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「ワイン造りは、お客様と一緒に味を造り上げていく 
共同作業だと思っています」――マルクス ファフマン 

ワイングートは、1955 年にカール ファフマンによって、ファルツ州のヴァルスハイム村に設

立されました。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 83ha で、他の栽培農家からも一部の葡萄を購入しています。非常に厳しい品質基

準を設けており、自家畑の葡萄と買い葡萄の品質の違いはありません。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（20％）です。ワインの販売先は、

国内市場が 55％、輸出市場が 45％の割合です。国内市場のうち 10％はワイナリーの直売所での販売分が占めています。直売所は、消費

者の意見をダイレクトに聞くことが出来るため、注意深く観察してマーケットを把握する参考にしています。 

 

ワイン造りの哲学について、マルクスは次のように語ります。「まず消費者の声に耳を傾けます。そして、消費者がどういう味を好むのか

ということを考えます。私たちは料理人と同じで、お客様がこういう味で食べたいという風にワインをある程度コントロールして、お客様

のニーズに合わせた味に仕上げることができます。特に重要なのは、私の作りたいワインを追及して、それをお客様に理解してもらおうと

するのではなく、お客様と一緒に味を作り上げていく共同作業だという風に思っていることです。皆が飲みたいワインを私も一緒に楽しめ

る、そんなプロジェクトに参加するようにワインを作っています」。 

 

数々の評価に裏付けられる、高品質なワイン造り 

DLG（ドイツ農業協会）が選ぶ「トップ 100 生産者 2020（29 位）」に、2019 年（29 位）、2018

年（33 位）に続き 3 年連続で選出されました。また、2020 年のラインラント プファルツ州

の品評会では、2000 年の受賞から通算 19 回目となる「スターツエーレンプライズ（特別栄誉

賞）」を受賞しました。この賞は、出品した全てのワインの総合平均が高いワイングートに与え

られるものです。カール ファフマンのワインが、どれか 1 つだけではなく、満遍なく評価され

ているということになります。また、ワインの評価ガイドである「ファインシュメッカー2014」

では、ドイツ No.1 生産者に選出されています。

「DLG T O P 1 0 0  WEINERZEUGER 2020」 

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 ファルツ州品評会 ２０２０」 

通算１９回目となる 

スターツエーレンプライズ 

特別栄誉賞を受賞 



  

 

 

2015 年より Fair’N Green の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 年に認証され、メンバーに加盟しま

した。畑からマーケティングまで、全てのマネジメントを持続的に発展させています。Fair’N Green の哲学

は、「サステナブルなワイン造りは、社会的に責任のある行動であり、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」というものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最新のボトリングシステムと地下倉庫 

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。これにより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。ボトリング時は二酸化

炭素を含む不活性ガスを極少量注入し、フレッシュな

状態をキープしています。また、ワインの保管用倉庫

は地下５m にあり、夏でも室温は 17°程度、最大で

も 20°を超えることはありません。 

 

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。 

 

 
 
 
 

 

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 2019  
Riesling Herrenberg Selection Q.b.A. Trocken  
 

ヌスドルフ村の単一畑「へレンベルク」からの通常より遅摘みにしたリースリングを使った上級キュヴェです。へレンベル

クからのワインは、しっかりとした果実味とミネラル感が特徴的です。黄色い果実の風味があり、典型的なリースリングの

酸の組み合わせが素晴らしい味わいを生み出しています。遅摘みによる凝縮感のある風味が楽しめます。2012 ヴィンテー

ジまでシュペートレーゼ トロッケンと表示していましたが、2013 ヴィンテージからセレクションとしてリリースしてい

ます。収量は 45hL/ha、平均樹齢は 22 年。東向き、標高 200～210m､土壌は石灰岩を含む砂質ロームです。ステンレスタ

ンクで 16 度に温度管理しながら約 6 週間発酵させます。 

 

国／地域等：ドイツ／ファルツ  ＜スクリューキャップ＞     

葡萄品種：リースリング  残留糖度：7．8g/L 酸度：7．1g/L 

品番：KA-464／JAN：4935919194648／容量：750ml ¥2,530(本体価格¥2,300)

◀シルバーベルグでは、1 本の

木に枝を 2本まで残すように

しています。剪定で切り落と

した枝は、そのまま有機肥料

として使用しています。ま

た、地中の水分を調節する

ため、畝の間には草を生や

しています。 

「ビショッフスクロイツ」 

複数の単一畑から形成される広域の集合畑 

「シルバーベルク」 

ヴァルスハイム村の単一畑 

「へレンベルク」 

ヌスドルフ村の単一畑 

白・辛口 

単一畑「へレンベルク」の辛口リースリング 
遅摘みによる凝縮した果実味とミネラル感が楽しめます 



  

 

 

ヴァルスハイム村の単一畑「シルバーベルク」からのワインです。良質の

石灰質土壌でピノ ノワールの栽培に適しています。ボリュームとエレ

ガントさのバランスが取れており、ブラックチェリーやブラックベリー

のノート、モカのヒントがあります。ステンレスタンクで発酵させます。 

 

 ＜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：5．5g/L 

葡萄品種：ピノ ノワール 

熟成：1,200L と 500L の大樽で 1 年、瓶で 1 年熟成 

品番：KA-497／JAN：4935919194976／容量：750ml  

¥2,750(本体価格¥2,500)  

 

赤・フルボディ 

 
 
 
 

（左）リースリング シルバーベルク セレクション 
クーベーアー トロッケン 2018 
Riesling Silberberg Selecion Q.b.A. Trocken   
ヴァルスハイム村の単一畑「シルバーベルク」からの通常より遅摘みにしたリースリングを使った上級

キュヴェです。シルバーベルクからのワインは、トロピカルな果実味と骨格のあるフルボディの味わい

が特徴的です。ミネラルが豊富で、柑橘類、新鮮なハーブのトーンがあります。ライムと青りんごの風

味、レモングラスやルバーブの要素も感じられます。収量は 39hL/ha。葡萄の平均樹齢は 20～25 年。

畑は南向きで、ヘレンベルクより暖かくなります。標高 175～190m､土壌は石灰岩を含む砂質ロームで

す。ステンレスタンクで 16 度に温度管理しながら約 6 週間発酵させます。 
 

国／地域等：ドイツ／ファルツ  ＜スクリューキャップ＞  

葡萄品種：リースリング 残留糖度：7．6g/L 酸度：7．0g/L 

品番：KA-465／JAN：4935919194655／容量：750ml ¥2,860(本体価格¥2,600) 

 

 

 

（右）リースリング シルバーベルク クーベーアー トロッケン 2019 
Riesling Silberberg Q.b.A. Trocken  
ヴァルスハイム村の単一畑「シルバーベルク」からのワインです。シルバーベルクの畑は、トロピカル

なニュアンスが特徴的です。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。

畑からのミネラルも感じられます。ファルツは、世界最大のリースリング生産地域としても知られてい

ます。畑は北西向き、標高 160～180m、平均樹齢は 12 年です。土壌は石灰岩を含む砂質ローム。ステ

ンレスタンクで 16 度に温度管理しながら約 6 週間発酵させます。 
 

 国／地域等：ドイツ／ファルツ ＜スクリューキャップ＞    

葡萄品種：リースリング  残留糖度：8. 2g/L 酸度：7．1g/L 

品番：KA-461／JAN：4935919194617／容量：750ml  ¥1,980(本体価格¥1,800) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白・辛口 

白・辛口 

リースリング シルバーベルク 

アウスレーゼ 2017 
Riesling Silberberg Auslese 
ヴァルスハイム村の単一畑「シルバーベ

ルク」からの極甘口ワインです。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

ハチミツやホワイトチョコレートのよう

な深みのある風味が感じられます。魅力

的な甘さ、暖かみがあってジューシーな

味わいが楽しめるアウスレーゼです。「レ

バーペーストの前菜やフォアグラと相性

が良いです」とマルクスは話していまし

た。ステンレスタンクで温度管理しなが

ら発酵させています。 

しっかりとした甘みと 

ジューシーな味わいを持つ 

アウスレーゼ 

ゲヴュルツトラミナーの繊細なアロマを引き出すために 
慎重にスキンコンタクトの時間を調節しています 

シルバーベルクの持つトロピカルな特徴を表現しています 

 ＜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：119．9g/L 酸度：10．6g/L 

品番：KA-519／容量：750ml  
JAN：4935919195195 

¥3,630(本体価格¥3,300) 
 

白・極甘口 

単一畑シルバーベルクからのピノ ノワール 
樽熟成を経てリリースする上級キュヴェ 

ヴァルスハイム村の単一畑「シルバーベルク」からのワインです。繊細な

バラやグリーンバナナ、スモモの香りが現れます。柑橘系の爽やかな酸味

があります。品種の特徴的な香りを引き出すためにスキンコンタクトを

行いますが、エレガントなスタイルにするために、その時間は慎重に制限

しています。香りを失わないよう温度管理したタンクで発酵させます。 
 
 ＜スクリューキャップ＞ 

国／地域等：ドイツ／ファルツ  残留糖度：8．6g/L 酸度：6．1g/L 

葡萄品種：ゲヴュルツトラミナー 

品番：KA-558／JAN：4935919195584／容量：750ml  

¥1,980(本体価格¥1,800)  

 

白・辛口 

単一畑「シルバーベルク」からの辛口リースリングの上級品 



  

 

 

 
 
 

 

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 2019  
Sauvignon Blanc Bischofskreuz Q.b.A. Trocken  
集合畑「ビショッフスクロイツ」からのワインです。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。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：ソーヴィニヨン ブラン  残留糖度：7．3g/L 酸度：6．5g/L 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

白・辛口 

「ゴーミヨ ドイツワインガイド２０２１」において、 
ファルツ産ワイン（１２€未満）部門の‟トップ１０”に選出！ 

爽やかな果実味がありながらボディのあるシャルドネ 

集合畑「ビショッフスクロイツ」からのワインです。レモンや黄色い果

実、草原やナッツのアロマも少し感じられます。マスカットを思わせる爽

やかな果実味があり、クリーンでフルボディです。畑は南西向き、標高

160～185m に位置します。土壌は石灰岩を含む砂質ロームです。ステン

レスタンクで 18 度に温度管理しながら約 6 週間発酵させます。 
 
 ＜スクリューキャップ＞ 

国／地域等：ドイツ／ファルツ  残留糖度：7. 8g/L 酸度：6．1g/L 

葡萄品種：シャルドネ 

品番：KA-460／JAN：4935919194600／容量：750ml  

¥1,980(本体価格¥1,800)  

 

白・辛口 

肉料理とも相性の良い酸の控えめなピノ ブラン 

集合畑「ビショッフスクロイツ」からのワインです。黄色い桃の香り、レ

モンのニュアンス。酸は控えめです。ファフマンは、豚肉や鶏肉、パスタ

やサラダを薦めています。畑は南東向き、標高 180～195m。平均樹齢は

15 年です。土壌は石灰岩を含む砂質ローム。ステンレスタンクで 18 度

に温度管理しながら、約 6 週間発酵させます。 
 
 ＜スクリューキャップ＞ 

国／地域等：ドイツ／ファルツ  残留糖度：7. 4g/L 酸度：6．5g/L 

葡萄品種：ピノ ブラン 

品番：KA-462／JAN：4935919194624／容量：750ml  

¥1,870(本体価格¥1,700)  

 

白・辛口 

控えめなスタイルで様々な料理と相性の良いシルヴァーナー 

集合畑「ビショッフスクロイツ」からのワインです。グリュナー シル

ヴァーナーは、シルヴァーナーの正式名称です。胡椒やハーブのニュアン

スがあり、控えめなスタイルで、様々な料理に合わせられます。マルクス

は、サラダやザワークラウトを薦めています。区画は北西向きで、標高

180～190m です。土壌は石灰岩を含む砂質ロームです。ステンレスタン

クで 16 度に温度管理しながら、約 5 週間発酵させます。 
 
 ＜スクリューキャップ＞ 

国／地域等：ドイツ／ファルツ  残留糖度：7. 6g/L 酸度：5．8g/L 

葡萄品種：シルヴァーナー 

品番：KA-458／JAN：4935919194587／容量：750ml  

¥1,870(本体価格¥1,700)  

 
 

白・辛口 

フルーツの甘みがあり 

親しみやすいスタイルの 

ピノ ノワール 

シュペートブルグンダー ビショッフスクロイツ 

クーベーアー トロッケン 2019 
Spätburgunder Bischofskreuz Q.b.A. Trocken 

集合畑「ビショッフスクロイツ」からのワ

インです。赤い果実と控えめなタンニンの

調和が見事で、ブルゴーニュよりも果実の

甘みがあり飲みやすいスタイルです。畑の

区画は北東向きで、標高は 160～180m で

す。平均樹齢は 25 年。土壌は石灰岩を含

む砂質ロームです。発酵、熟成共にステン

レスタンクで行います。26 度に温度管理

しながら発酵させます。醸しは 1～2 週間

です。濾過して瓶詰します。 

 
 ＜スクリューキャップ＞ 

国／地域等：ドイツ／ファルツ 葡萄品種：ピノ ノワール 

残留糖度：6. 6g/L 酸度：5．2g/L 

品番：KA-466／容量：750ml  
JAN：4935919194662 

¥1,980(本体価格¥1,800) 
 

赤・フルボディ 

グラウブルグンダー クーベーアー トロッケン 2019 
Grauburgunder Q.b.A. Trocken 
畑名表示はありませんが、品質は表示ありのワイン

にも劣りません。グラウブルグンダーは、ピノ グ

リのドイツでの呼び名です。しっかりとした骨格の

あるスタイルが大半ですが、フレッシュでフルー

ティに仕上げています。黄色い果実の香りに、ル

バーブやミントも感じられます。マルクスは友人と

語らう時間や、軽いビストロ料理を勧めています。

畑は南向きで、標高 170～200m です。土壌は石灰

岩を含む砂質ロームです。ステンレスタンクで 18

度に温度管理しながら約 6 週間発酵させます。 

 ＜スクリューキャップ＞ 

国／地域等：ドイツ／ファルツ 

葡萄品種：ピノ グリ 

残留糖度：6．5g/L 酸度：6．2g/L 

品番：KA-459／容量：750ml 

JAN：4935919194594 

¥1,760(本体価格¥1,600) 
 

白・辛口 


