
  

 

 

▲オーナーのマルクス ファフマン（右から 2 人目）。2019 年の州ラインラント プファルツ州品評会で

特別栄誉賞を受賞。２００２年より通算１７回目の受賞となりました。 
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1955 年にカール ファフマンによってファルツのヴァルハイム村に設立されたワイングートです。現在は 3 代目のマルクス ファフマン

が中心となりワイン造りを行っています。所有する畑は 83 ヘクタール、ほとんどのワインは自家畑の葡萄を使用しますが、一部、他の栽

培農家から葡萄を購入しています。葡萄を購入する際は、非常に厳しい品質基準を設けているため、自家畑のものと買い葡萄の品質の違い

はありません。土壌、日差し、マーケットの需要により植える品種を決めています。多くの葡萄品種を栽培しているのは、天候により全滅

するリスクを避けるためでもあります。栽培する品種の割合は、リースリング（30％）、グラウブルグンダー（25％）、ヴァイスブルグ

ンダー（10％）、シャルドネ（5％）、シュペートブルグンダー（10％）、その他の品種（20％）です。 

 
 

DLGが選ぶ「TOP100 生産者」に選出 
2019年スターツエーレンプライズ受賞 
 

DLG（ドイツ農業協会）が選ぶ「トップ 100 生産者 2019

（29 位）」に選出されました。2018 年も選出（33 位）さ

れており、2 年連続の選出となりました。 

また、2019 年のラインラント プファルツ州の品評会で

は、「スターツエーレンプライズ（staatsehrenpreis）」を

受賞しました。出品した全てのワインの総合平均の高いワ

イングートに与えられ、カール ファフマンは 2002 年か

ら通算 17 回目の受賞となりました。安定した品質の高さ

はドイツでも証明されています。 

 
 

「DLG TOP 100 WEINERZEUGER 2019」に選出 

ドイツ農業協会が選ぶトップ１００生産者 ２９位 

 
 

「ラインラント プファルツ州品評会 2019」 

スターツエーレンプライズ 受賞 



  

 

 

2015 年より Fair’N Green 認証を受けています 
Fair’N Green は、サステナブルなワイン造りのための認証です。サス

テナビリティのための目標設定（例えば、CO2 排出量、生物多様性の

高度化、社会的なコミットメントなど）を測定し、評価できるように

し、総合的に達成できるようにするものです。消費者はサステナブル

なワインをバックラベル上の認証マークで識別することが出来、サス

テナブルな商品を認識したうえで選ぶことが出来ます。 

カール ファフマンは 2015 年から認証され、メンバーとして加盟しています。畑からマーケティ

ングまで全てのマネイジメントを継続的かつ持続的に発展させています。最高のワインは、自然と

調和を取りながら、畑に対する最大限の管理を行うことでしか生み出すことができません。Fair’N 

Green の哲学は、サステナブルなワイン造りとは、社会的に責任のある行動、さらに販売者、顧客、

そして従業員との公平な関係性と結びついている、という考えが反映されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最新のボトリングシステム 

ボトリングマシーンとボトルの掃除を行う際にオゾン

水を使います。オゾン水で洗浄するとボトル内の空気

が綺麗になりバクテリアも発生しません。そして、ボ

トリングした時には二酸化炭素を含む不活性ガスを、

ごく極少量注入します。酸化を阻止し、ワインがより

フレッシュな状態をキープするためです。 

 

地下 5ｍの位置にワイン貯蔵庫 

ワインの貯蔵庫は地下５ｍにあります。貯蔵庫の真上

にはソーラーパネルが設置してあり、直接地面に日光

が当たらないようにしています。夏でも気温 17 度を

保つ効果があります。また倉庫内はカビへの対策もし

ています。 

 

葡萄の酸を保つためのポイントは収穫にありました 

カール ファフマンでは朝、晩の温度が低いタイミングで収穫を行いますが、

手摘みではなく機械を使って一気に短時間で摘み取ります。収機械を使用して

短時間で収穫することにより、天候による葡萄のダメージを防ぎ、収穫のタイ

ミングを外すことなく、きれいな酸をより保った葡萄が収穫できます。また、

収穫前に個々の葡萄の実りをチェックして、厳密に選別した品質の良い葡萄の

みをそのまま樹に残すという品質に大変重要な作業も行っています。 

 
 

2018 年ヴィンテージについて 
品質だけでなく、収穫量の面でもとても非常に良い

ヴィンテージでした。晴天が多く、フルーティでボディ

があり、酸は強くなく穏やかな味わいです。2018 年の

夏は雨が不足していたにも関わらず、とても驚くべき

ことに、よい収量も得られ、とても満足のいく結果と

なりました。 

 
 
 
 
 

◀ シルバーベルグは 1 本の木に枝を 2 本までとしています。ファフマンの畑は剪定で切り

落とした枝を有機肥料にしています。また、地中の水分を調節するため、木と木の間に

は草を生やします。 

▲バックラベルに「FAIR’N GREEN」
のマークが掲載されています。 

地元の人々で賑わう直売所 
販売先は国内 45％、輸出 45％、ヴィノ

テーク（直売所）10％です。直売所に訪れ

る人達は品質に敏感なため、消費者の意見

をダイレクトに聞くことが出来、マーケッ

トの参考にしています。「直売所のおかげ

で地元の人々にも品質が高く、魅力的な価

格で提供している生産者という印象が根

付いている。」とマルクスは語ります。 ↑直売所では無料で試飲を行っており、週末

には地元の方で賑わい見せます。 



  

 

 

Riesling Silberberg Q.b.A. Trocken 
単一畑 ヴァルスハイマー シルバーベルクのリースリングです。北西

向き、標高 160～180m、葡萄の平均樹齢は 12 年です。土壌は石灰岩を

含む砂質ロームです。発酵はステンレスタンクで 16 度にコントロールし

ながら約 6 週間行います。柑橘類や青リンゴの香り。フレッシュで、黄

色い果実の風味があります。 
 
 ＜スクリューキャップ＞ 

国／地域等：ドイツ／ファルツ   葡萄品種：リースリング 

残留糖度：8．6g/L 酸度：7．2g/L 

品番：KA-461／JAN：4935919194617／容量：750ml  

¥1,980(本体価格¥1,800)  

 

白・辛口 

 
 
 
 

グリューナー シルヴァーナー クーベーアー トロッケン 2018 
Gruner Silvaner Bischofskreuz Q.b.A. Trocken   
葡萄はグロスラーゲ（集合畑） ヌスドルファー ビショッフスクロイツからのものを使用します。シル

ヴァーナーの区画は北西向きで、標高 180～190m です。平均樹齢は 15 年、土壌は石灰岩を含む砂質

ロームです。発酵はステンレスタンクで 16 度にコントロールしながら、約 5 週間行います。果実の香

りに、胡椒やハーブのニュアンスがあります。その控えめなスタイルは、様々な料理に合わせることが

出来ます。 
 

国／地域等：ドイツ／ファルツ  ＜スクリューキャップ＞  

葡萄品種：グリューナー シルヴァーナー 残留糖度：7．6g/L 酸度：5．8g/L 

品番：KA-458／JAN：4935919194587／容量：750ml ¥1,870(本体価格¥1,700) 

 

 

 

ゲヴュルツトラミナー シルバーベルク クーベーアー トロッケン 2018 
Gewürztraminer Silberberg Q.b.A. Trocken  
ヴァルスハイマー シルバーベルクからのワイン。ゲヴュルツトラミナーは華やかな花の香りがはっき

りと感じられる、とてもエレガントなワインです。特徴的な香りを引き出すために、スキンコンタクト

を行います。エレガントなスタイルのワインにするために、スキンコンタクトの時間は慎重に制限して

います。その後、果皮から抽出した香りの要素を失わないように、温度管理したタンクで発酵させます。

繊細なバラの香りが広がり、グリーンバナナやスモモの香りも次第に現れます。柑橘系の爽やかな酸味

も加わり、ついもう一口飲んでしまいたくなる味わいです。 
 

 国／地域等：ドイツ／ファルツ ＜スクリューキャップ＞    

葡萄品種：ゲヴュルツトラミナー  残留糖度：7．0g/L 酸度：5．9g/L 

品番：KA-558／JAN：4935919195584／容量：750ml  ¥1,870(本体価格¥1,700) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

白・辛口 

白・辛口 

ヴァイスブルグンダー ビショッフスクロイツ 
クーベーアー トロッケン 2018 
Weissburgunder Bishofskreuz Q.b.A. Trocken 
 
ヴァイスブルグンダーは、ピノ ブラ

ンの別名です。葡萄はグロスラーゲ

（集合畑）ヌスドルファー ビショッ

フスクロイツからのものです。ヴァイ

スブルグンダーの区画は南東向き、標

高 180～195m。葡萄の平均樹齢は 15

年です。土壌は石灰岩を含む砂質ロー

ムです。発酵はステンレスタンクで 18

度にコントロールしながら、約 6 週間

行います。黄色い桃の香り、レモンの

ニュアンスがあります。 

豊かな果実味と程よいコク 

ミネラル感も表現されています 

グラウブルグンダーのフレッシュでフルーティな要素を 
大切にしています 

特徴的な香りを引き出すため、慎重にスキンコンタクトをしています 

グリューナー シルヴァーナーはシルヴァーナーの正式名称 

フルーティで繊細なスタイルで、食事との相性が良いです 

 ＜スクリューキャップ＞ 

国／地域等：ドイツ／ファルツ   

葡萄品種：ヴァイスブルグンダー（ピノ ブラン） 

残留糖度：7．9g/L 酸度：6．1g/L 

品番：KA-462 容量：750ml  

JAN：4935919194624 

¥1,870(本体価格¥1,700) 
 
 

白・辛口 

美しい酸としっかりとした果実感を持った 
ふくよかな辛口リースリング 

グラウブルグンダーはボリュームとしっかりとした骨格のあるスタイル

が大勢ですが、ファフマンはフレッシュでフルーティ、チャーミングな要

素を大切にしています。発酵はステンレスタンクで 18 度にコントロール

しながら約 6 週間行います。黄色い果実の香りに、ルバーブやミントも

感じられます。軽やかで、フルーティ、フレッシュです。 
 
 ＜スクリューキャップ＞ 

国／地域等：ドイツ／ファルツ  残留糖度：6．2g/L 酸度：6．0g/L 

葡萄品種：ブラウブルグンダー（ピノ グリ） 

品番：KA-459 容量：750ml 

JAN：4935919194594  

¥1,760(本体価格¥1,600)  

 

白・辛口 



  

 

 

 
 
 

 

ソーヴィニヨン ブラン ビショッフスクロイツ 
クーベーアー トロッケン 2018 
Sauvignon Blanc Bischofskreuz Q.b.A. Trocken 
葡萄はグロスラーゲ（集合畑）ヌスドルファー ビショッフスクロイツからのものを使用します。区画は南向きで、

標高 140～180m に位置しています。葡萄の平均樹齢は 9 年です。土壌は石灰岩を含む砂質ロームです。発酵はス

テンレスタンクで 16 度にコントロールしながら、約 3 週間行います。区画によって使用する酵母を変えています。

フレッシュでフルーティ。レモングラス、イラクサの花、オレンジが感じられます。明るい夏の朝を思わせます。前

菜、ミックスサラダ、スープやフレッシュな野菜がお薦めです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国／地域等：ドイツ／ファルツ  ＜スクリューキャップ＞     

葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン  残留糖度：7．0g/L 酸度：5．9g/L 

品番：KA-463／JAN：4935919194631／容量：750ml ¥2,090(本体価格¥1,900) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜マルクス ファフマンのコメント＞ 

典型的なパッションフルーツの香りがある。果実感がしっかりと感じられるのは、畑での仕事の成果である。

葡萄に実に日光が当たりすぎないように、北側の斜面の葉は取るが、日光の当たる他の部分の葉は残している。

そうすることで青っぽいトーンが出ず、フレッシュできれいなアロマを出せる。ソーヴィニヨン ブランは３

つの区画に分かれており、それぞれ成長スピードなどが異なるため、同じ作業でも違う時期に行わなければな

らない。畑にいつも入って、理想的な時期を見定めている。区画によって使用する酵母も変える。このワイン

は日本食にとても良く合うと思う。 

300 本 
限り 

180 本 
限り 

 ＜スクリューキャップ＞ 

国／地域等：ドイツ／ファルツ   

葡萄品種：リースリング  

残留糖度：119．9g/L 酸度：10．6g/L 

品番：KA-519  容量：750ml  

JAN：4935919195195 

¥3,300(本体価格¥3,000) 

 

リースリング シルバーベルク  

アウスレーゼ 2017 

Riesling Silberberg Auslese 
 
単一畑、ヴァルスハイマー シル

バーベルクのリースリング アウ

スレーゼです。ローム質とレス（黄

土）質からなる土壌で母岩は石灰

岩。発酵は、ステンレスタンクで温

度コントロールしながら行います。

アプリコットやマルメロのフレッ

シュでフルーティなアロマが広が

ります。口に含むと蜂蜜やホワイト

チョコレートのような深みのある

フレイバーが感じられます。魅力的

な甘さ、暖かみがあってジューシー

なアウスレーゼです。 

 

200 本 
限り 

白・辛口 

リースリング ヘレンベルク セレクション 
クーベーアー トロッケン 2017 
Riesling Herrenberg Selection Q.b.A. Trocken 

単一畑、ヌスドルファー ヘレンベルクのリースリングの「セレクショ

ン」。葡萄の平均樹齢は 22 年。東向き、標高 200m、土壌は石灰岩を含む

砂質ロームです。発酵はステンレスタンクで 16 度にコントロールしなが

ら約 6 週間行います。ミネラルのニュアンスが際立っています。黄色い

果実の風味と典型的なリースリングの酸の組み合わせが見事です。 
 

 国／地域等：ドイツ／ファルツ   

葡萄品種：リースリング 残留糖度：8．7g/L 酸度：8．0g/L 

品番：KA-464／JAN：4935919194648／容量：750ml 

¥2,530(本体価格¥2,300)  

 

白・辛口 

シュペートブルグンダー シルバーベルク 
クーベーアー トロッケン 2016 
Spätburgunder Silberberg Q.b.A. Trocken 

ヴァルスハイマー シルバーベルクの畑からの葡萄で造ります。1,200L

と 500L の樽で 12 ヶ月熟成させます。さらに瓶で、1 年寝かせます。温

かみのある色、口の中で感じられる柔らかいタンニンがあります。ボ

リュームとエレガントさの素晴らしいバランスが取れたブラックチェ

リーやブラックベリーのノート、そしてモカのヒントが感じられます。 
 

 国／地域等：ドイツ／ファルツ   

葡萄品種：シュペートブルグンダー（ピノ ノワール） 

熟成：樽で 12 ヶ月 

品番：KA-497／JAN：4935919194976／容量：750ml 

¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

赤・フルボディ 

白・極甘口 

クリーンな果実味を追求したソーヴィニヨン ブラン 
カール ファフマンの自信作 

以前はシュペートレーゼ トロッケンを表示していたものを 

辛口の上級格付け「セレクション」としてリリース 

２種類の樽で１２ヶ月熟成 

果実感と複雑さがしっかりと表現されています 

魅力的な甘さと深みのあるフレイバー 

上のクラスを彷彿させる上質な 

アウスレーゼ 


