
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エゴン ミュラーに並ぶ評価を得るモーゼルのトップ生産者 

シュロス リーザーは、今やエゴン ミュラーと並ぶモーゼル屈指の生産者の地位を築き上げました。ドイツを代表するワインガ

イド『ヴィヌム 2021』の最高評価 5/５星生産者は、ドイツ全土でたったの 14 軒しかなく、モーゼルではエゴン ミュラーとクレ

メンス ブッシュ、そしてシュロス リーザーのわずか 3 軒しかありません。さらには、『アイヒェルマン 2021』5/5 星、『ゴー&

ミヨ 2020』5/5 房（2021 年版は未発表）、『ファルスタッフ 2021』5/5 星、『ファインシュメッカー2020』5/5F（2021 年版

は未発表）と全て最高評価を獲得しています。リーザー村のニーダーベルクヘルデンを始めとするモーゼル中流域の 8 つの VDP グ

ローセ ラーゲ（特級格の葡萄畑）を手中に収め、丁寧な畑仕事を行い、緻密に醸造することで、それぞれのクリュの個性を表現す

る唯一無二の個人生産者となっています。また、VDP の「グローサー リング」が主催する 2019 年のオークションでは、「ベルン

カステラ― ドクトール グローセス ゲヴェックス 2018」のマグナムボトルが、1 本 874 ユーロ（日本円で約 11 万円）で落札

されるなど、ドイツの辛口ワインの価値を高める存在としても注目を集めています。 

 
鍵を握る人物は、オーナー兼醸造家のトーマス ハークです。トーマスは、ブラ

ウネベルク村を代表するワイナリー、フリッツ ハークのヴィルヘルムの長男で

す。勤勉で真面目、穏やかで優しい性格の持ち主で、トップの地位を驕ることな

く、いつも私たちを温かく出迎えてくれます。トーマスは、シュロス リーザー

をこの 20 年間のうちに、モーゼルのトップ ワイナリーへと成長させました。

シュロス リーザーの歴史は 1904 年にまでさかのぼります。1875 年に建立され

た荘厳なリーザー城の隣に、ショルレマー男爵がワイングート シュロス リー

ザーを設立したのが始まりです。1992 年、トーマスがマネージャー兼ケラーマ

イスターとして参加し、1997 年にはワイングートと畑を買い取りました。当

時、かつての名声を失いつつあったシュロス リーザーでしたが、トーマスは瞬く

間に才能を開花させ、1998 年には VDP（ドイツ優良生産者組合）のメンバーに認定されます。2015 年には、『ゴー&ミヨ』5/5

房生産者に選出され、「ワインメーカー オブ ザ イヤー」も受賞しました。また、2021 年には『ファルスタッフ』でも「ワイン

メーカー オブ ザ イヤー」を受賞しており、その地位を不動のものにしています。

ドイツワインの代表的な５つの評価誌全てで最高評価を獲得 

モーゼルの頂点に君臨する個人生産者 

SCHLOSS LIESER 
シュロス リーザー 



  

 

家族で営むワイナリー 

個人生産者でありながら、所有する畑は 23ha、全部でおよそ

180 区画に分かれているため、畑仕事には膨大な時間を費や

します。作業自体は他のメンバーと協力して行いますが、収

穫のタイミングの決定や、醸造についてはトーマスが一人で

行わなければならないため、収穫の前後は肉体的にもかなり

疲労するそうです。例えば、2017 年は収穫期間が 4 週間に

及びましたが、24 時間体制で休みなしに作業を行なったそう

です。「その間ずっと禁酒をしていたよ！」とトーマスは笑っ

ていましたが、その穏やかな話しぶりからは想像もつかない

ような過酷なエピソードです。輝かしい功績が目立ちます

が、その裏にはしっかりと努力が積み重ねられています。 

 

そんなトーマスを支えるのが彼の家族です。妻のウーテは、

訪問者の対応や経理などの事務仕事を行なっていますが、収

穫期には一緒に畑に入ります。また、次女のララと長男のニ

コラウスがワイングートに参加し始めており、家族が一丸と

なってシュロス リーザーを運営しています。もちろん家族だ

けではなく、優秀なスタッフにも支えられています。畑の総

支配人として働くフィリップ ヴェーザーは、15 年以上勤務

しているベテランです。 

 

葡萄を収穫した後は、それぞれのクリュが持つ個性を表現す

るため、天然酵母による偶発的発酵を行います。場合によっ

ては、その後で選別酵母を添加します。この手法は流行して

いるからではなく、昔からずっとトーマスのスタイルとして

行なってきたものです。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収穫のため畑に出る妻のウーテと、ワイナリーに参加し始めた長男

ニコラウスと次女のララ。 

シュロス リーザー ヴァイスブルグンダー 
クーベーアー トロッケン ２０１９  【NEW!】 
Schloss Lieser Weissburgunder QbA Trocken 
 

シュロス リーザーが新たに手掛けるヴァイスブルグンダーからの辛口ワインです。収穫は 10 月の初旬、急

斜面の畑の葡萄を厳しく選別しながら手摘みで収穫します。アルコール発酵は天然酵母を使い、50％を 1000L

のフーダー、50％をステンレスタンクで行います。フレッシュでミネラルが豊かに感じられ、生き生きとした

柑橘系の果実と同時に深みと複雑さが感じられます。シュロス リーザーらしい独自の個性を持った素晴らし

い品質のワインに仕上がっています。 
 

【白・辛口】国／地域等：ドイツ／モーゼル 等級：クーベーアー 

葡萄品種：ヴァイスブルグンダー（ピノ ブラン） 

残糖：6. 3 g/L 酸度：6. 4g/L  ＜スクリューキャップ＞ 

品番：KA-690 JAN：4935919196901 容量：750ml   ¥3,630(本体価格¥3,300) 

トップ クラスのリースリングの造り手が新たに挑戦するワイン 
ファーストヴィンテージの 2019VT が数量限定で新入荷しました！ 

限定 

300 本 

～トーマス ハークによるヴィンテージ レポート：2019VT について～ 

早い芽吹きに続き、開花は順調に進みました。夏は記録的な暑さでした。収穫時期は変わりやすい天候のお

かげで我々、ワインメーカーは苦労を強いられ、また収穫量は減少しました。しかし、綿密な畑仕事、手作

業による厳しい選別、的確な収穫を行うことで、傷や病気のない完璧な葡萄を得ることが出来、ワインに素

晴らしい品質がもたらされました。夏の終わりに気温の低い夜が続いたおかげで豊かなアロマと理想的な酸

が得られたことで、長期熟成のポテンシャルがあります。ワインは非常に複雑で、スレート土壌がもたらす

ミネラル、洗練されて生き生きとした酸を持っています。 



  

 

 
 
 
 

 

リーザー ニーダーベルク ヘルデン 
グローセス ゲヴェックス ２０１９  【NEW!】 
Lieser Niederberg Helden Grosses Gewächs 

 

ニーダーベルク ヘルデンの畑は丘の上に位置し、南西

向きで日当たりの良い畑です。土壌は青色粘板岩です。

比較的暖かく葡萄が良く熟します。樹齢は 80～90 年と

古いため、収量は少なくなります。ミネラルや石、スパ

イスの要素があり、複雑さがあります。ヴェレナー ゾン

ネンウーアやブラウネベルガー ユッファー ゾンネン

ウーアに特徴的な女性的でエレガントなフィネスでは

なく、骨格がしっかりとして、全体のバランスが良いの

が特徴です。ミネラルが強く、キレのある酸があります。

集約感がしっかりと感じられる辛口です。「ニーダーベ

ルク ヘルデンの土壌は 100％青色粘板岩、葡萄の樹齢

は一番古いもので 120 年になります。長い間忘れられていましたが、数年前から、モーゼルの中でも最も多

面的で興味深い畑として認められるようになりました。表現豊かで、たいへん長期熟成のポテンシャルを持っ

たワインが出来ます」とトーマスは話しています。 

★「ワインアドヴォケイト 2020.10.30」95 点、「ワインスペクテーター2021.9.30」93 点。 
 

【白・辛口】国／地域等：ドイツ／モーゼル 等級：クーベーアー 

葡萄品種：リースリング 残糖：6. 8g/L 酸度：8. 3g/L 

品番：KA-689 JAN：4935919196895 容量：750ml       ¥8,580(本体価格¥7,800) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“グローセス ゲヴェックス ２０１８VT” ６本セット 

シュロス リーザーを象徴するグローセ ラーゲ（特級格畑）が生む 

モーゼル最高峰の辛口リースリング 

 

 pts 

限定 

110 本 

「2019 年のリーザー ニーダーベルク ヘルデン リースリング GG はクリアで驚くほど洗練された、フリン

ティかつハーブのアロマを持つ。フルボディ、深みがあり瑞々しく、洗練されたクリスタルのような酸、ス

レートによる収斂性を感じる。エレガントで丸みがあり、上品なフィネスを持ち口いっぱいに広がるヘルデ

ンだ。これまでに見たことがないほどエレガントで洗練されており、いつまでも続く塩っぽさと奥に隠れた

タンニンさえも感じる。一部はまるで樽で仕込んだかのように感じるスタイルで、この変化は好意的に受け

入れられる良い変化だろう。飲み頃:2021 年～2040 年」      ――『ワインアドヴォケイト 2020.10.30』

より 

ラベルにはトーマス ハークの直筆サインが入っています。 

[セット内容] 専用木箱入り/単品販売なし/全て 2018VT の GG で Alc.13% 

・リーザー ニーダーベルク ヘルデン（残糖：1.3 g/L 酸度：5.2 g/L） 

・ブラウネベルガー ユッファー ゾンネンウーア（残糖：2.9 g/L 酸度：5.3 g/L） 

・ブラウネベルガー ユッファー（残糖：1.7g/L 酸度：5.8g/L） 

・グラーハー ヒンメルライヒ（残糖：2.3 g/L 酸度：6.2 g/L） 

・ヴェレナー ゾンネンウーア（残糖：2.1 g/L 酸度：6.9 g/L） 

・ピースポーター ゴールドトロップヒェン（残糖：4.2 g/L 酸度：6.0 g/L） 
 

品番：SL-008  JAN：4935919580083 

容量：4,500ml（750ml×6 本）   ¥61,600(本体価格¥56,000) 

シュロス リーザーが造る GG を同じヴィンテージで比較できる夢のようなセッ

トです。全てのワインは同じ醸造方法で造られています。天然酵母による偶発的

発酵を、低温下のステンレスタンクでゆっくりと行います。アルコール度数や残

留糖度を同程度に揃えることで、畑ごとの違いを表現しています。このようにテ

ロワールの個性が際立つワインを造ることで、その面白さや魅力を世界にアピー

ルしています。日本への輸入数量はわずか 60 セットの希少品です。 

数量限定 17 セットのみ 


