
ヘレンベルガー・ホーフ

2762 2763

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 ¥3,800 税込価格 ¥4,104
J　A　N ４　２８００００　３９５０１６ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　３７７６３０ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２

2745 2746

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥8,000 税込価格 ¥8,640 参考価格 ¥10,000 税込価格 ¥10,800
J　A　N ４　９４６６６１　３７７４５６ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　３７７４６３ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２

2754 2757

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥10,000 税込価格 ¥10,800 参考価格 ¥11,000 税込価格 ¥11,880
J　A　N ４　０２２２１４　１８７０１４ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　３７７５７９ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２

2724 2753

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥19,000 税込価格 ¥20,520 参考価格 ¥30,000 税込価格 ¥32,400
J　A　N ４　９４６６６１　３７７２４１ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　３８７５３０ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２

16  ドクター・ローゼン　アイスワイン 12　 シャルツホフベルク　

リースリング　

アイスワイン（極甘口）375ml アイスワイン（極甘口）375ml

ドイツを代表する銘醸畑から、長期熟成が楽しめる最
高級デザートワインです。

99  ウンタートゥルクハイマー　ヘアツォーゲンベルク 02　バッハラッハー クロスター フュルステンタール

1999 Untertürkheimer Herzogenberg Riesling Eiswein [Goldkapsel] 375ml / Wöhrwag / Württemberg 2002 Bacharacher Kloster Fürstental Riesling Eiswein / Raztenberger / Mittelrhein

リースリング   [ゴールドカプセル] リースリング

アイスワイン（極甘口）375ml アイスワイン（極甘口）375ml

ドクター・ローゼン／モーゼル

凍結したピノノワール種から造られた極甘口デザート
ワインです。

ファルツの雄、フリードリッヒ・ベッカーJr.がプロ
デュースする、コスパに優れたアイスワインです。

1999 Ungsteiner Honigsäckel Riesling Eiswein 375ml / Herrenberg-Honigsäckel / Pfalz 2005 Edesheimer Ordensgut Riesling Eiswein 375ml  / Anselmann / Pfalz

ヘレンベルク・ホーニッヒゼッケル／ファルツ アンゼルマン／ファルツ

リースリング種本来の熟成香が楽しめる、アルコール
度数高めのアイスワインです。

家族経営としてはかなり大きな規模の醸造所がゆえ
の、お値打ちアイスワインです。

アイスワイン　Eiswein 　　　　極甘口

ぶどうを樹についたまま放置し、マイナス８℃を超えるような寒波が訪れ、

ぶどうが氷結するのを待って未明に収穫、大急ぎで搾った果汁で造ったワインです。

16　ブラン・ド・ノワール　アイスワイン 16　ピノ・ブラン　アイスワイン
2016 Blanc de Noir Eiswein / Weinkellerei Deutsch GmbH / Rheinhessen 2016 Fritz Pinot Blanc  Eiswein 375ml / Kleinen Fritz / Pfalz

シュペートブルグンダー ピノ・ブラン（＝ヴァイサーブルグンダー）

アイスワイン（極甘口） アイスワイン（極甘口）375ml
ｱﾙｺｰﾙ：9.0%　残糖：150.6g/l　酸：8.5g/l ｱﾙｺｰﾙ：8.0%　残糖：154.2g/l　酸：9.8g/l

ワインケラーライ ドイッチェ GmbH ／ラインヘッセン クライネン・フリッツ／ファルツ

アイスワイン（極甘口）375ml アイスワイン（極甘口）

ヴェルヴァーク／ヴュルテンベルク ラッツェンベルガー／ミッテルライン

各方面で高い評価を受け、特別にゴールドキャップを
冠した限定品。芳醇な甘さと余韻が楽しめます。

最大傾斜60度のゼクト・アイスワイン専用畑から、段
違いの極上アイスワインです。

リースリング   [ゴールドカプセル] リースリング

ｱﾙｺｰﾙ：6.0%　残糖：262.0g/l　酸：8.7g/l ｱﾙｺｰﾙ：6.6%　残糖：309.0g/l　酸：18.2g/l

ぶどうの中の純粋な水分は氷となってとばされ、エキスの高い果汁を得ることが出来ます。

円熟味をおびた味わいに変わってゆきます。最高級の甘口ワインです。

ｱﾙｺｰﾙ：12.0%　残糖：110.6g/l　酸：6.2g/l ｱﾙｺｰﾙ：8.1%　残糖：179.3g/l　酸：10.2g/l

99　ウングシュタイナー　ホーニッヒゼッケル 05　エデスハイマー　オルデンスグート

リースリング　

2016 Dr.Loosen Riesling Eiswein 375ml / Dr.Loosen / Mosel 2012 Scharzhofberg Riesling Eiswein 375ml / von Hövel / Mosel

ｱﾙｺｰﾙ：7.3%　残糖：143.0g/l　酸：9.8g/l ｱﾙｺｰﾙ：7.5%　残糖：162.0g/l　酸：11.3g/l

ローゼン氏の所有する3つの優良畑の特別区画から収
穫。充分な糖度と酸度を持ったアイスワインです。

フォン・ヘーフェル／モーゼル

19 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

2761 2703

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥5,000 税込価格 ¥5,400 参考価格 ¥20,000 税込価格 ¥21,600
J　A　N ４　０３２０２７　３９８１２５ 容量/入数 ５００ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　３７７０３６ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２

6104

品　種

等級/味

数　値

生産者

参考価格 ¥3,000 税込価格 ¥3,150
J　A　N ４　９４６６６１　２０１０４１ 容量/入数 ２００ｍｌ／１２

ｱﾙｺｰﾙ：20.0%　残糖：230.1g/l　酸：5.1g/l

ジャン・ブシャー／ラインヘッセン

赤ワインにワインブランデーやぶどう果汁などを入れ
て造られたリキュールです。

トロッケンベーレンアウスレーゼ

よほど天候の良かった年にしか出来ないドイツワインの最高傑作で、　

　 Trockenbeerenauslese 　　極甘口
　ほぼ「干しぶどう」状態の貴腐果から造られる、最高級の味と香りにつつまれたワインです。　

　ベーレンアウスレーゼ 　Beerenauslese 　　極甘口

アウスレーゼ（房選り）をさらに枝につけたまま放置し、完全に熟しきった顆粒や、

貴腐菌のついた果粒だけを一粒一粒選りすぐって造る、「粒選りワイン」。

手間ヒマかけただけあり、果実味とまるでハチミツのような贅沢な甘味が楽しめる

デザートワインです。

97  ホーホハイマー　ヘレ
2014 Forster Schnepfenflug Huxelrebe Beerenauslese 500ml / Darting / Pfalz 1997 Hochheimer Hölle Riesling Beerenauslese 375ml  / Künstler / Rheingau

フクセルレーベ　500ml

ダルティング／ファルツ フランツ・キュンストゥラー／ラインガウ

リースリング　　375ml

世界３大貴腐ワインのひとつに数えられています。　　

ベーレンアウスレーゼ（極甘口） ベーレンアウスレーゼ（極甘口）

グートエーデルとクールティエ・ミュスクの交配種。
収量を抑え良質な酸を持ち、マスカット香も感じる。

20年…、いつまで熟成し続けるのであろう？　ドイツ
ワインの芸術品、最高級デザートワインです。

ｱﾙｺｰﾙ：8.5%　残糖：135.3g/l　酸：10.0g/l ｱﾙｺｰﾙ：7.7%　残糖：157.5g/l　酸：9.8g/l

14　フォルスター　シュネプフェンフリューク

　　　　　 リキュール　 LIKÖR
ドルンレースヒェン　リキュール　”眠り姫”

DornRöschen LIKÖR 200ml / Jean Buscher / Rheinhessen

ドルンフェルダー ＋ ローゼンムスカテラー　赤

リキュール　２００ｍｌ

20 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

2874 2872

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 ¥1,900 税込価格 ¥2,052
J　A　N ４　００６９２１　５０８９２８ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　００６９２１　５０８９４２ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2850 2849

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥2,000 税込価格 ¥2,160 参考価格 ¥2,000 税込価格 ¥2,160
J　A　N ４　０２２２１４　１７８３３３ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　０２２２１４　１７８２３４ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2808 2807

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥900 税込価格 ¥972 参考価格 ¥900 税込価格 ¥972
J　A　N ４　９４６６６１　２１８０８７ 容量/入数 ２００ｍｌ／２４ J　A　N ４　９４６６６１　２１９０７７ 容量/入数 ２００ｍｌ／２４

2842 2841

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥1,700 税込価格 ¥1,836 参考価格 ¥1,700 税込価格 ¥1,836
J　A　N ４　９４６６６１　３７８４２２ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　３７８４１５ 容量/入数 ３７５ｍｌ／１２

2857 2856

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥2,500 税込価格 ¥2,700 参考価格 ¥2,500 税込価格 ¥2,700
J　A　N ４　９４６６６１　７６８５７５ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　７５８５６９ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

シュペートブルグンダー（=ピノ・ノワール）ロゼ

ゼクト ブリュット（辛口） ゼクト トロッケン（やや甘口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.5%　残糖：10.4g/l　酸：5.6g/l

ヴィラ　ヴォルフ　ゼクト　ブリュット ヴィラ　ヴォルフ　ゼクト　

NV Villa Wolf  Sekt brut / Villa Wolf / Pfalz NV Villa Wolf  Sekt / Villa Wolf / Pfalz

　　　　　 ゼ　ク　ト　 Sekt 　 （スパークリングワイン）

ｱﾙｺｰﾙ：11.3%　残糖：11.7g/l　酸：5.1g/l

シュロス・アラス／モーゼル

ラビット　リースリング　ゼクト ピノ・ノワール　ロゼ　ゼクト

Riesling Sekt brut / Schloss Arras GmbH./ Mosel Pinot Noir Rosé Sekt trocken / Schloss Arras GmbH./ Mosel

リースリング　　

シュロス・アラス／モーゼル

ラインラント・ファルツ州のリースリング種１００％
使用。洗練された辛口スパークリングワインです。

渋味が無く甘みのあるライトな感覚。シュペートブル
グンダー種のロゼスパークリングワインです。

リースリング、ピノ・ブラン、リヴァーナ　他 リースリング、ピノ・ブラン、リヴァーナ　他

ゼクトb.A.　ブリュット（辛口） ゼクトb.A.（甘口）

ｱﾙｺｰﾙ：11.3%　残糖：11.7g/l　酸：5.1g/l ｱﾙｺｰﾙ：10.8%　残糖：59.8g/l　酸：5.2g/l

ヴィラ・ヴォルフ／ファルツ ヴィラ・ヴォルフ／ファルツ

しっかりとしたミネラル感を持った糖分の少ないス
パークリングワインです。

充分に甘さを残したさわやかなスパークリングワイン
です。

プリヴァート・キュヴェ　ゼクト　ブリュット ダイデスハイム　ゼクト　トロッケン
NV Privat-Cuveé Sekt brut 200ml / Sektkellerei Deidesheim / Pfalz NV Deidesheim Riesling Sekt trocken 200ml / Sektkellerei Deidesheim / Pfalz

200ml リースリング　200ml
ドイッチャーゼクト ブリュット（辛口） ゼクトb.A.　トロッケン（やや辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.5%　残糖：13.0g/l　酸：6.4g/l ｱﾙｺｰﾙ：13.2%　残糖：23.3g/l　酸：7.1g/l
ゼクトケラーライ・ダイデスハイム／ファルツ ゼクトケラーライ・ダイデスハイム／ファルツ

ゼクト専門の醸造所が造る、飲みきりサイズのスパー
クリングワインです。

ゼクト専門の醸造所が造る、飲みきりサイズのスパー
クリングワインです。

ダイデスハイム　ゼクト　ブリュット ダイデスハイム　ゼクト　ハルプトロッケン

NV Deidesheim Riesling Sekt brut 375ml / Sektkellerei Deidesheim / Pfalz NV Deidesheim Riesling Sekt halbtrocken 375ml / Sektkellerei Deidesheim / Pfalz

リースリング　375ml リースリング　375ml

ゼクトb.A.　ブリュット（辛口） ゼクトb.A.　ハルプトロッケン（やや甘口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.4%　残糖：13.0g/l　酸：7.5g/l ｱﾙｺｰﾙ：12.5%　残糖：42.1g/l　酸：8.1g/l
ゼクトケラーライ・ダイデスハイム／ファルツ ゼクトケラーライ・ダイデスハイム／ファルツ

ゼクト専門の醸造所が造る、タンク内二次発酵のハー
フサイズの飲みきり辛口ゼクト。

ゼクト専門の醸造所が造る、タンク内二次発酵のハー
フサイズの少し甘みを残したゼクト。

ダイデスハイム　ゼクト　ブリュット ダイデスハイム　ゼクト　ハルプトロッケン

NV Deidesheim Riesling Sekt brut / Sektkellerei Deidesheim / Pfalz NV Deidesheim Riesling Sekt halbtrocken  / Sektkellerei Deidesheim / Pfalz

リースリング　750ml リースリング　750ml

ゼクトb.A.　ブリュット（辛口） ゼクトb.A.　ハルプトロッケン（やや甘口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.6%　残糖：13.2g/l　酸：7.9g/l ｱﾙｺｰﾙ：12.5%　残糖：43.6g/l　酸：8.1g/l
ゼクトケラーライ・ダイデスハイム／ファルツ ゼクトケラーライ・ダイデスハイム／ファルツ

ゼクト専門の醸造所が造る、タンク内二次発酵のさわ
やかなリースリング辛口ゼクト。

ゼクト専門の醸造所が造る、タンク内二次発酵の少し
甘みを残したゼクト。

21 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

2801 2812

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 ¥4,300 税込価格 ¥4,644
J　A　N ４　２６００１５　６４４９６５ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　７５８１２５ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2806 2843

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥5,000 税込価格 ¥5,400 参考価格 ¥5,500 税込価格 ¥5,940
J　A　N ４　９４６６６１　７７８０６２ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　７８８４３６ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2868 2871

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥6,000 税込価格 ¥6,480 参考価格 ¥6,500 税込価格 ¥7,020
J　A　N ４　９４６６６１　７６８６８１ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　２５００９０　９５２０３１ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2869 2863

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥6,500 税込価格 ¥7,020 参考価格 ¥6,500 税込価格 ¥7,020
J　A　N ４　２６００５９　９９０１０３ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　２６０１６１　６４００２６　 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2870 2865

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥7,000 税込価格 ¥7,560 参考価格 ¥8,500 税込価格 ¥9,180
J　A　N ４　９４６６６１　７５８７０５ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　２６０１６１　６４０３５４ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

10　ピノ　プレステージ　ブラン・ド・ノワール

2010 Pinot Prestige Blanc de noir Sekt brut / Raumland / Rheinhessen

ピノ・ノワール

ゼクトb.A.　ブリュット（辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.0%　残糖：5.9g/l　酸：7.2g/l

ラウムラント／ラインヘッセン

ゼクト一筋のラウムラントさんによる、瓶内７年熟成
のピノ・ノワール１００％ゼクト。

ゼクトb.A.　ブリュット（辛口） ゼクトb.A.　ブリュット（辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.6%　残糖：6.9g/l　酸：7.1g/l ｱﾙｺｰﾙ：13.5%　残糖：12.1g/l　酸：7.0g/l

ラッツェンベルガー／ミッテルライン ラッツェンベルガー／ミッテルライン

３年以上熟成させた、風味豊かなスパークリングワイ
ン。伝統的な瓶内二次発酵製法。動瓶は手作業。

瓶内熟成６年以上のブラン・ド・ノワールのゼクト。

　　　　　 ゼ　ク　ト　 Sekt 　 （スパークリングワイン）

09　ブロイヤー　リースリング　ゼクト 08　ゼクト　ロゼ　ナトゥーア　
2009 Breuer Riesling Sekt brut / Georg Breuer / Rheingau 2008 Huber Sekt Rosé brut Nature / Bernhard Huber / Baden

リースリング ピノ・ノワール　　ロゼ

ゼクトb.A.　ブリュット（辛口） ゼクトb.A.　ブリュット（辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：13.0%　残糖：4.3g/l　酸：6.2g/l ｱﾙｺｰﾙ：13.3%　残糖：0.8g/l　酸：8.2g/l

ゲオルク・ブロイヤー／ラインガウ ベルンハルト・フーバー／バーデン

豊かな酸味と果実味のバランスがすばらしい、伝統的
な瓶内二次発酵製法で造られたスパークリングです。

100%ピノ・ノアール種で伝統的な瓶内二次醗酵、ド
サージュゼロで造られたロゼゼクト。

12  バッハラッハー 08　ラッツェンベルガー　ブラン・ド・ノワール

2012 Bacharacher Riesling Sekt brut / Raztenberger / Mittelrhein 2008 Raztenberger blanc de noir  Sekt brut / Raztenberger / Mittelrhein

リースリング　 シュペートブルグンダー

14　ムスカテラー　ゼクト　ブリュット 12　ランダースアッカー
2014 Huber Muskateller Sekt brut / Bernhard Huber / Baden 2012 Randersacker Riesling Sekt brut / Störrlein & Krenig / Franken

ムスカテラー リースリング

ゼクトb.A.　ブリュット（辛口） ゼクトb.A.　ブリュット（辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.2%　残糖：8.8g/l　酸：9.5g/l ｱﾙｺｰﾙ：13.0%　残糖：6.9g/l　酸：5.7g/l

ベルンハルト・フーバー／バーデン シュテアライン＆クレニッヒ／フランケン

ムスカテラー種で伝統的な瓶内二次醗酵で造られた、
瓶内熟成２年、年産５千本のゼクト。

きめ細やかな泡となめらかな酸が楽しいゼクトです。
瓶内２次醗酵後２年の瓶熟。年産２０００本。

NV　ベッカー　キュヴェ　「サロメ」　ロゼ 13　キュヴェ　マリア・ルイーズ
NV Becker Cuvée [Salome] Rose Sekt brut / Friedrich Becker / Pfalz 2013 Cuvée Marie-Luise Sekt brut / Raumland / Rheinhessen

ピノノワール ＆ ピノムニエ　ロゼ　　 ピノ・ノワール

ゼクトb.A.　ブリュット（辛口） ゼクトb.A.　ブリュット（辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.9%　残糖：4.2g/l　酸：7.2g/l ｱﾙｺｰﾙ：12.3%　残糖：4.0g/l　酸：8.0g/l

フリードリッヒ・ベッカー／ファルツ ラウムラント／ラインヘッセン

ピノノワールとピノムニエを半分ずつ使用。ドサー
ジュには贅沢にも89年ピノ・ノワールのTBAを！

ゼクト一筋のラウムラントさんによる、瓶内４年熟成
のピノ・ノワール１００％ゼクト。

11　ブラン・ド・ブラン　ゼクト　ナトゥーア

2011 Huber blanc de blanc Sekt brut Nature / Bernhard Huber / Baden

シャルドネ

ゼクトb.A.　ブリュット（辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：13.9%　残糖：1.1g/l　酸：8.1g/l

ベルンハルト・フーバー／バーデン

100%シャルドネ種、伝統的な瓶内二次醗酵、手作業
のルミアージュ、ドサージュ・ゼロの本格派！

22 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

2805 2867

品　種 品　種

等級/味 等級/味

数　値 数　値

生産者 生産者

参考価格 ¥10,000 税込価格 ¥10,800 参考価格 ¥32,000 税込価格 ¥34,560
J　A　N ４　９４６６６１　７６８０５６ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２ J　A　N ４　９４６６６１　７５８６７５ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

2860

品　種

等級/味

数　値

生産者

参考価格 ¥4,000 税込価格 ¥4,320
J　A　N ４　９４６６６１　７６８６０５ 容量/入数 ７５０ｍｌ／１２

ドルンレースヒェン　”眠り姫” 赤

NV DornRöschen Rot Sekt / Jean Buscher / Rheinhessen

ドルンフェルダー ＆ ローゼンムスカテラー　赤

ジャン・ブシャー／ラインヘッセン

甘みを充分に残した、赤のスパークリングワインで
す。　　ワインパーティなど、主役間違いなし！

ゼクトb.A.　（甘口）

　　　　　 ゼ　ク　ト　 Sekt 　 （スパークリングワイン）
07　ブロイヤー　ゼクト 01　モン　ローゼ　ブリュット

2007 Breuer Sekt brut / Georg Breuer / Rheingau 2001 Mon Rose Sekt brut / Raumland / Rheinhessen
ピノ・グリ、ピノ・ブラン、ピノ・ノワール、リースリング ピノ・ノワール６０％、シャルドネ３５％、ピノムニエ５％

ゼクトb.A.　ブリュット（辛口） ゼクトb.A.　ブリュット（辛口）

ｱﾙｺｰﾙ：12.7%　残糖：1.2g/l　酸：5.1g/l ｱﾙｺｰﾙ：12.5%　残糖：3.4g/l　酸：6.9g/l

ゲオルク・ブロイヤー／ラインガウ ラウムラント／ラインヘッセン

4種類のぶどう、シャンパーニュ方式、３年の熟成。
甘味を感じる豊かな果実味と新樽による複雑な風味。

ゴーミヨ2012年の最優秀ゼクト。年産1千本、瓶熟
10年超、ノンドサージュ。入荷数わずか24本。

23 容量記載の無いワインは全て７５０ｍｌです


