Baden バーデン地域

Bernhard Huber
ベルンハルト・フーバー
ピノ・ノワール
フーバー醸造所が命を懸けるピノ・ノワールシリーズ。
マルターディンゲン村、ボンバッハ村、ヘックリンゲン村のぶどうを使用し、土地の味わいが反映された
上質でエレガントなワインを生み出しています。
2216

マルターディンガー シュペートブルグンダー

赤

2016 Malterdinger Spätburgunder
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

¥5,000

¥5,500

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 029332 160219
750ml/12本入り
Alc：12.8% 残糖：2.4ｇ/l 酸：5.8g/l
コルク
村名入りクラス。マルターディンゲン村の樹齢２０年前後のピノ・ノワールのみを使用。何度か使用した小樽での熟成。 樽の風味が強
く出ていない、ワイナリーの看板ワイン。

アルテレーベン シュペートブルグンダー
2016 【 Alte Reben 】 Spätburgunder
2369

生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

赤

参考価格

税込価格

¥10,000

¥11,000

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 029332 162015
750ml/12本入り
Alc：13.2% 残糖：2.1ｇ/l 酸：6.2g/l
コルク
マルターディンゲン村の高樹齢のぶどう（アルテレーベン＝古木）を使用した、プルミエクリュにあたるワイン。古樽70％、新樽30％の
熟成。風味豊かでより余韻も長くなり、熟成ポテンシャルも秘めているピノ。

2280

マルターディンガー ビーネンベルク シュペートブルグンダー [R] G.G.

2016 Malterdinger Bienenberg Spätburgunder [R] G.G.
生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

赤

参考価格

税込価格

¥13,000

¥14,300

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 029332 163012
750ml/6本入り
Alc：13.2% 残糖：2.4ｇ/l 酸：6.0g/l
コルク
ビーネンベルク畑のVDP指定のグランクリュの区画のぶどうのみを使用した、特級畑のワイン。古樽70％、新樽30％での熟成。コート
ドニュイとよく似た赤い石灰岩土壌で、土壌由来のミネラル・鉄分を感じる。

2250

ボンバッハー ゾンマーハルデ シュペートブルグンダー [R] G.G.

2016 Bombacher Sommerhalde Spätburgunder [R] G.G.
生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

赤

参考価格

税込価格

¥14,000

¥15,400

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 029332 164019
750ml/6本入り
Alc：13.3% 残糖：2.0ｇ/l 酸：6.1g/l
コルク
醸造所のあるマルターディンゲン村の北東、ボンバッハー村のVDP指定の特級畑のぶどうを使用。古樽70％、新樽30％での熟成。
鉄分の多い赤みを帯びた石灰岩土壌の上に表土があり、特級畑シリーズの中で最も果実味豊かでエレガント。

2302

ヘックリンガー シュロスベルク シュペートブルグンダー [R] G.G.

2015 Hecklinger Schlossberg Spätburgunder [R] G.G.
生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

赤

参考価格

税込価格

¥16,000

¥17,600

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 029332 155017
750ml/6本入り
Alc：13.5% 残糖：3.0ｇ/l 酸：6.0g/l
コルク
醸造所のあるマルターディンゲン村の北西、ヘックリンゲン村の凄まじい急斜面の特級畑。古樽70％、新樽30％での熟成。白くて硬
い石灰岩がむき出しになっている土壌。硬質で力強く芯があり、長期熟成型。

ヴィルデンシュタイン シュペートブルグンダー [R]
2011 Wildenstein Spätburgunder [R]
2330

生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

赤

参考価格

税込価格

¥30,000

¥33,000

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 029332 280184
750ml/6本入り
Alc：13.7% 残糖：3.3ｇ/l 酸：6.5g/l
コルク
ビーネンベルク畑の中で最も表土が薄く、かつてシトー派の僧侶が最初にピノ・ノワールを植えたとされる伝説の区画。凝縮感ととんで
もなく長い余韻、そして最上級ではあるが線は太くなくエレガント。フーバーワインの集大成。

2330 ヴィルデンシュタイン シュペートブルグンダー [R] ＧＧ
2012 Wildenstein Spätburgunder [R] G.G.
生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

赤

参考価格

税込価格

¥30,000

¥33,000

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 029332 280184
750ml/6本入り
Alc：13.5% 残糖：3.6ｇ/l 酸：5.9g/l
コルク
ビーネンベルク畑の中で最も表土が薄く、かつてシトー派の僧侶が最初にピノ・ノワールを植えたとされる伝説の区画。凝縮感ととんで
もなく長い余韻、そして最上級ではあるが線は太くなくエレガント。フーバーワインの集大成。

2240

ヴィルデンシュタイン シュペートブルグンダー [R] GG 1500ml

2013 Wildenstein Spätburgunder [R] G.G.
生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

赤

参考価格

税込価格

¥60,000

¥66,000

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 029332 280191
1500ml/1本入り
Alc：13.4% 残糖：1.9ｇ/l 酸：6.7g/l
コルク
ビーネンベルク畑の中で最も表土が薄く、かつてシトー派の僧侶が最初にピノ・ノワールを植えたとされる伝説の区画。凝縮感ととんで
もなく長い余韻、そして最上級ではあるが線は太くなくエレガント。フーバーワインの集大成。
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2240

ヴィルデンシュタイン シュペートブルグンダー [R] GG 1500ml

2014 Wildenstein Spätburgunder [R] G.G.
生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

赤

参考価格

税込価格

¥60,000

¥66,000

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 029332 146046
1500ml/1本入り
Alc：12.8% 残糖：2.5ｇ/l 酸：6.8g/l
コルク
ビーネンベルク畑の中で最も表土が薄く、かつてシトー派の僧侶が最初にピノ・ノワールを植えたとされる伝説の区画。凝縮感ととんで
もなく長い余韻、そして最上級ではあるが線は太くなくエレガント。フーバーワインの集大成。

白ワイン
２代目当主ユリアン氏が大改革を行った白ワインシリーズ。
樽の使用を控えめにし、洗練されつくした味わいに仕上げています。
2354 フーバー オーセロア

2017 Huber Auxerrois
生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

白・辛口

参考価格

税込価格

¥4,500

¥4,950

品種：オーセロア

JAN: 4 029332 170614
750ml/12本入り
Alc：10.9% 残糖：1.3ｇ/l 酸 ：6.4g/l
コルク
ステンレスタンクで熟成させた、フーバー醸造所の白ワインシリーズの中ではフレッシュで軽やかなタイプの白ワイン。爽やかなだけで
なく、まろやかでミネラリー、旨みがじっくり広がる。

フーバー グラウアーブルグンダー
2018 Huber Grauerburgunder
2314

生産地：バーデン
JAN: 4 029332 180316

白・辛口

生産者：ベルンハルト・フーバー
750ml/12本入り

参考価格

税込価格

¥4,700

¥5,170

品種：グラウアーブルグンダー(ピノ・グリ)
Alc：13.2% 残糖：1.3ｇ/l 酸：6.9g/l

コルク

何度か使用した小樽での発酵熟成をしているが、樽の風味は強くなく、ピノグリのまろやかな果実味をダイレクトに楽しめる。

2313

マルターディンガー ヴァイスワイン

白・辛口

2016 Malterdinger Weisswein
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：ヴァイサーブルグンダー＆シャルドネ

JAN: 4 029332 160417
750ml/12本入り
Alc：12.6% 残糖：1.8ｇ/l 酸：7.7g/l
コルク
ヴァイサーブルグンダー60％と若樹のシャルドネ40％を使用。何度か使用した小樽での熟成。非常に繊細で緊張感のある味わい。
長期熟成が期待できる。

ビーネンベルク グラウアーブルグンダー [GG]
2015 Bienenberg Grauerburgunder [G.G]
2248

生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

白・辛口

参考価格

税込価格

¥8,000

¥8,800

品種：グラウアーブルグンダー(ピノ・グリ)

JAN: 4 029332 150357
750ml/12本入り
Alc：13.0% 残糖：2.6ｇ/l 酸：8.1g/l
コルク
赤い石灰岩土壌の特級畑のグラウアーブルグンダーを使用、小樽での発酵熟成。荒搾りでの果汁を使用することにより、澱との接触
時間を長くとっており、より複雑な味ワイン楽しめる。

2529

マルターラー

白・辛口

2015 Malterer Weisserburgunder & Freisamer
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

¥8,000

¥8,800

品種：ヴァイサーブルグンダー＆フライザマー

JAN: 4 946661 795298
750ml/12本入り
Alc：13.5% 残糖：1.8ｇ/l 酸：8.1g/l
コルク
この地域でしか栽培されていない、濃厚な果実味を持つフライザマー(ジルヴァーナ×グラウアーブルグンダー)に、エレガントなヴァイ
サーブルグンダーをブレンド、新樽での熟成。力強く濃厚で樽の風味が広がる。エチケットは現地にある７ｍの絨毯。

フーバー ミュラートゥルガウ 1500ml
2015 Huber Müller-Thurgau 1500ml
2230

生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

白・辛口

参考価格

税込価格

¥8,800

¥9,680

品種：ミュラートゥルガウ

JAN: 4 946661 162304
1500ml/3本入り
Alc：12.7% 残糖：6.8ｇ/l 酸：7.3g/l
コルク
ステンレスタンクでの熟成。マスカットを思わせる香りで、軽やかながらも芯があり、スイスイ飲んでしまうにはもったいないワイン。ワイナ
リーのウェルカムワインとして少量生産しているものを特別にインポート。

ビーネンベルク グラウアーブルグンダー [GG]
2013 Bienenberg Grauerburgunder [G.G]
2248

生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

白・辛口

参考価格

税込価格

¥9,000

¥9,900

品種：グラウアーブルグンダー(ピノ・グリ)

JAN: 4 946661 762481
750ml/12本入り
Alc：13.6% 残糖：2.4ｇ/l 酸：7.5g/l
コルク
赤い石灰岩土壌の特級畑のグラウアーブルグンダーを使用、小樽での発酵熟成。荒搾りでの果汁を使用しているため、若干濁って
おり、澱の風味があるが、時間とともにふくよかな果実味がゆっくり広がる。

フーバー グラウアーブルグンダー 1500ml
2015 Huber Grauerburgunder 1500ml
2172

生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

白・辛口

参考価格

税込価格

¥10,000

¥11,000

品種：グラウアーブルグンダー(ピノ・グリ)

JAN: 4 029332 150340
1500ml/3本入り
Alc：13.2% 残糖：3.3ｇ/l 酸 ：8.1g/l
コルク
何度か使用した小樽での発酵熟成をしているが、樽の風味は強くなく、ピノグリのまろやかな果実味をダイレクトに楽しめる。2017年が
ラストヴィンテージ。

マルターディンガー ムスカテラー カビネット
2016 Malterdinger Muskateller Kabinett
2401

生産地：バーデン

生産者：ベルンハルト・フーバー

白・甘口

参考価格

税込価格

¥4,500

¥4,950

品種：ムスカテラー

JAN: 4 029332 160714
750ml/12本入り
Alc：9.8% 残糖：41.4ｇ/l 酸：9.2g/l
コルク
ステンレスタンクでの熟成。うっとりするほど華やかなマスカットの香り、ジューシーな甘みとキレのある酸のバランスがとれた、フーバー
醸造所唯一の甘口ワイン。
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ゼクト(スパークリング)
スティルワイン同様、果汁にこだわり、シャンパン製法、長期瓶内熟成を行っています。
ボトルは全て直筆サイン入り！
参考価格
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

¥6,000

税込価格
¥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。

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

生産者：ベルンハルト・フーバー

白泡・辛口

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。ノン・ドサージュ。

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。
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Martin Waßmer
マルティン・ヴァスマー
ホワイトアスパラガスで成功し、次なるチャレンジとして１９９８年に設立。品質の高い
ピノ系品種でその知名度はうなぎのぼり、さらにフーバー醸造所の醸造長だった
シュテファン・ベック氏も加わり、その品質をさらに高めました。２０１８年にはVinum誌において、
ドイツで最もコストパフォーマンスに優れたピノ・ノワール部門で優勝、快進撃は
留まるところを知りません。

ピノ・ノワール
ヴァスマー醸造所の最注力品種。しっかり熟したピノ・ノワールを使用、下のクラスから新樽を使用し、
グラマラスで華やかな味わいに仕上げています。
参考価格 税込価格
2217 ヴァスマー シュペートブルグンダー

赤

2017 Wassmer Spätburgunder
生産地：バーデン

生産者：マルティン・ヴァスマー

¥2,600

¥2,860

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 260111 760217
750ml/12本入り
Alc：13.3% 残糖：4.4ｇ/l 酸：6.3g/l
スクリュー
ヴァスマー醸造所のベーシッククラスにあたるピノ・ノワール。２～５回使用の２２５Ｌのオーク樽で醸造。イチゴやチェリーを思わせる
ピュアでチャーミングな果実味、軽やかできれいな酸を持つ。

マルクグレーフラーラント シュペートブルグンダー
2016 Markgräflerland Spätburgunder
2289

生産地：バーデン

生産者：マルティン・ヴァスマー

赤

参考価格

税込価格

¥3,000

¥3,300

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 260111 760170
750ml/12本入り
Alc：13.4% 残糖：3.6ｇ/l 酸：6.1g/l
コルク
ワインガイド「Vinum」にて最優秀コストパフォーマンス賞受賞。小樽での熟成。ピノ・ノワールに求められる果実味、色気、まろやかさ、
酸が、この価格ですべて揃っている、優等生ワイン。

2360

シュラッター マルテザーガルテン シュペートブルグンダー

2015 Schlatter Maltesergarten Spätburgunder
生産地：バーデン

生産者：マルティン・ヴァスマー

赤

参考価格

税込価格

¥4,500

¥4,950

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 260111 760200
750ml/12本入り
Alc：13.7% 残糖：3.5ｇ/l 酸：6.0g/l
コルク
畑名が入っているが、ブルゴーニュの村名入りクラスにあたるワイン。スタンダードクラスに比べ、色気はより一層増し、ふくよかでタン
ニンも心地よく複雑な味わいに。

2348

グロッターターラー ローター ブル シュペートブルグンダー [GC]

2015 Glotterthaler Roter Bur Spätburgunder [GC]
生産地：バーデン

生産者：マルティン・ヴァスマー

赤

参考価格

税込価格

¥11,000

¥12,100

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 260111 760453
750ml/12本入り
Alc：13.7% 残糖：3.3ｇ/l 酸：6.1g/l
コルク
所有する畑の中で最も標高の高い標高500メートル、岩がちな片麻岩土壌の特級畑。妖艶な香りに硬質なミネラル、繊細かつ芳醇
なボディを持つ個性派ピノ・ノワール。年産１０００本。

シュラッター マルテザーガルテン ピノ・ノワール [GC]
2014 Schlatter Maltesegarten Pinot Noir [GC]
2299

生産地：バーデン

生産者：マルティン・ヴァスマー

赤

参考価格

税込価格

¥12,000

¥13,200

品種：ピノ・ノワール

JAN: 4 260111 760262
750ml/12本入り
Alc：13.6% 残糖：2.1ｇ/l 酸：5.6g/l
コルク
少し表土がある石灰岩土壌の南向け緩斜面の特級畑。８０％新樽熟成。果実味が強く、華やかかつまろやか。風味豊かで力強いピ
ノ・ノワール。

2339

ドッティンガー カステルベルク ピノ・ノワール ［GC］

2015 Dottinger Castellberg Pinot Noir [GC]
生産地：バーデン

生産者：マルティン・ヴァスマー

赤

参考価格

税込価格

¥15,000

¥16,500

品種：ピノ・ノワール

JAN: 4 260111 760279
750ml/12本入り
Alc：14.0% 残糖：3.9ｇ/l 酸：5.8g/l
コルク
表土がほとてつもない石灰岩土壌の南向け急斜面の特級畑で、醸造所のフラッグシップ。パワフルで土壌由来のミネラル分を存分
に感じる、とんでもないポテンシャルを持つピノ・ノワール。
シロ

白ワイン
ピノ系品種を中心に、温暖な気候の恩恵をうけた、まろやかなワインを得意としています。
樽熟成のピノブランやシャルドネは、まるで上質なブルゴーニュワイン！
参考価格
2407 バートクロツィンガー シュタインクリューブレ ミュラートゥルガウ カビネット トロッケン
2018 Bad Krozinger Steingrüble Müller-Thurgau Kabinett trocken
生産地：バーデン
生産者：マルティン・ヴァスマー

白・辛口

¥2,400

税込価格
¥2,640

品種：ミュラー・トゥルガウ

JAN: 4 260111 760057
750ml/12本入り
Alc：11.9% 残糖：5.3ｇ/l 酸：5.7g/l
スクリュー
ステンレスタンクでの熟成。品種由来のマスカットを思わせる香り。温暖なバーデンならではのジューシーな果実味を持つ、フルー
ティで心地よい飲み口の辛口ワイン。
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2249

ヴァスマー ヴァイサーブルグンダー

白・辛口

2018 Wassmer Weißerburgunder
生産地：バーデン

生産者：マルティン・ヴァスマー

参考価格

税込価格

¥3,000

¥3,300

品種：ヴァイサーブルグンダー(ピノ・ブラン)

JAN: 4 260111 760156
750ml/12本入り
Alc：13.3% 残糖：1.9ｇ/l 酸：5.5g/l
スクリュー
シュラット、ラウフェン、エーレンシュテッテン３村の優良区画のブレンド。若木と古木を使用。収穫畑別に分けて醸造。ステンレスタン
クで発酵、乳酸化発酵後、熟成、ブレンド。ピノ・ブランらしいほんのり感じる苦みと上質な酸を持った爽やかな辛口。

マルクグレーフラーラント ソーヴィニョン・ブラン
2017 Markgräflerland Sauvignon Blanc
2338

生産地：バーデン

白・辛口

生産者：マルティン・ヴァスマー

参考価格

税込価格

¥3,300

¥3,630

品種：ソーヴィニョン・ブラン

JAN: 4 260111 760026
750ml/12本入り
Alc：13.1% 残糖：3.3ｇ/l 酸：7.3g/l
スクリュー
ステンレスタンクでの熟成。ソーヴィニョンブラン特有のパッションフルーツのような果実味とキレイな酸。青臭さはなく、しっかり熟した
ぶどうを思わせる味わい。

マルクグレーフラーラント シャルドネ [ＳＷ]
2017 Markgräflerland Chardonnay SW
2349

生産地：バーデン

白・辛口

生産者：マルティン・ヴァスマー

参考価格

税込価格

¥5,000

¥5,500

品種：シャルドネ

JAN: 4 260111 760293
750ml/12本入り
Alc：13.8% 残糖：1.1ｇ/l 酸：6.4g/l
コルク
新樽で発酵熟成。熟度の高いシャルドネを使用した果実味豊富なワイン。樽の風味がしっかり効いており、果実味とうまく調和して、
熟成にも期待できる味わい。SWは「セレクション・ヴァスマー」を意味し、ワンランク上のクラスを表す。

2513

ドッティンガー カステルベルク ヴァイサーブルグンダー [ＧＣ] シュペートレーゼ トロッケン

白・辛口

参考価格

税込価格

2016 Dottinger Castellberg [GC] Weißerburugunder Spätlese trocken
¥7,000
¥7,700
生産地：バーデン
生産者：マルティン・ヴァスマー
品種：ヴァイサーブルグンダー（ピノ・ブラン）
JAN: 4 946661 765130
750ml/12本入り
Alc：13.9% 残糖：1.2ｇ/l 酸：6.7g/l
コルク
グランクリュ区画のヴァイサーブルグンダーを使用、新樽で18か月熟成。20hl/haと、超低収量。ブルゴーニュの上質な白を思わせ
る、ハイレベルな白。

Trautwein
トラウトワイン
体に優しいワイン造りにこだわる1649年より家族経営で続く醸造所。
現当主が初めての子供を授かった1980年から、一切の農薬、化学肥料等の使用を止め、
有機無農薬栽培に転換。ドイツの環境食品団体「Bioland」に加盟。
2004年、国際的規格「Demeter」に加盟を許可。
2366 トラウトワイン シュペートブルグンダー

赤

2013 Trautwine Spätburgunder
生産地：バーデン

生産者：トラウトワイン

参考価格

税込価格

¥3,200

¥3,520

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

JAN: 4 946661 753663
750ml/12本入り
Alc：12.7% 残糖：1.0ｇ/l 酸：4.9g/l
コルク
大樽での熟成。カイザーシュトゥールの火山性土壌のピノ・ノワールを使用。淡い色合いで力強く、飲めば飲むほど旨みとミネラルを感
じる、クセになる赤ワイン。

2365

トラウトワイン グラウアーブルグンダー

2014 Trautwine Grauerburgunder
生産地：バーデン

生産者：トラウトワイン

白・辛口

参考価格

税込価格

¥3,200

¥3,520

品種：グラウアーブルグンダー（ピノ・グリ）

JAN: 4 946661 753656
750ml/12本入り
Alc：12.2% 残糖：2.2ｇ/l 酸：6.1g/l
コルク
ステンレスタンクでの熟成。カイザーシュトゥールの火山性土壌のピノグリを使用。しっとりとした、柔らかく優しい味わい。派手さはない
が、口の中で旨みがゆっくり広がっていくタイプ。

5 ページ

