
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 



 

 

 

  

今年2021年は、36年に一度の幸運期とのこと！ 

そう聞いただけで、何やらウキウキ♪ 

ちょっと幸せな気分になっている今日この頃です。 

 営業 藤崎 三恵子 

自粛生活に飽き、何か楽しいことがしたいー！となり

京都で時代メイクを体験してきました。イメージは江

戸後期のハイカラなお殿様。自分で言うのも何です

が、結構イケメン♡  営業 高橋 智子 

コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、良いこともありました。 

3 年余り放置した能勢の木代にある 2 反余りの畑。もう踏み込むこともできな

いのでは・・・見に行くことも恐れていた私。或る日、「ここなら素敵なプライ

ベートキャンプ場になるのでは」長女夫婦のつぶやきに背中を押され、老骨に鞭

打ち天気の良い週末は木代通い。妻は土木工事。私は草刈り機を担ぎ伸び放題の

雑草や笹の刈込。悪戦苦闘の甲斐あり、秋にはそれらしいキャンプ場となる。春

は清楚な山桜、夏にかけて鶯のさえずり、夏にはひぐらしのカナカナカナ、秋は

色鮮やかな紅葉。自然の良さを再認識できた巣籠奮闘記。 

                        会長 山野 寿 

会長の畑仕事のお手伝いを時々させていただいていま

す。一番最近では野ばらと格闘を繰り広げジーパンを

ボロボロにされました。   迫 晴朗 

今回はベッカーさんにZOOMを使って直接お

話を伺いました！新ワインへの拘りなど新情報

盛沢山です。是非ご覧ください♪                          

            営業 礒本 哲平 

今年も元気にドイツワイン、オーストリアワインを楽しもうと思ってます。  

白濱 美智枝 



 

 

 

 

  

先日、久しぶりに歯医者に行って奥歯を治療してもらいました。 

太って二重顎になっている僕は、仰向けで口を大きく開けると息がで

きないことに気が付きました。笑顔を心掛けて瘦せます。 

営業 大田黒 匡俊 

丑年48歳水瓶座。運勢が今年すごいらしいので今が一番

伸び盛り！と思い込んで色々挑戦します！     

代表 山野 高弘 

この１年は、いろいろ我慢の年でした。 

まだまだ続きますが、めげずに頑張りますよ (笑) 

また皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。 

                  営業 丸山 智矢 

次男が生まれ、酔っぱらってなんかいられない、てんやわんやの毎日です。 

夜に行う ZOOM イベントも、息子の睡眠妨害にならないよう、ドキドキし

ながらやっています。 営業 宮本 駿 

まさかのバーチャルハウスメッセ３回目！何回目まで続くのや

ら。まだまだ厳しい状況下にありますが、出来ることをコツコツ

と。いつでも上を向いて一緒に頑張っていきましょう！ 

                   稲毛田 元輝 



 

 

1 参考価格 税込価格

¥1,800 ¥1,980

2 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

3 参考価格 税込価格

¥4,300 ¥4,730

4 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

日常飲みに持ってこい！稲毛田的デイリーワイン圧倒的No.1のブラン・ド・ノワール！ドイツの冷涼さを活かした、まるで白ワインと

赤ワインの良いところだけを集めたかのようなワインが、なんとこのお値段。少しだけ残したピノの甘味に、涼しい産地で造られた

からこその程よい酸味が特徴の、様々なお料理に合わせやすい、コスパ抜群の1本です。

ドイツワインファンなら一度は飲んだでしょう。飲んでないって方は飲んでみてください。いや飲んでください。これがこの価格だな

んて、ハッキリ言って異常です。様々な料理に合わせやすく、程よいタンニンと酸味、アルコール感。更には凝縮した果実感、全

てにおいてパーフェクト、ドイツのピノのイメージを覆す、一番お勧めしたいピノ・ノワールです。

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）

シュラッター　マルテザーガルテン ヴァイサーブルグンダー　[SW]
白・辛口

マルクグレーフラーラント　シュペートブルグンダー
赤

 2018 Schlatter Maltesergarten Weisserburgunder [SW] 

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)
これまたヴァスマー醸造所。赤のイメージが強いですが、実はこの白ワインがきっかけで虜になってしまいました。石灰岩土壌由

来のミネラル感、力強くもエレガントな酸味、そして美しい果実味。そこに加わる樽のニュアンスが、絶妙なまでに調和した究極

の1本です。一度飲んだら病みつきになってしまいます。騙されたと思って是非1本！

 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）

アンゼルマン　ジーガレーベ シュペートレーゼ
白・甘口

 2018 Anselmann Siegerrebe Spätlese

生産地：ファルツ 生産者：アンゼルマン 品種：ジーガレーベ

ヘレンベルガー・ホーフの甘口ワイン代表と言えば、このワインでしょう！交配品種のジーガレーベ、その片親のゲヴュルツトラミ

ナー由来のライチの華やかな香り。飲んだら広がる、コクのある甘味を酸味が引き締めてくれる、この価格でこの完成度は他じゃ

真似できない最高の甘口ワインです。ワインが苦手な方もグイグイ飲めちゃう、まさに危ないお酒です！

5 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

6 参考価格 税込価格

¥2,800 ¥3,080

7 参考価格 税込価格

¥2,400 ¥2,640

数種類のぶどうが植えられた畑から一斉に収穫そして醸造（混植・混醸）という手法で造られるウィーン伝統のワイン。その味わ

いは余分なものをすべて削ぎ落したストイックな辛口ですが、いろんなぶどうの味が層になって感じられます。ミネラル味のある

牡蠣や蛤、かにや海老などの甲殻類との相性も良いと思います。

赤ワインが多い地域ですが、実は隠れたリースリングの銘醸地でもあります。　モーゼルやラインガウのリースリングと違い独特の

ニュアンスのある旨酒になります。ほとんどが地元消費で輸出はまだまだ少ないのが現状のようです。少しだけ感じる苦味がワイ

ンのフルーティーさを抑える要素で和食にも対応できるタイプです。

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、

５年以上の熟成を経て落ち着いた味わいになってきています。お醤油との相性がとても素晴らしいので家庭料理の王様、すき

焼きや餃子などでいかがでしょう。

 2015 Sankt M Riesling

生産地：ヴュルテンベルク 生産者：クレーブロン＆ギューグリンゲン 品種：リースリング

 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

レムベルガー ファインヘルプ 赤・
やや辛口

ウィーナー ゲミシュター・サッツ
白・辛口

 2018 Wiener Gemischter Satz

生産地：ウィーン 生産者：ヴィーニンガー
品種：GV、Wri、WB、Ri、Ch、SB、

Sil、Zie、Rg、Tr、Nb

ザンクト　Ｍ　リースリング
白・辛口

個別動画QRコード↑ 

個別動画QRコード↑ 

稲毛田のおすすめコーナー 

～入社 2 年目がオススメする虜になるワイン～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  丸山のおすすめコーナー 

～和食に寄り添う、抜群の食中ワインを選びました～ 
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8 参考価格 税込価格

¥2,300 ¥2,530

生産者：ロルフ・ハインリッヒ 品種：トロリンガー

これからの暑い季節に冷たくしておいしい赤ワインです。かち割り、ソーダ
割もおすすめ。渋みはまったくなく甘みのあるタイプです。

クール・トロリンガー 赤・
やや甘口 2018 Cool-Trollinger

生産地：ヴュルテンベルク

9 参考価格 税込価格

¥2,500 ¥2,750

10 参考価格 税込価格

¥2,800 ¥3,080

11 参考価格 税込価格

¥3,300 ¥3,630

12 参考価格 税込価格

¥3,500 ¥3,850

13 参考価格 税込価格

¥10,000 ¥11,000

14 参考価格 税込価格

¥17,000 ¥18,700

[カマーベルク]　ピノ・ノワール　
赤

シャルドネ　[ミネラル]
白・辛口

 2012 [Kammerberg] Pinot Noir 

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）

 2015 Chardonnay "Mineral"

生産者：フリードリッヒ・ベッカー 品種：ポルトギーザー

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

ゲルバー＆ゴールドムスカテラー
白・辛口

 2019 Gelb & Gold Muskateller

生産者：フリードリッヒ・ベッカー 品種：ゲルバームスカテラー、ゴールドムスカテラー

ベッカー ポルトギーザー　１０００ml
赤

ベッカー　ジルヴァーナー　1000ml
白・辛口

 2019 Becker Silvaner trocken 1000ml

生産者：フリードリッヒ・ベッカー 品種：ジルヴァーナー

 2016 Becker Portugieser 1000ml

生産地：ファルツ

ベッカー　グラウアーブルグンダー
白・辛口

生産地：ファルツ

生産地：ファルツ

 2015 Becker 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）

地元の方たちから愛され、ベッカー醸造所創業当初から造られているジルヴァーナーの1リッターボトル。『うちでは一番手に取り

やすいなワインだけど、上級ワインと同じだけの情熱を注いで作っているよ』とベッカーさん。ファルツでは非常に希少な古木のジ

ルヴァーナーも一部使用され、収量もしっかり落とすことで1リッターボトルとは思えない品質を獲得しています！

ベッカーさんのカジュアル1リッター赤ワイン。樹齢30年以上の古木を使用し大樽熟成。大粒で大味になりがちなポルトギーザー

ですが、さすがベッカーさん！ピノ・ノワールと間違うこともあるくらいの上品さと口当たりの優しさでついついグラスが進む美味し

さ。夏はちょっぴり冷やして飲むのもおすすめです。

ベッカーさんも『絵に描いたように完璧な年だった』と語り、実際に収穫されたブドウの熟度も完璧だった2015年。パワーで押すの

ではなくあくまでエレガントさを目指してしっかり酸を残しています。今がまさに飲み頃でしっかり旨みが乗ってきており、『食中酒と

して是非楽しんで欲しい！』とベッカーさんも太鼓判の熟成ワイン。

まるで収穫期の畑で香ったブドウそのものの香りが楽しめるムスカテラー種を2種類ブレンドしたアロマティック辛口ワイン。ベッ

カーさん曰く『香りだけでも存分に楽しめるワイン』。収穫期も遅く、濃密なアロマが特徴のゴールドムスカテラーと、さわやかなアロ

マのゲルバームスカテラーを巧みにブレンドすることで"味良し香り良し"なワインに仕上がっています。

ベッカー醸造所の、現段階で最上級のシャルドネ。1級畑という超優良区画、古木、超低収量、そして伝統的な生産方法により

“フレッシュさ、エレガンス、長期熟成に耐えるポテンシャル”全てを獲得したベッカーさん自慢のシャルドネです。『ブルゴーニュ

のプルミエクリュ以上のワインと比べても遜色ない出来だよ』とベッカーさんもニヤリ♪

『2012年は2015年と同じく完璧な年、より凝縮感のある年だった』と語るベッカーさん。収穫期もほとんど雨が降らずにストレスな

く完璧なブドウが収穫できたそうです。長期熟成が期待できるポテンシャルを秘めたワインですが今ようやく飲み頃に差し掛かりつ

つあります。このワインを開けるときは是非ゆっくりと時間をかけて、とてつもなく充実した果実感と奥行きを感じてください！

生産地：ファルツ

個別動画QRコード↑ 

 

 

 
 

礒本のおすすめコーナー 

～深掘りベッカー！ZOOM でインタビューしました♪～ 
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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） 



 

 

15 参考価格 税込価格

¥15,000 ¥16,500

16 参考価格 税込価格

¥4,300 ¥4,730

17 参考価格 税込価格

¥5,000 ¥5,500

18 参考価格 税込価格

¥4,500 ¥4,950

ヴァスマー醸造所を訪問すると必ず連れて行ってくれる自慢の畑。ヴァスマーさんのトップキュヴェです。熟成はもちろん、今開

けても豊かに果実やスパイスの香りが広がる素晴らしいワインです！

”ピュアミネラル”　リースリング　
白・辛口

ドッティンガー カステルベルク ピノ・ノワール ［GC］
赤

陰に隠れた名品です！名前の通りミネラル感にあふれた味わい。保温性のある赤色砂岩の影響によるふくらみのある果実味と

リースリングの綺麗な酸が非常に心地よいです。

 2017 Riesling [pur mineral] 

生産地：フランケン 生産者：ルドルフ・フュルスト 品種：リースリング

 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 品種：ピノ・ノワール

ノイエンアーラー　シュペートブルグンダー
赤

 2017 Neuenahrer  Spätburgunder 

生産地：アール 生産者：クロイツベルク 品種：シュペートブルグンダー

クロイツベルク醸造所は、アール地方の５指に入る優良生産者です。甘酸っぱい印象のワインですが、しっかりと果実味を感じる

ワインです。是非、大きめのグラスでお楽しみください！

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

 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

当主フィリップさんの祖母が、「もしも、ダウテンプレンツァーのショイレーベを抜いたら畑ごと売り払うからね！」とショイレーベを守り

抜き、樹齢70年にも達する究極のショイレーベ。飲まなきゃ損です！

19 参考価格 税込価格

¥2,600 ¥2,860

20 参考価格 税込価格

¥4,600 ¥5,060

 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

モーゼルリースリングの素敵な魅力が手軽に味わえる、ローゼンさんならではのありがたい1本。ヴェーレナーゾンネンウーアも含

む、青色粘板岩土壌のぶどうを使用しており、優しい果実味、繊細な酸、ミネラル感が調和した美味しさが十分楽しめます。い

ろいろな野菜、シンプルな味付けの魚介のお料理、シャルキュトリ、エスニック料理、柑橘の風味、など幅広く合います。

オーストリア最冷涼の畑シューンはキラキラ雲母を含んだシスト土壌で、テラス状の名前の通り美しい景観。2018年ヴィンテージ

が最優秀フェーダーシュピール賞を受賞。決して華美ではない、白い花のような優しい香り、柑橘の風味の中にバナナのような

果実味も。はじめは鉱物的なミネラルを強く感じますが、だんだん果実のボリュームが上がってきます。唯一無二のエレガントで

洗練されたグリューナーヴェルトリーナーです。

シューン　グリューナー・ヴェルトリーナー　フェーダーシュピール
白・辛口

【ドクター・ローゼン】　リースリング　トロッケン
白・辛口

 2019 Schön GrünerVeltliner Federspiel

生産地：ヴァッハウ 生産者：ヘーグル 品種：グリューナー・ヴェルトリーナー

個別動画QRコード↑ 

個別動画QRコード↑ 

 

大田黒のおすすめコーナー 

～大田黒と巡るドイツ周遊ワイナリー訪問の旅！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三恵子の部屋 
～飲み飽きしないワインばかり揃えています～ 
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21 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

22 参考価格 税込価格

¥4,000 ¥4,400

 2019 Leiner Spätburgunder [handwerk] 

生産地：ファルツ 生産者：ユルゲン・ライナー 品種：シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）

 2017 Blaufränkisch Burgenland

生産地：ミッテルブルゲンラント 生産者：モリッツ 品種：ブラウフレンキッシュ

「孤高の天才」と言われるモリック醸造所当主ローラント・フェリヒさんが心血を注ぐブラウフレンキッシュのベーシッククラス。凝縮

した豊かな果実味、シルキーでなめらかなタンニン、僅かに感じる山椒や紫蘇のようなスパイシーな風味と塩っぽいミネラルがた

まらない、他には探せない味わい！杯を重ねるごとに魅力が増し、大きな包容力を感じます。いろいろなお料理に合いますが、

和食との相性が素敵です。

赤

ドイツのビオディナミ界を牽引する若手生産者ライナーさんのクリーンでナチュラルなピノ。石灰岩土壌の畑の葡萄をオークの古

樽での熟成。しなやかで、力強く芯があり、旨みたっぷり、スルスル飲めちゃう「うす旨」ピノ・ノワール。土壌由来の塩味も感じら

れ、余韻に広がります。抜栓してから楽しめる時間が長いのには驚きます！ピュアな果実味も最後まで感じられます。

シュペートブルグンダー　「ハンドヴェルク」
赤

ブラウフレンキッシュ ブルゲンラント

23 参考価格 税込価格

¥4,000 ¥4,400

24 参考価格 税込価格

¥4,000 ¥4,400

25 参考価格 税込価格

¥3,300 ¥3,630

26 参考価格 税込価格

¥5,000 ¥5,500

ラッツェンベルガーさんが地元のレストラン用に、ほんの少しだけ生産しているピノ・ノワール。粘板岩の風化土壌であるヴォルフ

スヘーレ畑のぶどうを主に使用。北の産地のピノ・ノワール独特の線の細さがありますが、低収量ならではの凝縮感がたまりませ

ん。熟成感が出てきているので、香りも豊かで思わずにやけてしまう、素晴らしいピノ・ノワールです！

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）

ラインガウの粘板岩土壌の急斜面で、リースリングとほとんど同じ条件で植わっているピノ・ノワールを使用。ブルゴーニュスタイ

ルではなく、あくまでもこの地域の伝統的な味わいのスタイルにこだわって造られています。力強い芯と硬質なミネラル、華やか

な果実味は、まさにブロイヤーさんのリースリングを思わせる味わい。大きめのグラスでブロイヤーさんを感じてみてください！

ブルゴーニュと酷似した赤い石灰岩土壌で造られるピノ・ノワールを使用したフーバーさんの村名入りワイン。ユリアンさんの代に

なり、どんどん洗練されたエレガントなピノ・ノワールに。品種の色気、土壌由来のミネラルが飾り気なくそのまま感じられる、なん

とも言えない繊細な石清水を思わせる味わいです。じっくり飲めば飲むほど、完成度の高さを実感できます！

「ルージュ」 シュペートブルグンダー
赤

 2016 [Rouge] Spätburgunder 

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）

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

ベッカー シュペートブルグンダー
赤

バッハラッハー　シュペートブルグンダー
赤

 2016 Becker 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）
小樽、大樽（１２００L、２４００L）で熟成させた、ベッカーさんのスタンダードクラスのピノ・ノワール。とても果実味豊か、柔らかなタ

ンニンを感じます。「うちの強みは石灰岩土壌だ！」と言うベッカーさんらしい、細く長く伸びるミネラルの余韻が、彼のこだわりを

物語ります。ヘレンベルガーのピノ・ノワールの切り込み隊長に相応しい赤ワインです！

 2014 Bacharacher Spätburugunder

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）

個別動画QRコード↑ 

 

 

 

 

 

 

 

宮本のおすすめコーナー 

～土壌でこんなに味わいが変わる！？ ピノ・ノワールの多様性～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

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） 



 

 

27 参考価格 税込価格

¥6,000 ¥6,600

生産地：バーデン 生産者：ベルンハルト・フーバー

 2016 Malterdinger Weisswein

品種：ヴァイサーブルグンダー＆シャルドネ

どちらもオークの木樽でじっくり寝かせた二つのワインを瓶詰の前にブレンドされた、ヴァイサーブルグンダー（ピノ・ブラン）60％、

シャルドネ40％のキュベ。キュベ（ブレンド）の真骨頂はいかに相方の個性をハーモナイズさせるか。ユリアン・フーバーの天賦の

才能がうかがえる作品。

マルターディンガー　ヴァイスワイン
白・辛口

28 参考価格 税込価格

¥2,800 ¥3,080

貴腐ぶどうを入れず、少し早めの収穫を行っているので、爽やかで酸の残るエレガントな辛口ワインに！

アプリコットやパイン、お花を思わせる甘く華やかな香りに癒されます♪　ワイナリーの家紋がカーネーションだということが発覚した

ので、そちらをでかでかとラベルにあしらってもらいました！

ネーゲレ　ゲヴュルツトラミナー　
白・辛口

 2020 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

29 参考価格 税込価格

¥2,600 ¥2,860

30 参考価格 税込価格

¥3,000 ¥3,300

31 参考価格 税込価格

¥4,300 ¥4,730

32 参考価格 税込価格

¥6,000 ¥6,600

風光明媚な世界遺産に登録されたバッハラッハ村のワインです。おとぎ話の中に迷い込んだような美しい町並みを見下ろす山

の急斜面にぶどう畑が広がります。甘いだけじゃなく質の高い際立った酸と抜群の透明感、まさにラッツェンベルガー節が炸裂し

まくりです。当主のお人柄をそのまま表現したような優しい味わいです。

ラベルがスタイリッシュに一新されました！ドイツワインじゃないみたい(笑)　こちらは「黄金の滴」の名を持つ銘醸畑のワインで

す。優しい甘みと非常に伸びやかな酸が心地良く、モーゼルワインのお手本のような存在です。1600年代から続く小規模生産

者で、そのほとんどが国内需要の為、世界では名前が知られていませんが、高品質ワインを生み出す素晴らしい造り手です。

ベッカーさんのゲヴュルツトラミナーは、よくあるこってり系のスタイルではなく、非常にきめ細かな質感でキレのある洗練された味

わいに仕上がっています。アルザス側の石灰岩土壌の畑、樹齢35年の古木を使用し、酵母とともにゆっくり6か月間ステンレスタ

ンクにて熟成しています。

15年近くの長い年月をかけ上品な丸みを帯びた熟成リースリングです。その滑らかさ、酸のきらめき、いつまででも味わっていた

い気品溢れる甘み、どこをとってもパーフェクト。お値段以上の価値があります！

※熟成ワインのため、コルクが少し柔らかくなっています。抜栓の際は必ずスクリューを真っすぐ挿し、ゆっくりと力を

加えて引き上げてください。

生産者：レナート・ファイト 品種：リースリング

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
白・甘口

2006 Winninger Röttgen Riesling AlteReben Spätlese

生産地：モーゼル 生産者：R＆ベアーテ・クネーベル 品種：リースリング

カスパー　Ｒ　リースリング
白・甘口

 2017 Casper R Riesling 

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

ゲヴュルツトラミナー　シュペートレーゼ　※5月初旬入荷予定
白・甘口

ピースポーター　ゴールトトレップヒェン リースリング シュペートレーゼ
白・甘口

Gewürztraminer Spätlese

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

 2019 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese

生産地：モーゼル

個別動画QRコード↑ 

個別動画QRコード↑ 

個別動画QRコード↑ 

会長 山野 寿のおすすめコーナー 

～フーバー！ フーバー！ フーバー！～ 

 

 

 

ちょっと休憩ＣＭコーナー 

～母の日におすすめしたいワイン、あります！～ 

 

 

高橋のおすすめコーナー 

～ようこそ甘美な世界へ♪～ 
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個別動画QRコード↑ 

33 参考価格 税込価格

¥7,000 ¥7,700

34 参考価格 税込価格

¥30,000 ¥33,000

35 参考価格 税込価格

¥8,000 ¥8,800

36 参考価格 税込価格

¥17,000 ¥18,700

37 参考価格 税込価格

¥30,000 ¥33,0002002 Bacharacher Kloster Fürstental Riesling Eiswein 375ml

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

エルデナー　プレラート　リースリング　ドライ　レゼルヴェ　アルテレーベン　ＧＧ

白・辛口
 2014 Erdener Prälat Riesling Dry Reserve AlteReben GG 

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

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

バッハラッハー　クロスター　フュルステンタール リースリング アイスワイン 375ｍｌ

極甘口

トレップヒェン（小階段）の名の通り、急斜面の畑に小さな階段が続いています。赤色粘板岩で覆われた真っ赤な畑。鉄分を含

む地層で、このような独特の色合いになっています。暖色でもあることから深みのある果実味と芯のある凛とした酸。ただ爽やか

なだけではない、一ひねりも二ひねりもある奥行きが感じられる辛口リースリング。1000Lのオーク樽にて1年熟成。

 2018 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

 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

2016 Erdener Treppchen 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

「これがモーゼルのロ〇ネ・コンティや！」「年をとったら最終的にはこの畑だけにしたい」などローゼンさんのこの畑に対する愛情

は尽きません。平均樹齢120年の古木から絞り出したような粒もまばらなぶどう。黄金色の果実が生み出す極上の雫から造られ

たリースリング。この品種の伝道師が放つ究極のドライ・リースリング。1000Lのオーク樽で2年熟成後瓶熟3年。年産2千本。

ツグミ横丁で有名なリューデスハイムの街から見える急斜面。三山と言われる、ラインガウが世界に誇るベルク（山）を冠する特

別な畑の一つ。ロットラントはライン川沿いに位置し、三山の中でも最も温暖でエキゾチックな南国の果実を思わせる凝縮感のあ

る辛口リースリング。5年以上の熟成を経て本領を発揮。

ブロイヤーさんが世界に誇る辛口リースリングの最高峰。毎年デザインの変わるアートラベルです。2018年は自然と人類の深い

つながりを表現、大地のミネラルを感じる味わいであることから畑に素足がのるデザインとなっています。温暖だった2018年です

が、ブロイヤーさんの不断の畑での努力により彼女の特徴であるきれいな酸とのバランスも見事です。

近年は温暖化の影響でなかなか作られなくなってきたアイスワイン。北方に位置するミッテルラインでは比較的生産されていま

す。特に冷涼な年2002年は十分な寒暖差があり、収穫をした12月でもぶどうが全く腐敗せず、健全な状態で残っていました。マ

イナス10度を下回る極寒の中で収穫。ほんの少量だけ作られた奇跡の凝縮感あふれる最高のデザートワインです。

※熟成ワインのため、コルクが少し柔らかくなっています。抜栓の際は必ずスクリューを真っすぐ挿し、ゆっくりと力を

加えて引き上げてください。

エルデナー　トレップヒェン リースリング　GG アルテレーベン
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

 

社長 山野 高弘のおすすめコーナー 

ご褒美ワイン～ヘレンベルガー史上最高！のワイン～ 
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モーゼル川の蛇行の様子（Ｄｒ.ローゼン醸造所等） 



 

 

38 参考価格 税込価格

¥2,800 ¥3,080

39 参考価格 税込価格

¥6,000 ¥6,600

40 参考価格 税込価格

¥2,200 ¥2,420

41 参考価格 税込価格

¥1,900 ¥2,090

42 参考価格 税込価格

¥1,900 ¥2,090

43 参考価格 税込価格

¥1,900 ¥2,090

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

バッハラッハー村のブドウを使用した、醸造所のベーシッククラス。ラッツェンベルガーさんが造るリースリングはクリーミーで芯が

あり、果実味が口いっぱいに広がる優しい味わいです。少しだけ甘みを残した中辛口で、和食、特に天ぷらとは相性抜群です。

2019 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

青リンゴを丸かじりしたような、チャーミングでフレッシュなやや甘口ワイン。クラシックなドイツワインを彷彿とさせる味わいです。だ

れでも楽しめる安心の味わい。

ラビット　リースリング　ゼクト　ブリュット
白泡・辛口

 ＮＶ  Rabbit Riesling Sekt brut

生産地：モーゼル 生産者：シュロス・アラス 品種：リースリング

コストパフォーマンス抜群のスパークリングワイン！タンク内二次発酵。リースリングならではのチャーミングな果実味。炭酸が強

めで後味はすっきり。あまり可愛くないウサギが目印。

ドクター・エル　リースリング (甘口）
白・甘口

キュヴェ　Ｌ ファインヘルプ 赤・
やや辛口 NV Cuvee L 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：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

１９８０年代のドイツでは新たな交配品種のブドウを使ってワインを造ることが流行していました。このワインはカベルネ・ソーヴィ

ニョン系の交配品種で、とってもマイナーな品種たちです。少し甘みを残して渋みを抑えているため、非常に果実味豊かで飲み

やすいタイプに仕上がっています。

 2018 Villa Wolf Dornfelder 

生産地：ファルツ 生産者：ヴィラ・ヴォルフ 品種：ドルンフェルダー

キュヴェ　「サロメ」　ゼクト　ロゼ ブリュット ロゼ泡・
辛口NV Cuvée [Salome] Rose 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：ピノ・ノワール

ヴィラ・ヴォルフ　ドルンフェルダー
赤

シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵、ドサージュはベーレンアウスレーゼの古いものを使用。孫であるサロメちゃんが生まれた年

に同じ名前を与えられたスパークリングロゼワイン。ノンヴィンテージ表記ですが、2010年のピノ・ノワールを100％使用していま

す。きめ細かな泡があり、フレッシュな酸とベリー系の香り、ほんのわずかに甘みを感じる。春らしい淡い色をしています。

ドルンフェルダーという品種は、皮だけではなく実まで赤い品種のブドウです。このワインはその特性を使って、果皮から色を抽出

する行程を控えめにし、赤ワインが苦手という方の渋みの原因であるタンニン分を控えることによって、ベリー系のフルーティーで

軽やかな味わいに仕上げています。このヴィンテージで終売です。

 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

個別動画QRコード↑ 

 

 ヘレンベルガー事務所チームおすすめコーナー 

～ただただ好きなんです…！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

特級畑ベルク・シュロスベルク（ゲオルグ・ブロイヤー醸造所） 



 

 

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。 


