
ヘレンベルガー・ホーフ

2035 2037

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 ¥3,300 税込価格 ¥3,564
J　A　N ９　１２０００７　３６６５１８ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ９　１２０００７　３６７０３４ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2036 2043

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥3,300 税込価格 ¥3,564 参考価格 ¥4,000 税込価格 ¥4,320
J　A　N ９　１２０００７　３６６６１７ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ９　１２０００７　３６６９９０ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2034

品　種

等級/味

数　値

生産者

参考価格 ¥4,100 税込価格 ¥4,428
J　A　N ９　１２０００７　３６６９８３ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2038 2029

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥3,300 税込価格 ¥3,564 参考価格 ¥3,400 税込価格 ¥3,672
J　A　N ９　１２００２６　４０２９６９ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ９　１２００２６　４０２６３１ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2031 2040

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥4,500 税込価格 ¥4,860 参考価格 ¥7,500 税込価格 ¥8,100
J　A　N ９　１２００２６　４０２４９５ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ９　１２００２６　４０２３７２ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

ピノノワール ヴェルッシュリースリング

ブラウフレンキッシュ50％、ツヴァイゲルト40％、
ザンクトローレント10％ ツヴァイゲルト

クヴァリテーツヴァイン　（ミディアム） クヴァリテーツヴァイン　（ミディアム）

ｱﾙｺｰﾙ：12.8%　残糖：1.0g/l　酸：5.1g/l ｱﾙｺｰﾙ：12.4%　残糖：1.0g/l　酸：5.5g/l

ハインリッヒ／ブルゲンラント州 ハインリッヒ／ブルゲンラント州

ハインリッヒのベーシッククラスの赤ワイン。
コストパフォーマンス抜群の1本。 品切れ

14  ハインリッヒ　ドルフラーゲン 15　フライハイト

2014 Heinrich Dorflagen / Heinrich / Burgenland 2015 Welschriesling Freiheit  / Heinrich / Burgenland

クヴァリテーツヴァイン　（ミディアム） クヴァリテーツヴァイン　（辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.4%　残糖：1.0g/l　酸：4.9g/l ｱﾙｺｰﾙ：11.7%　残糖：1.0g/l　酸：5.3g/l

オ　ー　ス　ト　リ　ア　　Austria

13  ハインリッヒ　レッド 15  ハインリッヒ　ツヴァイゲルト

2013 Heinrich RED / Heinrich / Burgenland 201 5  Heinrich Zweigelt / Heinrich / Burgenland

リースリング リースリング

ハインリッヒ／ブルゲンラント州 ハインリッヒ／ブルゲンラント州

品切れ 恵まれた土地の個性をしっかりと表現した、ナチュラ
ルで心地よい味わいの白ワインです。

シャルドネ

14  ハインリッヒ　ライタベルク

2014 Heinrich Leithaberg / Heinrich / Burgenland

クヴァリテーツヴァイン　（辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.5%　残糖：1.0g/l　酸：6.3g/l

ハインリッヒ／ブルゲンラント州

ファルスタッフ5つ星評価の生産者ハインリッヒさん
の造る、辛口シャルドネワインです。

ｱﾙｺｰﾙ：13.8%　残糖：2.6g/l　酸：7.2g/l

ヘーグル／ヴァッハウ ヘーグル／ヴァッハウ

フェーダーシュピール（辛口） スマラクト（辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.8%　残糖：2.7g/l　酸：6.7g/l

のびやかな酸に、繊細な果実感。リースリングらし
い、白い花の香りのニュアンスも楽しんで頂けます。

甘い香りとなめらかな舌触りにきれいな後味。
ヘーグルワインの真骨頂！

13　ヘーグル　ブリュック 13　ヘーグル　ブリュック

2013 Högl Brück Riesling Federspiel / Högl / Wachau 2013 Högl Brück Riesling Smaragd / Högl / Wachau

15　ヴァッハウアー　ヴァインガルテン 14　ヴァッハウアー　ヴァインガルテン
2015 Wachauer Weingarten Riesling Federspiel / Högl / Wachau 2014 Wachauer Weingarten GrünerVeltliner / Högl / Wachau

リースリング

世界遺産バッハウ渓谷の高地より、エレガントな辛口
白ワインです。

グリューナーヴェルトリーナー

フェーダーシュピール（辛口） クヴァリテーツヴァイン （辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.0%　残糖：2.2g/l　酸：6.1g/l ｱﾙｺｰﾙ：12.8%　残糖：2.7g/l　酸：6.7g/l

ヘーグル／ヴァッハウ ヘーグル／ヴァッハウ

世界遺産ヴァッハウ渓谷から硬質なミネラル感、上品
な果実味のドライな白ワインです。

23 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

2024 2011

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥3,000 税込価格 ¥3,240 参考価格 ¥3,000 税込価格 ¥3,240
J　A　N ９　００５６２９　０３８７５６ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ９　００５６２９　０５８７５４ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2045 2044

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥3,000 税込価格 ¥3,240 参考価格 ¥4,500 税込価格 ¥4,860
J　A　N ９　００５６２９　０６４７５５ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ９　００５６２９　０９０７５４ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2022 2012

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥4,500 税込価格 ¥4,860 参考価格 ¥5,000 税込価格 ¥5,400
J　A　N ９　００５６２９　０２０１０２ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ９　００５６２９　０４５７５４ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2023

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 ９　００５６２９　０３４７５８ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

オ　ー　ス　ト　リ　ア　　Austria

15　ウィーン　リースリング 16　ウィーナー　ゲミシュターサッツ

2015 Wien Riesling / Wieninger / Wien 2016 Wiener Gemischter Satz / Wieninger / Wien

リースリング ゲミシュターサッツ（混植混醸）

クヴァリテーツヴァイン （辛口） クヴァリテーツヴァイン （辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：14.0.%　残糖：2.1g/l　酸：6.3g/l ｱﾙｺｰﾙ：13.0.%　残糖：1.6g/l　酸：5.9g/l

ヴィーニンガー／ウィーン ヴィーニンガー／ウィーン

南国系フルーツの香りと硬質なミネラル、上質な酸味
の効いた、,ドライでタイトなリースリング。

首都ウィーンが誇るヴィーニンガーが仕立てる、ゲミ
シュターサッツ（混植混醸）ワインです。

16　シャルドネ　クラシック 15　カースグラーベン　グリューナーヴェルトリーナー

2016 Chardonnay Classic / Wieninger / Wien 2015 Kaasgraben GrünerVeltliner / Wieninger / Wien

シャルドネ グリューナーヴェルトリーナー

クヴァリテーツヴァイン （辛口） クヴァリテーツヴァイン （辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：13.0.%　残糖：1.7g/l　酸：6.1g/l ｱﾙｺｰﾙ：13.1.%　残糖：2.4g/l　酸：7.7g/l

ヴィーニンガー／ウィーン ヴィーニンガー／ウィーン

豊かな果実香と、控えめにきかせた樽の香りが調和
し、強い芯を持ちながらもエレガントなワインです。

遅摘みのしっかり熟したぶどうを使用。力強さとエレ
ガンスを併せ持ったミネラリーな味わい。

クヴァリテーツヴァイン （辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：13.9.%　残糖：1.5g/l　酸：5.2g/l

ヴィーニンガー／ウィーン

2012年ヴィンテージからの新シリーズ。
3種類のぶどうの古木から、混植混醸の新境地！

14　ビザムベルク　アルテレーベン 15　ゲミシュターサッツ　ニュスベルク

2014 Bisamberg AlteReben / Wieninger / Wien 2015 Gemischter Satz Nussberg / Wieninger / Wien
ヴァイスブルグンダー、グラウアーブルグンダー、シャルドネ ヴァイスブルグンダー、ノイブルガー、ヴェルシュリースリング他

クヴァリテーツヴァイン （辛口） クヴァリテーツヴァイン （辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：13.5.%　残糖：2.7g/l　酸：6.5g/l ｱﾙｺｰﾙ：13.7.%　残糖：1.0g/l　酸：4.8g/l

ヴィーニンガー／ウィーン ヴィーニンガー／ウィーン

2012年ヴィンテージからの新シリーズ。
3種類のぶどうの古木から、混植混醸の新境地！

平均樹齢50年以上の9種類のぶどうを混植混醸。
ヴィニンガーさんの代表作。年産20000本。

15　ローゼンガルトル　ゲミシュターサッツ

2015 Rosengartl Gemischter Satz  / Wieninger / Wien
グリューナーフェルトリーナー５０％、ヴァイスブルグンダー、ノイブルガー 他

24 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

2081 2025

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥4,800 税込価格 ¥5,184 参考価格 ¥5,000 税込価格 ¥5,400
J　A　N ４　９００５６２９　０２５０６０ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ９　００５６２９　０１４１１８ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2026 2026

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥12,000 税込価格 ¥12,960 参考価格 ¥12,000 税込価格 ¥12,960
J　A　N ９　００５６２９　０１３２１０ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ９　００５６２９　０１３２１０ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2015 2016

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥4,000 税込価格 ¥4,320 参考価格 ¥7,000 税込価格 ¥7,560
J　A　N ４　９４６６６１　７５０１５０ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　７６０１６６ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2027 2017

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥20,000 税込価格 ¥21,600 参考価格 ¥20,000 税込価格 ¥21,600
J　A　N ４　９４６６６１　７５０２７３ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　７６０１７３ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2030

品　種

等級/味

数　値

生産者

参考価格 ¥9,000 税込価格 ¥9,720
J　A　N ４　９４６６６１　１５０３０１ 容量/入数 １５００ｍｌ／３

ブラウフレンキッシュ（＝レンベルガー）

クヴァリテーツヴァイン　（ミディアム）

ｱﾙｺｰﾙ：12.9%　残糖：1.0g/l　酸：5.6g/l

モリッツ／ミッテルブルゲンラント

限定マグナムボトル　１｡５L

12  ブラウフレンキッシュ  ブルゲンランド

2012 Blaufränkisch Burgenland 1500ml / Moric / Neusiedlersee-Hügelland

12  ルッツマンスブルク　アルテレーベン 12  ネッケンマルクト　アルテレーベン
2012 Lutzmannsburg Alte Reben / Moric / Neusiedlersee-Hügelland 2012 Neckenmarkt Alte Reben / Moric / Neusiedlersee-Hügelland

ブラウフレンキッシュ（＝レンベルガー） ブラウフレンキッシュ（＝レンベルガー）

クヴァリテーツヴァイン　（フルボディ） クヴァリテーツヴァイン　（フルボディ）

ｱﾙｺｰﾙ：14.3%　残糖：1.0g/l　酸：5.9g/l ｱﾙｺｰﾙ：13.9%　残糖：1.0g/l　酸：5.5g/l

モリッツ／ミッテルブルゲンラント モリッツ／ミッテルブルゲンラント

濃いルビーガーネット色、黒い果実やすみれの香り。
極度の収量制限による凝縮度が素晴らしい赤ワイン。

樹齢３８～８０年の古木から、スケールの大きい赤ワ
インです。

13　ブラウフレンキッシュ　ブルゲンランド 12　レゼルヴェ　ブラウフレンキッシュ
2013 Blaufränkisch Burgenland / Moric / Neusiedlersee-Hügelland 2012 Reserve Blaufränkisch / Moric / Neusiedlersee-Hügelland

ブラウフレンキッシュ（＝レンベルガー） ブラウフレンキッシュ（＝レンベルガー）

クヴァリテーツヴァイン（ミディアム） クヴァリテーツヴァイン　（フルボディ）

ｱﾙｺｰﾙ：12.9%　残糖：1.0g/l　酸：5.6g/l ｱﾙｺｰﾙ：13.7%　残糖：1.2g/l　酸：5.5g/l

モリッツ／ミッテルブルゲンラント モリッツ／ミッテルブルゲンラント

オーストリアを代表する赤ワイン生産者＝モリッツ＝
が造る、エレガントなワインです。

熟した果実を想わせる、しっかりと美味しい赤ワイン
です。

11　ピノノワール　グラン・セレクト 12　ピノノワール　グラン・セレクト
2011 Wieninger Pinot Noir Grand Select / Wieninger / Wien 2012 Wieninger Pinot Noir Grand Select / Wieninger / Wien

ピノ・ノワール　赤　　 ピノ・ノワール　赤　　
クヴァリテーツヴァイン　（ミディアム） クヴァリテーツヴァイン　（ミディアム）

ｱﾙｺｰﾙ：14.6%　残糖：1.0g/l　酸：5.1g/l ｱﾙｺｰﾙ：14.0%　残糖：1.0g/l　酸：4.7g/l

ヴィーニンガー／ウィーン ヴィーニンガー／ウィーン

完熟ぶどう由来の果実感とタンニンのストラクチャー
のしっかりした、超熟型の赤ワインです。

完熟ぶどう由来の果実感とタンニンのストラクチャー
のしっかりした、超熟型の赤ワインです。

オ　ー　ス　ト　リ　ア　　Austria

ＮＶ　キュヴェ　カタリーナ 13　ピノノワール　セレクト

Kuvée  Katharina Rose Sekt / Wieninger / Wien 2013 Wieninger Pinot Noir Select / Wieninger / Wien
シュペートブルグンダー80％、ツヴァイゲルト20％　ロゼ ピノ・ノワール　赤　　

ロセ　ゼクト クヴァリテーツヴァイン　（ミディアム）

ｱﾙｺｰﾙ：13.3.%　残糖：1.2g/l　酸：6.0g/l ｱﾙｺｰﾙ：13.4%　残糖：1.0g/l　酸：4.7g/l

ヴィーニンガー／ウィーン ヴィーニンガー／ウィーン

ピノノワール種メインで造られた、ヴィーニンガーさ
んの醸すロゼのスパークリングワインです。

充分な木樽熟成。アルコールバランスがよく、やさし
くて柔らかい赤ワインです。

25 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

2901

品　種

等級/味

数　値

生産者

参考価格 ¥1,900 税込価格 ¥2,052
J　A　N ４　０２２２１４　４２３０３７ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2956 2952

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥3,000 税込価格 ¥3,240 参考価格 ¥4,000 税込価格 ¥4,320
J　A　N ４　９４６６６１　７５９５６６ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ８　９２８５９　０００１３　９　 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2953 2955

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥9,000 税込価格 ¥9,720 参考価格 ¥12,000 税込価格 ¥12,960
J　A　N ８　９２８５９　０００６１　０ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ８　９２８５９　０００５７３ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

サンジョヴェーゼ80%,メルロー10%､シラー10% サンジョヴェーゼ

バーデンの醸造家、故ベルンハルト・フーバー氏お勧めのイタリア産赤ワイン。

イ　タ　リ　ア　　Italia

フ　ラ　ン　ス　　France
エルンスト・ローゼン氏（モーゼル）一押しのシラー

アボットブラザーズ／ラングドック

ドイツを代表するモーゼルの醸造家エルンスト・ロー
ゼン氏一押しの、南フランスのシラーワイン。
樹齢40～50年の古木から造られた果実味豊かでバラ
ンスの良いきれいなワイン。

2016 Lennee Syrah Vin de Pays dO'c

16　シラー　ヴァン・ドゥ・ペイ・ドック

シラー　赤

ｱﾙｺｰﾙ：12.7%　残糖：0.4g/l　酸：3.0g/l

Ｄ.Ｏ.Ｃ.Ｇ.／　フルボディ Ｄ.Ｏ.Ｃ.Ｇ.／　フルボディ

ヴィエイユ・ヴィーニュ　ミディアム

2011 Brunello di Montalcino Riserva / Vasco Sassetti / Tuscany

ブルネッロ ブルネッロ

力強いタンニンと深い味わいが魅力的な、イタリアを
代表する赤ワインです。

５年以上の樽熟成を経た、充分のコクと強いフレー
バーを持つイタリアを代表する赤ワインです。

ｱﾙｺｰﾙ：14.4%　残糖：0.5 g/l　酸：5.2 g/l ｱﾙｺｰﾙ：14.5%　残糖：0.5 g/l　酸：4.9 g/l

ヴァスコ・ サセッティ／トスカーナ ヴァスコ・ サセッティ／トスカーナ

果実味に富み、タンニンバランスが良く、お買い得な
1本です。

12  ブルネッロ　ディ　モンタルチーノ 1１ ブルネッロ ディ モンタルチーノ リゼルヴァ

2012 Brunello di Montalcino / Vasco Sassetti / Tuscany

14　モンテクッコ　ロッソ 09　ロッソ　ディ　モンタルチーノ

2014 Montecucco Rosso / Vasco Sassetti / Tuscany 2009 Rosso di Montalcino / Vasco Sassetti / Tuscany

ミディアムボディ Ｄ.Ｏ.Ｃ.／ミディアムボディ

深みがあり、若干青味を感じるが、きれいな赤ワイン
です。

ｱﾙｺｰﾙ：13.5 %　残糖：1.0 g/l　酸：4.8 g/l ｱﾙｺｰﾙ：14.5%　残糖：1.7g/l　酸：5.7g/l

ヴァスコ ・サセッティ／トスカーナ ヴァスコ・ サセッティ／トスカーナ

26 容量記載の無いワインは全て７５０ｍｌです


