家賞を受賞。一段しかぶどうを入れら

れない収穫カゴを採用するなど細部にこだわ

り、スタンダード・キュヴェから高級ラインまで

高い品質を保っている。ゲヴュルツから造ら

れるヌスバウマーはイタリア3大ゲヴュルツの

1つに挙げられ、毎年のようにトレビッキエリを

取り続けている。巨大な組織のワインである

の

黄色い柑橘類、洋ナシのふくよかさの中にオレンジの皮や白コショウを

思わせるスパイシーさが香る。とろみを感じるほど熟した果実が非常に

心地よく、生き生きとした酸が余韻にフレッシュな印象を与えている。

● アルコール度数：　13%　

ピノ・グリージョ
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定番 希望小売価格　\2,700

2020 Pinot Grigio

産地：

品種：

熟成：

評価：

D.O.C. Alto Adige

ピノ・グリージョ100％

ステンレスタンクで澱と共に4ヶ月

―●

瑞々しいライムや熟したリンゴ、白いユリのフローラルな香り。熟した果

実のボリュームが十分感じられ、シャープな酸とのバランスが素晴らし

い。北の産地らしい涼やかさも備えており、産地・品種に求める全ての

要素が申し分なく溶け込んだピュアなシャルドネ。

● アルコール度数：　13%　

シャルドネ
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定番 希望小売価格　\2,700

2020 Chardonnay

産地：

品種：

熟成：

評価：

D.O.C. Alto Adige

シャルドネ100％

ステンレスタンクで澱と共に4-5ヶ月

WA90●

ミントやセージなどフレッシュハーブの爽やかさに続き、レモンや白桃を

思わせるクリーンな香りが続く。きめ細かな果実にエネルギッシュな酸

の涼やかな味わい。爽快かつアロマティックなソーヴィニヨン。

● アルコール度数：　13%　

ソーヴィニヨン
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定番 希望小売価格　\2,900

2020 Sauvignon

産地：

品種：

熟成：

評価：

D.O.C. Alto Adige

ソーヴィニヨン・ブラン100％

ステンレスタンクで澱と共に4-5ヶ月

JS91、WE90●

海抜500-850mにある畑の冷涼な気候と昼夜の寒暖差がアロマを育

み、酸を保持する。繊細なハーブやスパイス、シトラスの香り。瑞々しい

果実と心地よい酸が広がる味わいは爽やかなアロマに溢れている。

アルコール度数：　12.5％

ミュラー・トゥルガウ
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定番 希望小売価格　\2,700

2020 Muller Thurgau

産地：

品種：

熟成：

評価：

D.O.C. Alto Adige

ミュラー・トゥルガウ100％

ステンレスタンクで澱と共に4-5ヶ月

―●

イタリア最高のピノ・ネロを生むと言われているエーニャとモンターニャ

産のピノ・ネロ100％。野生のベリーやプラムを思わせる瑞々しい香り。

エレガントな味わいにはブルゴーニュとの接点も見受けられる。ミネラル

や旨みがじわじわと広がる印象である。前菜からメインまで幅広く楽し

める。

● アルコール度数：　13％

ピノ・ネロ
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定番 希望小売価格　\3,150

2020 Pinot Nero

産地：

品種：

熟成：

評価：

D.O.C. Alto Adige

ピノ・ネロ100％

バリック＆大樽＆ステンレスタンクで最低6ヶ月

―●

●

限定 希望小売価格　\5,100

この地の方言で『石』を意味する名の通り、石が多く石灰質のミネラリー

な土壌である。代表的な4つの白ブドウを用いており、シャルドネとピノ・

ビアンコからはしっとりとした香ばしさが、ソーヴィニヨンとゲヴュルツトラ

ミネールからは華やかさとエレガンスがもたらされる。果実と酸のバラン

スが素晴らしく凝縮感ある味わいだが、重苦しさは微塵もない。

アルコール度数：　13.5％　

ストーン
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2020 Stoan

産地：

品種：

熟成：

評価：

D.O.C. Alto Adige

シャルドネ65％、ソーヴィニヨン・ブラン20％、

ピノ・ビアンコ10％、ゲヴュルツトラミネール5％　

大樽で澱と共に11ヶ月

―●

●

限定 希望小売価格　\9,800

トロイは「道のり」を意味し、10年以上かけて見つけた最良区画のシャル

ドネを贅沢に使用。白い花、柑橘や南国果実に、ハーブ、炒ったナッツ

が溶け込んだ複雑なアロマ。完熟果実を思わせるリッチなボディには

ナッツのヒントがあり、同時にフレッシュな酸と塩味のあるミネラルも楽し

める。ミネラルを伴ったフィニッシュは非常に長い。

アルコール度数：　14％　

シャルドネ　トロイ
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2018 Chardonnay Troy

産地：

品種：

熟成：

評価：

D.O.C. Alto Adige

シャルドネ100％

バリック＆ステンレスタンクで澱と共に33ヶ月

LV93＆３ツ星●

パッションフルーツやマスカット、白いバラ、キンモクセイのフローラルな

香り。果実は非常に滑らかな質感で、甘やかな香りとは対照的に鮮や

かな酸と堅固なミネラルに彩られた味わいはドライ。余韻には白いスパ

イスが感じられる。

● アルコール度数：　13.5％

　

ゲヴュルツトラミネール

●

●

●

定番 希望小売価格　\3,000

2020 Gewurztraminer

産地：

品種：

熟成：

評価：

D.O.C. Alto Adige

ゲヴュルツトラミネール100％

ステンレスタンク4ヶ月

―●

遅摘みの貴腐ブドウを用いた贅沢な甘口ワイン。大らかな香りには、熟

した南国系果実、大輪のバラ、白いスパイスがあふれている。ねっとり

とした舌触りに続くのは、甘い果実と伸びやかな酸が織りなすゴージャ

スな味わい。長く漂う余韻にも、石灰豊富な海抜400-500mの畑が育む

ブドウの熟度と酸・ミネラルの完璧なバランスが感じられる。

● アルコール度数：　9.5％　

テルミヌム　(375ml)
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2017 Terminum

産地：

品種：

熟成：

評価：　WA96+、Vinous90

D.O.C. Alto Adige

ゲヴュルツトラミネール100％

バリック6-9ヶ月

●

限定 希望小売価格　\5,400

ワイナリーのフラッグシップ的ワイン。ヌスバウマーは畑の名で標高

350-550mの日当たりの良い南東の急斜面に位置し、石灰粘土質の土

壌を持つ。冷涼地において、ゆったりと時間をかけて熟した香りからは、

白いバラやライラック、マスカット、ライチ、ハチミツ、オレンジピールなど

様々なキャラクターが次々に現れる。口蓋を覆うリッチな質感。綿密で

ふくよかな果実を酸の背骨と確固たるミネラル感が引きしめ、驚くほど

長い余韻に至るまでフローラルな香りが響いている。テロワールと品種

の個性が究極のバランスの内に表現されている。

● アルコール度数：　15％

ヌスバウマー
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●
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2020 Nussbaumer

産地：

品種：

熟成：

評価：

D.O.C. Alto Adige

ゲヴュルツトラミネール100％

ステンレスタンクで澱と共に11ヶ月

―●

限定 希望小売価格　\8,700


