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ドイツワイン 飲めば、きっと、好きになる。
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
ドイツワインは今、大きな変化の波のなかにあります。

甘口から辛口に、白ワインだけでなく赤ワイン、そして高品質なスパークリングワイン
（ゼクト）も。いずれもピュアで透明感があり、美しく伸びやかな酸と果実味に貫かれ、
ドイツならではの魅力を存分に表現しています。

若手の生産者は、親や祖父母の世代から引き継がれている製法に現代的なアイディアやス
タイリッシュなコンセプトを取り入れています。

高品質な辛口白ワイン生産国として定着
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
また、ドイツで栽培されるぶどうの品種にも変化が生まれています。

ドイツで常にNo.1のぶどう品種であるリースリングに加え、非常に高い割合でピノ品種が
栽培されているのです。

ヴァイスブルグンダー(ピノ・ブラン)やグラウブルグンダー(ピノ・グリ)の栽培面積は近
年急増し、ぶどうの良質さを生かした、みずみずしい味わいのものが増えています。

生産者たちの意識も増々高まり、テロワールを反映したワインをつくろうとの気運に満
ちています。

世界のワイン市場では、ドイツワインはいま高品質な辛口白ワインの生産国として大きな
注目を集めています。



赤ワインのめざましい品質向上
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
赤ワインのぶどうの栽培面積は年々増え続け、現在ドイツで生産されるワインの33.8%が
赤ワインです。ドイツの赤ワインは緻密で上品に仕上がるのが特徴。シュペートブルグン
ダー(ピノ・ノワール)はそんなドイツワインの現代の息吹を感じられるぶどう品種のひと
つです。

生産者は他国で経験を積み、量ではなく質を重視することで、ドイツならではの魅力を
表現することに成功しています。
価格が高騰する他国のピノ・ノワールと比較すると、高品質でコストパフォーマンスのい
いワインといえます。やはり国際品種のカベルネ・ソーヴィニヨンやメルロー、従来から
栽培されてきたドルンフェルダーもとても優美で、注目に値します。

2020年に飲むべきは、ドイツワイン
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
2020年春、日本で流通しているドイツワインの中から「消費者向けにお勧めしたいドイツ
ワイン」を選ぶべく行った選考会。37社のワイン輸入業者から合計158本（内4本棄権）
のワインの応募がありました。専門家によるブラインド・テイスティングを通して、厳選
されたのは、20本のドイツワイン。
1000円以下から5000円代までと価格帯の幅が広く、世代やライフスタイルによって、さ
まざまな選択ができるようなセレクションとなっています。

新ドイツワイン時代の幕開け。

まだドイツワインを知らない人はぜひ一度、飲んでみてください。きっと、ドイツワイン
が好きになります。

■ご協力いただいたテイスター
森上久生氏 ソムリエ・ペアリングマイスター
葉山孝太郎氏 ワインライター
瀧田昌孝氏 パレスホテル･ソムリエ
オースタン紗知子氏 ワインエデュケーター・CAPLAN
名塚誉朗氏 ソムリエ・（株）ワルツ
ウルリケ・レンハード DWI 日本担当マーケティングマネージャー
モリツ・フォルケ DWI 海外教育責任者



1. Bernhard Koch, Riesling Sekt

ベルンハルト コッホ,リースリング ゼクト ブリュット

アロマ豊かでカジュアルに楽しめる辛口の泡

産地：ファルツ（ＰFALZ）
ぶどう品種：リースリング（RIESLING)
ヴィンテージ：2016

輸入元：株式会社稲葉
〒464-0850  愛知県名古屋市

千種区今池五丁目9番12号
TEL:052-741-4702

http://www.inaba-wine.co.jp

黄桃、柑橘、白いコリアンダー、セル
フィーユといった豊かな香りがふんだん
に漂う。飲むと泡はきめ細かく、柑橘系
の果実の味わいがあり、酸も豊かに広が
る。食事に合わせやすい辛口スタイルの
泡。

海老の天ぷらをカレー塩とともに、帆
立のぬた、鶏肉とキャベツの炒め物、
タケノコと春キャベツの生姜炒め。

女性が冷蔵庫に常備しておくといい泡。
カジュアルに楽しみたい。たとえば週
末の自宅ランチパーティにこの泡を出
して飲み、料理をつまみながら会話を
楽しむ。

タイプ： 白・スパークリング（ゼクト）
味わい： 辛口
残糖： 10.7 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥ 2,860

NOTE：

http://www.inaba-wine.co.jp/


輸入元：株式会社イグレック
146-0084

東京都大田区南久が原2-1-20-
202

TEL: 050-3748-1878
http://ygreck.co.jp

2. Meine Freiheit, Riesling Sekt
マイネ・フライハイト,リースリング ゼクト ブリュット

出汁の旨みを生かした和食と合う品格あるゼクト

産地：ラインガウ（RHEINGAU）
ぶどう品種：リースリング（RIESLING)
ヴィンテージ：2015

ラインガウ地方らしいスモーキーな
タッチ、白檀の香りも感じられて、ア
ロマに富む。味わいはレモンやライム
をすぱっと切った時のようなジュー
シーな酸、柑橘の皮のニュアンスも。
味の構成力があり余韻も長く、品格に
満ちたゼクト。丁寧な仕事を施した、
旨みを生かした和食と好相性。

筍とはまぐりのふくみ煮、真鯛の昆布
締め、鶏のセリ鍋、鮭の石狩鍋、アス
パラガスや菜の花のベーコンソテー、
フォーや春巻きなど香草を使ったベト
ナム料理。

大人の泡。記念日にフレンチレストラ
ンへ行った時に。

タイプ： 白・スパークリング（ゼクト）
味わい： 辛口
残糖：14.4 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥ 4,290

NOTE：

http://ygreck.co.jp/


輸入元：株式会社KOBE
インターナショナル

〒658-0048 兵庫県神戸市東灘
区御影郡家2-15-6-302

TEL:078-854-7270
http://kobeinternational.co.jp

3. Albert Glas, Riesling Sekt
アルベルト・グラス,リースリング ゼクト ブリュット

まじめな好青年を連想させる正統派リースリング

産地：ファルツ（PFALZ）
ぶどう品種：リースリング（RIESLING)
ヴィンテージ：ノン・ヴィンテージ*

まじめな好青年のような風情の正統派
リースリング。黄色のりんごや柑橘の
香りが支配的で、その奥からはスモー
キーさやコリアンダーも顔を出す。味
わいはフレッシュではっきりとしたア
タックがあり、ピュアで酸にも切れ味
がある。

ヤングコーン、こち、きす、穴子の天
ぷらかフリット。たこやき、かっぱえ
びせん、唐揚げ、パルミジャーノとEX
バージンオリーブオイルをかけた空豆
グリル。

王道で安心感のあるワインなので、絶
対成功したい時におすすめ。たとえば
初デート、親に初めて恋人を紹介する
時の日曜日のランチ。

タイプ：白・ スパークリング（ゼクト）
味わい： 辛口
残糖：12.1 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥ 4,180

NOTE：

*複数の収穫年のブドウが使われたワイン

http://kobeinternational.co.jp/


輸入元：ヘレンベルガー
・ホーフ株式会社

〒567-0878 大阪府茨木市蔵垣
内2-10-15

TEL:072-624-7540
http://www.herrenberger-

hof.co.jp

4. Störrlein Krenig, Randersacker Sonnenstuhl Silvaner E.L. 
シュテアライン・クレニッヒ,ランダースアッカー ゾンネンシュトゥール ジルヴァー
ナー (E.L.)

メロンやスイカを思わせる軽快でジューシーな飲み口

産地：フランケン（FRANKEN）
ぶどう品種：ジルヴァーナー（SILVANER)
ヴィンテージ：2018

ジルヴァーナーらしいスモーキーさ、
土壌からくる石灰の香り、ムスク。飲
むとメロンやスイカを思わせるジュー
シーさが口中に広がり、そのあとから
花梨のような果実の味わいも追いかけ
てくる。

ディルを使ったサーモンマリネ、亜麻
仁油をかけたビーツやトマト、クレソ
ンのサラダ、ホタテのグラタン、マッ
シュポテト、白レバーのパテ。

ライブハウスでピアノジャズを聴きな
がら、交際1周年記念の乾杯の時に。

タイプ：白
味わい：辛口
残糖：4.5 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥ 3,630

NOTE：

http://www.herrenberger-hof.co.jp/


輸入元：株式会社フィラディス
〒220-0012 神奈川県横浜市西

区みなとみらい3-7-1オーシャン
ゲートみなとみらい 14 階

TEL:045-222-8871
http://www.firadis.co.jp

5. Wagner Stempel, Weissburgunder Gutswein
ヴァグナー・シュテンペル,ヴァイスブルグンダー トロッケン グーツヴァイン

引き締まった果実味が魅力のハイレベルな1本

産地：ラインヘッセン（RHEINHESSEN）
ぶどう品種：ヴァイスブルグンダー（WEISSBURGUNDER)
ヴィンテージ：2017

レベルの高い1本。洋梨、アカシア、ピ
ノ系品種ならではのチェリーの要素も
ありアロマティック。酒質が強く、果
実味も引き締まり、穏やかな酸とのバ
ランスもいい。アフターにもしっかり
コリアンダーなどの白いスパイス、ム
スク、洋梨などの要素が感じられる。

鶏ささみと大葉の天ぷら、鶏ささみの
梅肉あえ、アサリと山菜の炊き合わせ
ご飯、穴子の白焼き、三つ葉をのせた
親子丼。

自分へのプレゼントとして開けたい。
ボーナスをもらって半年間の仕事の頑
張りをねぎらう時、自分にご褒美を
買った時に。

タイプ：白
味わい：辛口
残糖：5.9 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥ 2,970

NOTE：

http://www.firadis.co.jp/


輸入元：ピーロート・ジャパン
株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2丁
目13番31号 品川NSSビル

TEL:03-3458-4473
www.pieroth.jp

6. Pieroth E., Weissburgunder
ピーロート・エステート,ブルクライヤー ヴァイスブルグンダー

心地よいビターなアクセント、丸さと親近感に満ちる

産地：ナーエ（NAHE）
ぶどう品種：ヴァイスブルグンダー（WEISSBURGUNDER)
ヴィンテージ：2018

最初から最後まで、心地よいビターな
アクセントに貫かれる。香りは穏やか
で洋梨、ドロップ系、シトラスフルー
ツ、セルフィーユなどのハーブ、火打
石、甘草、スパイス。果実味が豊かで
酸も柔らかい。丸みと親しみのあるワ
イン。

豚の生姜焼き、豚の西京味噌、巻き寿
司、唐揚げ、つくね、焼き鳥、田楽煮、
出汁を含んだトマトのおでん煮、ウド
と牛肉の胡麻炒め。

万人受けするので、カジュアルに夕食
で楽しみたい。まとめて買って家に常
備しても。

タイプ：白
味わい：辛口
残糖：4.1 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥ 4,620

NOTE：

http://www.pieroth.jp/


輸入元：有限会社 伏見ワイン
ビジネスコンサルティング
〒236-0052 神奈川県横浜市

金沢区富岡西6-1-31
TEL:045-771-4587

7. Darting, Dürkheimer Schenkenboehl Grauburgunder
ダルティング,デュルクハイマー シェンケンブール グラウブルグンダー

トロピカルな香り、果実も酸もリッチで魅惑的

産地：ファルツ（PFALZ）
ぶどう品種：グラウブルグンダー（GRAUBURGUNDER)
ヴィンテージ：2018

ピノ・グリの皮から抽出された黄金が
かった色あいが美しい。黄色のパパイ
ヤ、パイナップル、白コショウ、コリ
アンダー、じゃ香など、香りは複雑で
トロピカルな印象。果実、酸、残糖の
バランスよく、豊かで味わいに緩急が
あり、テンションも高い。余韻の長さ
も魅力。

スズキのハーブ焼き、とり肉とカ
シューナッツ炒め、冷やしロールキャ
ベツ、牛肉とごぼうのしぐれ煮、エビ
と青梗菜の中華風ピリ辛炒め。

深夜2時、寝つけない夜に一杯飲むのに
おすすめ。ラブレターを書く時に。

タイプ：白
味わい：辛口
残糖：7.0 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥ 2,750

NOTE：



輸入元：ワインキュレーション
株式会社

〒164-0001 東京都中野区中野
2-30-5 5階

TEL:03-6382-5072
http://www.rakuten.ne.jp/gold/

kbwine

8. Dr. von Bassermann-Jordan Estate Riesling
Dr. von.バッサーマンヨーダン エステート・リースリング

冷涼で緊張感に満ち、ドイツらしい陰影が魅力

産地：ファルツ（PFALZ）
ぶどう品種：リースリング（RIESLING)
ヴィンテージ：2018

ライムや青りんご系の香りが支配的で、
その奥からアイリスの花、すずらん、
白コショウ、ハーブも顔を出し、アロ
マティック。冷涼で直線的で陰影があ
る。緊張感のあるドイツらしいリース
リング。酸もライムやレモンを思わせ
て鋭角的。

エビと舞茸の揚げ物、青パパイヤサラ
ダ、シェーブルやゴーダなどのチーズ、
トウモロコシに塩昆布を加えたコール
スロー、セリや大葉、みょうがや水菜
などの香草を加えた大根の和風サラダ。

ドイツらしい正統派ワイン。会社のプ
ロジェクトがうまくいった時、昇格し
た時、何か受賞した時のお祝いに。

タイプ：白
味わい：辛口
残糖：5.5 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥2,508

NOTE：

http://www.rakuten.ne.jp/gold/kbwine


9. Dr. Loosen, Riesling
ドクター・ローゼン,リースリング トロッケン

繊細で控えめながら、酒質の緻密さと硬質さが光る

産地：モーゼル（MOSEL）
ぶどう品種：リースリング（RIESLING)
ヴィンテージ：2018

青りんご、アイリスの花、ライム、フ
ヌイユがあり、アロマティック。繊細
で控えめ、引き締まった山のミネラル
の要素があり、シリアスで真っ直ぐな
味わい。酒質はのびやかで余韻が長く、
後味も心地よい。

鶏肉の白レバーパテ、サクラマスの白
みそ和え、真鯛のお造りをすだちと塩
で。イカの三杯酢和え、たことワカメ
の塩麹合え、スナップエンドウをグリ
ルにしてパルミジャーノとオリーブオ
イルで。

京都や金沢、奈良などの古都に旅行し
て、老舗旅館で飲みたい。

タイプ：白
味わい：辛口
残糖：9.0 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥2,860

NOTE：

輸入元：ヘレンベルガー
・ホーフ株式会社

〒567-0878 大阪府茨木市蔵垣
内2-10-15

TEL:072-624-7540
http://www.herrenberger-

hof.co.jp

http://www.herrenberger-hof.co.jp/


10. Carl Loewen, Riesling Quant
カール・ローウェン,リースリング クアント

リースリングの王者モーゼルの美質漂う格調高い味

産地：モーゼル（MOSEL）
ぶどう品種：リースリング（RIESLING)
ヴィンテージ：2018

王者モーゼルのワインの魅力に満ちる。
色調はグリーンがかったレモンイエ
ロー。とてもアロマティックでフレッ
シュ。シスト土壌から来る岩を連想さ
せる、生真面目な佇まいのミネラル、
白い果実の香りの要素も。ピュアなが
ら、口中ではとろりとした酒質も感じ
られる。

蛤のオーブン焼き、金時草とホタテの
サラダ和え、山芋と海苔の揚げ物、牡
蠣。

晴れの日のワイン。素晴らしいことが
あった日に。彼女のお誕生日に花束と
ともに。

タイプ：白
味わい：辛口
残糖：非公開
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥2,695

NOTE：

輸入元：株式会社フィラディス
〒220-0012 神奈川県横浜市西

区みなとみらい3-7-1オーシャン
ゲートみなとみらい 14 階

TEL:045-222-8871
http://www.firadis.co.jp

http://www.firadis.co.jp/


輸入元：株式会社スマイル
〒135-0052 東京都江東区潮見
2丁目8番10号潮見SIFビル4 F

TEL:03-6731-2400
http://www.smilecorp.co.jp/wine

11. Peter Mertes, Riesling
ペーター・メルテス,リースリング カビネット

アペリティフとしてフィンガーフードと一緒に

産地：ラインヘッセン（RHEINHESSEN）
ぶどう品種：リースリング（RIESLING)
ヴィンテージ：2018

1000円以下でコスパ抜群。リースリン
グ主体にミュラー・トゥルガウをブレ
ンド。香りもオープンで開いている。
洋梨、ミカンの皮、ライム、すだち、
柚子などの柑橘系、味わいも穏やかで
親しみやすく、ジューシー。アペリ
ティフに向く。

生ハム、チョリソー、エビとアボカド
のカクテルなどのフィンガーフード、
葱やみょうがの薬味を添えた冷ややっ
こ、ナスのお浸し、オクラと山芋のね
ばねばサラダ。

甘さと軽快さがあるので、午後に友達
と集まり、わいわい飲むのに向く。ア
ルプスの少女ハイジ、プリティウーマ
ンのイメージ。

タイプ：白
味わい：やや辛口
残糖：14.1 g/l
品質等級： Kabinett
小売価格（税込）：¥935

NOTE：

http://www.smilecorp.co.jp/wine


12. CLIFFHANGER, Riesling
クリフハンガー, リースリング

低アルコールで親近感のある、なごみのワイン

産地：モーゼル（MOSEL）
ぶどう品種：リースリング（RIESLING)
ヴィンテージ：2018

青りんごや黄色のりんご、柑橘の香り。
葱などを連想させる白く甘苦いトーン
がある。アルコールも控えめで飲みや
すく、親しみやすい。葱やエシャロッ
トの美味しさを生かした料理と好相性。

油淋鶏、キハダマグロの唐揚げ、甘
酸っぱいトマト、クレソンやオレンジ
の皮を添えた鶏やバナナのソテー (パ
ニーニにしてもいい）、金柑。

家でリラックスした時間を過ごすとき
に。。食事が終わって、別れがたい時
に家で一緒に飲むのもいい。

タイプ：白
味わい：やや辛口
残糖：15.5 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥1,848

NOTE：

輸入元：ワインキュレーション
株式会社

〒164-0001 東京都中野区中野
2-30-5 5階

TEL:03-6382-5072
http://www.rakuten.ne.jp/gold/

kbwine

http://www.rakuten.ne.jp/gold/kbwine


輸入元：株式会社徳岡
〒542-0081 大阪府大阪市中央区

南船場3-5-26
TEL:06-4704-3035

http://www.tokuoka.co.jp

13. Josef Biffar, Riesling
ヨーゼフ・ビファー, リースリング ハルプトロッケン

ハイキングなどで軽快に、アペタイザー的に楽しむ

産地：ファルツ（PFALZ）
ぶどう品種：リースリング（RIESLING)
ヴィンテージ：2016

穏やかでなめらかなテクスチャー。り
んご、ライムなどの透明でみずみずし
い果実をイメージさせる。後味にはフ
レッシュな酸もあり、どんな料理にも
合わせやすいのも魅力。

アスパラガスとベーコンのオーブン焼
き、海老のラビオリのシブレット添え、
レモンをしぼった牛タン、豚肉料理、
白い上質な生ハム、オクラとモロヘイ
ヤと山芋のねばねばサラダ。

軽快に楽しめる。ピクニックやハイキ
ングに行って清水でしっかり冷やして
から飲みたい。スポーツ仲間が集まり、
運動したあとにアペタイザー的に。

タイプ：白
味わい：中辛口
残糖：15.9 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥1,650

NOTE：

http://www.tokuoka.co.jp/


14. Crass, Erbacher Michelmark Riesling
クラス, エアバッハー ミヒェルマルク ファインヘルプ

酸と甘みがきれいに調和した懐の深いやや甘口

産地：ラインガウ（RHEINGAU）
ぶどう品種： リースリング(RIESLING)
ヴィンテージ：2017

青色から黄色のリンゴ、アカシアの蜂
蜜、菩提樹の香りのニュアンス。暖か
いヴィンテージならではの柔らかなテ
クスチャー、口中にも穏やかな菩提樹
のような風味が漂う。酸と甘みがよく
調和した、懐の深いワイン。

豆料理、グリーンピースをクミンや生
姜と煮たもの、赤キャベツの酢漬け、
白ソーセージの網焼き、棒棒鶏、ふか
ひれの姿煮、きんぴらごぼう、マス焼
き、サムゲタン

午後のおやつ代わりに飲む。冷凍庫に
入れてがちがちに冷やして。または鍋
パーティをして賑やかに過ごしたあと、
友達とゆっくり飲むのもいい。

タイプ：白
味わい：やや甘口
残糖：19.1 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥2,090

NOTE：
輸入元：株式会社稲葉

〒464-0850  愛知県名古屋市
千種区今池五丁目9番12号

TEL:052-741-4702
http://www.inaba-wine.co.jp

http://www.inaba-wine.co.jp/


輸入元：株式会社交洋
〒510-0064 三重県四日市市新

正五丁目4番19号
TEL:059-355-2471

http://www.kohyoj.co.jp

15. Einig-Zenzen, Dr. Zenzen Privatkeller Riesling
アイニヒ･ツェンツェン,ドクター･ツェンツェン プライヴェートケラー
リースリング カビネット ファインフェルプ

食事とも合わせやすいフードフレンドリーな半甘口

産地：モーゼル（MOSEL）
ぶどう品種： リースリング(RIESLING)
ヴィンテージ：2017

洋梨、青りんご、蜜柑、ユリの花、ペ
アドロップの香り。なめらかで穏やか、
酸と果実と甘さのハーモニーのまとま
りもよく高品質なので、食事とも合わ
せやすい。フードフレンドリーな半甘
口。

サーモンのソテー、冷製豚しゃぶの胡
麻和え、ホットサンド、パニーニ、バ
レンシア風パエリア、ケールとオレン
ジのサラダ。

食事が終わったあとのデザート代わり
に。ゆったりとシガーと一緒に楽しむ
のもいい。

タイプ：白
味わい：やや甘口
残糖：20.1 g/l
品質等級：Kabinett feinherb
小売価格（税込）：¥1,540

NOTE：

http://www.kohyoj.co.jp/


輸入元：コストコホールセール
ジャパン

〒210-0832 神奈川県川崎市川
崎区池上新町3-1-4
TEL:0570-032-600

http://www.costco.co.jp

16. Weingartner Stromberg Zabergeu, Organic Rosé
ワインガードナー シュトロームベルク ザバーゴイ, オーガニック（ロゼ）

やや甘さのある、フレンドリーで女性ウケするロゼ

産地：ヴュルテンベルク（WÜRTTEMBERG）
ぶどう品種：シュヴァルツリースリング（SCHWARZRIESLING)

ヴィンテージ：2017

ピノ・ムニエ（シュヴァルツリースリ
ング）100％。赤いチェリー、ウイキョ
ウ、タバコの葉、トマト。酸も穏やか
でタンニンもやさしく、残糖20gのため
やや甘みがある。品種の特徴であるス
パイシーさも感じられる。ジューシー
で丸みもあり、フレンドリーなロゼ。
日本の家庭料理とは好相性。

鯛のあらだき、ごぼうと鶏肉の胡麻和
え、スパイシーに味付けた豚肉、餃子、
サムギョプサル、ユッケ、つくね、ポ
テトサラダ。

テニスやゴルフなどの運動をしてシャ
ワーを浴びたあと、喉の渇きをいやす
ようにすいすい飲みたいロゼ。

タイプ：ロゼ
味わい：中辛口
残糖：18.2 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥948

NOTE：

http://www.costco.co.jp/


輸入元：日本リカー株式会社
〒103-0016 東京都中央区日本

橋小網町2－5 キリン日本橋ビル
TEL:03-5643-9772

http://www.nlwine.com

17. Reh Kendermann, Black Tower Red
レー・ケンダーマン, ブラック・タワー レッド

穏やかさのなかにドイツのピノの気品が佇む

産地：ファルツ（PFALZ）
ぶどう品種：ドルンフェンダー（DORNFELDER)、
シュペートブルグンダー(SPÄTBURGUNDER) ほか
ヴィンテージ：2016

ドルンフェルダーにシュペートブルグ
ンダーをブレンド。香りは豊かで赤黒
いチェリー、スモーキーさ、さらにド
イツのピノ・ノワールらしいスミレ、
野バラなどが漂い、アーシーなタッチ。
味わいはなめらかで、タンニンも液体
のなかにきれいに溶け込む。根菜など
土系の料理とともに。

ごぼうと牛肉の煮物、ナスの煮びたし、
レバーなど内臓系焼き鳥、レバーパテ、
うなぎの山椒焼き

夜ふかしする際に飲みたいワイン。ミ
ステリーの最後の結末を残して、誰が
犯人かなとわくわくしながら読む時に。

タイプ：赤
味わい：中重口
残糖：14.0 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥1,760

NOTE：

http://www.nlwine.com/


輸入元：大丸興業株式会社
〒541-0051 大阪府大阪市中央区

備後町3-4-9 輸出繊維会館 4F
TEL:06-6205-1031

http://www.daimarukogyo.co.jp/

18. Frey, Assemblage
フレイ, アッサンブラージュ

モダンドイツのカベルネの魅力を高らかに謳う

産地：ラインヘッセン（RHEINHESSEN）
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー

ヴィンテージ：2016

モダンドイツの赤の魅力に満ちる。赤
紫色のしっかした色調。新鮮な果物、
インク、ミント、すみれ、ブラック
ペッパーなどの集中力のある複雑な香
り。良質なカベルネ・ソーヴィニヨン
の特徴が出ている。粘性があり、タン
ニンと酸の凝縮感もある。

焼いた羊や鶏、レバーソテーなど血の
香りがあるもの、鶏肉ごぼう。

レストランで尊敬する先輩と。イノ
ベーティブなアイディアについて意見
を交わす、そんなテンションが必要な
時に飲みたいワイン。

タイプ：赤
味わい：重厚
残糖：0.1 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥3,850

NOTE：

http://www.daimarukogyo.co.jp/


輸入元：ディオニー株式会社
〒612-8311 京都府京都市伏見

区奈良屋町408-1
TEL:075-622-0850

http://www.diony.com

19. Meyer-Näkel, Spätburgunder
マイヤー・ネーケル, シュペートブルグンダー

バラや紅茶葉の香り漂うアール地方のエレガントな赤

産地：アール（AHR）
ぶどう品種： シュペートブルグンダー(SPÄTBURGUNDER)
ヴィンテージ：2017

明るいガーネット色。ダークチェリー、
黒コショウ、乾燥したバラ、紅茶葉、
ユーカリの香り。味はフレッシュだが
スパイシーさとタンニンもあり、スト
ラクチャーもしっかりしたワイン。後
味にはハイビスカスのような明るさも
感じられる。

カツオやマグロのたたき、サバなどの
押し寿司、うなぎの蒲焼、豚のグリル、
韓国料理。

ハッピーエンドな舞台芸術、を観たあ
と、相手と本格的に関係性をスタート
したい時に。

タイプ：赤
味わい：重厚
残糖：2.7 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥3,630

NOTE：

http://www.diony.com/


20. Bernhard Huber, Malterdinger Spätburgunder
ベルンハルト フーバー, マルターディンガー シュペートブルグンダー

緻密でテンションの高い現代ドイツらしいピノ

産地：バーデン（BADEN）
ぶどう品種： シュペートブルグンダー(SPÄTBURGUNDER)
ヴィンテージ：2016

温暖な2016年らしく濃いルビー色で粘
性も強度もある。香りは複雑で小粒の
完熟したぶどう、ユーカリ、ブラック
ペッパー、木樽、しょうのう、ジン
ジャーブレッドの香り。味わいは緻密
で表情が硬く、テンションが高い現代
ドイツのピノ・ノワールらしい味わい。

牛のすき焼きを春菊とともに、牛タン
のスモーク、牛のもつ煮、レバー、鶏
野菜のオーブン焼き。

ほっとした時、恋が成就したあとに飲
むごほうびワイン。記念日にも。

タイプ：赤
味わい：重厚
残糖：2.41 g/l
品質等級： Qualitätswein
小売価格（税込）：¥5,500

NOTE：

輸入元：ヘレンベルガー
・ホーフ株式会社

〒567-0878 大阪府茨木市蔵垣
内2-10-15

TEL:072-624-7540
http://www.herrenberger-

hof.co.jp

http://www.herrenberger-hof.co.jp/

