マ
リアー
・
スト

Malvasia

牛や羊
グリルの

マルヴァジア

ココ
一番人気の白ワイン。フレッシュで飲みやす
く、特に夏に最適。若いものは1～2年、オー
ク樽で熟成させてものでも3～5年が飲み頃。

プラヴァツ・マリ

フルボディの赤ワインでクロアチア赤ワイン
の最高峰。アルコール度は13.5％以上と高い。
10～15年ほど熟成させて飲んでもよい。

プレミアムワイン

コズロヴィ
ッチ

黄金色で、フルーツと花
のアロマがするミディア
ムボディのイストラ半島
産の白ワイン。

ヴイノヴィ
ッチ・イヴァン・
ドラツ

良質のプラヴァツ・マリ
が栽培されるフヴァル島
のイヴァン・ドラツ産

ベス
ト

…
くは
詳し

ドライでエレガントな味
わいのイストラ半島の麦
わら色の白ワイン。

Stagnum 320kn

ベス
ト

ペレシャツ半島の老舗ワ
イナリー。2005年もの
は国際的ワイン専門誌で
銀賞を受賞。

ビンの上にある
紋章は販売用と
して税金を納め
ている証拠。色
に意味はない

リアージュ
・マ

Teran
テラン

イストラ半島のみで栽培される赤ワイン種。酸
味が特徴的で若いうちに飲む。通常のものは1
～2年以内、オーク樽で熟成させたタイプでも
4～5年が飲み頃。

ピケント
ゥム

Piquentum 20kn
アルコール度数が14度
と他より少し高い。魚に
合うのでアジアでも人気
が出てきている。

蛇口からワイン出てくる
なんて幸せ！値段は500ml
なら7～8knと爆安！

チキン
白身魚

4

Pošip
ポシップ

アルコール度数が14度と他より少し高い。魚
に合うのでアジアでも人気が出てきている。

シャイ
ン・マレリ
ッチ、
スヴェティ
・イ
ヴァ
ン、セ
レ
ク
ツ
ィ
ヤ
Šain Marelić, Sv. Ivan,
selekcija 180kn

ワイナリー内でも最上級の
ぶどうが収穫できるごく一
部の畑を厳選したもの。

イロチュキ・ポドゥルミ
Iločki Podrumi
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Roxanich 195kn

Šain Marelić,
Sv. Ivan 139kn

テラン種の最高級ワイ
ン。クロアチア国内はも
ちろん国際コンクールで
も賞を受賞している。

クロアチアのワインはレストランで頼んでも 100kn ぐらいでじゅうぶんおいしかった！（宮城県

122-123.indd 122-123

シャイン・マレリ
ッチ、
スヴェティ・イヴァン

ロハニッヒ

コルチュラ島でも特に
Posip の 産 出 が 盛 ん な
Čaraのワイナリー

山田・案山子）

0
P.0

リアージュ
・マ

好みの量を買えてワインが気軽に楽しめる

エリザベス2世英女王の即
位式に1万本以上のワイン
を供した歴史をもつクロ
アチア東部スラヴォニア
地方の老舗ワイナリーの
直営店。手頃な値段がう
れしい。量り売りもある。

ワインの値段は店により異な
ります。コンズム以外のワイ
ンの値段はヴィノテカ・ボル
ンシュタイン調べ

コンズ
ム

カッ
ト
ゥナール

生ハム
トリュフ

ココ

テーブルワイン

Cattunar 98kn

スタグヌム

クオリティ
ワイン

Kozlović 189kn

Vujnović Ivan Dolac
195kn

500mlの
ペットボトルは
持ってきてね

ああああああああああああ

P lavac
Mali

ベ
カ
ルパッ
チョ
エビ・
タコ

ジュ

マ
リアー
・
ト
ベス

ジュ

クロアチアワインは、まだまだ日本では知られてないけど
おいしいのに安い！とヨーロッパでは大注目。
ワイナリーでは、バカンスのついでに
箱買いしていく人も。ワイン通も納得の
ラインナップ、
専門家に聞いてみましょう。

クロアチアワインの等級
クロアチアワインには、もっとも優れたプレミアムワイ
ン、十分なおいしさが約束されるクオリティワイン、い
つでも気軽に楽しめるテーブルワインというふうに3つ
の表示がラベルにある。でもワイナリーのなかには、高
品質でも安く提供するためにあえて等級を低く、あるい
はナシにするところも。あくまでも目安と考えて。

zagreb

ペットボトル持参でワインを買いに
エコでおいしいクロアチアのワイン

ザグレブ

「クルク島のジュラフティナというブ
ドウで作られた白ワインは、やさしい
藁のような金色。さわやかで軽く若い
うちに飲むのがおいしいですよ」とは
おすすめしてくれたドマゴイさん。

3
1

2

コンズムなどのスーパー
マーケットには手頃なワ
インがずらり。安いもの
だと12Knなんていうプラ
イスもあるけど、40Kn以
上を目安にすれば、まず
外 れ な い。1. Malvasia
Istarskaマルヴァシア・イ
スタルスカはフレッシュ
な白69.99Kn 2.コスパが
いい赤Plavachvarプラヴァ
チ ュ ヴ ァ ル 42.99 Kn
3. 有 機 農 法 で 造 ら れ た
Graševinaグラシェヴィナ
59.99Kn 4.Plavac
Skaramučaプラヴァツ・ス
カラムチャは信頼できる
ペレシャツ半島産42.99Kn

ザグレブNo.1！老舗のワイン専門店

ヴィ
ノ
テカ・ボルンシュ
タイ
ン
Vinoteka Bornstein

世界中の高品質のワインを中心
に約200ラベル、2000本のワ
インを揃える。クロアチアワイ
ンの占める割合は約６０％。旧
ユーゴ時代のクロアチアで初め
て私企業としてオープンしたワ
イン専門店の老舗。

別冊 P.12-B1 旧市街
0Kaptol 19
101-4812361 3月
～金9:00～20:00、土
9:00 ～ 14:00 4日・
祝 5www.bornstein.
hr 8A.M.V.

クロアチアワインは
古代ローマからの歴史が
あるんです。赤のテランや
白のマルヴァジアは、
クロアチアワインのエキスパー
ト
ドマゴイ
さん Domago j Nobilo
イス
トラ半島産。ワイナリーも
訪ねてみて
くださいね。 ワインの輸出を手掛ける一方で、ワイナリー巡りの企
画などクロアチアワインを世界に広めるべく尽力中。
MEDITERRA NATURA D.O.O.
mediterra@luminus.hr 001-6681512

グラスワインはメニューに100ml単位で値段が記載されていることが多いが、実際来るのは200mlのことも。
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