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繊細で優しい味わいが飲む人の心と体を和ませてくれるドイツワインのコースです。
｀
「黄金の雫」という美しい名前のついた「ピースポーター ゴール ド 卜ロップヒェ
ン」の味わい深いシュペー トレーゼ、粘板岩の急斜面にある一流畑「グラーハー
ヒンメルライヒ」からのエレガントなカビネット、さらにシャル ドネを使つた珍しい

」´/Course毎 月4′ 400円 (税 込)× 5回

アイスヴアインなど、様々なスタイルの ドイツワインをお楽しみください。

リング クーベ…アー
葡萄 品種 :リ ース リング
ドイツ・モーゼル /KA348
¥1,650

生産者 :ト ーマス バルテン
トーマス バル テンはモ ー ゼ
ル中流域のプラッテン村でワイ
ン造 りをする家族経 営の生産
者 です。発酵 には天然酵母 を
使 い、粘板岩 の急斜面で育つ
葡萄から軽快な酸とフレッシュ
な果実味 のあるワインを生み
出しています。
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生産者 :ブ ルガマイスター ヴェーバー

16世 紀よリラインヘ ッセンの
ル ドヴィヒスヘーエでワイン造
りをする家族経 営の生産 者で
す。モリムスカー トは早 く摘み
すぎると苦み が 出るため収穫
時期 に注意 しています。 卜ロピ
カルフルーツの甘い香り、程よ
い酸と果実味が魅力的です。

シュペートレーゼ

ヒンメルライヒ カビネット

葡萄品種 :リ ースリング
ドイツ・モーゼル/KA593
¥2′

ク

葡萄 品種 :モ リオ ムスカー ト
ドイツ・ラインヘ ッセン/´ K606

葡萄 品種 :リ ース リング

/生 産地域 :ド イツ・モーゼル /KA579
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生 産 者 :ケ ース

ゴール ドトロッフヒェン =「 黄
金 の雫」と言 う美 しい名 前 の
畑からのワインです。香り豊か、
自然な甘さと心地よい酸が感 じ
られます。熟 した黄色 の果 実
の要素が溌刺としたミネラルに
支えられています。

ヒンメルライヒ=「 天 国」とい
う名前のこの畑は、斜度か 50
度から 60度 の急斜面 にあり、
日当たりが良く、水はけも良い
場所にあります。非常にエ レガ
ントで綺麗な果実の甘さか感じ
られ、やさしく親 しみやすい味
わいのカビネットです。

葡萄 品種 :リ ース リング

白 :や や甘 口/生 産地域 :ド イツ・モーゼル /KA589
¥2,200
￨〉

繊細でエ レガントなスタイルが
特徴 のザールで産 するワイン
です。この エ リアの北部 にある
「ホフベルク (宮 廷山)
単一畑、
」の葡萄で造られます。リンゴ
や桃 が熟 したような典型 的 な
果 実の味わ いが心 地よいミネ
ラルと調和 しています。

モーゼル リースリング クーベ…アー
葡萄品種 :リ ースリング
ドイツ・モーゼル/KA656
¥1′
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フアルケンシュタイナ… ホフベルク カビネット
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ケステン村のヘ レンベルクとパ
ウリンスベルクの葡萄を使つて
います。若 々しい モーゼルの
リースリングの特徴が良く表れ
ています。少 し残糖を残したや
や甘口で、若いうちから楽 しめ
るワインに仕立てています。

トレップヒェン カビネット

葡萄 品種 :リ ース リンク
ドイツ・モーゼル /KA587

葡萄 品種 :リ ース リング

甘口/生 産地域 :ド イツ・モーゼル/KA446
・
¥2,310
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生産者 :マ イアーラー
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生産者 :カ ール
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エル デン村 の 「トレフ ヒェン」
(小 さな昇 り階段)と いう名前
は、急斜面の畑 に行 きやすい
ように作 られ た石 の階段 に由
来 しています。生き生きとして、
フルーティ、び りつとしたミネ
ラルの余韻があります。

葡 萄 の 精 度 か 程 よい 高 さ に
なつたところで収穫 します。一
部、貴腐菌の ついた葡萄を使
い、糖度と酸のバランスを保 つ
ようにしています=甘 さを感 じ
つつも決 して甘すぎない、素晴
らしい透明感を持ったカビネッ
トの魅力があふれています。

シユロスカペ レ カビネット

彬ラ

葡萄 品種 :フ ァーバー レーベ

ドイツ・ナーエ/K932
¥1′
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生産者 :マ イアーラー
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生産者 :ア ーデルスエック
ドイツで 30軒 しかなしヽドイツ
農産物協会が推薦するナーエの
生産者、アーデルスエックのワ
インです。白い花を思わせる華
やかなアロマとマスカットのフ
レッシュで ピュアな果実のフレ
イバーがたいへん魅力的です。

ベルク シャルド
ゴルト
ネ アイスヴァイン
葡萄 品種 :シ ャル ドネ
白 :極 甘 回/生 産 地域 :ド イツ・ラインヘ ッセン/KA537
容量 375ml/¥4′ 620
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エアバッハー ジーゲルスベルク シュペートレ…ゼ
葡萄 品種 :リ ース リング
白 :甘 □ /生 産地域 :ド イツ・ラインガウ/KA623
¥2′

530

蒻

Rudolf

生産者 :ク ラス
ラインガウのエアバ ッハ村でマ
ルコブルンと並ぶ一流畑、ジー
ゲルスベ ルク=「 秘密の山」か
らのワインです。ライン川のす
ぐ近 くにあり、日当たりが良く、
葡萄 が しつか りと完熟 します。
華やかな リースリングのアロマ
がとても印象的です。
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生産者 :ル ドルフ ファウス
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シャル ドネを使つた珍 しいアイスヴァインです。完熟 リ
ンゴや ドライフルーツなどたつぷりとした果実のアロマ
があります。 しつ りとした酸のおかけで、ワインに透
明感、フレッシュさ、そ して長期熟成のポテンシヤル
を与えています。
b｀

