
ヘレンベルガー・ホーフ

2244 2373

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥1,800 税込価格 ¥1,944 参考価格 ¥1,900 税込価格 ¥2,052
J　A　N ４　０３３６１５　３００３２２ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　０３３６１５　２７３００８ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2214 2423

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥1,900 税込価格 ¥2,052 参考価格 ¥2,100 税込価格 ¥2,268
J　A　N 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　００５８８０　３００８７１ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2429 2412

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥2,300 税込価格 ¥2,484 参考価格 ¥2,300 税込価格 ¥2,484
J　A　N ４　２８００００　３９５２６９ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　７６４１２６ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2422 2138

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥2,300 税込価格 ¥2,484 参考価格 ¥2,400 税込価格 ¥2,592
J　A　N ４　１０１５８０　６１１９２４ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　２６００４０　３４１０４４ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2264 2443

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥2,600 税込価格 ¥2,808 参考価格 ¥2,800 税込価格 ¥3,024
J　A　N ４　２６００８９　６３５８０７ 容量/入数 １０００ｍｌ／１２ J　A　N ４　２６００１５　６４５１２２ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

若干感じる苦味が後味を引き締め、豊かな余韻を楽し
めるおいしいやや辛口ワインです。

リースリング

ｱﾙｺｰﾙ：11.5%　残糖：17.6g/l　酸：8.5g/l

クランツ／ファルツ ラッツェンベルガー／ミッテルライン

13　ベックシュタイナー　キルヒベルク 14  ハインリッヒ　レムベルガー
2013 Becksteiner Kirchberg Kabinett halbtrocken / Becksteiner / Baden 2014 Lemberger feinherb / Rolf Heinrich / Württemberg

ｱﾙｺｰﾙ：10.6%　残糖：15.9g/l　酸：7.4g/l ｱﾙｺｰﾙ：11.6%　残糖：11.0g/l　酸：5.4g/l

希少なタウバーフランケン地区産。
貝殻石灰のミネラル溢れる白ワインです。

パワフルでエレガント。
グリルや炒め物などの食事との相性は抜群です。

レムベルガー　赤ケルナー
カビネット　ハルプトロッケン（やや辛口） クヴァリテーツワイン　ファインヘルプ（やや辛口）

15　ハーンハイマー　クノプフ 10　 ミュンヒヴァイアー　キルヒベルク
2015 Hahnheimer Knopf Riesling Kabinett feinherb / Abthof / Rheinhessen 2010 Münchweier Kirchberg Riesling Kabinett / Isele / Baden

リースリング リースリング
カビネット　ファインヘルプ（やや辛口） カビネット　（やや辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：11.5%　残糖：16.3g/l　酸：7.2g/l ｱﾙｺｰﾙ：11.5%　残糖：10.6g/l　酸：8.8g/l

アプトホフ／ラインヘッセン イゼーレ／バーデン

少し甘みを感じる、コクのある、ワンランク上のリー
スリングワインです。

南ドイツならではのボディとエレガンスを兼ね備え
た、やわらかな味わいのリースリングワインです。

ヘレンベルク・ホーニッヒゼッケル／ファルツ ヘレンベルク・ホーニッヒゼッケル／ファルツ

ほんのり甘みを残した、優しい味わいの赤ワインで
す。

品種の個性が際立つピュアな赤ワイン用品種の白ワイ
ン仕立て。甘過ぎず、バランスの良い味わいです。

NV　キュヴェ　L 15  ゾンメラッヒャー　カッツェンコップ

NV Pfalz Cuvée "L" feinherb /  Herrenberg-Honigsäckel / Pfalz 2015 Sommeracher Katzenkopf Bacchus Kabinett / Sommerach eG. / Franken

カベルネドルサ、カベルネミトス、カベルネキュビン　赤 バッフス
クヴァリテーツワイン　ファインヘルプ（やや辛口） カビネット　（やや辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.3%　残糖：13.4g/l　酸：5.7g/l ｱﾙｺｰﾙ：12.2%　残糖：4.4g/l　酸：5.8g/l

ヘレンベルク・ホーニッヒゼッケル／ファルツ ゾンメラッハ／フランケン

カベルネソーヴィニョンの交配品種３種類で造られ
た、チャーミングな味わいの赤ワインです。

フレッシュ＆フルーティ、これぞドイツワインの真髄
ともいえるやさしい味わいの「緑の猫」です。

halbtrocken     や　や　辛　口    feinherb

15　ファルツ　ドルンフェルダー 16　ファルツ　ブラン・ド・ノワール
2015 Pfalz Dornfelder halbtrocken /  Herrenberg-Honigsäckel / Pfalz 2016 Pfalz Blanc de noir feinherb / Herrenberg-Honigsäckel / Pfalz

ドルンフェルダー　赤 シュペートブルグンダー

クランツよりお手軽リースリングワインついに登場！
食中食後、シチュエーションは多彩です。

クヴァリテーツ　ハルプトロッケン（やや辛口） カビネット ファインヘルプ（やや辛口）

15　クランツ　リースリング　1000ml 16　バッハラッハー　

2015 Kranz Riesling halbtrocken 1000ml / Kranz / Pfarz 2016 Bacharacher Riesling Kabinett feinherb / Raztenberger / Mittelrhein

リースリング

ロルフ・ハインリッヒ／ヴュルテムベルクベックシュタイナー／バーデン

クヴァリテーツワイン　ハルプトロッケン（やや辛口） クヴァリテーツ　ファインヘルプ（やや辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：11.6%　残糖：15.1g/l　酸：5.2g/l ｱﾙｺｰﾙ：12.8%　残糖：9.1g/l　酸：7.1g/l

12 容量記載の無いワインは全て７５０ｍｌです



ヘレンベルガー・ホーフ

2535

品　種

等級/味

数　値

生産者

参考価格 ¥7,500 税込価格 ¥8,100
J　A　N ４　９４６６６１　７６５３５２　 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

06　ヴィニンガー　ウーレン
2006 Winninger Uhlen Riesling AlteReben Spätlese feinherb / Knebel / Mosel

リースリング　アルテレーベン
シュペートレーゼ　ファインヘルプ（やや辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：13.9%　残糖：15.5g/l　酸：6.1g/l

Ｒ＆ベアーテ・クネーベル／モーゼル

土壌由来のミネラル分を感じさせるワインです。
リースリングワインの醍醐味をお楽しみ下さい。

halbtrocken     や　や　辛　口    feinherb

13 容量記載の無いワインは全て７５０ｍｌです


