
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘレンベルガー・ホーフ(株) 〒567-0878 茨木市 蔵垣内 ２－１０－１５ 

TEL: 072-624-7540／FAX: 072-623-8703 

 

ワインの容量表記のないものはすべて７５０ｍｌです。 
リストの中で等級が略されています。表示のないものは、ドイチャー・クヴァリテーツワインです。 

K. カビネット S. シュペートレーゼ A. アウスレーゼ E. アイスワイン 
GG    グローセスゲヴェックス   NV    ノンヴィンテージ 

ｔ. トロッケン（辛口） ht. ハルプトロッケン（やや辛口） fh. ファインヘルプ （やや辛口） 



 

 

 

  

昨年の7月から楽しんでいる早朝のウオーキング。コースのメインは大正川の遊歩

道。丸々太った鯉の群泳、つがいの鴨、鷺、鵜、鳩、雀等、ここは動植物の楽園。

まさしく茨木のビオトープ。よくよく見ると楤が先に芽をつけているではないか。

その日は夕暮れにタラの芽の収穫ウオーキング。 

天婦羅にしてフーバー ヴァイサーブルグンダーとともにいただきました。予想外

の幸せ！           会長 山野 寿 

ささやかなお愉しみは、お天気の良い日、ベランダでランチ

すること。もう少し暖かくなったら、お気に入りのワインを

トワイライトタイムに！  藤崎 三恵子 

この引きこもりの状況でモチベーションを保つために、何か家でできる運動を！とい

うことで、Nintendo Switchのジャストダンスというゲームを購入。 

毎日息子と踊り狂っています。        営業 宮本 駿 

引きこもりながら、自宅で燻製にハマっております。いろいろ燻す

のが楽しいです。もちろんお酒に合いますので、酒量が大分増えた

気がします。一番はコスパ抜群の鳥です！  迫 晴朗 

営業最年長の丸山です。 

西日本を中心に活動しております。 

慣れないテレワークの中、新しいシステムにとまどいながら 

過ごしております。 営業 丸山 智矢 

最近オンライン飲み会をする機会が極端に増えまして、それに伴ってワインの消

費量が半端ないです。皆さんもくれぐれも飲みすぎにはご注意ください。…でも

お家ワインは最高ですね！！  稲毛田 元輝 



 

 

 

  

在宅勤務でまず意識したのはカラダのリセット。ファスティングから

始まり日に三度のお散歩、そして早寝早起きの規則正しい生活！唯一

変えてないのは飲酒量（笑）     営業 礒本 哲平 

外出自粛 → 営業在宅 → 内勤通勤 → 電車禁止 → 

マイカー通勤 → 内食美味 → 飲酒増量 →  

10時爆睡 → 5時起床 → 運動不足→増々醜体   

岡本 圭司  

Youtuberに続いて、インスタライブもするな

んて！30 年ぐらい若返った感じで、毎日が挑

戦の日々。早くみなさんと顔を合わせて飲みた

いものです。       代表 山野 高弘 

会社と家を真面目に往復してます。 

友達とのオンラインおしゃべりで気分転換しています。 白濱 美智枝 

今年の新たなチャレンジは「写経」です。文字の乱れは心の乱れ。乱れまくり

や難しいー願い事はもちろん、世界平和を祈りました。 営業 高橋 智子 

お腹周りと顎周りのお肉に渡独、結婚、在宅ワークという、連続トリプルパンチをくらい、いよい

よ入社当時+10 キロの大台目前まできました。この三食炭水化物が欠かせないわがままボディを

矯正すべく、まず３食を２食にし、炭水化物を減らすこと、運動を始めようと思います。皆様にお

会いした際に大田黒の原型が残るよう耐えしのぎます。     営業 大田黒 匡俊 

めでたく定年の日を迎えて、その後も会社のお手伝いをしていました

が、この感染症の騒ぎで、しばらく元気に休業中です。 

早く皆様のお顔か見れる日が来てほしい！   川前 美也子 



 

4 参考価格 税込価格

¥2,400 ¥2,640

5 参考価格 税込価格

¥2,500 ¥2,750

6 参考価格 税込価格

¥3,300 ¥3,630

 2017 Steinmann Silvaner Kabinett trocken

生産地：フランケン 生産者：クリストフ・シュタインマン 品種：ジルヴァーナー

ジルヴァーナーのワンランク上のクラス。樹齢25年～35年のぶどうを使用。少しビターでミネラル感豊富な辛口ワイン。

日本酒で言えば上出来のさっぱり辛口本醸造ですね。

ファルツでは珍しいジルヴァーナーの古木を使用。ステンレスタンクと、一部を大樽での熟成。地元のレストラン用に造られてい

るリッターボトル。毎日飲みたいさしずめ純米酒というところです。

ワイン名は「太陽のこしかけ」を意味し、そのとおり南向の急斜面の畑。２億年前の三畳紀の貝殻石灰岩土壌由来のミネラルが

存分に味わえる、ていねいな収穫制限の結果生まれた旨口ワイン。まさに吟醸酒です。

ベッカー　ジルヴァーナー　1000ml
白・辛口

シュタインマン ジルヴァーナー カビネット　トロッケン
白・辛口

 2017 Becker Silvaner trocken 1000ml

生産地：ファルツ 生産者：フリードリッヒ・ベッカー 品種：ジルヴァーナー

ランダースアッカー　ゾンネンシュトゥール ジルヴァーナー　(E.L.)
白・辛口

 2018 Randersacker Sonnenstuhl Silvaner E.L.

生産地：フランケン 生産者：シュテアライン＆クレニッヒ 品種：ジルヴァーナー

1 参考価格 税込価格

¥10,000 ¥11,000

例年お届けは5～6本です。現在、申込み受付中！会員様には、会員証及び年3回の畑便りをお送りし、ぶどうの成長をご覧いただ

きながらワインを待てるのが醍醐味です。

（詳細＆お申込みは別紙にて）

品種：リースリング生産地：モーゼル

白・甘口
2020 Kestener Paulinsberg Riesling

ぶどうの樹　3本のオーナー

3 参考価格 税込価格

¥10,000 ¥11,0002017 Huber Spätburgunder H 1500ml

フーバー　バリッククラブ　[Ｈ]　赤　マグナム

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）生産者：ベルンハルト・フーバー生産地：バーデン

赤

お届けは1.5Lのマグナムボトル1本です。現在、申込み受付中！100％ＶＤＰ指定のグランクリュ区画。特製の樽にて津城ワインとは

別に熟成。無濾過にて瓶詰。シリアル番号入りでクリスマスカード同封。

（詳細＆お申込みは別紙にて）

2 参考価格 税込価格

¥16,000 ¥17,600

生産地：バーデン

白・辛口
2018 Malterdinger Bienenberg Weisserburgunder trocken H

フーバー　バリッククラブ　[Ｈ]　白辛口

品種：ヴァイサーブルグンダー（ピノ・ブラン）生産者：ベルンハルト・フーバー

お届けは5本です。現在、申込み受付中！100％ＶＤＰ指定のグランクリュ区画。特製の樽にて12ヵ月、さらにオリとともにステンレス

タンクで6ヶ月以上熟成。フーバーさんの100％ヴァイサーブルグンダーが手に入るのは世界中でこの企画だけ！

（詳細＆お申込みは別紙にて）

ぶどうの樹３本のオーナー 

～ボトルの背景にある物語をお伝えしたい！2８年続く看板企画～ 

 
 
 
 
 

フーバーバリッククラブ 
～弊社とフーバーさんの絆企画～ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

いぶし銀 ジルヴァーナーコーナー 

～日本酒大好き、丸山がお届けします～ 
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※本企画は、2021 年 6 月頃のお届けを予定しております。 

※本企画は、2020 年 11 月頃のお届けを予定しております。 

※本企画は、2020 年 12 月頃のお届けを予定しております。 



 

11 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

12 参考価格 税込価格

¥5,000 ¥5,500

13 参考価格 税込価格

¥8,000 ¥8,800

”ピュアミネラル”　ヴァイサーブルグンダー
白・辛口

 2018 Weisserburgunder [pur mineral] 

生産地：フランケン 生産者：ルドルフ・フュルスト 品種：ヴァイサーブルグンダー(ピノ・ブラン)

マルターラー
白・辛口

 2015 Malterer Weisserburgunder & Freisamer

生産者：ベルンハルト・フーバー 品種：ヴァイサーブルグンダー＆フライザマー

 2018 Wassmer Weisserburgunder

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)

生産地：バーデン

丁寧に育てられた果実の芯の強さを感じることができます。ヴァスマーさんのヴァイサーと異なり、乳酸発酵は行っていないので

フレッシュでキレのある酸味が飲み飽きることなく、ついつい次の一杯に手を伸ばしてしまいます。お料理にも合わせやすい、フ

ランケンのスタイルが生きたヴァイサーブルグンダー（ピノ・ブラン）です。

　　　　　　　　　　　　　　　男は寡黙に（だまって）マルターラー！
　　　　　　　　　　　　　　　森の奥深くをさまよえる相棒。      会長　山野　寿

ヴァスマー ヴァイサーブルグンダー
白・辛口

醸造所近郊のシュラット、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です。 樹齢の高い樹も混じっており、収量

も制限している為、味わい深さも備えた爽やかなワインです！前回のハウスメッセで大人気だったヴァスマーさんのヴァイサーブ

ルグンダー入門編です。

7 参考価格 税込価格

¥2,700 ¥2,970

8 参考価格 税込価格

¥2,500 ¥2,750

9 参考価格 税込価格

¥2,800 ¥3,080

10 参考価格 税込価格

¥4,000 ¥4,4002017 Gewürztraminer Beerenauslese 375ml

生産地：ヴェストシュタイヤーマルク 生産者：ラングマン 品種：ゲヴュルツトラミナー

ネーゲレ　ゲヴュルツトラミナー　
白・辛口

 2019 Naegele Gewürztraminer 

生産地：ファルツ 生産者：ゲオルグ・ネーゲレ 品種：ゲヴュルツトラミナー

ゲヴュルツトラミナー　ベーレンアウスレーゼ　375ml
極甘口

ベッカー　リースリング＆ゲヴュルツトラミナー 白・
やや辛口

トラウトワイン ブラン
白・辛口

 2018 Becker Riesling &Gewürztraminer

生産地：ファルツ 生産者：フリードリッヒ・ベッカー 品種：リースリング、ゲヴュルツトラミナー

 2019 Trautwein BLANC

生産地：バーデン 生産者：トラウトワイン
品種：ムスカテラー30％、ミュラートゥルガウ25％

ゲヴュルツトラミナー25％、ヨハニター20％

ゲヴュルツトラミナーのほか香りの豊かな品種をブレンドしており、混ざり合った香りはまさに熟した桃！　おもわずニヤリとしてしま

う香りです。フルーティですが、糖分がたくさん残っているわけではないので、お食事中に気軽に飲んでいただけます。女性当主

らしい、かわいい見た目と味わいのワインですね♪

リースリングとゲヴュルツトラミナーを半分ずつブレンド。香り豊かなゲヴュルツトラミナーと、果実味豊かで爽やかなリースリングを

組み合わせることで、両品種のいいとこどりをした、素晴らしいワインが誕生しました。ベッカーさんが「この２つ混ぜたらみんな喜

ぶやろなぁ～」とニヤニヤしながら造っている図が想像できます。

今回唯一の辛口の単一ゲヴュルツトラミナー。とっても華やかな香りと果実味で、熟したマンゴーを思わせます。熟したゲヴュル

ツトラミナーは苦みがあることも多いですが、このワイ ンは本当に重くなくてキレイで、何杯でも飲めてしまいます。

オーストリアの最南端、ヴェストシュタイヤーマルクで造られる貴腐ワイン。ラングマンさんが「今まで造ったデザートワインで最高

の出来！」と豪語するだけあって、最高のバランス！　アプリコットジャムのような甘～い香りと果実味、とろけるような甘みのあ

とに、鮮烈な酸がビシッときいています。これでこの価格は、最初耳を疑いました。

 

みんな大好き ゲヴュルツ、ブレンドコーナー 

～ヘレンの知能派、宮本がご案内～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

味幅広し！ヴァイサーブルグンダーコーナー 
～ドイツから、福岡経由で大阪へ 大田黒が解説～ 
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16 参考価格 税込価格

¥2,500 ¥2,750

17 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

18 参考価格 税込価格

¥5,700 ¥6,270 2016 Chardonnay Select

生産地：ウィーン 生産者：ヴィーニンガー 品種：シャルドネ

一部は大樽で熟成させているものの、ステンレスタンクで熟成がほとんどなので、樽のニュアンスはほとんどありません。シャルド

ネの果実味を生かした、フレッシュな味わいに仕上げています。シャルドネ自体がそんなに特徴がある品種ではないので、透明

感のあるミネラルをストレートに感じます。上質な日本酒を飲んでいるみたいです。

シャルドネに惚れ込んだ新当主のアネさんが特級畑区画に植えた若木のぶどうを使用しています。新樽を20％使用しているだ

けあって、樽のニュアンスがほどよく感じられます。とても柔らかい飲み口で、フランスワインがお好きな方も安心して飲んでいた

だけます。アネさんのシャルドネ愛が感じられるワインです♪

シャルドネ　セレクト
白・辛口

トラウトワイン シャルドネ
白・辛口

「ミスターシャルドネ」と呼ばれているヴィーニンガーさんのワンランク上のシャルドネ。アルコール度数は14％あり、果実味も強

く、全体的なボリューム感はありますが、重すぎません。少しウイスキーのような感じもあります。時間をかけて大きなグラスで

ゆっくり飲んでいただくと、￥10,000クラスの味わいになってきますよ！

 2018 Trautwine Chardonnay

生産地：バーデン 生産者：トラウトワイン 品種：シャルドネ

ベッカー シャルドネ
白・辛口

 2018 Becker Chardonnay 

生産者：フリードリッヒ・ベッカー 品種：シャルドネ生産地：ファルツ

14 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

15 参考価格 税込価格

¥4,700 ¥5,170

生産地：バーデン

フーバー グラウアーブルグンダー
白・辛口

生産地：バーデン
2018年は良年だったものの温暖だった為、収穫を早めて酸を残すなど、トラウトワインさんの優秀さがはっきりと出た年です。火

山性土壌の特徴と、品種がもたらす味わいの柔らかさに癒されます。熟した蜜柑のような果実味と酸味がとっても心地良い、要

チェックワインです！

一般的なバーデンのクリーミーでふくよかなピノ・グリのイメージではなく、ユリアンさんらしくエレガントで硬質なミネラル分を感じる

味わいです。古樽のバリックを20％使用し、複雑味を与えてはいますが、その風味は主張しすぎることなく完全に溶け込んでい

ます。ユリアンファン必飲の一本！

 2018 Huber Grauerburgunder

生産者：ベルンハルト・フーバー 品種：グラウアーブルグンダー(ピノ・グリ)

トラウトワイン グラウアーブルグンダー
白・辛口

 2018 Trautwein Grauerburgunder

生産者：トラウトワイン 品種：グラウアーブルグンダー（ピノ・グリ）

コクと奥行き グラウアーブルグンダーコーナー 

～引き続き、大田黒がお届けします～ 

 

 

  

 

 

グイグイきてます シャルドネコーナー 

～再度登場 宮本です～ 
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世界遺産ミッテルラインのバッハラッハ村（ラッツェンベルガー醸造所） 



 

19 参考価格 税込価格

¥3,700 ¥4,070

20 参考価格 税込価格

¥1,900 ¥2,090

21 参考価格 税込価格

¥2,600 ¥2,860

22 参考価格 税込価格

¥2,900 ¥3,190

23 参考価格 税込価格

¥2,800 ¥3,080

24 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

25 参考価格 税込価格

¥4,000 ¥4,400

「エステート」　ラウエンタール リースリング
白・辛口

 2018 [Estate] Rauenthal Riesling 

生産地：ラインガウ 生産者：ゲオルグ・ブロイヤー 品種：リースリング

弊社社長山野高弘の人生を変えた1本。このワインを広めるためにドイツから帰ってきたといっても過言ではありません。ラインガウの東側、ライン川から離

れたラウエンタール村のぶどうのみを使用した、村名入りのリースリング。大樽とステンレスタンク半分ずつでの熟成。鮮烈な酸と硬いミネラル。キレッキレの

リースリング。このクラスをグランクリュとして出してもよいと賞される充実の味わい。

ウィーン リースリング
白・辛口

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

世界で唯一首都でちゃんとワインを造っている産地ウィーン。有名なのは昔から混植混醸のワインと単一品種ではこのリースリン

グ。ニュスベルクとビザンベルク、両地域のぶどうを使用。南国系フルーツの香りと硬質なミネラル、シャープな酸。ドライでタイト

なリースリングワイン。ドイツのリースリングよりも土地の温かみ、熱を感じる。

 2015  Wien Riesling

生産地：ウィーン 生産者：ヴィーニンガー 品種：リースリング

 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 品種：リースリング

「ソヴァージュ」　リースリング
白・辛口

 2018 [Sauvage] Riesling 

生産地：ラインガウ 生産者：ゲオルグ・ブロイヤー 品種：リースリング

このワインはミッテルライン（中部ライン）地域のバッハラッハという小さなかわいい街で造られました。

あの有名な「ローレライ」の上流約１０Ｋｍに位置します。「ファインヘルプ」という名前が入っていますが、これは「やや辛口」と

思っていただいて結構です。若干残した甘味は食事との相性にかかせない旨みです。

辛口リースリングの代名詞。ヘレンベルガー・ホーフの看板ワインの１つ。ラインガウの３つの村の比較的緩やかな斜面の畑から

とれたぶどうを使用。ステンレスタンクでの熟成。ワイン名は「野生」を表し、野性的な果実味と酸とミネラルが由来。リースリン

グシリーズのベーシッククラス。レモンをかけておいしそうなもの、酢の物、油ののった豚肉、鳥の皮つき肉などにぴったり。

【ドクター・ローゼン】　リースリング　トロッケン
白・辛口

ドクター・エル　リースリング　ドライ
白・辛口

モーゼル地方のリースリングのお手本のような１本。透き通るような透明感がありつつも心地よい余韻がいつまでも口の中に広

がる。中部モーゼルの青色粘板岩土壌の優良畑の自根のぶどうを使用。３.０００Lの大樽とステンレスタンクでの熟成。レモン

やライムを思わせる果実味に、冷涼なモーゼルならではのエレガントなボディ。ケース買いをするお客様全国で続出。

 2018 [Dr.Loosen] Riesling trcoken

生産地：モーゼル 生産者：ドクター・ローゼン 品種：リースリング

バッハラッハー　リースリング　ゼクト　ブリュット
白泡・辛口

 2014 Bacharacher Riesling Sekt brut

生産地：ミッテルライン 生産者：ラッツェンベルガー 品種：リースリング
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。すべて手動瓶、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。2014年はなんと8カ月も酵母とともにタンクで発酵していたため、いつもの感じより色が濃く、果実味

も豊かに仕上がる。泡の細かな感じはいつも通り。抜群の安定感を誇るうちのスパークリングの押しも押されぬ大エース。

2018 Dr.L Riesling Dry

生産地：モーゼル 生産者：ローゼン・ブラザーズ 品種：リースリング
もう何年連続でしょうか？ずっと変わらず弊社で最大の販売本数を誇る辛口リースリング。レモンのような果実味を持つフレッ

シュ＆フルーティな味わい。この価格帯ながら粘板岩土壌由来のミネラル分を十分に感じることができる、このお値段でこのお

味。ローゼンさんの「リースリングを世界に広めたい！」との気合が感じらる文句のつけようがないワイン。

世界最高峰 リースリングコーナー 

～お待たせしました 山野高弘、岡本がディープに語ります～ 
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26 参考価格 税込価格

¥4,500 ¥4,950

27 参考価格 税込価格

¥6,000 ¥6,600

「テラ　モントーサ」 リースリング
白・辛口

ブリュック リースリング フェーダーシュピール
白・辛口

ラテン語で急斜面を表すブロイヤーさんの上から2番目のワイン。エチケットは破れているように見えるが、金色に輝くラインガウ

の黄金の丘を表している。４つの特級畑のぶどうをブレンドしたいいとこどりのワイン。腐敗したぶどうは全て手作業で取り除き、

1200Ｌの大樽(シュトゥック樽)でゆっくりと寝かせた伝統の味わい。芯とボディが太くなり、力強くなっている。酸は少しなめらか

 2017 [Terra Montosa] Riesling 

生産地：ラインガウ 生産者：ゲオルグ・ブロイヤー 品種：リースリング

 2017  Brück Riesling Federspiel

生産地：ヴァッハウ 生産者：ヘーグル 品種：リースリング
濃い濃いの高アルコールワインが多いヴァッハウ地域にあって異彩を放つヘーグルさん。醸造所裏手の段々畑の急斜面、岩

がごつごつしている水はけの良い畑から収穫されている。熟度はあるものの、ヴァッハウ最冷涼畑ならではのエレガンスと酸を

感じるワイン。名工に研ぎ澄まされた日本刀のようなしなやかさと切れ味を併せ持つ極上のリースリング。

28 参考価格 税込価格

¥5,000 ¥5,500

29 参考価格 税込価格

¥6,000 ¥6,600

30 参考価格 税込価格

¥6,000 ¥6,600

31 参考価格 税込価格

¥4,800 ¥5,280

キュヴェ　「サロメ」　ゼクト　ブリュット
白泡・辛口

NV Cuvée [Salome] Sekt brut

生産地：ファルツ 生産者：フリードリッヒ・ベッカー 品種：シャルドネ
大人気の内に完売したこのゼクト、待望の新ロット入荷しました。今回はなんとシャルドネ100％、さらに洗練された奥行きのある

味わいに！瓶内二次発酵、４年以上の瓶内熟成による細かく美しい泡が魅力。抜群のキレと凝縮した旨みのバランスが素晴

らしい泡。ほとんどを大樽熟成し一部新樽も使用。『サロメ』はベッカーシニアのお孫さんの名前から。

ピノ　フライハイト
赤

ヴェーレナー　ゾンネンウーア リースリング GG　アルテレーベン
白・辛口

フライハイトはハインリッヒさんがナチュラルな新しいスタイルを追求するシリーズ。ファーストヴィンテージながら、洗練された完成度！ピュアな果実味と旨

味が口中いっぱいに広がります。決して重くなく、スイスイ進みます。ステイホームがハッピーになる、自信をもってお勧めしたい1本。ライタベルクのシスト

土壌の特級畑、エーデルグラーベンのピノ・ノワールを使用。天然酵母での発酵後、21か月500Lの古樽とアンフォラで熟成。

 2018 Pinot Freyheit

生産地：ノイジードラーゼー 生産者：ハインリッヒ 品種：ピノ・ノワール

2017 Wehlener Sonnenuhr Riesling GG AlteReben

生産地：モーゼル 生産者：ドクター・ローゼン 品種：リースリング

モーゼルの銘醸特級畑ヴェーレナーゾンネンウーア（＝日時計）で辛口に仕上げているのはローゼンさんのみ。樹齢1３0年以

上のぶどうを使用、１.０００Lの大樽で１年熟成後、瓶熟を１年行ってからリリースされる特別なワイン。青色粘板岩土壌からくる

桃のような果実味と、美しい酸。ほんの少し感じる苦み。エレガントすぎる唯一無二の食中酒です。

バッハラッハー　ヴォルフスヘーレ リースリング シュペートレーゼ
白・甘口

 2003 Bacharacher Wolfshöhle Riesling Spätlese

生産地：ミッテルライン 生産者：ラッツェンベルガー 品種：リースリング

記録的猛暑の2003、冷涼なミッテルラインでは素晴らしいヴィンテージに！娘さんのバースデーイヤーとも重なり、ラッツェンベルガーさんがたくさん瓶詰

めしてとっておいた秘蔵のデザートワインを分けていただきました。樹齢55年の古木から極端な収量制限をし大樽で発酵。温暖なヴィンテージを反映し、

果実味はふくよかで、ミネラル感に富んだ凝縮感のある味わい。15年熟成したとは思えないほどのフレッシュに楽しめます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三恵子の部屋 

～三恵子の好きなワインだけ～ 
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ザンクトパウル城と手前に拡がるグランクリュ・ザンクトパウル（フリードリッヒ・ベッカー醸造所） 
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32 参考価格 税込価格

¥1,800 ¥1,980

33 参考価格 税込価格

¥3,200 ¥3,520

34 参考価格 税込価格

¥2,000 ¥2,200

35 参考価格 税込価格

¥3,200 ¥3,520

36 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

37 参考価格 税込価格

¥3,300 ¥3,630

38 参考価格 税込価格

¥5,000 ¥5,500

39 参考価格 税込価格

¥5,000 ¥5,500

生産地：バーデン

赤
 2016 Malterdinger Spätburgunder

マルターディンガー　シュペートブルグンダー

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）生産者：ベルンハルト・フーバー
シトー派の僧侶が見初めた、ピノ・ノワール約束の地『マルターディンゲン』の名を冠した、フーバー醸造所の看板ワイン。力強く

も奥深く、口に広がる旨みはとてつもなく長く持続します。このワインの素晴らしいのは、それだけしっかりとしたコクがあるにも関

わらず、決して飲み疲れしないこと。細部にまでこだわり抜いた仕事のなせる、唯一無二の世界観です。

フュルスト　トラディション　シュペートブルグンダー
赤

 2017 Fürst Spätburgunder Tradition 

生産地：フランケン 生産者：ルドルフ・フュルスト 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

ドッペルシュトゥック　シュペートブルグンダー　
赤

 2016 Doppelstück Spätburgunder 

生産地：ファルツ 生産者：フリードリッヒ・ベッカー 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

ドッペルシュトゥックとは2400Ｌのドイツ伝統の熟成樽。樽の香りは控えめに、果実のトーンは優しく仕立てられています。

こちらのヴィンテージ今とっても状態良いです。ベッカーさんらしい色気、艶やかさを感じる芳香と旨みもしっかりと開いています。

2019年JAL国際線ビジネスクラス搭載ワイン。

ドイツを飛び越え、世界に名を馳せるピノ・ノワールのトップ・プロデューサーがフュルスト醸造所です。こちらは彼らのエントリーク

ラス。淡めの色調からは信じられないくらいの緊張感、そしてしっかりとした図太い芯を感じます。熟成させることで真価を発揮

することは間違いありませんが、とてつもないエネルギー、オーラを今の状態からもひしひしと感じることができます。

マルクグレーフラーラント　シュペートブルグンダー
赤

トラウトワイン シュペートブルグンダー
赤

間違いなく、今のヘレンベルガー・ホーフ生産者ラインナップの中でもトップクラスに勢いのある生産者です。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のこちら（ヴィンテージは違います）、凝縮した果実味、それを高め引き立てる

樽使いの上手さ。ブルゴーニュの超優良生産者の村名入りを飲んでいるかのような充実感を味わえます。

 2017 Markgräflerland Spätburgunder

生産地：バーデン 生産者：マルティン・ヴァスマー 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

 2016 Trautwein Spätburgunder 

生産地：バーデン 生産者：トラウトワイン 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

ヴィラ・ヴォルフ　シュペートブルグンダー　
赤

 2017 Villa Wolf  Spätburgunder 

ビオディナミ栽培による健全なブドウから、その素性の良さを全身で表現した癒し系ピノ・ノワール。『何も足さない、何も引かな

い』ことがモットーのひとつのトラウトワインさん。清々しさすら感じられる優しさと旨みに溢れた果実感にほんのりとした樽香。油

分をあまり使っていない、お野菜やお魚料理と頂きたいワインです。

生産地：ファルツ 生産者：ヴィラ・ヴォルフ 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

ヘレンベルガー・ホーフが誇るピノ・ノワールラインナップのエントリークラスを担い続けてきた1本。肩肘張らない、でも美味しいピ

ノが飲みたい！というかたにおすすめ。ほどよい樽感と果実の透明感が絶妙なバランスで成立しています。ワインに厳しいイギリ

スの評価紙で幾度となく高評価を得ている超実力派です。

シュペートブルグンダー　ロゼ
ロゼ・辛口

ファルツ　ブラン・ド・ノワール ファインヘルプ 白・
やや辛口

負けず嫌いの当主テレーザさんのこだわりが詰まった辛口ロゼ。ピノ・ノワール（黒ブドウ）を白ワインとして仕込んだ後に、1％だけ

同品種の赤ワインをブレンドすることでこのキレイな色合いを表現しています。現在こちらの2014年ヴィンテージは、味わいに熟

成からくる厚みと複雑味が感じられます。

 2014 Spätburgunder Rose

生産地：ラインガウ 生産者：ゲオルグ・ブロイヤー 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

 2018 Pfalz Blanc de noir feinherb

生産地：ファルツ 生産者：ヘレンベルグ・ホーニッヒゼッケル 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

ピノ・ノワール（黒ブドウ）で仕込まれたやや辛口の白ワイン。ブドウの繊細な果実感と皮から抽出される旨みやコクをゆっくり丁寧

に引き出して作られています。これぞ少数精鋭の協同組合がなせる業か！この価格、しかもピノ・ノワールを使ってよくここまで

手間をかけたものです。ほんのり残した甘みと品種由来のキレイな酸のバランスが素晴らしいです。

ワイン好きの着地点 シュペートブルグンダーコーナー 

～濃い赤はしんどくなってきた、礒本がお届けします～ 
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40 参考価格 税込価格

¥1,900 ¥2,090

41 参考価格 税込価格

¥3,500 ¥3,850

 NV Cuvee L feinherb

キュヴェ　Ｌ ファインヘルプ

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者：ヘレンベルグ・ホーニッヒゼッケル生産地：ファルツ

赤・
やや辛口

品種：ドルンフェルダー、ローゼンムスカテラー生産者：ジャン・ブシャー生産地：ラインヘッセン

赤・甘口
 NV DornRöschen Rot

ドルンレースヒェン　[眠り姫]　赤

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カベルネ・キュビン、レンベルガーとの交配で生まれた他2品種の

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

も渋みはほとんど感じられません。

果汁の濃いベリー系の黒ぶどう品種「ドルンフェルダー」と、ドイツでも数百株しか無い赤の甘口用の希少品種「ローゼンムスカ

テラー」をブレンド。あえてヴィンテージ表記が無いのは、生産者曰く「眠り姫は年を取らないから」だそう。薔薇の意味を持つ

ローゼンムスカテラーとベリーの味わいのドルンフェルダーを合わせた、上品な甘口の赤ワイン。

42 参考価格 税込価格

¥2,500 ¥2,750

43 参考価格 税込価格

¥1,900 ¥2,090

44 参考価格 税込価格

¥2,600 ¥2,860

45 参考価格 税込価格

¥4,200 ¥4,620

46 参考価格 税込価格

¥6,000 ¥6,600

2018 Dr.L Riesling 

ドクター・エル　リースリング (甘口）

品種：ブラウアー・ヴィルトバッハー生産者：ラングマン

品種：リースリング生産者：ローゼン・ブラザーズ生産地：モーゼル

白・甘口

生産地：ヴェストシュタイヤーマルク

ロゼ・泡
甘口 NV Schilcat

シルカート

2006 Winninger Röttgen Riesling AlteReben Spätlese

ヴィニンガー レットゲン リースリング アルテレーベン シュペートレーゼ

品種：リースリング生産者：ラッツェンベルガー生産地：ミッテルライン

白・甘口
 2017 Casper R Riesling 

カスパー　Ｒ　リースリング

品種：リースリング生産者：H.ケアペン

品種：リースリング生産者：R＆ベアーテ・クネーベル生産地：モーゼル

白・甘口

生産地：モーゼル

白・甘口
 2016 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese

ヴェーレナー ゾンネンウーア リースリング アウスレーゼ

初めての社内テイスティング会で、あまりのジューシーさに一同「これは反則技や！」とうなったワインです。世界一酸度の高い

ロゼワインと呼ばれる「シルヒャー」。それをより気軽に楽しんでいただくために、優しい甘みを残した微発泡タイプです。

生産者が憧れる生産者、まさに「リースリングの神様」と称されるエルンスト・ローゼンさんがプロデュースする、上質な酸が冴え

わたるお手頃ワイン。甘口ワインがまったく食事に合わないと思っている方にもぜひ試していただきたい。

ヨハンさんの持つ急斜面で、西日が良く当たる最良区画で造られた、食中酒でもデザートワインとしてもぐいぐい飲める優しい味

わいのリースリング。リースリングの酸味、旨味、甘味のバランスが絶妙に取れたワイン。

リースリング好きにはまるで聖地のような場所である、モーゼルの中心に位置する「日時計」の名を持つ急斜面の銘醸畑。

ぎゅっとつまった果実のうまみときらめく酸が上品に表現された2016年産です。

10年以上の長い時間をかけ上品な丸みを帯びた熟成リースリングです。デザートワインとしてでももちろん存在感のあるワインで

すが、赤ワインと合わせがちな赤身肉に、あえてこういった熟成リースリングを合わせると目からウロコです。

実はアメリカで大流行！甘口赤ワインコーナー 
～迫＆稲毛田の名コンビが語ります～ 

 

 

 

 

 

飲めば分かるその美味さ♪甘口ワインコーナー 
～真打登場、高橋と白濱がその魅力、お伝えします～ 
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47 参考価格 税込価格

¥2,300 ¥2,530

48 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

品種：ショイレーベ生産者：ヘレンベルグ・ホーニッヒゼッケル生産地：ファルツ

白・甘口
 2017 Cuvée Charleston

キュヴェ　”チャールストン”

品種：ジーガレーベ生産者：アンゼルマン生産地：ファルツ

白・甘口
 2018 Anselmann Siegerrebe Spätlese

アンゼルマン　ジーガレーベ シュペートレーゼ

完熟のパインや桃のような甘～い香りにうっとり❤フレッシュ＆フルーティーで飲んだ瞬間小躍りしたくなるような何とも軽快な

口当たり。キンキンに冷やしてぜひ休日の昼下がりからお楽しみいただきたいワインです。

癒やし系人気NO.1。華やかなバラやライチのような香りに一発ノックアウト間違いなしです。甘口ワインの良い所は、抜栓してから

の味持ちが長いためチビチビとお楽しみいただけます。でも・・・美味しすぎてあっと言う間に飲んでしまうかもしれません。

49 参考価格 税込価格

¥16,000 ¥17,600

50 参考価格 税込価格

¥10,000 ¥11,000

51 参考価格 税込価格

¥9,000 ¥9,900

52 参考価格 税込価格

¥16,000 ¥17,600

53 参考価格 税込価格

¥10,000 ¥11,000

54 参考価格 税込価格

¥18,000 ¥19,800

 2012 Ürziger Würtzgarten Riesling GG [Reserve] 

ウルツィガー　ヴュルツガルテン リースリング　GGR

品種：リースリング生産者：ドクター・ローゼン生産地：モーゼル

白・辛口

 2015 Hecklinger Schlossberg Spätburgunder [R] G.G. 

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.

品種：シャルドネ生産者：フリードリッヒ・ベッカー生産地：ファルツ

白・辛口
 2015 Chardonnay "Mineral"

シャルドネ　[ミネラル]

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）生産者：ルドルフ・フュルスト

品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）生産者：ベルンハルト・フーバー生産地：バーデン

赤

生産地：フランケン

赤
 2017 Klingenberger Spätburgunder

クリンゲンベルガー　シュペートブルグンダー

醸造所の所有するローゼンさんの家の真裏に広がる青色粘板岩土壌の畑のぶどうを使用したアイスワイン。冬の真夜中、-8度

未満で収穫された氷結ぶどうを絞り、そのエキス分のみを抽出。糖度だけでなく、酸度もしっかりとある高い位置でバランスが取

れた味わい。世界中が賞賛するアイスワインのお手本。

品種：リースリング生産者：ドクター・ローゼン生産地：モーゼル

極甘口
 2016 Dr.Loosen Riesling Eiswein 375ml 

ドクター・ローゼン リースリング　アイスワイン　375ml

品種：リースリング生産者：ドクター・ローゼン
ローゼンさんの収穫はぶどうを時には４つにも５つにも畑で選別して収穫します。これはバケツの横に本当に小さな白いコップをひっかけて、

そこに一粒一粒より分けた最高の貴腐葡萄のみを使用したもの。極上の原料をゆっくりとプレスして作られた最高の味わいはまさにエリジウ

ム（極楽）。リースリング由来の酸があるためフレッシュさも兼ね備えているトロッケンベーレンアウスレーゼ。

生産地：モーゼル

極甘口
 2015 Dr.Loosen Riesling Trockenbeerenauslese Elysium 375ml

ドクター・ローゼン リースリング　トロッケンベーレンアウスレーゼ　エリジウム　375ml

ローゼンさんのお爺さんはその昔辛口のみを樽に何年も寝かせてから瓶詰していた。そのレシピ通り忠実に再現されたリースリ

ングの辛口。中部モーゼルの銘醸の１つ、「薬草園」の名を持つ特級畑。樹齢100年以上のぶどうを使用、１.０００Lの大樽で２

年熟成後、瓶熟を３年行ってからリリースされる特別なワイン。火山岩土壌で、畑名通りスパイシーでまろやかなワインになる。

最近フリッツ君はシャルドネにぎらぎらと闘志を燃やす。その名の通り、由緒正しいこの土地の石灰岩土壌に植えられた樹齢27

年～34年のシャルドネを使用。表土が薄く、土地の味わいをしっかりと吸収。手摘み収穫、選果も手で行っている。バリック新樽

率100％で澱と共に熟成。新樽率100％にもかかわらず樽の風味が溶け込んだバランスの良い味わい。

山頂にあるお城の下に広がるテラス状の畑は見るものを圧倒します。真っ赤な赤色砂岩に覆われた土地であるこの村は、1646年にこのワ

インを絶賛する記録が残されており、フュルスト醸造所が2004年に購入。全房率30～40％、古樽で18ヶ月熟成。クリンゲンベルクのグラ

ンクリュ、シュロスベルクの村名格。華やかで厚みが感じられる。フュルストさんのワインは妖艶でつやっぽい。

2000年より、前当主ベルンハルトさんが一から開墾し、植えても植えても急斜面なために若木が枯れていった思い出深い畑。

斜度は30度以上の凄まじい急斜面の特級畑。白くて硬い石灰岩がむき出しになっている土壌。古樽70％、新樽30％での熟

成。硬質で力強く芯があり、長期熟成型。2015年は力強くも酸がしっかり支えている超優良ヴィンテージ。

 
 
 
 
 
 
 

 

ここぞという時の勝負なワインコーナー 

～これぞ最高峰！むしろ安い？！～ 
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55 参考価格 税込価格

¥10,000 ¥11,000

56 参考価格 税込価格

¥13,000 ¥14,300

57 参考価格 税込価格

¥8,000 ¥8,800

58 参考価格 税込価格

¥12,000 ¥13,200

59 参考価格 税込価格

¥14,000 ¥15,400

 2007 Breuer Sekt brut

生産地：ラインガウ 生産者：ゲオルグ・ブロイヤー 品種：ピノ・ノワール、ピノブラン、ピノ・グリ

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。2018年7月19日にデゴルジュマン（瓶

詰）なので、10年に渡って瓶内熟成。エチケットは陶器が一枚一枚手張りで貼り付けられている。

ラインガウ地域の東側に1990年からブロイヤーさんが単独所有している畑ノンネンベルク。南東向けに広がるブロイヤーさんの４つの特級

畑の１つ。朝日を浴びて夕日を浴びない分、日照量が抑えられ、ブロイヤーさんらしい酸が後味を締める。樹齢５０年前後の古木を極限ま

でに収量規制。1200Ｌの地域伝統のシュトゥック樽にて発酵熟成させた滋味深い辛口リースリングの最高峰。

ブロイヤー　ゼクト　ブリュット
白泡・辛口

 2017 Rauenthal Nonnenberg Riesling

生産地：ラインガウ 生産者：ゲオルグ・ブロイヤー 品種：リースリング

 2014 Rüdesheim Berg Rottland Riesling 

生産地：ラインガウ 生産者：ゲオルグ・ブロイヤー 品種：リースリング

リューデスハイムが誇る三山といわれる頭にベルク（山）を冠する特級畑産。ブロイヤーさん所有の中で最も標高が低く、ライン

河に近い畑。河からの日光の反射の影響も大きく、暖色である赤みを帯びた石が多いことから、一番ボディのある、少し南国

の果実を思わせるような力強い味わいのワインができる。1.200Ｌの大樽での熟成。ロットラントとは開拓地の意。

 2014 Rüdesheim Berg Roseneck Riesling

生産地：ラインガウ 生産者：ゲオルグ・ブロイヤー 品種：リースリング

リューデスハイムが誇る三山といわれる頭にベルク（山）を冠する特級畑産。リューデスハイムの特級畑の中で最も標高が高く冷涼なため、

一番エレガントなスタイル。ローゼンとはバラのこと。その昔病気に敏感なバラを畑の周りに植えていたことからこの名前となる。その名残か

少しバラの香りが感じられることも。５年間醸造所で寝かし、飲み頃を迎えてから出荷される蔵出しワイン。

リューデスハイム　ベルク・ローゼンエック リースリング
白・辛口

リューデスハイム　ベルク・ロットラント リースリング
白・辛口

ラウエンタール　ノンネンベルク　リースリング
白・辛口

 2017 Rüdesheim Berg Schlossberg Riesling 

生産地：ラインガウ 生産者：ゲオルグ・ブロイヤー 品種：リースリング

ドイツが世界に誇る辛口リースリングの最高峰。ラインガウの西側の最大斜度35度以上になる真南向け急斜面の特級畑産。

1980年から続く毎年変わるアートラベルで生産本数は毎年わずか3000本～4000本。力強さとエレガンスを兼ね備えた特別

なリースリング。前当主ベルンハルトさんが一番思い入れの強い畑で、一番眺めの良いところには今でも慰霊碑が。

リューデスハイム　ベルク・シュロスベルク リースリング
白・辛口

ハウスメッセ名物・ワインセミナーコーナー 

～弊社代表山野によるセミナーワインをご紹介！～ 
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