ィフ

ドイツワイン

1:2Course毎

月400円 込 5回
4′

(税

)×

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。

リンゲンフェルダ… リー

ェクス クーベ…アー
葡萄品種 ￨リ ースリング
ドイツ・モーゼル/KA578
Y2′ 200

生産者 :ケ ース キーレン
ケステナー バウリンスベルク
の葡 萄 を使 用 しています。斜
度 65度 、所有する畑の中で最
も急 な斜 面 にあ ります。黄色
い果実 の豊 かなアロマとエ レ
ガントな酸があります。余韻に
心地 よい 自然の果実の甘さが
広がります。

クーベーアー バ￢ド ラベル

1

葡萄 品種 :リ ース リング
ドイツ・フアル ツ//KA025

∞⊃⊂∞﹁
口月一ゝ﹄

0

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。
モーゼル、ラインガウ、フアルツ、ラインヘッセンと様々な産地で造られる個性豊か
な甘ロワインを集めました。一流畑「グラーハー ドームプロブスト」のカビネット、
気候変動の影響で近年はほとんど造られていない、たいへん貴重なアイスヴァイン

Yl′ 980

生産者 :リ ンゲンフェルダー
ラベ ル には、害虫か ら葡萄樹
を守る小鳥が描かれています。
生 き生 きとした 酸 が あ り、フ
レッシユでほのかな甘みの飲み
やすいタイフ。 リースリングの
個 性 が良 く表れ た、上 品な味
わいを楽しむことが出来ます。

ト カビネット
葡萄品種 :リ ースリング
モーゼル/KA585
ドイツ。

葡萄品種 :リ ースリング
ドイツ・モーゼル/KA591

Y2′ 200

Y2′ 420

生産者 :マ イアーラー

ード
生産者 :フ リ
リけィ
ルヘルムギムナジ帖

ケステンとオーザンの 2か 所
の 畑 の 葡 萄 か ら造 られ ます。
土壌 は灰色粘板岩 と青色粘板
岩で、触るとすぐに崩れてしま
う脆い土です。果実の甘さと酸
のバランスが素晴らしく、軽や
かで心 地よい味わ いが楽 しめ
ます.

グラーハ村 の特級 畑 「 ドーム
プロブス ト (司 祭長)」 は南西
向きのため、太 陽の光 が良 く
当たり葡萄 か しつかりと熟 しま
す。 パイナッフル や リンゴの果
実 に加え、この畑 に特徴 的な
スパイシーなミネラルを感 じら
れます。

自 :や や甘 口/′ 生産地域 ￨ド

葡萄 品種 :リ ース リンク
イツ・ラインガウ/KA621
¥1′

870

２ 月

１
１月

ドリッヒャ… り…スリング クーベーア…

デイーンハイマー シュロス

,-d-7-

葡萄品種 :ド ルンフェルダー
ドイツ・ラインヘッセン/K771
¥1′

760

生産1者

クラスはエアバッハ村にある家
族経 営の生産者で現在 はシュ
ロス フォルラーツをはじめと
する名門で経験を積んだマティ
アスがワイン造 りを行つていま
す。キー ドリッヒ村の葡萄から
造 られるこの ワインは フル ー
ティで優 しい甘さが魅力です。

しつかりとした濃い色合いを持
つ ドルンフェルダーはファル ツ
やラインヘ ッセンを中心に栽培
されています。熟 したチェリー
やブラックベ リーの豊かなアロ
マ、柔らかいタンニンと優 しい
甘さはどなたにも親 しみやすい
味わ いです。

∞⊃﹂
Ｏｏ﹂

﹂
ｏＯＥ

ルガマイスター ヴェーバー

生産者 :ク ラス

り…スリング クーベーアー
/生 産地域

:ド

:ブ

イレーベ シュペートレーゼ

葡萄 品種 ￨リ ースリング
イツ・モーゼル /KA469

:甘

¥2.530

葡萄 品種 :シ ョイレー ベ
口/生 産地域 :ド イツ・フアル ツ/KA614
¥2′

750

生産者 :ド クター ワクナー

生産者 :ベ ルンハル ト コッホ

父から伝統あるワイングー トを
造 りを引 き継 い だ娘 のクリス
ティアーネがワグナー家の味筋
を守つています。ザールらしい
レースのように繊細で ピュアな
味わ い、溌 刺 とした酸 がある
ので甘 口ですが食 事 にも良 く
合います。

フランスのアルザスにほど近い
ファル ツのワイングー ト、ベル
ンハル ト コッホでは日本人醸
造 家の坂 田千枝 さんがケラー
マイスターを務めています。カ
シスや ピンクグレープフルーツ
の爽やかな果実と酸 味が調和
した上質な甘みが魅力です。

２月 ﹂
ｏＯＥｏ
１

ケルナー アウスレーゼ
葡萄 品種 :ケ ルナー
′
′
K469
ドイツ・ラインヘ ッセン′

F喜 」
【

ンラン

.・

Y2′

200

ス料 金 の

生産:者 :フ ルガマイスター ヴェーバー
リース リングと卜回リンガーの
交配品種ケルナーは、 リースリ
ングに似た繊細でエレガントな
アロマがあります。まろやかで
深い甘さを程よい酸味が支え、
全体をうまくまとめています。

ゾンネンベルク シルヴアーナー アイスヴア
イン
葡萄 品種 :シ ル ヴアーナー
白 :極 甘 口/生 産地域 :ド イツ・ラインヘ ッセン/Kフ 29
容量 375ml ¥4′ 620

レク シュペ…トレーゼ
葡萄品種 :リ ースリンク
ドイツ・モーゼル/KA549
¥2′ 200

生産者 :ト ーマス バルテン
モーゼルのプラッテン村に 3代
続く家族経営の生産者です。栽
培や醸造 は出来るだけ 自然で
あることを心がけています。お
だやかな甘さと同時にリースリ
ングの持つ しつかりとした酸 が
ワインに活気を与えています。

生産者 :ハ インフリー ト デクスハイマー
デクスハイマ ー家はラインヘツセンのアルツアイでワイ
ン造 りをする家族経 営の生産者です。アイスヴァイン
は葡萄が凍つた状態で収穫 します。 しかし気候変動の
影響で造るのが大変難 しくなつており、大変貴重なワ
インと言えます。

