ィフ

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。
ラインヘッセンと様々な産地で造られる個性豊かな
モーゼル、ラインガウ、フアルツ、
「ユルツィガー ヴュルツガ
甘ロワインを集めました。目のくらむような急斜面にある
ルテン」の畑からのワインや甘ロワインの最高峰卜ロツケンベーレンアウスレーゼな

ドイツワイン

「
L:urse毎 月400円 込5回
」フ
4′

(税

)×

ど、
多様な魅力を持つ ドイツワインの数々をお楽しみください。

日月 ﹂０００

1

葡萄 品種 :リ ース リング

口/生 産地域 :ド イツ・モーゼル/KA355
¥1′

生産者名 :カ ール

980

エルベス

葡萄の自然な甘さが楽 しめる、
やや甘 ロスタイル に仕上 げら
れたフアインヘルプです。ほの
かな果実味とリースリングの心
地よい酸 がとてもバランスよく
感 じられ、食事 にもたいへ ん合
わせやすい1本 です。

１ 月一 ゝお ⊃⊂０﹁

クーベーアロ フアインヘルプ

キードリッヒャー リ…スリング ク…ベーアー

ニ

葡萄 品種 :リ ース リング
白・やや甘 口/生 産 地域 :ド イツ・ラインガウ/KA621
¥1,980

生産者名 :ク ラス

.ヽ

クラスはエアバ ツハ村 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イ
アスがワイン造 りを行っていま
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。

、■

｀
リング シュペートレーゼ

レツガルテン カビネット
葡萄品種 :リ ースリング
モーゼル/KA468
ドイツ。

葡萄品種 :リ ースリング
ドイツ・モーゼル/KA650
¥2′

生産者名 :ヒ シ
:ヲ

530

¥2′

ー
ート
ェリ
カ ■―
タ
リ
ア

生産者名 :カ

２ 月

レク カビネット
ホフベ′
葡萄品種 :リ ースリング
ドイツ・モーゼル/KA589
¥2,200

¥2,420

ード
/い ￨,111ナ シ
ム
叱ワ
ウ
生産者名 :フ リ

生産者名 :ブ ルガマイスター ヴエーバー

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。

/
′
一 一 一一一

リース リングと卜ロリンガーの
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。

∞⊃﹂
Ｏｏ﹂

１月 ﹂
ｏＯＥ
１

葡萄品種 :ケ ルナー
ドイツ・ラインヘッセン/K469

)」

ピースポーター ゴールドトロップヒェン シユペートレーゼ

ド 詢レンフェルダー

葡萄品種 :リ ースリング
・甘口/生 産地域 :ド イツ・モーゼル/KA593
自
¥2,ん θ
｀T
ン
た一
,―
生産者名 :ヒ )J11,̀Iワ・イ

葡萄 品種 :ド ル ンフエル ダー
/降 V17
ドイツ・フアルツ′

ギ1.98θ
生産者名 :カ ール

ファフマン

￨￨―

ステンレスタンク100%で 造 ら
れたこのワインは葡萄の持 つ
豊かでフレッシュな果実味がス
トレー トに表現されています。
口当たりは非常にスム ーズで、
余韻にかすかにブラックチョコ
レー トを思わせるニュアンスが
漂 います。

コール 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。

:̲

２月
１

ド モリオ ムスカート
葡 萄 品種 :モ リオ

ムスカー ト

終

ドイツ・フアルツ/KAフ 18
¥1′

Ftt7

870

ra

で コース料金

フアフマン

100%ス テンレスタンクで発酵、

ミミヽ
ミ

ヽミミヽ

﹂
ｏＯＥｏ

生産者名 :カ ール

420

エルベス

ほんのりと甘い果実味と酸のバ
ランスが美 しく絶対的な均衡を
他 にない魅力を放 つのが
保ち、
モーゼル リースリングによる
カ ビネットです。洗練された上
品な味わ いは、誰もが魅了され
てしまうでしよう。

"ヒ
この ワインは、
モーゼル の ト
リーア近郊の畑の葡萄をメイン
に造 られています。たい へん素
晴らしく熟成 したこのシユペー
トレーゼは、熟 したモーゼルの
リースリングに典型的な華やか
さと豊かさ、そ して洗練 され た
酸を持っています。

ル ‐ケルナ… アウスレーゼ

ール

熟成させたフレッシュなワイン
です。豊かな白い花の香り、さわ
やかなレモンやグレープフルー
ツのアロマが混ざります。国に
含むとエルダーフラワーのフレ
イバーが豊かに広がります。

葡萄品種 :リ ースリング

/生 産地域 :ド イツ・モーゼル/KA58フ

¥2,530

生産者名 :マ イアーラー
葡 萄 の 糖 度 が 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。

葡萄 品種 :オ ル テガ、レグナ ー
白・極 甘 口/生 産 地域 :ド イツ・ラインヘ ツセン/KA630
容量 375ml/¥3′ 850

嘔靱颯

■■餃颯

ケステナー リ…スリング カビネット

ロッタンベーレンアウスレーゼ
カペレンベルグ ト

]●

￨

生産者名 :ハ インフリー ト デクスハイマー
貴腐菌が付 き、それにより水分が失われて干 し葡萄の
ようにしぼんだ状態の葡萄を丁寧 に手摘みで収穫 しま
す。貴腐を感 じる甘 いハ チミツや桃のア ロマとフレイ
バーが広がります。心地よい酸とたっぷりの果実味が素
晴らしく調和しています。

