
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

※ワインは 20 歳になってから。※飲酒運転は法律で禁止されています。※妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。 

バーチャルハウスメッセ会場 

動画ページへはこちらから！ 



 

 

 

  

次回はぜひ大阪の会場で皆さんにお会いし、 

たくさんお話ししたいです！   営業 藤崎 三恵子 

ドイツの空港のおみやげ屋さんで買ったお気に入り

の「裏ジャーマニー」Tシャツが、近ごろ笑っちゃう

ほどパッツパツです。そのパッツパツ具合を動画内に

てお楽しみください♡   営業 高橋 智子 

先月からワインの発注をかける度に「このような状況の下、ご注文をいただき

ありがとう」と生産者からのお礼の返信メール。 

皆様のおかげで発注できますことに感謝！      会長 山野 寿 

三十路も過ぎまして最近は健康志向。動画慣れを全く

しておりませんが、フランケン地域の個性的なワイン

の紹介を頑張ってます。   迫 晴朗 

世界トップクラスのピノ・ノワールの作り手、ベッカーさん。最先端

を走り続ける彼らですが、伝統を絶えずブラッシュアップすること

で革新にたどり着いています。常に僕たちを驚かせてくれる彼らの

ワインは必見ですよ！    営業 礒本 哲平 

会社では陰々社員です。が、外では（お酒を飲むと？！）、よく言えば賑やか

（実はうるさい）という実体を動画で演じてみました  白濱 美智枝 



 

 

 

 

  

このマスクすごいでしょ？お世話になっている方からのプレゼントで

いただきました。ユリアンも欲しがるフーバー醸造所ロゴ刺繍入り手

作りマスク。はい、自慢です。私の担当は、今回も大好きなヴァスマー

さんです。動画が苦手なサブリナさんも撮影してくださいました。 

緊張しながらも、頑張っているサブリナさんに癒されてください！ 

営業 大田黒 匡俊 

醸造所に行って美味しいワインはたくさんありますが、 

このワイン買う！って思うのは作り手さんの想いを 

ワインに感じられた時です。 

今回もそんなワインばかりご紹介します。  代表 山野 高弘 

会社帰りにちょっと立ち寄り、ほろ酔い気分で帰宅。 

こんなひそかな楽しみがなくなってしまいました。 

出張先でのお楽しみも・・・・。 

自粛は当然のことではありますが、 

何か新しいストレス解消が必要だと思い始めております。 

みなさんはいかがですか？       営業 丸山 智矢 

ラッツェンベルガーさんのワインはとにかく食事に万能です！ 

粘板岩土壌を最大限に反映させたぶどうを、長期低温発酵でクリーミーな 

ワインに仕上げているので、ワイン単体でも満足、食事と楽しむと、その調

和に大満足です！ぜひ試してみてください！！     営業 宮本 駿 

まさかコロナがここまで猛威を振るうとは。まさかのバーチャ

ルハウスメッセ２回目！流石に予想外でしたが、更にパワーア

ップしてお届けいたします。今回モーゼル地域の担当となりま

した。知らない方でも分かるよう、モーゼルを最初から丁寧にご

説明いたします。撮影緊張しました・・・。  稲毛田 元輝 



 

 

ゲオルグ・ブロイヤーコーナー 

～私には青い血が流れている！やっぱり大好きブロイヤー～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ラッツェンベルガー コーナー 

～柔らかで優しい味わいが心に沁みる～ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

1 参考価格 税込価格

¥2,900 ¥3,190

2 参考価格 税込価格

¥4,000 ¥4,400

3 参考価格 税込価格

¥3,400 ¥3,740

4 参考価格 税込価格

¥14,000 ¥15,400

 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
テレーザさんが動画にて話してくれていたラインガウの中でも比較的斜度が低いところのリースリングを使用した、ブロイヤーワイ

ンの基本となるシリーズ。暑かった2018年はそのことが吉と出ました。この醸造所ならではの生き生きとした酸がしっかりと残っ

た溌剌とした白ワインです。

ヘレンベルガー・ホーフ社長の私が最もおすすめするのがこのワイン。正統なるドイツワイン辛口リースリングの王位継承者のよう

な存在。凛とした存在感、気品あふれる酸。温暖だった2018年には分厚い果実味も加わり、ますますお買い得です。

ずっと白ワインとして販売していたシリーズをテレーザさんの一言で、ほんの少しだけ同じシュペートブルグンダーの赤ワインを最

後に加えることで色付けしたロゼワイン。ブロイヤーさんらしい酸がいきいき、果実味溌剌、骨格しっかりの細マッチョなロゼ。

辛口リースリングの代名詞、ブロイヤーさんの最高峰のワイン。1980年から続く、仏・ボルドーのムートンに次ぐ長い歴史を持つ

アートラベルを採用しています。分厚い果実味、豊かな酸、土壌からくる骨格のしっかりとした味わい。三位一体となった1本の

ピアノ線のように張り詰めた味わい。生産者の鉄の意志を感じます。12本のみ限定販売です。

「エステート」　ラウエンタール リースリング
白・辛口

「ソヴァージュ」　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

 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

シュペートブルグンダー　ロゼ
ロゼ・辛口

 2017 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）

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

5 参考価格 税込価格

¥3,100 ¥3,410

6 参考価格 税込価格

¥3,700 ¥4,070

7 参考価格 税込価格

¥4,000 ¥4,400

ラッツェンベルガーさんが新しく購入した急斜面の畑。樹齢60年のぶどうを使用。バッハラッハ村の畑のワインより若干クリー

ミーで酸もまろやか。熟した果実を思わせる果実味、高樹齢の樹ならではの複雑味とミネラルが凝縮された、この価格では考え

られないほどの品質を持つ、素晴らしいワインです！　入荷して少し時間が経ち、よりおいしくなりました！

瓶内二次発酵後、約4年熟成の、ヘレンベルガーの看板スパークリングワイン。2014年は例年より熟度が高く、色も濃いめでま

ろやかに仕上がっています。低収量のリースリングを使用しているので、果実味が豊富で、複雑味やミネラル感、そしてキレのあ

る酸もしっかり感じられます。　本当にお得なスパークリングです！！

リースリングのスパークリング同様、瓶内二次発酵、約4年熟成。リースリングより色は淡いものの、黒ぶどう由来の骨格と、

チャーミングな果実味が感じられます。リースリング大好きラッツェンベルガーさんは、このゼクトについてあまり多くを語ってくれ

ませんが、食事との相性も抜群で、フレッシュでバランスが良く、シャンパンと真っ向勝負できる味わいです！

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 白・
やや辛口 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 品種：リースリング

 2015 Bacharacher Pinot 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：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

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

バッハラッハー　ピノ　ゼクト　ブリュット
白泡・辛口
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南ドイツの伝統と革新 ベッカーコーナー 

～目指すは唯一無二、孤高の存在。ベッカー親子！～ 

 

 

 

 

 

  

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） 

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） 

8 参考価格 税込価格

¥4,800 ¥5,280

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年は最高品質のぶどうが採りたいだけ採れた、最高のヴィンテージ。熟した甘いマンゴーのような香りに心惹かれ、リースリ

ングの旨みが口の中で爆発します！　普段甘口を飲まない方にもぜひ飲んでいただきたいワインです。17年熟成の蔵出しワイ

ンですが、価格は現行ヴィンテージとほぼ変わらず・・・　いいんですか、ラッツェンベルガーさん！？

 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

9 参考価格 税込価格

¥2,500 ¥2,750

10 参考価格 税込価格

¥4,300 ¥4,730

11 参考価格 税込価格

¥3,300 ¥3,630

12 参考価格 税込価格

¥17,000 ¥18,700

生産地：ファルツ

[カマーベルク]　ピノ・ノワール　
赤

生産地：ファルツ

生産地：ファルツ

醸造所設立当初より沢山のファンに愛されている1リッターのジルヴァーナー。“醸造所を支えてくれたワインだから”と、古木を

大事に残し、こちらのワインにも一部使われています。南ドイツらしい豊かな果実感がありながらも、土地の滋味を感じられるお得

感いっぱいのワインです。開栓してからの日持ちが良いのも嬉しいところ。

ファルツのクラシックなグラウアーブルグンダー（ピノ・グリ）のスタイルをベッカーさんのフィルターを通してブラッシュアップ。世に

復活させたワイン。発酵前の果皮浸漬からくるキレイなピンク色、果皮由来のほどよいタンニン分、そしてそれがワイン全体にボ

ディ感も与えてくれています。透明感と厚みを同時に併せ持つバランス感覚は、プロからも絶大な人気を誇っています。

ベッカーさんのベーシッククラスのシュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）。2015年は温暖な年でいわゆるグレートヴィンテージ。

バラの花びらを思わせるような色気と艶やかさ、たっぷりとした果実感をしっかりと感じて頂けます。

隣接している街、アルザスのヴィーゼンブールの教会によりかつて所有されていたというグラン・クリュ。『カマー』とは宝物庫を

意味し、当時からもとっておきの畑、ワインであったことが伺えます。果実のピュアさ、透明感はあるのに図太い芯を感じます。ド

イツ最高峰とも称される所以がこれを飲めば理解できるハズです。

 2012 [Kammerberg] Pinot Noir 

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）

ベッカー　ジルヴァーナー　1000ml
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

ベッカー シュペートブルグンダー
赤

[カルクメルゲル]　グラウアーブルグンダー　
白・辛口

 2018 [Kalkmergel ] Grauerburgunder 

生産者：フリードリッヒ・ベッカー 品種：グラウアーブルグンダー(ピノ・グリ)

 2015 Becker Spätburgunder

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）
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穏やかな人柄に、燃える情熱！ヴァスマーコーナー 

～止まらないヴァスマー愛を、また大田黒が語る～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フーバー! フーバー!! フーバー!!! コーナー 
～いつも心はマルターディンゲン村に 高橋がお送りします～ 

 

 

 

 

 

 

13 参考価格 税込価格

¥2,400 ¥2,640

14 参考価格 税込価格

¥5,000 ¥5,500

15 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

16 参考価格 税込価格

¥11,000 ¥12,100

生産地：バーデン

 2018 Markgräflerland Chardonnay SW

生産地：バーデン 生産者：マルティン・ヴァスマー 品種：シャルドネ

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

白・辛口
 2018 Bad Krozinger Steingrüble Müller-Thurgau Kabinett trocken

生産者：マルティン・ヴァスマー 品種：ミュラー・トゥルガウ
”量”を取る為、交配された品種ミュラー・トゥルガウですが、ヴァスマーさんのミュラー・トゥルガウはヴァスマーさんらしく収量制

限をして”質”にこだわっています。しっかり冷やすと、そのフルーティな香りとみずみずしい爽やかさが楽しめます。苦みがドライ

な印象を与え、日常の食卓にぴったりです。

ミドルレンジのシャルドネです。心地良い樽香と石灰質のミネラルの香り。ふくらみのある果実味がありながらも、綺麗な酸が残

り、余韻には、鼻腔にふんわりと香りが抜けます。しっかりとした白ワインが飲みたいけど味わいの綺麗なものがいい！というご要

望にお勧めです。

マルクグレーフラーラント　シュペートブルグンダー
赤

マルクグレーフラーラント　シャルドネ　[ＳＷ]
白・辛口

Vinum誌、ワイナート誌等で高く評価され一躍話題となったピノ・ノワール。この価格帯ではありえないほどの香りの複雑さ、凝縮

感と余韻の長さを持ち、上のクラスに期待感を抱かせます。何本か揃えて寝かせて、何年か毎に飲んでみるのも良いかもしれ

ません。

 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）

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]
赤

 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 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

ローター・ブルは、ヴァスマー醸造所のトップレンジの中でも特異な性質を持つ畑です。黒い森にかこまれた標高500ｍの畑から

生み出されるピノ・ノワールは力強くもエレガント。空気に触れることで、より洗練された印象になります。片麻岩の力強さと冷涼

な気候による酸が見事なバランスを演出しています。

17 参考価格 税込価格

¥4,300 ¥4,730

18 参考価格 税込価格

¥4,700 ¥5,170

19 参考価格 税込価格

¥5,000 ¥5,500

 2017 Huber Müller-Thurgau 

生産地：バーデン 生産者：ベルンハルト・フーバー 品種：ミュラー・トゥルガウ

シュペートブルグンダーやシャルドネに注力するため、固い意思を持って抜いてしまおうと思っていたミュラー・トゥルガウでした

が、地元の根強いファンの猛反対にあい、樹齢15年と30年の優良区画の樹を少しだけ残すことになりました。かつて1リッター

入りで販売していたスイスイ飲めるタイプのものとは一線を画す、うまみたっぷりの進化系！

フーバー グラウアーブルグンダー
白・辛口

フーバー ミュラー・トゥルガウ
白・辛口

一杯口にしたらおつまみが欲しくなり、おつまみを食べたらまた一杯欲しくなる。そんなエンドレスループに迷い込んでしまいそう

な後引く美味しさ。ボリューム感を押し出す生産者が多い中、フーバーのこちらのピノ・グリは一部を古樽で熟成させたキレのあ

る酸が心地よいスマートタイプ。さあ、エンドレスループへようこそ。

 2018 Huber Grauerburgunder

生産地：バーデン 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)

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 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

ワインの裏ラベルに記されたワインの説明は、「おいしい赤ワインです」のみ。なぜそうしたかと言うと、それ以上例えようの無い

素晴らしいワインだったからです。立ち昇る香り、上質な酸、ボディバランス、長い余韻、どれをとっても文句なし。
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最古で最高な最冷涼産地 モーゼル コーナー 

～入社２年目の稲毛田が丁寧にご説明いたします～ 

 

 

 

 

 

 

 

酒飲みの住まう土地 フランケンワイン コーナー 

～倉庫＆内務の迫がお送りいたします～ 

 

 

 

 

 

  

20 参考価格 税込価格

¥16,000 ¥17,600

シュロスベルク＝城山の名を持つ、フーバーさんご自慢の急斜面のグランクリュ。もともとは段々畑だったところを、日照量を最

大限に得るためにダイナマイトで爆破して斜面に作り直したそうです。フーバーさんのグランクリュの中でも最も暑い畑のため、強

いエネルギーを感じつつも際立ったエレガンスは忘れない、ユリアン節炸裂の仕上がりです。

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.
赤

 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 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

24 参考価格 税込価格

¥2,300 ¥2,530

25 参考価格 税込価格

¥2,400 ¥2,640

26 参考価格 税込価格

¥3,500 ¥3,850

ゾンメラッハー　バッフス 白・
やや辛口

バッフスは[リースリング×ジルヴァーナー]×ミュラー・トゥルガウの品種交配によって生まれた品種です。早熟な品種で、果汁

濃度も上がりやすく、酸度は控えめでフルーティー。カジュアルで甘い花のような香りが特徴的です。やや辛口に仕立てられてい

て、お食事と合わせても、単体で飲んでも満足度が高いワインです。

 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

ゾンメラッハー　ドミーナ
赤

 2018 Sommeracher Domina 

生産地：フランケン 生産者：ゾンメラッハ 品種：ドミーナ
ドミーナはシュペートブルグンダー(ピノ・ノワール)×ポルトギーザーとの品種交配によって生まれた品種です。フランケン地域の

希少な赤ワイン。フランケンで大多数が造られている品種で、ベリー系の香りが特徴的です。十分な果実味がありタンニンは優

しめ。とても舌ざわりよい赤ワインに仕上がっています。

シュタインマン ジルヴァーナー シュペートレーゼ　トロッケン
白・辛口

 2016 Steinman Silvaner Spätlese 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
フランケンで一番栽培されている品種ジルヴァーナー。樹齢40年以上の古木のジルヴァーナーを使用し、大樽で熟成していま

す。香りから鉱物的なニュアンスを感じます。果実味豊かでミネラル感もかなり強め。非常にバランスがいいワインです。上級の

キュヴェなのにこのお値段。コストパフォーマンス抜群の一本！

21 参考価格 税込価格

¥1,900 ¥2,090

22 参考価格 税込価格

¥2,400 ¥2,640

23 参考価格 税込価格

¥2,600 ¥2,860

ドクター・エル　リースリング　ドライ
白・辛口

世界中にいるローゼンファンに、より低価格でデイリーな値段で飲んでほしいという思いで造られた、買い付けぶどうのDr.Lシリー

ズ。主にドイツ国外向けなので、現地では手に入らないワイン。レモンのような果実味を持つフレッシュ＆フルーティなドライリース

リング。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、コストパフォーマンス抜群のワイン。

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

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

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

世界中にいるローゼンファンに、より低価格でデイリーな値段で飲んでいただきたい思いで造られた、買い付けぶどうのDr.Lシ

リーズ。ついにゼクトが登場！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、少しだけ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エレガントな酸と豊かな果実味が特徴。

【ドクター・ローゼン】　リースリング　トロッケン
白・辛口

 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

ドクター・ローゼンの名を冠した、醸造所のスタンダードクラスのワイン。こちらは自家栽培のリースリングを使用しています。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

わせる優しい果実味に、冷涼なモーゼルならではのエレガントな酸やボディと長い余韻を持つ辛口リースリング。
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長ーい歴史を持つ、 

ヘレンベルク・ホーニッヒゼッケル協同組合醸造所 コーナー 

～同価格帯ワインを白濱が語る、美味しくて、お買い得、だから実際どうなのか、3 本飲み比べてみれば？～ 

 

 

 

 

 

 

 

ヴュルテンベルク地域の地酒 コーナー 

～地酒大好きの丸山がご紹介します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヴュルテンベルク ハイルブロン・ヴァルトベルクの畑（ロルフ・ハインリッヒ醸造所） 

30 参考価格 税込価格

¥2,400 ¥2,640

31 参考価格 税込価格

¥2,400 ¥2,640 2014 Samtrot Kabinett

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：ザムトロート

赤ワインの苦手な方にお勧めです。いちごやベリー系の香りとさわやかな甘みがあり、渋みはほとんど感じられません。冷やして

もおいしくいただける赤ワインです。

 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

レンベルガー ファインヘルプ 赤・
やや辛口

オーストリアではブラウフレンキッシュとして知られています。とてもきれいなルビー色、やわらかい口当たりでタンニンも少なめで

す。少し甘みも感じ華やかなイメージです。お醤油とよくあうので甘辛い味付けの和食でいかがでしょうか？

ザムトロート カビネット 赤・
やや甘口

27 参考価格 税込価格

¥1,800 ¥1,980

28 参考価格 税込価格

¥1,800 ¥1,980

29 参考価格 税込価格

¥1,800 ¥1,980

ウングシュタイナー ヘレンベルク　リースリング カビネット トロッケン
白・辛口

醸造所の看板リースリングワイン。ファルツ地方の温暖な気候で栽培しているので、リースリング種持ち味の酸も丸く、後味に南

国のフルーツ、パイナップルのような華やかな香りが感じられます。

 2017 Ungsteiner Herrenberg Riesling Kabinett trocken

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：リースリング

ファルツ　ブラン・ド・ノワール ファインヘルプ 白・
やや辛口 2019 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）

黒ぶどう品種シュペートブルグンダーから造られたワインなので、ほんのり赤みを帯びています。やや辛口に仕立てられているの

で、オールマーティに飲んでいただけるワインです。弊社で一番売れている！？大人気ワインです。

ファルツ　ドルンフェルダー ハルプトロッケン

 2015 Pfalz Dornfelder halbtrocken

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：ドルンフェルダー

『赤ワイン飲みたいけど、あの渋みが苦手だな』と思われてる方、赤ワインをこれから試してみたい方におすすめです。渋み（タ

ンニン）控えめ、ほんのりとした甘み。必ず美味しいと感じていただけます。少し冷やしてからお飲みください。

赤・
やや辛口
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魅惑の甘口ワイン コーナー 

～三恵子の部屋でおなじみの藤崎がご紹介します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 参考価格 税込価格

¥2,500 ¥2,750

33 参考価格 税込価格

¥1,900 ¥2,090

34 参考価格 税込価格

¥2,600 ¥2,860

35 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

36 参考価格 税込価格

¥4,500 ¥4,950

生産者：アンゼルマン 品種：ジーガレーベ

世界一酸の高いロゼといわれる「シルヒャー」をもっとポピュラーに、という思いから造られたこのシルカートは、爽やかな甘口で

微発泡のチャーミングなロゼ。キイチゴのような甘酸っぱい香りが口いっぱいに広がります。アルコールも低めなのでスイスイ飲

めてしまいます！女子ウケ間違いなしのお洒落なシュワシュワ♡　あらゆるシーンで楽しめます。

2018 Dr.L Riesling 

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
モーゼルリースリングの魅力がこのお値段で楽しめる、ローゼンさんならでは、コストパフォーマンス抜群の鉄板ワインです！青リ

ンゴのようなフレッシュな香りと自然な甘み、モーゼル特有のエレガントな酸味のバランスが素敵です。甘みはありますが、少し

スパイシーなお料理や油気のあるお料理ともよく合います。

ドクター・エル　リースリング (甘口）
白・甘口

ムスカリスはムスカテラーとソラリスを交配したPiwi品種（カビ菌耐性品種）。マスカットのような濃密な香りと黄桃のような蜜を感

じる十分な甘み、後味に少し感じる苦みが複雑さと、飲みごたえを感じさせてくれます。お値段以上に楽しめるデザートワインで

す。

シルカート ロゼ・泡
甘口 NV Schilcat

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：ブラウアー・ヴィルトバッハー

ジーガレーベはゲヴュルツトラミナーとフランスの食用品種との交配品種。ゲヴュルツトラミナーからくるライチのような華やかな

香りに魅了されます。口中では白桃やパイナップルのようなトロピカルな甘みがクラス以上に感じられます。塩気のある生ハムな

どの前菜や、デザートワインとしてチーズやスイーツと様々に楽しめるます。

小さな宝石箱と言われるナーエ地域に300年の歴史を誇るクルーガー・ルンプ醸造所。これはびっくり美味しすぎ！が最初に飲んだ感想。

美味しさにはちゃんと理由がありました。ショイレーベはリースリングとジルヴァーナの交配品種。普通は植えないグランクリュの畑に植わって

いて、しかも樹齢は60年から70年にも！口の中にいっぱいに広がる白桃のような香りと甘み、間違いなく最高のショイレーベです。

アウフタクト　ムスカリス　ファインフルヒテ
白・甘口

 2016 Auftakt Muscaris feinfruchtig

生産地：ラインヘッセン 生産者：アプトホフ 品種：ムスカリス

クルーガー・ルンプ　ショイレーベ　シュペートレーゼ
白・甘口

アンゼルマン　ジーガレーベ シュペートレーゼ
白・甘口

 2018 Kruger Rumpf Scheurebe Spätlese

生産地：ナーエ 生産者：クルーガー・ルンプ 品種：ショイレーベ

 2018 Anselmann Siegerrebe Spätlese

生産地：ファルツ
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 ヘレンベルガー・ホーフ伝統の３企画 

～モーゼル、バーデンに借り受ける、弊社だけの特別畑のワイン～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

~ぶどうの樹３本のオーナー～ 

いつ、どこで、誰が、どんな想いを込めて造ったワインなのか。そのこと

を余すことなくお伝えしたいという私たちの願いから始まった 

「ぶどうの樹 3 本のオーナー」の企画。 

南向け斜面に降り注ぐやわらかな日差しのように、心温まる情報を

季節ごとに生産者や畑の状況を絵葉書やホームページにてお伝え

しております。1 年間、ヨーロッパの畑の天候を気にしながら過ごす

のがオーナー会員様の醍醐味です。想いのたくさんつまったこのワイン

をぜひご家族、ご友人とともにお楽しみくださいませ。 

~フーバー バリック・クラブ赤マグナム～ 

ゴーミヨ誌の最優秀醸造家賞をはじめ、様々な賞を受賞しているフ

ーバー醸造所。現在世界市場でも入手困難とされており、年々そ

の価値は高まる一方です。今年も当主ユリアン・フーバーさんにお願

いして、マルターディンゲン村の特別区画の畑を２枚借り受け、無

濾過でマグナムボトルに瓶詰された特別なシュペートブルグンダー

（ピノ・ノワール）を造っていただきました。１本ずつにサインを入

れ、クリスマスカードを添えて１２月ごろにお届けします！ 

~フーバー バリック・クラブ白辛口～ 

ゴーミヨ誌の最優秀醸造家賞をはじめ、様々な賞を受賞しているフ

ーバー醸造所。今年も当主ユリアン・フーバーさんのご厚意で特別

区画の畑を借り受けることができました。樹齢４０年以上の特級畑

で、そこから徹底した収量制限を行うことで生み出される圧倒的な

品質の辛口白ワインを、ご予約限定でお届けいたします。 

通常のワインとは異なる発酵・熟成を経て瓶詰される、会員限定の

特別仕様です。贅沢な余韻をお楽しみ下さい。 
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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！～ 

 

 

 

 

 

 

 Sommerhalde               Bienenberg              Schlossberg            Wildenstein 

37 参考価格 税込価格

¥14,000 ¥15,400

38 参考価格 税込価格

¥13,000 ¥14,300

20 参考価格 税込価格

¥16,000 ¥17,600

39 参考価格 税込価格

¥30,000 ¥33,000

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.
赤

 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 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

フーバーグランクリュ4兄弟のマッチョな次男。1990年代終盤にフーバーさんが開墾したグランクリュ。斜度が45度にも昇るお城

沿いの畑。こちらは白い石灰岩に覆われています。真南向けの急斜面であることから日照量がグランクリュ中最も多く、水はけ

もよいことから顆粒も非常に小粒になります。力強い果実味と塩気を感じるミネラル感。堂々とした筋骨隆々のグランクリュで

す。

ヴィルデンシュタイン　シュペートブルグンダー　[R]
赤

 2011 Wildenstein Spätburgunder [R]  

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）

フーバーグランクリュ4兄弟の天才肌の末っ子。700年前にシトー派僧侶が発見した表土ゼロの赤みを帯びた石灰岩でびっしり

と覆われたグランクリュ。繊細な風味を感じますが、果実味、酸、ミネラル感が非常に高い位置でバランスをとっているためで

す。それぞれのグランクリュのいいところをより集めたような完全なバランスを誇るフーバーさんの集大成。11年はベルンハルト

さん作。

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.
赤

 2017 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 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

フーバーさんグランクリュ4兄弟の中では控えめでおしとやかな次女というイメージ。でもやっぱり芯はしっかりしています。最も黒

い森の奥深くに入り込んだ標高300メートルの畑は寒暖差を生み、森の肥沃な土壌と合わさり、繊細な酸とチャーミングな果実

味とが感じられるエレガントな味わいに仕上がっています。

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.
赤

 2017 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 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

フーバーさんグランクリュ4兄弟の頼れる長兄。フーバーさんが最も古くから所有している醸造所近辺のグランクリュ・ビーネンベ

ルクのぶどうのみを使用。鉄分の含有量が多い赤みがかった石灰岩土壌。樹齢が古く顆粒が小さいため、果皮からのタンニン

分やしなやかな渋みが感じられる長期熟成タイプの赤ワイン。今なら1日前に抜栓し、大きなグラスでゆったりと味わってみてく

ださい。
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