既出問題

解答
ワイン概論

Foxy Flavor と呼ばれる香りのする樹は
亜硫酸円の使用量は
酒精強化ワインのピノー・デ・シャラントの生産可能色は
コニャックで丸みがあり、クパージュ（混合）に使われる
ものは何か
ボルドー液を対処法として使用する病気は
ルモンタージュと同じ内容の作業を何というか
シャンパーニュで残糖度32～50g/ℓは何というか
スパークリングワインで残糖量12～17g/ℓは何というか
Veraisonはどういう意味か
Micro Bullageとは何か
１ヘクトリットルとは何mlか
パリテイスティングは何年に行われたか
赤ワインの製造工程にあるものは
Region IVに属する地域は
フォーティファイドワインのアルコールは何％か
テイスティングの目的は何か
花振るいを原語で何というか
Feuillaisonとは
フィロキセラに強い樹は
シラーとグルナッシュを使うブレンドを何というか

Labrusca
0.35g/kg未満
赤・白・ロゼ
ボルドリ
Downy Mildew
ピジャージュ
Demi Sec
Extra Dry
色付き
泡立て
10万ml
1976年
Maceration
甲府
15～22度
先入観を持たない
クルール
展葉（５月ごろ）
リバリア・ルウペストリフ・ベルランディエリ

ローヌブレンド

日本酒、その他酒
コニャックで最高品質の産地は
コニャックでコント４の別名は
Vermouthは何のタイプのワインか
ドイツのアインベックが発祥のビールは何というか
単行複発酵の酒は
単式発酵の酒は
単式焼酎の度数は
連続式焼酎の度数は
球磨焼酎の原料は
キルシュワッサーの原料は何か
ルクサルド（リキュール）の香り成分は
スモモを原料としたブランデーは

Grand Champagne
VSOP
Flaverd wine
ボック
ビール
ワイン
45度以下
36度未満
ジャポニカ米
サクランボ
杏仁
Prune

ヘーゼルナッツの香りがするリキュールは何というか
テキーラにおいて２か月～１年熟成させたものは
マティーニのベースとなるスピリッツは
パスティスの主原料は
美山錦が命名されたのはいつか
美山錦の生産量は
日本酒をGIに指定したのは何年か
真澄は教会番号で何号か
兵庫県で明治時代から行われてきた、集落ごとに酒蔵と契約

する栽培を何といか
山田錦のだいひょ産地は
壱岐焼酎の米麹の割合は

レポサド
ジン
ニガヨモギ
1978年
7838トン
2015年
７号
村米制度
兵庫 三木市・加東市
３分の１

フランス
グリオット・シャンベルタンの隣にある畑は
モレ・サン・ドニには幾つのグランクリュがあるか
リュショット・シャンベルタンはどこか

シャペル・シャンベルタン
５つ
地図問題

モンラッシェはどこか

地図問題

シャブリのグランクリュで一番大きなものは
メドックの格付けで１級、５級がないAOCは
メドックの格付けで１級に３つのシャトーがあるのは
ブルゴーニュの緯度は

レ・クロ
サンジュリアン
ポイヤック
北緯46～48度

酒精強化ワインのピノー・デ・シャラントの生産可能色は
ローヌのせぷ短トリオなるで最も広いAOCは
ペサック・レオニャンはどこか

赤・白・ロゼ
クローズ・ド・エルミタージュ

地図問題

サンテミリオンの格付けで、2012年に昇格したのは
プロバンスで一番東にあるAOCは何か

Chateau Angelus
ベレ

ペイ・ナンテ地区に接する海は何というか
ローヌ地方で吹く風を何というか

大西洋
ミストラル

シャンパーニュでノン・ミレジメの最低熟成期間は

15か月

イタリア
正解文化遺産に登録されたピエモンテの景観は
イタリアで一番小さい州はどこか
イタリアの新酒Vino Novelloの解禁日はいつか
1716年に生産地の線引きを行ったのはだれか
ヴェネト州とフリフリ州にまたがるＤＯＣＧは
シチリアで唯一のDOCGは
プロセッコの品種は

ランゲ・ロエロ・モンフェラート

ヴァッレ・ダオスタ州
10月30日
コジモ３世
Ｌｉｓｏｎ
ﾁｪﾗｽｵｰﾛ･ﾃﾞｨ･ｳﾞｨｯﾄﾘｱ
グレーラ

ガレストロという土壌を含むDOCGは

キアンティ・クラッシコ

ネッビオーロはロンバルディアでは何と呼ばれているか
トレンティーノ・アルト・アディジェの白の土着品種は
トスカーナの語源は

キアヴェンナスカ
ノジオラ
ラテン語でエルトリア人

サルディーニャの主要ぶどう品種は

VermentinoとCannnonau

サルディーニャのＤＯＣＧは

Vermentino di Gallura

バルバレスコで有名な産地は

ネイヴェ

トスカーナでイタリア品種ではなく、カベルネ・ソーヴィニョン

を主体に生産しているのはどこか
DOCチロの祖先と言われ、古代オリンピックの勝者に
クリミサのワインが与えられていた州は

Suvereto
カラブリア州

日本
東京産のぶどうを75％以上使用し、東京で醸造したワインは

何というか
山梨県で2000年ごろから新たな畑が増えている地域は
菱山はどこの地区に属するか

2013年に地理的表示制度のブドウ産地として初めて指定された

県はどこか
日本の新ワイン法が発令されたのは何年か

岩手県のワイン産業がが活性化したきっかけは
日本で珍しい石灰岩の地質で、リースリングの生産が多い
地域はどこか
日本でリージョンⅢに属する場所は
長野県大町市が属するのは
長野県の飯網町はどこに属するか
長野県で一番多いぶどう品種は
信州ワインバレー構想は何年からスタートしたか
1952年、チーズのストレーザ協定は何か国が参加したか
ヤマブドウを主体とする産地はどこか
ポルトガルのリスボンと同じ緯度はどこか

東京醸造ワイン
甲府盆地北西部
山梨県勝沼地区
山梨県
2015年
東日本大震災
岩手県
山形県
日本アルプスワインバレー
千曲川ワインバレー
コンコード
2013年
８か国
岩手県
仙台

甲斐ノワールの交配は

ブラッククイーン×カベルネ

甲斐ブランの交配は

甲州×ピノーブラン

マスカットベーリーAの収穫が遅い地域は
島根県の小公子の特徴は

山形県朝日町
甲州の生産が多い

スペイン
リオハ・アルタはどこか

地図問題

スペインの特栽体制が終わり民主化になったのはいつか
リベラ・デル・デュエロは何州に属するか
DO Lanzarote（ランサローテ）はどこの州に所属するか
リベイラサクラがある州は

1970年代
カスティーリャ・レオン
カタルーニャ州
ガリシア州

リオハで使用される樽は

アメリカンオーク

Bajaはどこか

地図問題

Cavaで使用可能な黒の品種は

モナストレル

VPとは何か

単一ブドウ畑限定ワイン

Cavaの単一畑故障は

Cava de paraie Calificado

ガリシアの代表白ぶどう品種は

アルバリーニョ

Cavaの主要品種は

マカヴェオ

ラ・マンチャのテンプラニーリョのシノニムは
マディラの辛口のぶどう品種は

センシベル
セルシアル

ナバーラの代表黒ブドウ品種は

テンプラニーリョ

バルデペーニャスはどこに属するか

ラ・マンチャ州

シェリーの石灰土壌を何というか

アルバリサ

マディラで使用される品種は

セルシアル
ポルトガル

リスボンの有名なエッグタルトは
ピコ島のクライスとは
収穫年表示のポートで、収穫から３年目の７月から年末に
申請を行い、７年後から瓶詰を行うものはなにか
ポルトガルがメシュエン条約を結んだ国は

Pasteis de Belem
石垣の葡萄園
コリェイタ
イギリス

ジョージア
ジョージアのワインで使われる素焼きの壺は何か
ジョージアでchuriに関連する言葉は

クヴェヴリ
クヴェヴリ

首都トビリシを包括する産地は

カヘティ地方

ジョージアでワイン造りが始まったのはいつ頃か

紀元前8000年頃

モルドバ
モルドバの白の生産量は何％か

70%

モルドバの中央に位置する産地はどこか

コードゥル地方

モルドバのワイン生産最盛期はいつか

１４３３年～１５０４年
イギリス

イギリスで最大生産量の品種は何か

シャルドネ

生産地はどこに集中しているか

南東部
ギリシャ

トカイ以外でトカイと名乗れる国はどこか
サントリーニ島の土壌は

スロヴェキア
火山岩

イオニア諸島の特徴は

ケフェロニア島に３つのPDO

松やにの香りのするワインは

レッチーナ

ヴェルデアの産地は

ザキントス島
オーストリア

Wachauはどこか

地図問題

St.Laurent（ザンクト・ラウレント）の特徴は
オーストリアを代表するお菓子は

修道院、ピノノワール、ブルゲンラント

マリレンヌードル

オーストリアの居酒屋を何というか

ホイリゲ

マーガレットリヴァーは何州か

西オーストラリア州

傾斜が26度以上の急斜面や段丘のぶどうの樹から収穫した
ぶどうを使用するワインを何というか

ベルクヴァイン

ブルガリア
ブルガリアで有名な半島は

バルカン半島

ブルガリアで多い白の品種は何か

Dimiat
ハンガリー

ハンガリーで最大生産量の黒ブドウは
ハンガリーの気候は

ケークフランコシュ
大陸性気候

ドイツ
ドイツで赤ワインが有名な産地は（アールを除く）
生産量の80％が赤ワインの産地はどこか

ウェルデン
Ahr

村名ワインに相当するものはどれか

Ortswein

ドイツの畑の格付けを何というか

VDP

Johanisbergが属する地域はどこか

Rheingau
南アフリカ

KWVの本拠地は

パール地区

ステレンボッシュはどこの地域に属するか
コンスタンシアはどこの地区に属するか

Coastal Region
Cape Town

南アフリカのベンゲラ海流がもたらす影響は
ケープ・サウスコーストが属する州は

緯度の割りに冷涼
西ケープ州

南アフリカの気候は

地中海性気候
スロヴェニア

ドイツ系品種の多い地域はどこか

ポドラウイエ

赤ワインの生産が多い地域はどこか

プリモルスカ
アルゼンチン

フライング・ワイン・メーカーとは

外国のワイン生産者

アルゼンチンで一番生産量が多い品種は何か
サン・ファンの特徴は

マルベック
シラーが高評価

アルゼンチンで最北の州はどこか

サルタ州
スイス

スイスで使用されるぶどうで、イタリアでも多く使用されている

ぶどう品種は何か
ヴァレー州を代表する品種は

メルロ
シャスラ、シルヴァーナー

スイスの大半を占めている地形は

山？

スイスのグランクリュはいくつあるか

８つ
カナダ

アイスワインでは樹上の温度はどれくらいか
アイスワインで使用される品種は

－８度
ヴィダル

アイスワインが有名な産地は

オンタリオ州ナイアガラ半島
ルクセンブルク

フランスの質とドイツの量を兼ね備えた料理と称され、
ミシュラン掲載店も２番目に多い国はどこか

ルクセンブルク

アメリカ
アメリカ合衆国が誕生した年は

1776年

ヴァージニア州の特徴は

南東部に行くほど温暖

マイクロソフトがある州は

ワシントン州

ナパで最北端のAVAは

カリストガ

ロサンゼルスンに近い地域は

サウスコースト

オレゴン州の気候の特徴は

冷涼
オーストラリア

Goulburnはどの州に属するか

ニューサーウスウェールズ州

Aperaの種類は

４種（ドライ、ミディアムドライ、スィート、クリーム）

モーニン・ペニンシュラで行われる国際イベントは何か
オーストラリアのラザクレンはどこの地域に属するか
1825年にジェームス・バズビーによって本格的なブドウ園が

開かれたのはどこか
食品基準機関（FSANZ)の200番は何に当たるか

オーストラリアで栽培面積が２番目に多いのは何か
生産年から１～２年までの辛口赤ワインを選ぶコンテストを

何というか
Eden Valleyの標高は

Victoria
ハンター・ヴァレー
ソルビン酸
カベルネ・ソーヴィニョン
ジミー・ワトソン・トロフィー

380＝500

ピュージー・ヴェイルという畑がある産地は

イーデン・ヴァレー

ニュージーランド
北島で有名なメルローの産地は

ホークスベイ

クライストチャーチから車で１時間にある場所は
キャノピー・マネージメントを取り入れた人物は
ニュージーランドで最東端の産地はどこか

ワイパラヴァレー
リチャード・スマート博士
ギズボーン

1819年にぶどうを植えた偉人の名は

サムエル・マースデン

マオリ語でテロワールとはどういう意味か

トゥーランガワエワエ＝人間が結びついた土地

チリ
チリの最初のぶどう畑は誰のものであったか
DO スールはどこの産地か

カラバンテス（スペインの宣教師）

itata Valley
チーズと料理

お酒や塩水で表面を洗うチーズを何というか
コンテのタイプは
カロテンが少なく真っ白なチーズは
Sparger（シュパーゲル）とは
Herlingとは

ウォッシュタイプ
加熱圧搾
シェーブルタイプ
アスパラ料理
ニシンの酢漬け

