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」という意味を持つピースポーター ゴール ド トロップヒェン」の繊細
で美しいカビネットや、モーゼルの一流畑 「ヴェレナー ゾンネンウーアー」の華

ドイツワイン

やかで豊かな果実味tさ らに「グラーハー ドームプロブスト」のスパイスの効い
た味わいなど、様‐
々なスタイルを持つ ドイツワインの魅力を存分にお楽しみください。

Course毎 月4,400円 (税 込)× 5回
月

葡萄 品種 :リ ース リング
ドイツ・モー ゼル /KA348
¥1′

650

７ 月

４

｀
スリング クーベーアー

プロブスト カビネット
:ド

¥2′

420

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。

グラーハ村 の特級 畑 「ドーム
ブロブス ト (司 祭長)」 は南西
向きの ため、太 陽の光 が良 く
当たり葡萄が しつかりと熟 しま
す。バイナッフルや リンゴの果
実 に加え、この畑 に特 徴的 な
スパイスを感 じながらも軽快な
飲み国のカビネットです。

・
１

⊃﹁

ード
生産者 :フ リ
リゆィ
ルヘルムギムナカム
／

一

生産者 :ト ーマス バルテン

スト シュペー トレーゼ

｀
モーゼル リースリング クーベーアー

葡萄品種 ￨リ ースリング
ドイツ・モーゼル/KA592

葡萄 品種 :リ ース リング
モーゼル /KA656
自 :や や甘 口/生 産地域 :ド イツ 。

¥2,750

¥1′

980

Σ
一５ 月 ＞∞

ード
生産者 :フ リ
ルヘルムギムナジウム
リヒヴィ

生産者 :マ イアーラー

ブルゴーニュで言えばグランク
リュに相当するグラーハ村の特
級畑「 ドームプロブス ト (司 祭
長)」 の ワインです。南西 向き
の斜 面で太 陽の光 が良 く当た
るので葡萄が完壁 に熟 します。
かすかにスパイスを感 じるミネ
ラル感が心地よい 1本 です。

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。収穫 は手摘 みで行 しヽ
ます。若々しいモーゼルのリー
ス リングの 良さが表 れていま
す。少 し残糖を残 し、若いうち
からやわらかく、親 しみやすい
味わいが魅力です。

ア カビネット

モリ
オ ムスカートクーベロアー

葡萄品種 :リ ースリング
生産地域 :ド イツ・モーゼル/KA365
¥1′

鳥

葡萄品種 :モ リオ ムスカート
ドイツ・ラインヘッセン/K606

760

¥1′

650

生産者 :ト ーマス バルテン

生産者 :ブ ルガマイスター ウェーバー

モーゼルを代 表する超一流畑、
ヴェレナー ゾンネンウーアか
らのワインです。ゾンネンウー
アは「日時計」を意味 します。
生き生きとした酸とボ リューム
のある果実味。甘 口ですが余
韻は非常に爽やかです。

16世 紀よリラインヘッセンのル

ン
一
ア
レ
ー

レツィガ

葡萄品種 :リ ースリング
イツ・モーゼル/KA591

シ ュ.´く トレ

生産者 :カ ール

モ ―ゼ

ス

葡萄品種 :リ ースリング
ドイツ・モーゼル/KA430

ング

Ｋ ２′
／￥

ドイツ

:

トロツプヒェン カビネット

ゼ

￨

葡萄 品種

ドヴイヒスヘ ーエでワイン造 り
をする家族経営の生産者です。
モリオ 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。

¥2′

エルベス

860

生産者 :ク ル ト ハイン

新鮮 な酸 味と天然の甘 味とが
完壁 な調和を見せるモ ーゼ ル
シュペー トレーゼの自信作で
す。白桃 や メ ロンを 思わ せる
香りとグレープフルーツやライ
ムのフレッシュな風味、余韻に
はスレー トの風味やマスカット
の味わいが広がります。

ゴール ドトロップ ヒエン=「 黄
金 の雫」とい う美 しい名前 の
畑のワインです。カ ビネットに
使う葡萄はフレッシュな味わい
が大切なので他より早 く収穫 し
ます。上 品な 甘 さの 中 に程 よ
い酸 とミネラル の要素があり、
バランスの良い味わいです。

Ｕ目月 ＯＣ⊃﹁
三

ロスカペレ カビネット
葡萄 品種 :フ アーバ ー レーベ

ドイツ・ナーエ/K932
¥1′

870

生産者 :ア ーデルスエック
ドイツで 30軒 しかない 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。

特典
ノ

ラン

ゾンネンベルク ショ
イレーベ アイスヴアイン
葡萄 品種 :シ ョイレーベ
自 :極 甘 口/生 産地域 :ド イツ・ラインヘ ッセン/KA419
容量 375m1/¥4′400
籐 鶴躍鶴磯

一一″
¨
多％
︐

リング クーベーア…
葡萄品種 :リ ースリング
ドイツ・モーゼル/KA469
¥2′

530

生産者 :ド クター ワグナー
ワグナー家が造るグーツワイン
です。華やいだ酸、リースリン
グの繊細 な果実の甘みが広 が
ります。甘ロタイプですが、 ￨よ
つらつとした味わいですので、
食事 とも相性 の 良 いワインで
す。毎年、稲葉 の ためだ けに
造つていただいています。

生産者 :ハ インフリー ト デクスハイマー
ショイレーベ は晩熟で、葡萄が健全な状態を保ちやす
く、しつかりとした完熟 したいい状態で収穫が出来ま
す。色 はまさに黄金色。蜂 蜜やアプリコット、自桃、
メロン、マンゴーなど、極めて甘い香りと味わいが続
きます。

