
オーストリアワイン バイ・ザ・グラスキャンペーン
2012年10月3日（水）～9日（火）、銀座三越にて開催される
オーストリアフェアで紹介しているワイナリーのワインを、
期間中下記のお店で“バイ・ザ・グラス”でお楽しみいただけます。
※期間中以外、通年楽しめるお店もありますよ！

オーストリアワイン美味しい！ と思ったら、この機会に、銀座三越にGO！

銀座三越オーストリアフェア連動企画

オーストリアフェア

※オーストリアワイン大使とは、2008年よりオーストリアワインマーケティング協会（AWMB）及びオーストリア大使館商務部主催のコンテストによって選抜されたオーストリアワインのスペシャリスト。
　オーストリアワインの普及拡大を促すため企画開催され、各回10名のワイン大使と銀賞受賞者が誕生し、各分野でオーストリアワインの啓蒙・波及活動に励む。

レストラン＆ワインバー 向島葡萄亭 フレンチ

03-6658-5171　　火、毎月第一月曜休
墨田区向島5-27-10

マクシヴァン フレンチ

03-5775-1073　　日休
港区六本木7-21-22

レストラン オゥ レギューム フレンチ

03-3582-0831　　日祝、月ランチ休
港区赤坂2-15-15 赤坂プラザビル2F

ノイエス オーストリア ドイツ

03-3560-9860　　なし（臨時休業あり）休
港区赤坂7-5-56 ドイツ文化会館OAG-Haus1F

provinage フレンチ

03-5772-7272　　日休
港区西麻布3-1-19 小山ビル202

ボングウ・ノウ フレンチ

03-5464-0858　　なし休
渋谷区渋谷1-10-12 宮城ビル2F

平均予算（昼）営業なし　（夜）￥5,000～
◆レート
　白：ローター・フェルトリーナー
★2012年9月26日（水）～2012年10月9日（火）

銀座三越　
地下2階・地下3階 ギンザフードガーデン
8階リミックススタイル／シーズンズ

銀座三越地下3階のワインショップで、あなたの
オーストリアワイン選びをお手伝いします！

アレクサンダー・コブリンガー氏　10月3日（水）～5日（金）16時～19時
オーストリアのベスト・ソムリエ。アメリカ、イギリス、アラブ首長国連邦など
の有名レストランのソムリエを経て、2005年よりオーストリア・ザルツブル
クで、ミシュラン2つ星の人気のオーベルジュのソムリエ。2011年、マス
ターソムリエ（MS）を取得。2011年“オーストリア・ベスト・ソムリエ”受賞。

JSAシニアソムリエ オーストリアワイン大使。2011年まで銀座・
渋谷シノワ ソムリエ。現在（株）ワンモアグラス代表。オーダーメイ
ドの酒販、レストランのワインコンサルタント、出張ソムリエ、オース
トリアワイン教室の開催など、横断的に活動中。

銀座 ハプスブルク・ファイルヒェン オーストリア

03-5537-3226　　日祝休
東京都中央区銀座7-8-7 GINZAGREEN7F

平均予算（昼）￥5,000～　（夜）￥10,000～
◆ユルチッチ・ソンホフ　
　白：グリューナー・フェルトリーナー ロイザーベルク
★通年

平均予算（昼）営業なし　（夜）￥12,000
◆マルクス・フーバー
　白：グリューナー・フェルトリーナー ベルグ
★～10月末まで

平均予算（昼）￥5,000～　（夜）￥8,000～
◆Bruch ブルヒ
　白：グリューナー・フェルトリーナー シュタインフェーダー
★2012年9月26日（水）～2012年10月24日（水）

平均予算（昼）￥1,200～　（夜）￥5,000～
◆ディヴァルト　赤：ツヴァイゲルト＆ポルトゥギーザー★通年
◆マントラーホフ　白：グリューナー・フェルトリーナー★通年

オートルモンド フレンチ

045-623-5591　　月休
横浜市中区新山下1-7-21

ブラスリー ミリーラフォーレ（ローズホテル横浜内） フレンチ

045-681-2644　　なし休
横浜市中区山下町77（横浜中華街）

平均予算（昼）￥1,000～　（夜）￥3,000～
◆ヒルシュ　白：グリューナー・フェルトリーナー　　
◆レート　白：ローター・フェルトリーナー　　
◆ヨハネスホフ・ライニッシュ　赤：ツヴァイゲルト
★フェア期間中　　

平均予算（昼）￥3,000～　（夜）￥7,000～￥8,000
◆ヴィーニンガー　ゲミシュターサッツ
◆モリック　ブラウフレンキッシュ
★2012年10月3日（火）～11月30日（金）

ラ・トルチュ フレンチ

03-6459-3713　　なし休
渋谷区広尾5-14-14 

平均予算（昼）￥3,000～　（夜）￥8,000～
◆エルンスト・トリーバウマー　赤：ブラウフランキシュ2010
◆ガイヤーホフ　白：ローゼンシュタイク2011
★フェア期間中

平均予算（昼）営業なし　（夜）￥10,000～￥15,000
◆ヒルシュ　白：グリューナー・フェルトリナー ハイリゲンシュタイン　◆ヴィーニン
ガー　白：ヌスベルグ・アルテ・レーベン　◆モリッツ　赤：ブラウフレンキッシュ 
ブルゲンラント　◆ビルギット・ブラウンシュタイン　白：ライタベルク・シャルドネ
◆ロイマー　白：リースリング　白：グリューナー・フェルトリーナー★全て通年

レストランローマイヤ ドイツ

03-6215-6215　　年末年始休
中央区銀座8-8-5 太陽ビル2F

平均予算（昼）￥1,000～　（夜）￥4,500
◆シュルムベルガー　泡：ゴールド★通年　◆マルクス・フーバー　白：フーゴ グリュー
ナー・フェルトリーナー★通年　◆セルナー  白：ゴーズィンガ・ヴェルシュリースリング・
ミュラー・トゥルガウ★フェア期間中　◆エルンスト・トリーバウマー　赤：ブラウフレンキッ
シュ★フェア期間中　◆ツァーヘル　白：ゲミシュター・サッツ★フェア期間中

オーストリアワイン大使常駐レストラン。

“オーストリアワイン大使選抜コンテスト”銀賞受賞ソムリエ、常駐レストラン。

“オーストリアワイン大使選抜コンテスト”銀賞受賞ソムリエ、常駐レストラン。

10月3日（水）～5日（金）17時より「ラントマン・ホイリゲ・ナイト」を開催。詳細・ご予約はお店まで。

オーストリアワイン大使常駐レストラン。

ジャンル／■オーストリア　 ■ドイツ　 ■フレンチ　 ■イタリア　 ■ビストロ　 ■欧風料理　■和食　◆生産者名　　バイ・ザ・グラスで楽しめるワイン名　★バイ・ザ・グラスで楽しめる期間

篠原 直樹氏　期間中：10月3日（水）～9日（火）10時～20時

平均予算（昼）￥1,000～　（夜）￥3,000
◆ユルチッチ・ソンホフ　白：ソービニヨン、リースリング
◆エスターハージー　白：シャルドネ　赤：ピノ・ノワール
　赤：ツヴァイゲルト　赤：ハイドン★通年

カフェ・ラントマン青山 オーストリア

03-3498-2061　　なし休
港区北青山3-11-7 AOビル4F

平均予算（昼）￥1,000～　（夜）￥2,000～
◆ユルチッチ・ソンホフ　ロゼ：ロゼ フォム ツヴァイゲルト　◆フリッチ　白：ヴィントシュ
ピール グリューナー・フェルトリーナー　◆レート　白：ローター・フェルトリーナー クラシック
◆ヒルシュ　白：リースリング ツォービンク　◆ツァーヘル　白：シュロスシェーンブルン ヴィー
ナーゲミシュターサッツ　◆エスターハージー　赤：ピノノワール クラシック★全て通年



バードランド 銀座 和食（焼鳥、鳥料理） しち十二候 和食（懐石）

バードランド 丸の内 和食（焼鳥、鳥料理）銀座 壮石 和食（寿司、会席）

サンパ（SYMPA） ビストロ

kitchen cero ビストロ（ダイニングバー）

MARUGO LUNA SOLA ビストロ

オーストリアワイン大使常駐レストラン。“オーストリアワイン大使選抜コンテスト”銀賞受賞ソムリエ、常駐レストラン。

オーストリアワインと鮓の「い・ろ・は」　銀座壮石 土曜ランチワイン会特別編 開催　日時：１０月６日（土）１２：００～１４：００／
料金：５，０００円（税込）／ワイン：オーストリアワイン３～４種（グラス）／料理：前菜、旬の料理、江戸前鮓盛り合わせ、茶碗蒸し、椀物
ご予約はお店まで。

03-5250-1081　　日月祝休
中央区銀座4-2-15 塚本素山ビルB1F 

平均予算（昼）営業なし　（夜）￥10,000
◆マルクス・フーバー
　グリューナー・フェルトリーナー オーベレ・シュタイゲン
★通年

欧風台所 ラ・パレット 欧風料理

赤坂 あじる亭 欧風料理

046-272-8010　　月休
大和市中央林間4-27-18

平均予算（昼）￥2,400　（夜）￥5,500
◆シュルンベルガー
　泡：キューヴェ・クリムト
★期間中

03-3505-2399　　日祝休
港区赤坂3-10ｰ4 月世界ビル2F

平均予算（昼）営業なし　（夜）￥4,000～￥5,000
◆Bruch ブルヒ　白：グリューナー・フェルトリーナー シュタインフェーダー
　白：ラインリースリング フェーダーシュピール
★2012年9月26日（水）～2012年10月9日（火）

03-5545-5125　　不定休休
港区六本木3-3-29 B1F

平均予算（昼）￥4,000～　（夜）￥10,000～
◆ディヴァルト　赤：ツヴァイゲルト＆ポルトゥギーザー　
　白：グリューナー・フェルトリーナー
★全て通年

六覺燈 和食（串揚げ）

03-5537-6008　　火休
中央区銀座6-8-7 交詢ビル 4F

平均予算（昼）￥10,000～　（夜）￥15,000～
ご要望に応じご提供します。ご相談ください。
★通年

PURE CAFE ビストロ（ビーガンカフェ）

03-5466-2611　　不定休休
港区南青山5-5-21

平均予算（昼）￥1,200～　（夜）￥2,500～
◆マントラーホフ　白：グリューナー・フェルトリーナー ヴァイトガッセ クレムスタール
◆ディヴァルト　白：フリュローター・フェルトリーナー
★2012年9月26日（木）から10月9日（火）まで　

03-6228-4659　　日祝休
中央区銀座5-14-14 サンリット銀座ビルⅡ 2F

平均予算（昼）￥945～　（夜）￥6,000～
◆マルクス・フーバー　泡：フーゴ ロゼ スパークリング★通年　◆サットラーホフ　白：ソー
ヴィニヨン・ブラン クラシーク★9/26～10/13　◆モリッツ　赤：ブラウフレンキッシュ 
ブルゲンランド★9/26～10/13　◆レート　赤：ギガマ レゼルヴ★9/26～10/13
◆エスターハージー　甘：ベーレンアウスレーゼ クラシック★9/26～10/13

03-3220-2888　　日（月1回連休）休
杉並区荻窪5-16-23 リリーベル荻窪B1F

平均予算（昼）￥1,000～　（夜）￥5,000～
◆イラ・ゼメシュ　赤：ブラウフレキッシュ・トラディツィオン★通年　◆ヨハネスホフ・
ライニッシュ　赤：ピノ・ノワール・フォン・シュタインフェルド★フェア期間中◆セルナー　
　白：ゴーズィング・ア・ヴェルシュリースリング・ミュラートゥルガウ★～10月末日まで
◆ニグル　白：グリューナー・フェルトリーナー・セルフテンベルガー・ピリ★フェア期間中

03-6273-4605　　なし（年末年始を除く）休
千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルB1F

平均予算（昼）￥1,000～　（夜）￥4,000
◆マルクス・フーバー　白：フーゴ グリューナー・フェルトリーナー　赤：フーゴ ツヴァイゲルト　泡：フー
ゴ ロゼ・スパークリング★通年　◆イラ・ゼメッシ　赤：ブラウフレンキッシュ トラディション★年内
◆ニグル　ロゼ：ツヴァイゲルト ロゼ★通年　◆ガイヤーホフ　白：グリューナー・フェルトリナー 
ローゼンシュタイク★年内　◆セルナー　赤：オイベロス ツヴァイゲルト＆ザンクト・ラウレント★年内
◆ヴィーニンガー　白：ホイリゲ★11月11日以降年内　白：ヴィーナー ゲミシュターサッツ★年内

03-5791-5715　　なし休
品川区上大崎2-13-44 大庭ビル１Ｆ

平均予算（昼）営業なし　（夜）￥4,000～￥5,000
◆ヴィーニンガー　ゲミシュターサッツ
◆モリック　ブラウフレンキッシュ
★フェア期間中

千年葡萄家 吉祥寺店 ビストロ（ワインダイニング） 

香土 cadeau ビストロ（ワインバー・レストラン） 

042-221-1005　　アトレ吉祥寺の休館日に従う休
武蔵野市吉祥寺御殿山1-1-1

平均予算（昼）￥1,000～￥2,000　（夜）￥3,000～￥4,000
◆ヴィーニンガー　ゲミシュターサッツ
◆モリック　ブラウフレンキッシュ
★フェア期間中

千年葡萄家 ビストロ（ワインダイニング）

042-512-9268　　年末年始休
立川市曙町1-27-4 ル・グラン立川 1F

平均予算（昼）営業なし　（夜）￥3,000～￥4,000
◆ヴィーニンガー　ゲミシュターサッツ
◆モリック　ブラウフレンキッシュ
★フェア期間中

Buchi（Buchi坐房） ビストロ（ダイニングバー）

03-5728-2085　　なし休
渋谷区神泉町9-7 野本ビル

平均予算（昼）営業なし　（夜）￥3,000～￥5,000
◆ヴィーニンガー　ゲミシュターサッツ
◆モリック　ブラウフレンキッシュ
★フェア期間中　

03-6269-9825　　日祝休
千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビル地下1F

平均予算（昼）￥1,600～　（夜）￥6,000
◆マルクス・フーバー
　白：グリューナー・フェルトリーナー オーベレ・シュタイゲン
★通年

千年葡萄家 中野店 ビストロ（ワインダイニング）

03-5340-7622　　年末年始休
中野区中野3-31-8 Ｎスクエアビル

平均予算（昼）￥1,000～￥2,000　（夜）￥3,000～￥4,000
◆ヴィーニンガー　ゲミシュターサッツ
◆モリック　ブラウフレンキッシュ
★フェア期間中

03-3473-4707　　日休
港区白金1-17-2 白金タワーテラス棟B104

平均予算（昼）営業なし　（夜）￥8,000～
◆Bruch ブルヒ　グリューナー・フェルトリーナー・シュタインフェーダー2008
（2011に変更の可能性有り）
　ラインリースリング・フェーダーシュピール2008（2011に変更の可能性有り）
★通年

ジャンル／■オーストリア　 ■ドイツ　 ■フレンチ　 ■イタリア　 ■ビストロ　 ■欧風料理　■和食　◆生産者名　　バイ・ザ・グラスで楽しめるワイン名　★バイ・ザ・グラスで楽しめる期間

オーストリア大使館商務部　東京都港区元麻布3-13-3　T 03-3403-1777　F 03-3403-3407　tokio@advantageaustria.org　
www.advantageaustria.org/jp　https://www.facebook.com/austriafair2012mitsukoshi （銀座三越オーストリアフェアFacebook）


