
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

フリッツ ハークでも修業、伝統にとらわれない意欲的なワイン造り 

マイアーラーは 1767 年にケステン村に設立された家族経営のワイングートです。ケス

テナー パウリンスフベルク、ケステナー パウリンスホフベルク、ケステナー ヘレ

ンベルク、オーザナー ローゼンベルク（祖母から相続）を所有しています。全体で計

6.8ha。急斜面のため、手作業での収穫が多いモーゼルでは珍しく、一部機械で摘み取り

を行います。ワイングートの 2km 圏内にすべての畑があるため、収穫した葡萄をすぐに

セラーに運ぶことが可能です。 

現在は、8 代目のマティアス マイアーラーが意欲的なワイン造りを行っています。彼

は、ガイゼンハイムを卒業後、当社とも長年の取引があるフリッツ ハークで 2013 年

まで修行を積みました。「フリッツ ハークで学んだ経験を醸造やワイナリー運営に活か

している」と彼は語ります。先代のクラウス マイアーラーからワイングートを受け継

いで 6 年目とまだまだ成長段階ですが、様々なことに挑戦し、より良いワイナリーを目

指して日々奮闘しています。その取り組みの一つとして、先代のクラウス マイアーラー

の時代は 90％がバルク販売でしたが、自社のブランドを広めていきたいという思いか

ら、少しずつ自家農園元詰めワインの比率を増やし、現在は全て自家農園元詰めで販売

をしています。 

生産量の 50％が輸出(アメリカ、

ベルギー、デンマーク、イタリア

など 15 ヵ国)です。個人販売は地

元だけでなく、ベルリンやハンブ

ルグなど都市部の個人客にも販

売しています。このエリアの昔な

がらの生産者は地元でワインを

売る人々が多い中、新しい発想で

市場の可能性を広めています。 

 

 



 

ポテンシャルの高い 

ケステナー パウリンスベルク 

小さなサイズ（灰色粘板岩と青色粘板岩が

主。鉄分を含む赤色粘板岩も少し含まれ

る）のスレートが多くあります。暑い年に

は、スレートが細かいほうが保水性は高く

なります。パウリンスベルクの畑は大半が

南東向きですが、一部にマイアーラーのみ

が所有する、真南を向いている区画があり

ます。この畑は樹齢が古いため、葡萄はプ

レミアムクラスのワインに使用します。 

ケステンはピースポート（土中の水分量が

多い土壌）とブラウネベルグ（乾燥した土

壌）の間にあり、ケステンは 2 つ村の中間

の特性を持つとのこと。土壌の粘板岩が脆

く細かいため、ブラウネベルグより地中の

水分含有量（保水性）が高く、暑さに耐え

得る土壌です。 

 

 

樹齢の古い畑は伝統的な棒仕立て 

右写真は、ワイナリーから少し離れた場所にあ

るパウリンスベルクの畑です。樹齢の古い樹が

多く、畝の間隔がせまいため、斜面に対して横

に進みながら畑作業をしなければならなく、仕

立ては伝統的な棒仕立て（ハート型のアイン

ツェルンファル）です。アルテ レーベンに使

う畑もこの場所にあります。畑の肥料として葡萄の搾りかすを撒いて

います。 

 

 

 

樹齢の若い畑は、垣根仕立てへ変更 
写真左はワイナリー近くのパウリンスベルクの畑です。2006 年に

新しい葡萄に植え替えました。畝と畝の間隔を 2ｍ50cm 開けてい

ます。さらに、葡萄の仕立ては棒仕立て（伝統的なハート型のアイ

ンツェルファル）から、縦に作業できるように垣根仕立てに変更し、

列が鉄のポールとワイヤーで仕切られています。 

こうすることで、機械での作業が可能になりました。土の掘り返し

は斜面の上からトラクターで耕運機を引き上げて草を刈り取り、土

を耕していきます。また、機械を使っての収穫も可能となりました。 

 

 

 

収穫について 
収穫は毎年 15～17 人で行います。この規模のワイングートとしては

多く、それだけ丁寧な選別を行い、質の良い葡萄だけを選んでいると

いうことがうかがえます。 

手摘みの場合、畑で選別を行います。収穫人はバケツを 2 個持ち、１

つは貴腐のついていない葡萄（辛口用）、もうひとつは貴腐のついた葡

萄（甘口用）に分けながら摘み取っていきます。  

ブラウネベルガー 
ユッファー ゾンネンウーア 

ケステナー パウリンスホフベルク 

ケステナー パウリンスベルク 

ピースポーター 

ドームヘル 

ピースポーター  
ゴールドトロップヒェン 



 

1767年のワイングート設立から続くセラー 

醸造に使用しているセラーは 1767 年ワイングートが設立した際に

建てられたものです。発酵は 1000Ｌのフーダー（樽）とステンレス

タンクで行いますが、ワインのスタイルによってどちらを使用する

かを決めています。 

フレッシュでキリっとしたスタイルは、ステンレスタンクで、丸み

を持たせたい場合はフーダーを使用します。 

セラー内の壁一面にカビが生えており、このカビがセラーの温度を

保つのには必要とのことです。 

 

 

一般的な発酵期間よりも長いアルコール発酵で 

長期熟成にも向くワイン造り 

発酵は天然酵母のみ使用します。収穫の翌年の 4 月か 5 月頃まで

長くゆっくりと発酵させ、その後フィルターをかけ、ボトリング

を行います。これは一般的な発酵期間よりも、3 ヶ月ほど長く、

ゆっくりと長く発酵させることで長期熟成に向いたワインになる

と考えているからです。例えば、モーゼルの多くの生産者で、収

穫の翌年の 3 月から 4 月頃には最新ヴィンテージのクーベーアー

やカビネットクラスのワインが出来ていますが、今年 3 月下旬に

マイアーラーを現地訪問した際、2018 年ヴィンテージは樽やタ

ンクの中で発酵中でした。ちなみに、ケステナー クーベーアー 

トロッケン（KA-582）の 2017 ヴィンテージのボトリングは 2018

年 6 月 22 日だったとのこのことです。 

 
 
 
 
 
 
 

 

ケステナー リースリング クーベーアー トロッケン 2017 
Kestener Riesling Q.b.A. Trocken ＜スクリューキャップ＞ 
 

パウリンスベルクとヘレンベルク、2 か所の畑の葡萄を使っています。南東向きの斜面に位置しています。収穫は手

摘みで行います。葡萄の糖度が上がりすぎないように、収穫時期の最初の週に摘み取りを行います。アルコール度数

は 11％と低めに抑えながら、しっかりと熟した状態になるようバランスをとっています。アルコール発酵は葡萄の果

皮についている天然酵母を使い、ステンレスタンクで 15 度から 20 度に温度コントロールしながら行います。マロラ

クティック発酵はしていません。生き生きとした酸が非常にフレッシュ、軽やかな味わいを持っています。 
 

 白・辛口  国／地域等：ドイツ／モーゼル   葡萄品種：リースリング 

熟成：ステンレスタンク  残留糖度：11.5g/l 酸度：8.1g/l    

品番：KA-582／JAN：4935919195829／容量：750ml ¥2,160(本体価格¥2,000) 
 
 
 
 
 
 

ケステナー パウリンスベルク クーベーアー トロッケン 2016 
Kestener Paulinsberg Q.b.A. Trocken  ＜スクリューキャップ＞ 
 
パウリンスベルクの樹齢約 40 年の葡萄を使っています。南東向きの畑です。このワインには、パウリンスベルクの中

でもポテンシャルの高い優れた区画の葡萄を使っています。収穫は 10 月中旬に行います。アルコール発酵は葡萄の果

皮についている天然酵母を使いステンレスタンクとモーゼルの伝統的な 1000L のフーダー（木樽）を使って行います。

マロラクティック発酵は行いません。非常にきめ細かく、繊細かつエレガントな透明感のある味わいが魅力です。  
 

 白・辛口  国／地域等：ドイツ／モーゼル    葡萄品種：リースリング 

熟成：ステンレスタンクと 1000L のフーダー（木樽）  

残留糖度：3.5g/l 酸度：9.4g/l  

品番：KA-583／JAN：4935919195836／容量：750ml ¥2,592(本体価格¥2,400)  
 

軽やかでフレッシュなスタイルにするため、貴腐菌が一切ついていない葡萄を使用しています。 

所有するパウリンスベルクの中で、ポテンシャルの高い優れた区画の葡萄を使用 

弊社ホームページに

て、生産者訪問ブロ

グがご覧いただけま

す！ 

 

http://www.inaba-

wine.co.jp/ 

Trocken   ― トロッケン ― 

2017年ヴィンテージについて 

収穫量が非常に少ない年でした。収穫量は減った要因はいくつかあ

り、開花がうまくいかなかったこと、夏の気候が良くなかったこと、

収穫前の雨によるボトリティスの付着があげられます。これらの要

因で収穫量は通常の 50％減となりました。収穫量こそ減りました

が、品質は高いレベルでとても満足しています。 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ケステナー リースリング カビネット 2017 
Kestener Riesling Kabinett  ＜スクリューキャップ＞ 
 

パウリンスベルクとヘレンベルク、2 か所の畑の葡萄を使っています。葡萄の糖度が程よい高さになったところで

収穫します。カビネットは一部、貴腐菌のついた葡萄を使い（10％以下）、糖度と酸のバランスを保つようにして

います。アルコール発酵は葡萄の果皮についている天然酵母を使いステンレスタンクで 15 度から 20 度に温度コ

ントロールしながら行います。マロラクティック発酵はしていません。甘さを感じつつも、決して甘すぎない、素

晴らしい透明感を持ったリースリングのカビネットの魅力にあふれています。 
 

 白・甘口  国／地域等：ドイツ／モーゼル   葡萄品種：リースリング 

熟成：ステンレスタンク   残留糖度：52.7g/l 酸度：9.5g/l  

品番：KA-587／JAN：4935919195874／容量：750ml ¥2,268(本体価格¥2,100) 

 
 
 
 

ケステナー パウリンスベルク シュペートレーゼ 2017 
Kestener Paulinsberg Spätlese  ＜スクリューキャップ＞ 
 

パウリンスベルクの樹齢約 40 年の葡萄を使っています。このワインには、パウリンスベルクの中でもポテンシャ

ルの高い優れた区画の葡萄を使っています。シュペートレーゼには貴腐菌のついた葡萄を一部（20％）使用して

います。アルコール発酵は葡萄の果皮についている天然酵母を使いモーゼルの伝統的な 1000L のフーダー（古い

木樽）を使って行います。マロラクティック発酵は行いません。非常にきれいな酸が全体を支えています。非常に

洗練された味わいのシュペートレーゼです。 
 

 白・甘口  国／地域等：ドイツ／モーゼル   葡萄品種：リースリング 

熟成：1000L のフーダー（木樽）  残留糖度：82.2g/l 酸度：10.5g/l 

品番：KA-588／JAN：4935919195881／容量：750ml ¥2,700(本体価格¥2,500) 

 

残り 
僅か 

パウリンスベルクとヘレンベルク、2 か所の

畑の葡萄を使っています。葡萄の平均樹齢は

30 年。南東向きの斜面に位置しています。

ファインヘルプには貴腐菌のついた葡萄を

少しだけ（5％）使います。アルコール発酵は

葡萄の果皮についている天然酵母を使いス

テンレスタンクで 15 度から 20 度に温度コン

トロールしながら行います。マロラクティッ

ク発酵はしていません。果実の甘さと酸のバ

ランスが素晴らしく、軽やかで心地よい味わ

いです。 ＜スクリューキャップ＞ 
 
 白・やや甘口   

国／地域等：ドイツ／モーゼル 

葡萄品種：リースリング 

熟成：ステンレスタンク 

残留糖度：27.0g/l 酸度：9.3g/l  
 

品番：KA-585 

JAN：4935919195850 

容量：750ml 

¥2,160(本体価格¥2,000) 

 

 

ケステナー ヘレンベルクと、オザンナー ロー

ゼンベルクの葡萄を使っています。ローゼンベル

クは急斜面ではないため、機械を使った収穫を

行っています。収穫は少し早めの 9 月末に行いま

す。果実の甘さと酸のバランスを大切にしている

ため、完熟していますが過熟ではない葡萄を選ん

で収穫します。アルコール発酵は葡萄の果皮につ

いている天然酵母を使いステンレスタンクで 15

度から 20 度に温度コントロールしながら行いま

す。マロラクティック発酵はしていません。 

＜スクリューキャップ＞ 
 

 白・やや甘口  

国／地域等：ドイツ／モーゼル 

葡萄品種：リースリング 

熟成：ステンレスタンク 

残留糖度：30.8g/l 酸度：8.8g/l  
 

品番：KA-586 

JAN：4935919195867  
容量：1,000ml 

¥2,160(本体価格¥2,000) 

ケステナー リースリング 
クーベーアー ファインヘルプ 2017 
Kestener Riesling Q.b.A. feinherb 

リースリング クーベーアー 
ファインヘルプ 2017 
Riesling Q.b.A. feinherb 

ファインヘルプには少しだけ貴腐菌のついた葡萄を使います ファインヘルプの 1L ボトルが限定入荷 

マティアスが「熟した果実味と上質な酸の両方があり、素晴らしいバランス」と語る自信作 

優れた区画の上質な葡萄、上品な酸とミネラルがある、洗練されたシュペートレーゼ 

Kabinett & Spätlese  ― 甘口 ― 

Feinherb  ― ファインヘルプ ― 


