ゼクト
参考価格 税込価格
ダイデスハイム リースリング ゼクト トロッケン 200ｍｌ 白泡・
やや辛口
¥900
¥990
NV Deidesheim Riesling Sekt trocken 200ml

2807

生産者：ゼクトケラーライ・ダイデスハイム
生産地：ファルツ
品種：リースリング
JAN: 4 946661 219077
200ml/12本入り
Alc：12.3% 残糖：26.5ｇ/l 酸：8.1g/l
コルク
リースリングを単一使用。香りも味わいもリースリングの個性がしっかり表れており、温暖なファルツらしい柔らかな果実味を味わうこと
ができる、とても飲みやすいタイプの中辛口スパークリングワイン。シャルマ方式。

ラビット リースリング ゼクト ブリュット
ＮＶ Rabbit Riesling Sekt brut
2874

生産地：モーゼル

白泡・辛口

生産者：シュロス・アラス

参考価格

税込価格

¥1,900

¥2,090

品種：リースリング

JAN: 4 006921 508928
750ml/12本入り
Alc：12.5% 残糖：10.4ｇ/l 酸：5.6g/l
コルク
リースリングを単一使用、とてもフレッシュでエチケットのウサギのように軽やか。リースリングならではのチャーミングな果実味。キー
ワードは「ラビット ブリュット ぐびっと！」タンク内二次発酵。

2872

ピノ・ノワール ロゼ ゼクト トロッケン

ロゼ泡・ 参考価格 税込価格
やや甘口 ¥1,900
¥2,052

NV Pino Noir Rosé Sekt trocken
生産地：モーゼル
JAN: 4 006921 508942

生産者：シュロス・アラス
750ml/12本入り

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）
Alc：11.3% 残糖：11.7g/l 酸：5.1g/l

コルク

ピノ・ノワールを使用した、フルーティで優しい果実味を持つ、飲みやすいタイプのロゼスパークリング。タンク内二次発酵。

ヴィラ・ヴォルフ ゼクト ブリュット
NV Villa Wolf Sekt brut
2850

生産地：ファルツ

白泡・辛口

生産者：ヴィラ・ヴォルフ

参考価格

税込価格

¥2,000

¥2,200

品種：ＥＵ品種

JAN: 4 022214 178333
750ml/12本入り
Alc：11.3% 残糖：11.9ｇ/l 酸：5.1g/l
コルク
シャルマ方式。３つのフルーティなぶどうをブレンドした、フルーティでミネラリー、柔らかな飲み口のスパークリングワイン。辛口である
ものの、品種由来の果実味がとてもやさしく心地よい。

2849

ヴィラ・ヴォルフ ゼクト （甘口）

白泡・甘口

NV Villa Wolf Sekt
生産地：ファルツ

生産者：ヴィラ・ヴォルフ

参考価格

税込価格

¥2,000

¥2,200

品種：ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ、ﾋﾟﾉ･ﾌﾟﾗﾝ、ﾘｳﾞｧｰﾅ他

JAN: 4 022214 178234
750ml/12本入り
Alc：10.8% 残糖：59.8ｇ/l 酸：5.2g/l
コルク
シャルマ方式。３つのフルーティなぶどうをブレンドした、フルーティでミネラリー、柔らかな飲み口のスパークリングワイン。しっかりと糖
度の残して甘みを感じるが、上品でワインとしての旨みもしっかり感じる。

ドクター・エル リースリング ゼクト トロッケン
NV Dr.L Riesling Sekt trocken
2845

生産地：モーゼル

生産者：ローゼン・ブラザーズ

参考価格 税込価格
白泡・
やや甘口 ¥2,400
¥2,640
品種：リースリング

JAN: 4 022214 161335
750ml/12本入り
Alc：12.7% 残糖：24.1g/l 酸：6.2g/l
コルク
柑橘系と花のような香りが、豊かなテクスチャーを生み出し、少し甘みを残した飲みやすいチャーミングなスパークリングワイン。モー
ゼルリースリングのお手本のような切れのある酸が心地よい。シャルマ方式。

ダイデスハイム リースリング ゼクト ブリュット
NV Deidesheim Riesling Sekt brut
2857

白泡・辛口

参考価格

税込価格

¥2,500

¥2,750

生産地：ファルツ

生産者：ゼクトケラーライ・ダイデスハイム
品種：リースリング
JAN: 4 946661 768575
750ml/12本入り
Alc：12.5% 残糖：13.6ｇ/l 酸：8.1g/l
コルク
リースリングを単一使用。香りも味わいもリースリングの個性がしっかり表れており、温暖なファルツらしい柔らかな果実味を味わうこと
ができる、とても飲みやすいタイプの辛口スパークリングワイン。シャルマ方式。

2860

ドルンレースヒェン [眠り姫] 赤 ゼクト

NV DornRöschen Rot Sekt
生産地：ラインヘッセン

生産者：ジャン・ブシャー

赤泡・甘口

参考価格

税込価格

¥3,600

¥3,960

品種：ドルンフェルダー、ローゼンムスカテラー

JAN: 4 250388 900676
750ml/12本入り
Alc：12.3% 残糖：47.7ｇ/l 酸：5.3g/l
コルク
眠り姫のスパークリング。色はスティルに比べて若干淡めではあるが、独特のチャーミングで甘みは健在。十分甘みはあるが、爽や
かな泡のおかげで上品に飲める。

バッハラッハー リースリング ゼクト ブリュット
2014 Bacharacher Riesling Sekt brut
2801

生産地：ミッテルライン

生産者：ラッツェンベルガー

白泡・辛口

参考価格

税込価格

¥3,700

¥4,070

品種：リースリング

JAN: 4 260015 645498
750ml/12本入り
Alc：12.4% 残糖：6.9ｇ/l 酸：7.2g/l
瓶内二次発酵5年以上熟成。ゼクトとアイスワイン専用の標高の高い畑。すべて手で動瓶しており、ドサージュには１０年熟成したリー
スリングのアウスレーゼを使用。クリーミーで品種ならではの果実味を感じる柔らかな泡。

2812

ブラン・ド・ノワール ゼクト ブリュット

2010 blanc de noir Sekt brut
生産地：ミッテルライン

生産者：ラッツェンベルガー

白泡・辛口

参考価格

税込価格

¥4,000

¥4,400

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 260015 645689
750ml/12本入り
Alc：13.2% 残糖：8.6ｇ/l 酸：7.1g/l
瓶内二次発酵後、約100か月もの熟成。収量制限をしっかり行ったピノ・ノワールを使用しているため、長期瓶内熟成にも関わらず
酸化のニュアンスは全くなく、フレッシュでピノ・ノワールの味わいをしっかり感じることができる個性のある味わい。
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キュヴェ 「サロメ」 ゼクト ブリュット
NV Cuvée [Salome] Sekt brut
2854

生産地：ファルツ

白泡・辛口

生産者：フリードリッヒ・ベッカー

参考価格

税込価格

¥5,200

¥5,720

品種：シャルドネ、ピノ・ブラン、オーセロワ

JAN: 4 946661 768544
750ml/12本入り
Alc：12.3% 残糖：7.4ｇ/l 酸：7.6g/l
コルク
瓶内二次発酵、6年もの瓶内熟成。孫であるサロメちゃんが生まれた時に初めて造られたスパークリングワイン。抜群のキレと凝縮し
た旨みのバランスが素晴らしいゼクト。

2843

ゼクト ロゼ ブリュット

ロゼ泡・辛 参考価格 税込価格
口
¥5,500
¥6,050

2009 Sekt Rosé brut
生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 946661 788436
750ml/12本入り
Alc：12.5% 残糖：5.2ｇ/l 酸：8.3g/l
コルク
ビーネンベルク畑のピノ・ノワールを使用、瓶内二次発酵後、9年もの瓶内熟成。淡いオレンジ色だが、ピノ・ノワールの繊細さと力強
さ、酸が遺憾なく発揮されたスパークリングワイン。ボトルは全て直筆サイン入り。

キュヴェ 「サロメ」 ゼクト ロゼ ブリュット
NV Cuvée [Salome] Rose Sekt brut
2869

生産地：ファルツ

ロゼ泡・
辛口

生産者：フリードリッヒ・ベッカー

参考価格

税込価格

¥6,000

¥6,600

品種：ピノ・ノワール

JAN: 4 260059 990295
750ml/12本入り
Alc：12.1% 残糖：4.3ｇ/l 酸：7.2g/l
コルク
瓶内二次発酵、8年もの瓶内熟成。孫であるサロメちゃんが生まれた時に初めて造られたスパークリングワイン。2010年のピノ・ノワー
ルを100%使用。

2868

ムスカテラー ゼクト ブリュット

白泡・辛口

2014 Muskateller Sekt brut
生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

参考価格

税込価格

¥6,000

¥6,600

品種：ムスカテラー

JAN: 4 946661 768681
750ml/12本入り
Alc：12.2% 残糖：8.8ｇ/l 酸：9.5g/l
コルク
ビーネンベルク畑のムスカテラーを使用、瓶内二次発酵後、2年の瓶内熟成。品種由来の上品なマスカットと、控えめにきいた酵母
の香り、フルーティでしなやかな味わいのスパークリングワイン。

ランダースアッカー リースリング ゼクト ブリュット
2012 Randersacker Riesling Sekt brut
2871

生産地：フランケン

白泡・辛口

生産者：シュテアライン＆クレニッヒ

参考価格

税込価格

¥6,500

¥7,150

品種：リースリング

JAN: 4 250090 952031
750ml/12本入り
Alc：13.0% 残糖：6.9ｇ/l 酸：5.7g/l
コルク
瓶内二次発酵、3年以上の熟成。リースリングの果実味は感じるものの、ドライでストイックな味わいに仕上げた、フランケンらしいス
パークリングワイン。

キュヴェ マリア・ルイーズ ゼクト ブリュット
2013 Cuvée Marie-Luise Sekt brut
2863

生産地：ラインヘッセン

白泡・辛口

生産者：ラウムラント

参考価格

税込価格

¥6,500

¥7,150

品種：ピノ・ノワール

JAN: 4 260161 640026
750ml/12本入り
Alc：12.3% 残糖：4.0g/l 酸：8.0g/l
コルク
瓶内二次発酵、4年以上熟成。娘の名前を入れた、ブランドノワールゼクトのベーシッククラス。畑にも製法にもとことんこだわった、ハ
イレベルなスパークリングワイン。

ブラン・ド・ブラン ゼクト ブリュット ナトゥーア
2011 Blanc de Blanc Sekt brut Nature
2870

生産地：バーデン

白泡・辛口

生産者：ベルンハルト・フーバー

参考価格

税込価格

¥7,000

¥7,700

品種：シャルドネ

JAN: 4 946661 758705
750ml/12本入り
Alc：13.9% 残糖：1.1ｇ/l 酸：8.1g/l
コルク
フーバー醸造所の看板スパークリングワイン。とことん収量制限をし、小樽で熟成させたシャルドネを単一使用、瓶内二次発酵後、5
年以上熟成。風味豊かで芳醇、旨みたっぷりのスパークリングワイン。ドサージュはされていません。

キュヴェ 「サロメ」 ロゼ ゼクト ブリュット レゼルヴェ
2010 Cuvée [Salome] Rose Sekt brut Reserve
2804

生産地：ファルツ

生産者：フリードリッヒ・ベッカー

ロゼ泡・
辛口

参考価格

税込価格

¥7,200

¥7,920

品種：ピノ・ノワール

JAN: 4 946661 758040
750ml/12本入り
Alc：11.1% 残糖：3.4ｇ/l 酸：9.2g/l
コルク
ピノ・ノワール100％を使用し、造られたロゼ泡のフラッグシップの「レゼルヴェ」。ブリオッシュのような香りとピュアでエレガントなラズベ
リーのような芳醇なアロマが感じられます。ドザージュは89年の子樽発酵で造られたベーレンアウスレーゼ。

2873

ピノ・ムニエ 「レゼルヴェ」 ゼクト ブリュット

2007 Pinot Meunier Reserve Sekt brut
生産地：ファルツ

生産者：フリードリッヒ・ベッカー

白泡・辛口

参考価格

税込価格

¥7,500

¥8,250

品種：ピノ・ムニエ

JAN: 4 260059 990097
750ml/12本入り
Alc：12.0% 残糖：5.7ｇ/l 酸：6.5g/l
コルク
オークの大樽で熟成後、瓶内二次発酵、9年もの瓶内熟成。とんでもなく長い瓶熟期間を経て、円熟味、旨みが最大限に発揮され
た、贅沢な味わい。

参考価格 税込価格
ピノ プレステージ ブラン・ド・ノワール ゼクト ブリュット
白泡・辛口
¥8,500
¥9,350
2010 Pinot Prestige Blanc de noir Sekt brut

2865

生産地：ラインヘッセン

生産者：ラウムラント

品種：ピノ・ノワール

JAN: 4 260161 640354
750ml/12本入り
Alc：12.0% 残糖：5.9g/l 酸：7.2g/l
コルク
瓶内二次発酵、7年以上熟成。ブランドノワールゼクトの上級クラス。力強さとエレガンスを兼ね備えた、高級シャンパーニュと肩を並
べる味わい。醸造所隣接の石灰岩土壌のピノを使用。ドサージュはしていません。

2805

ブロイヤー ゼクト ブリュット

白泡・辛口

2007 Breuer Sekt brut
生産地：ラインガウ

生産者：ゲオルグ・ブロイヤー
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参考価格

税込価格

¥10,000

¥11,000

品種：ピノ・ノワール、ピノブラン、ピノ・グリ

JAN: 4 019222 768056
750ml/12本入り
Alc：12.7% 残糖：1.2ｇ/l 酸：5.1g/l
コルク
ピノ・ノワール、ブラン、グリ3種類を30％ずつ、そしてリースリングを10％ブレンド。瓶内二次発酵後、3年以上の熟成。ピノ・グリのみ
樽熟成した果汁を使用しているので、複雑味があり柔らかく風味豊かな味わい。エチケットは陶器が貼り付けられている。

モン ローゼ ゼクト ブリュット
2001 Mon Rose Sekt brut
2867

生産地：ラインヘッセン

白泡・辛口

生産者：ラウムラント

参考価格

税込価格

¥32,000

¥35,200

品種：ピノ・ノワール60％,シャルドネ35％、ピノ・ムニエ5％
JAN: 4 260161 758675
750ml/12本入り
Alc：12.5% 残糖：3.4g/l 酸：6.9g/l
コルク
瓶内二次発酵、2012年７月に瓶詰め。10年以上の瓶内熟成。ノンドサージュ。奥さんの名前をもじってつけられたワイン名。2012
年ゴーミヨ最優秀ゼクト賞受賞。年産千本。
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