赤 やや辛口
ファルツ ドルンフェルダー ハルプトロッケン
2015 Pfalz Dornfelder halbtrocken
2244

参考価格 税込価格
赤・
やや辛口 ¥1,800
¥1,980

生産者：ヘレンベルグ・ホーニッヒゼッケル
生産地：ファルツ
品種：ドルンフェルダー
JAN: 4 033615 300322
750ml/12本入り
Alc：11.6% 残糖：15.1ｇ/l 酸：5.2g/l
スクリュー
ステンレスタンクでの熟成。もともと渋みの少ないぶどう品種を使用。ベリーや、ぶどうをかじったジューシーな果実味をそのまま感じ
られる、チャーミングで優しい味わいのワイン。

キュヴェ Ｌ ファインヘルプ
NV Cuvee L feinherb
2214

参考価格 税込価格
赤・
やや辛口 ¥1,900
¥2,090

生産者：ヘレンベルグ・ホーニッヒゼッケル 品種：ｶﾍﾞﾙﾈﾐﾄｽ、ｶﾍﾞﾙﾈﾄﾞﾙｻ、ｶﾍﾞﾙﾈｷｭﾋﾞﾝ
生産地：ファルツ
JAN: 4 033615 300360
750ml/12本入り
Alc：12.3% 残糖：13.4ｇ/l 酸：5.7g/l
コルク
カベルネ・ソーヴィニヨンとドイツ系品種を交配させて生まれた3品種をブレンドした珍しいワイン。少しだけ甘みを残しタンニンをほとん
ど抽出していないため、非常に果実味豊かでありながらも渋みがほとんど感じられないワイン。

2138

レムベルガー ファインヘルプ

参考価格 税込価格
赤・
やや辛口 ¥2,400
¥2,640

2014 Lemberger feinherb
生産地：ヴュルテンベルク

生産者：ロルフ・ハインリッヒ

品種：レムベルガー

JAN: 4 260040 341044
750ml/12本入り
Alc：11.6% 残糖：11.0ｇ/l 酸：5.4g/l
スクリュー
ヴュルテンベルクでの１番の高貴品種であるレンベルガーを使用。鮮やかな果実味の中にスパイスや紫蘇のような風味。少し甘みを
残したことで口当たりを良くしている。

白 やや辛口
ファルツ ブラン・ド・ノワール ファインヘルプ
2019 Pfalz Blanc de noir feinherb
2373

参考価格 税込価格
白・
やや辛口 ¥1,800
¥1,980

生産者：ヘレンベルグ・ホーニッヒゼッケル
生産地：ファルツ
品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）
JAN: 4 033615 273008
750ml/12本入り
Alc：12.5% 残糖：21.0ｇ/l 酸：6.8g/l
スクリュー
ピノ・ノワール100％で造られたやや辛口白ワイン。ステンレスタンクでの熟成。ほんの少し皮からの色素が出ており、オレンジがかって
いる。黒ぶどう由来のチェリーのような果実味を持つ。

ファルツ バッフス
2016 Pfalz Bucchus
2383

参考価格 税込価格
白・
やや甘口 ¥1,800
¥1,980

生産者：ヘレンベルグ・ホーニッヒゼッケル
生産地：ファルツ
品種：バッフス
JAN: 4 033615 103626
750ml/12本入り
Alc：10.3% 残糖：37.7ｇ/l 酸：6.4g/l
スクリュー
ステンレスタンクでの熟成。マスカットや花の蜜のような優しい香り。甘みは強くないが、酸も強くないので、とても爽やかな果実味と甘
みを感じることができる。

2429

ハーンハイマー クノプフ リースリング カビネット ファインヘルプ

2015 Hahnheimer Knopf Riesling Kabinett feinherb
生産地：ラインヘッセン

生産者：アプトホフ

参考価格 税込価格
白・
やや辛口 ¥2,300
¥2,530
品種：リースリング

JAN: 4 280000 395269
750ml/12本入り
Alc：11.5% 残糖：16.3ｇ/l 酸：7.2g/l
コルク
少しだけ甘みを残したやや辛口。爽やかで気取らず、良い意味で緊張感を感じずにスイスイ飲めてしまう、デイリーなリースリングワイ
ン。

2423

ゾンメラッハー バッフス

参考価格 税込価格
白・
やや辛口 ¥2,300
¥2,530

2017 Sommeracher Bacchus Kabinett
生産地：フランケン

生産者：ゾンメラッハ

品種：バッフス

JAN: 4 005880 005127
750ml/12本入り
Alc：11.8% 残糖：16.0g/l 酸：6.0g/l
スクリュー
フランケンで栽培比率の多いバッフスを使用。フルーティに仕上げたタイプ。マスカットや青りんごを思わせる香りと果実味、余韻に土
壌由来のミネラルを感じる。

クランツ リースリング ハルプトロッケン 1.000ml
2015 Kranz Riesling halbtrocken 1000ml
2264

生産地：ファルツ

生産者：クランツ

参考価格 税込価格
白・
やや辛口 ¥2,600
¥2,860
品種：リースリング

JAN: 4 260089 635807
1.000ml/12本入り
Alc：11.5% 残糖：17.6ｇ/l 酸：8.5g/l
スクリュー
青りんごや柑橘類を思わせる、とびきりフルーティな果実味と、香りからも感じる豊富なミネラル。良い意味で肩の力が抜けた、気軽
で少し甘みを残したリッターボトルのリースリング。

参考価格
2443 バッハラッハー リースリング カビネット ファインヘルプ
白・
やや辛口 ¥2,800
2018 Bacharacher Riesling Kabinett feinherb
生産地：ミッテルライン

生産者：ラッツェンベルガー

税込価格
¥3,080

品種：リースリング

JAN: 4 260015 645634
750ml/12本入り
Alc：11.1% 残糖：16.2ｇ/l 酸：7.0g/l
コルク
バッハラッハ村のぶどうを使用した、醸造所のベーシッククラス。少しだけ甘みを残した造りで、果実味が口いっぱいに広がる、ほんの
少し苦みを感じるまろやかなリースリング。

1 ページ

2224

シュロス フュルステンベルク リースリング ハルプトロッケン

2017 Schloss Fürstenberg Riesling halbtrocken
生産地：ミッテルライン

生産者：ラッツェンベルガー

参考価格 税込価格
白・
やや辛口 ¥3,100
¥3,410
品種：リースリング

JAN: 4 260015 645412
750ml/12本入り
Alc：11.6% 残糖：12.2ｇ/l 酸：6.1g/l
コルク
2016年より所有した11世紀頃の城の隣にある樹齢60年のぶどうを使用した、新しいシリーズの白。高樹齢で粘板岩土壌に深く根を
張っており、とてもミネラリーで柔らかく仕上がっている。

2535 ヴィニンガー ウーレン 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
2006 Winninger Uhlen Riesling AlteReben Spätlese feinhelb
生産地：モーゼル

生産者：R＆ベアーテ・クネーベル

参考価格 税込価格
白・
やや辛口 ¥7,500
¥8,250
品種：リースリング

JAN: 4 946661 765352
750ml/12本入り
Alc：13.9% 残糖：15.5ｇ/l 酸：6.1g/l
コルク
10年以上熟成させたリースリング。色も濃くなり、熟成リースリング特有の熟成香も感じられる。少しだけ甘みを感じるが、それ以上に
複雑味があるため、ドライに感じやすい。

ロゼ

やや辛口

ヴィラ・ヴォルフ ピノ・ノワール ロゼ
2018 Villa Wolf Pinot Noir Rose
2256

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
ロゼ・
やや辛口 ¥2,200
¥2,420
品種：ピノ・ノワール

JAN: 4 022214 171839
750ml/12本入り
Alc：11.3% 残糖：12.9ｇ/l 酸：6.2g/l
スクリュー
低温浸漬で少しだけ色付けした後、直接圧搾法にてプレス。淡い色合いで、ピュアで爽やか、非常にきれいにまとまっている、現地で
大人気のロゼワイン。醸造所の看板ワインの一つ。
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