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いま飲むべきドイツワイン

現在のドイツワインを考える上でまず着目すべきは、世界的な気候変動が起きている中、ドイツ
がぶどう栽培ができる北限に位置し、ヨーロッパの中でも冷涼なぶどう産地であるという点です。
ぶどうが樹に実っている時間が長く、じっくりと成熟する間に非常に多くのアロマ成分が形成され
ます。
そのため他国よりも繊細な味わいと透明感のある果実味、伸びやかな酸とミネラル感、粘らず重
たくならないのがモダン・ドイツワインの最大の特徴と言えるでしょう。

テイスター

“いま飲むべきドイツワイン2018”は、以下の5名のテイスターのブラインド試飲および評価により、
選定いたしました。
田邉公一さん　ソムリエ、ワインディレクター、ドイツワインスピーカー
冨永純子さん　ワイン＆チーズ　エデュケーター
葉山孝太郎さん　ワインジャーナリスト、ドイツワインスピーカー
森上久生さん　ソムリエ、ドイツワインスピーカー
山下公博さん　ソムリエ（虎峰）、ドイツワインスピーカー

地球温暖化と料理嗜好の変化

1971年に制定されたぶどうの糖度を何よりも優先するドイツワイン法は現在すっかりその存
在を潜め、暖かい夏の影響でぶどうが完熟した高品質な辛口が主流となりました。（60％
が辛口）昔のように完熟前のぶどうの高すぎる酸をカバーするために糖を残す必要性が小
さくなったのです。
ドイツワインの造り手達は料理のライト化、ヘルシー志向な潮流をつかみ、スレンダーでエ
レガントなワイン造りを目指しています。産地と品種の個性も幅広く、様々な食事にもあわ
せやすいワインが生まれています。

注目のピノ・トリオ

■ピノ・グリ（グラウブルグンダー）　　■ピノ・ブラン（ヴァイスブルグンダー）
リースリングに続き作付面積が増加中の白品種がこの２つ。リースリングよりも酸が穏やか
でアロマティック、トロピカルな果実味が拡がるヴァイスブルグンダー。果皮が薄く果汁そ
のものの糖度が酸と程よく甘やかなアロマのグラウブルグンダー。
アロマ豊かなこの品種はスパイシー料理や和食にも合わせやすく、ドイツワインの多様性を
拡げています。

■ピノ・ノワール（シュペ―トブルグンダー）
ドイツ産の赤ワイン、特にシュペ―とブルグンダーもいまや大変な注目株です。醸造技術
と設備の向上と温暖化、そしてクローンの研究により品質が大きく向上しました。1990年
代までは量産向きのクローンが主流でしたが近年はディジョン・クローンなど高品質のぶ
どうを産するクローンが普及し、透明感を備えた高品質の赤ワインが造られ国際的にも高
く評価されています。



Note

輸入元

1
Weingut Eymann, NV Pinot Rosé Brut 
PFALZ
アイマン, NV ピノ・ロゼ・ゼクト・ブリュット, ファルツ

輝くオレンジサファイア！ 高級感あるピノロゼ・ゼクト

ワインキュレーション株式会社　WINE CURATION CO.,LTD
担当 : 上野 久美

〒 164-0001　東京都中野区中野 2-30-5 5階
TEL 03-6382-5073　FAX 03-5342-0766
E-MAIL info@evawine.jp
URL http://www.evawine.jp/

品種 : SPÄTBURGUNDER
品質等級 : SEKT b.A.
タイプ : SPARKLING WINE
味わい : BRUT
残糖 : 8.3G/L
小売価格（税込） : ¥3,834

2回目のデートにちょっと高級なレストランでの最初の１本
に。男性はタイとジャケット着用、女性は香水をまとって。
自分の好みを伝えつつも、相手をもっと知りたい時に。

トマトのブルーテ、赤貝の寿司、マグロにワサビ、カリフ
ラワーやブロッコリーのゴーダチーズフォンデュ。

赤い小さなチェリーのフレッシュな香り。トマトの葉、白コ
ショウがアクセント。きめ細かい繊細な泡が生き生きと弾
け、ミネラルも十分。他国にない素直さと上品さ。ふくよ
かで深みのある辛口瓶内二次発酵ロゼ。



Note

輸入元

まるで「源氏物語」の六条御息所のような妖艶さ。食後
に2人でソファでゆっくりとDVDで映画を見ながら飲みた
い。

エビとズッキーニのグリル、具だくさんの参鶏湯、豚肉の
冷製や豚足、パクチーたっぷりのフォー、鶏のクリームシ
チュー、カマンベールやフレッシュのシェーブルチーズ。

洋梨、甘草、アカシアの花の蜜のねっとりとした妖しい香
り。なめらかな膨らみで始まり、ぶどうの味わいのボリュ
ームが徐々に豊かに膨らんでいく。時間の経過とともに、
アーモンドの花やローリエの香りも加わり、‘お値段以
上’の満足感。

ワインキュレーション株式会社　WINE CURATION CO.,LTD
担当 : 上野 久美

〒 164-0001　東京都中野区中野 2-30-5 5階
TEL 03-6382-5073　FAX 03-5342-0766
E-MAIL info@evawine.jp
URL http://www.evawine.jp/

2
BINZ + BRATT, NV BINZ + BRATT Francona 
RHEINHESSEN
ビンツ＋ブラット, NV ビンツ＋ブラット フランコナ, ラインヘッセン

愛好家がうなる土着品種たちが奏でる妖しいハーモニー

品種 :  SILVANER, WEISSBURGUNDER, 
BACCHUS

品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : 10.0G/L
小売価格（税込） : ¥1,944



Note

輸入元

お利口さんのお姉さんとピアノトリオのジャズコンサートの
後、興奮冷めやらぬままに会場の向かいのタイ料理屋で
ライブの余韻と一緒に乾杯！

ホタテのカルパッチョ・フランボワーズビネガー、ホワイト
アスパラ、江戸前アナゴの天ぷらはスダチで、鰆のみそ
ピーナツ和え、シェーブルチーズにキウイを添えて。

新鮮なレモンや洋梨の香り。チャービルやハーブのニュア
ンスも。味わいもフレッシュで丸みがあり、しなやか。豊
かな果実味でぶどうの自然な甘さを感じるが、酸が生き
生きとしているので伸びやか。余韻は程良く長く、現代
の正統派辛口スタイル。

品種 : WEISSBURGUNDER
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : ※生産者の希望により非公開
小売価格（税込） : ¥2,808

3
Weingut Markus Molitor, 2015 Haus Klosterberg 
MOSEL
マーカス・モリトール, 2015 ピノ・ブラン ハウス・クロスターベルク トロッケン, モーゼル

江戸の若い武士を思わせる清らかさと初々しさ

株式会社フィラディス　FIRADIS LTD.
担当 : 浅原 有里

〒 231-8331　神奈川県横浜市中区桜木町 1-1-7 ヒューリックみなとみらい 12階
TEL 045-222-8871　FAX 045-222-8776
E-MAIL y.asahara@firadis.co.jp
URL http://www.firadis.co.jp



Note

輸入元

透明でスタイリッシュなボトルはヴィーガン系のレストラン
のテーブルによく映える。土曜日の恵比寿、ベジタリアン
ランチの女子トークの真ん中に。

ケールとミカンのコールドプレスジュース、シェーブルチー
ズとドライトマトのサラダ、アワビの生姜ソース、豚ロース
グリル、牡蠣のぬた、エダムなど苦味のあるチーズと。

白桃、黄桃、ライム、白檀の香り。最初はおとなしいが
グラスを回すとマンゴーのトロピカルな香りも上がってくる。
酸が生き生きとした、キリッとして軽快な辛口。ピュアで
品格のあるフルーティな飲み口。

品種 : GRAUBURGUNDER
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : 6.3G/L
小売価格（税込） : ¥1,944

株式会社 紀の国屋　KINOKUNIYA CO.,LTD.
担当 : 大野 英雄

〒 564-0073　大阪府吹田市山手町 1-7-30
TEL 06-6387-3737　FAX 06-6388-1456
E-MAIL kinokuniya815@nifty.com
URL http://store.shopping.yahoo.co.jp/held/

4
Niersteiner WG, 2015 3 Talente 
RHEINHESSEN
ニアシュタイナーWG, 2015 ニアシュタイナーWG ドライタレンテ・ビオ&ヴィーガン・グラウブルグンダー, ラインヘッセン

賑やかに楽しみたい軽快で親しみやすいトロピカルアロマ



Note

輸入元

まるで「ニキータ」のアンヌ・パリロー。ゴージャスより
もむしろ筋肉美。結婚20周年を祝い高級ドイツ料理レスト
ランで、高級感のあるこのワインを一本目に。

アワビの蒸し焼き・生姜ソース、豚フィレ肉のグリルをバ
ルサミコで、クレソンのたれのすき焼き、チーズなら熟成
の進んだハードタイプと。

洋梨のグリル、アカシアのシロップの香り。レモングラス
やすでに溶け込んだ樽の香りが、アーモンドを思わせる。
凝縮感たっぷりの厚みと強くシャープな酸が心地良く舌を
潤す。ミネラリティと複雑性があり、非常に長い余韻の、
高次元の辛口。

品種 : GRAUBURGUNDER
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : 2.3G/L
小売価格（税込） : ¥4,320

有限会社 伏見ワインビジネスコンサルティング　 
FUSHIMI WINE BUSINESS CONSULTING LTD.,

担当 : 黒川 竜次郎

〒 236-0052　横浜市金沢区富岡西 6-1-31
TEL 045-771-4587　FAX 045-771-4401
E-MAIL fwrkurokawa@bg.wakwak.com
URL http://winecom.jp

5
Weingut Heinrich Seebrich, 2015 Nierstein Paterberg Trutzturm 
RHEINHESSEN
ヴァイングート ハインリッヒ ゼーブリッヒ, 2015 ニアシュタイン パターベルグ グラウブルグンダー トルッツトゥルム, ラインヘッセン

高級料理にも寄り添える、リッチで複雑な本格派



Note

輸入元

仕事の合間に昼から一杯。あるいは、新橋の居酒屋でコ
ップになみなみ注いで。ちょっとお疲れ気味のサラリーマ
ンの五臓六腑に染み渡る味わい。

チーズとトマトを挟んだローストビーフのオープンサンドと
ピクニックのランチに、タパス、タプナード、ブラックオリ
ーブのマリネ、パルミジャーノチーズは塊をかじりながら。

ミカン、ライムなどの柑橘、洋梨の香り。味わいは非常
に素直で、ほどよい甘さは酸とのバランスがとれている。
ジューシーさが生きる、軽快でチャーミング、フルーティ
な辛口。

品種 : RIESLING, MÜLLER-THURGAU
品質等級 : KABINETT
タイプ : WHITE
味わい : HALBTROCKEN
残糖 : 14.7G/L
小売価格（税込） : ¥1,026

株式会社スマイル　SMILE CORP.
担当 : 野口 亜希子

〒 135-0052　東京都江東区潮見 2丁目 8番 10号 潮見 SIFビル 4F
TEL 03-6731-2400　FAX 03-6731-2271
E-MAIL noguchi-a@smilecorp.co.jp
URL http://www.smilecorp.co.jp/

6
Peter Mertes, 2016 Kabinett 
RHEINHESSEN
ペーター・メルテス, 2016 リースリング カビネット ハルプトロッケン ラインヘッセン, ラインヘッセン

素直でフルーティ、軽快でチャーミング、なごむ1本



Note

輸入元

アロマティック。ライム、オレンジの花、スモモ、キンカン
のはっきりとした香りが特徴的。グラスを回すと石灰から
のミネラルや白い花のブーケも加わる。清らかでフレッシ
ュ、非常に生き生きとした味わい。ジューシーな果実味を
キリッとした酸がうまく引き締めている。

アサリのミルク煮ショウガ風味、鶏肉とリンゴのサラダ、
手作り豆腐に鰹節をたっぷりかけて、醬油を一滴、山菜、
根菜、ビーツにも、食後なら、チーズとチョコレートと。

カチカチに冷やして、豚しゃぶやタラと豆腐のみぞれ鍋を
囲んで汗をかきかきガンガン飲みたい。６本冷やして4人
で飲む、まるで上品な山賊の酒盛り。

品種 : RIESLING
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : HALBTROCKEN
残糖 : 16.3G/L
小売価格（税込） : ¥1,944

株式会社徳岡　TOKUOKA CO.,LTD
担当 : 清水 泰博

〒 542-0081　大阪市中央区南船場 3-5-26
TEL 06-6251-4810　FAX 06-6251-4825
E-MAIL y-shimizu@appsmail.jp
URL http://www.tokuoka.co.jp/

7
Weingut Josef Biffar, 2014  
PFALZ
ヨーゼフ ビファー, 2014 ヨーゼフ ビファー リースリング ハルプトロッケン, ファルツ

伝統ドイツを思わせながらも進化したネオクラシック



Note

輸入元

一匹狼的なキリリとしたこのワインは、家で一人の食事に
ぴったり。仕事を頑張った日に、デパ地下でいつもの酢
豚と春雨サラダにご褒美のエビチリをつけてプチゴージャ
スに。

ワインの硬質な酸を生かし、牡蠣やホタテを殻のまま焼い
てスダチを振って、鶏肉とキノコのファルス、行者ニンニ
クやクルマエビの天ぷら・カレー塩添え、春キャベツにタ
ップナードを詰めて、ハードタイプのチーズと。

オレンジの花、レモン、ライム、アーモンドの花、キウイ
フルーツをスパッと切った時の香り。白い土や白コショウ、
ムスクのような印象も。なめらかではっきりとした口当た
り、きびきびとした酸、果実の味わいもひきしまった印象。
ラインガウの模範的なリースリング。

品種 : RIESLING
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : 8.6G/L
小売価格（税込） : ¥2,052

株式会社 八田　HATTA CO., LTD.
担当 : 西 真規

〒 143-0016　東京都大田区大森北 6-25-18
TEL 03-3762-3121　FAX 03-3762-3270
E-MAIL wine@hatta-wine.co.jp
URL http://www.hatta-wine.com

8
G.H. von Mumm, 2015 50 Degrees 
RHEINGAU
ゲー ハー フォン マム, 2015 フィフティ ディグリー リースリング トロッケン, ラインガウ

多彩なアロマが逃げ出さない、これぞ硬派なラインガウ



Note

輸入元

白桃、黄桃、白コショウ、ムスク、さらにピスタチオやセ
リの香りが加わりアロマティック。はっきりした味わいで、
それぞれのフレーバーが凝縮して調和。十分な酸がそれ
を支え強いボディとなり、タイトな切れ味がある。

チョウザメの塩包み焼き・タイム、ローリエを入れて、上
質な豚ロース肉を備長炭で焼いて、クミンやセリたっぷり
の汁少なめのフォー、カキと牛肉のオイスターソース、ピ
エ・ダングロワなどのウォッシュチーズ。

テニスや音楽などの年に一度の同好会の飲み会用。下心
なしの美味いもの好きな仲間と。クミン、ターメリック、
ウーシャンスパイスを使った料理と合わせたい。

品種 : RIESLING
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : 8.8G/L
小売価格（税込） : ¥2,376

〒 577-0802　大阪府東大阪市小阪本町 1-6-20
TEL 0120-344101
URL http://www.mottox.co.jp

9
Weingut Von Winning, 2016 Von Winning 
PFALZ
ヴァイングート フォン・ウィニング, 2016 フォン･ウィニング リースリング トロッケン Q.b.A., ファルツ

凝縮と調和、土台のしっかりとしたアロマ爆弾

株式会社モトックス　MOTTOX INC.



Note

輸入元

セクシーで大人のリースリングは下心満載の勝負の個室デ
ィナーに。このワインでダメならもはやその恋愛は成就し
ない。

アサリとキクラゲの黄身酢和え、ハモの梅肉のすまし汁、
パルミジャーノレッジャーノを薄く削って上質なオリーブオ
イルをかけて、参鶏湯、ふぐの唐揚げにも。

オレンジの皮、白いナッツ、白桃、ライチ。樽のニュアン
スが加わり凝縮感のある香り。アルコールも酸も豊か。
いい状態の果実とエネルギーを感じられる味わい。

品種 : RIESLING
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : HALBTROCKEN
残糖 : 12.8G/L
小売価格（税込） : ¥2,808

株式会社 紀の国屋　KINOKUNIYA CO.,LTD.
担当 : 大野 英雄

〒 564-0073　大阪府吹田市山手町 1-7-30
TEL 06-6387-3737　FAX 06-6388-1456
E-MAIL kinokuniya815@nifty.com
URL http://store.shopping.yahoo.co.jp/held/

10
Weingut Gunderloch, 2014 Red Stone 
RHEINHESSEN
グンダーロッホ, 2014 グンダーロッホ レッド・ストーン・リースリング, ラインヘッセン

セクシー＆リッチ。大人のための極上リースリング



Note

輸入元

熊本県特産の河内晩柑、レモンの皮、杏仁、ビワ、若々
しい桃、グリーンマンゴー、白い菊や百合など爽やかなも
のを連想させる香り。きめ細かい酸が感じられ、健全で
コンパクト、緻密なまとまり。

小エビやヤリイカのソテーにスダチやレモンを搾って、エビ
のプランチャなどのスペインバルのスターター、マコガレイ
の天ぷら、ホタテの刺身、シェーブルチーズにオレンジピ
ールを添えて。

上品な蕎麦屋で40代のお洒落カップルの少し豪華な土曜
のランチ。蕎麦には日本酒十四代。〆のカツ丼と天丼を
‘半分こ’しながらグラスでこのワインを。

品種 : RIESLING
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : 8.8G/L
小売価格（税込） : ¥4,039（参考価格）

株式会社ファインズ　FWINES CO.,LTD.
担当 : 木場谷 なほ

〒 150-0013　東京都渋谷区恵比寿 4-6-1 恵比寿MFビル 6階
TEL 03-6732-8600　FAX 03-6732-8606
E-MAIL ※お電話にてお問合せください
URL http://www.fwines.co.jp

11
Weingut Robert Weil, 2016  
RHEINGAU
ロバートヴァイル, 2016 ロバートヴァイル リースリング トロッケン, ラインガウ

出しゃばらず緻密にまとまった楚々とした表情が魅力的



Note

輸入元

まるでマリー・ローランサンのような若くて進歩的で反抗
的な美女。金曜の夜、美術館内の閉館後のレストランで
フィッシュ＆チップスを手で食べながら下心そこそこに知的
な話をする時に。

皮の部分だけ火を通したアマダイの松かさ焼き、クルマエ
ビの天ぷら、神戸牛の白味噌焼きに新タマネギのロースト
を添えて、ウォッシュタイプのチーズ。

上品な青リンゴ、ゴールデンデリシャス、フレッシュな白
桃の香り。穏やかな酸、ジューシーさの奥にマンゴーやラ
イチのニュアンス。広がりと緻密さ、豊かな酒質。少々
苦味あり。果実のシャープな切り口のようなフレッシュな
印象。

品種 : RIESLING
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : 5.1G/L
小売価格（税込） : ¥4,104

株式会社フィラディス　FIRADIS LTD.
担当 : 浅原 有里

〒 231-8331　神奈川県横浜市中区桜木町 1-1-7 ヒューリックみなとみらい 12階
TEL 045-222-8871　FAX 045-222-8776
E-MAIL y.asahara@firadis.co.jp
URL http://www.firadis.co.jp

12
Weingut Wagner Stempel, 2016 Siefersheim Porphyr 
RHEINHESSEN
ヴァグナー・シュテンペル, 2016 ジーファースハイム リースリング ポルフィル, ラインヘッセン

時代の先を行く若くて反抗的な美女。目が離せない



Note

輸入元

母と娘で歌舞伎を観た夜、銀座の高級和食店でハマグリ
の潮汁と、くっと合わせて。家柄と育ちの良いお嬢さんが
似合うワイン。

鶏肉と空豆をさっと白醬油で炒めて、春菊・豆腐・ネギ
たっぷりのすきやき、パプリカのマリネ、ウォッシュ、セミ
ハード、ヤギ乳のチーズと。

ストーンフルーツ、アプリコット、洋ナシ、アカシアの花、
かすかにサフランの香りも。なめらかで落ち着きがあり、
酸は穏やか。ふっくらとした印象で、素直なまるみ、ほっ
とできる白ワイン。時間の経過とともに白いナッツやアー
モンドの香りも現れる。

品種 : RIESLING
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : 5.2G/L
小売価格（税込） : ¥4,536

株式会社 八田　HATTA CO., LTD.
担当 : 西 真規

〒 143-0016　東京都大田区大森北 6-25-18
TEL 03-3762-3121　FAX 03-3762-3270
E-MAIL wine@hatta-wine.co.jp
URL http://www.hatta-wine.com

13
Weingut Kühling-Gillot, 2014 Niersteiner 
RHEINHESSEN
キューリング ジロー醸造所, 2014 ニアシュタイナー リースリング トロッケン, ラインヘッセン

素直さと穏やかさを備えた、育ちの良いふくよかな白



Note

輸入元

｢昼顔｣ の頃のカトリーヌ・ドヌーヴ。知性と官能。夫
婦で娘の二十歳の誕生日を祝う家族愛に満ちた時間を過
ごす時に。高級和食店で外国人を迎える際に。

低温ローストポークにパイナップル、鶏かウズラの蒸し焼
きにカボチャのピュレ、ヒラメのエンガワの炙り、フカヒレ
など油の少ない旨み系高級モダン中華、ハードタイプのチ
ーズを薄く削って。

青リンゴの蜜、アカシア、トランペット茸、アールグレイ
の紅茶の香り。控えめな酸化防止剤、熟成の兆し。完熟
したぶどうの透明感のある果実味のハーモニー。非常に
余韻が長い。

品種 : RIESLING
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : 8.3G/L
小売価格（税込） : ¥5,508

株式会社ラシーヌ　RACINES
担当 : 久保田 真里江

〒 102-0083　東京都千代田区麴町 5-4　セタニビル 3階
TEL 03-6261-5125　FAX 03-6261-5126
E-MAIL info@racines.co.jp
URL http://www.racines.co.jp

14
Weingut A.J. Adam, 2012 Hofberg 
MOSEL
アダム, 2012 ホーフベルク トロッケン, モーゼル

控えめな酸、やさしさに溢れた格調高い妖艶さの辛口



Note

輸入元

高級中華街で下心のあるデート。まず鼻と口をリースリン
グに染めてから、麻婆豆腐を。ゴージャスでセクシーなワ
インと旨みのあるスパイスにノックアウト。下心がどうでも
よくなり‘食べに没頭する’１本。

オマール・ブルーのオーブン焼き、手長エビと洋梨のグリ
ル、夏鹿や鳩のロースト、ハツの炭火、ふぐの煮こごり、
毛ガニの味噌焼きにリースリングを垂らして、セミハードタ
イプのチーズ。

カリン、メロンの皮、オレンジの花、白桃のコンポート、
コリアンダーと、複雑な香りが次々に現れる。なめらかで
ジューシーなキャンディを思わせ、辛口と一言では言い切
れないハイレベルなまとまりで何杯でも飲める。冷やしす
ぎないこと。

品種 : RIESLING
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : WHITE
味わい : TROCKEN
残糖 : 7.6G/L
小売価格（税込） : ¥7,765

株式会社ザート・トレーディング　ZATO TRADING CORPORATION
担当 : 山越

〒 105-6227　東京都港区愛宕 2-5-1　愛宕グリーンヒルズMORIタワー 27F
TEL 03-5408-7415　FAX 03-5408-0757
E-MAIL import@ml.zato-trd.co.jp
URL http://www.zato-trd.co.jp/

15
Weingut Dr. Bürklin- Wolf , 2015 Wachenheimer Altenburg P.C. 
PFALZ
クリュブルックリン, 2015 ヴァッヘンハイマー・アルテンブルク・リースリング PC, ファルツ

複雑な旨みと成熟さ。料理に夢中にさせる魅惑のワイン



Note

輸入元

まだ秘密を持っていない、すくすく育った良家のお嬢様。
ミュージカルを観た後のインド料理店でキーマカレーと。
伝統を守る父と現代のドイツ娘の合作のようなワイン。

パクチー入りフォー、豚や鶏のクミン・カレーソース、イ
チゴのクレーム・シャンティイ、オーガニックスイーツ、フ
ィナンシェ、ブルーチーズとそのスイーツ。

果実の成熟を感じる濃いイエロー。マンゴー、パパイヤ、
アカシアシロップ、白檀の香り。親しみやすく、丸みと酸
味、甘味が同居。素直でジューシー、トロピカル。‘お
値段以上’の質の高さを感じる洗練された半辛口。

品種 : RIESLING
品質等級 : SPÄTLESE
タイプ : WHITE
味わい : FEINHERB
残糖 : 23.8G/L
小売価格（税込） : ¥2,700

株式会社 稲葉　INABA & CO.,LTD.
担当 : 前原 森生

〒 454-0954　愛知県名古屋市中川区江松五丁目 228番地
TEL 052-301-1441　FAX 052-301-1701
E-MAIL morise.maehara@inaba-wine.co.jp
URL http://www.inaba-wine.co.jp

16
Weingut Karl Erbes, 2010 Ürziger Würzgarten 
MOSEL
カール エルベス, 2010 ユルツィガー ヴュルツガルテン, モーゼル

伝統的な造りと近代的な感性を感じる、洗練された半辛口



Note

輸入元

ピノ・ノワール好きが集まる女性店主がいるワインバーで
出されたら思わず通ってしまう。俳句の会が終わった後、
ウナギ屋の離れで。男同士で悪巧みをする時に。

鴨のロースト・カシスとエスプレッソのソース、ウナギの
山椒焼き・蒲焼き、サムギョプサル、コンテ、モルビエ
などハードタイプのチーズ、羊乳のチーズ。

しっとりした丁字、甘草、コーヒー豆を挽いた時のロース
ト香。なめらかな口当たり、熟した果実が溶ける前の、
ダークチェリーをカリッと嚙んだようなきびきびとした酸が
心地良い。耐久性があり、グラスワインにも得策。

品種 : SPÄTBURGUNDER
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : RED
味わい : TROCKEN
残糖 : 5.0G/L
小売価格（税込） : ¥2,484

株式会社ドイツ商事　DEUTSCHE HANDELS AG
担当 : 福井 雄介

〒 650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-9-14
TEL 078-222-3200　FAX 078-222-0221
E-MAIL contact@roterose-kobe.co.jp
URL http://www.roterose-kobe.co.jp

17
Weingut Schales, 2015  
RHEINHESSEN
ヴァイングート シャーレス, 2015 ヴァイングート シャーレス シュペートブルグンダー トロッケン, ラインヘッセン

男っぽい耐久性の高さを感じる硬派ななめらかさのピノ



Note

輸入元

お付き合いして3年目のカップルが北欧旅行へ。到着して
2日目に「最近お互い忙しくてすれ違いが多かったね」。
今夜はじっくりこのワインで乾杯。

ラム肉のパッパルデッレ、鴨肉のロースト・チェリーソー
ス、熟成牛肉のステーキを西洋わさびのソースで、熟成
したシェーブルチーズ。

赤いチェリーのシロップ漬け、アールグレイ、革、生ハム、
かすかな白コショウの香り。なめらかピュア、ジューシー。
豊か過ぎずフレッシュ過ぎず、酒質と技術の高さを感じる。
木樽のニュアンスが余韻に心地よく現れる。

品種 : SPÄTBURGUNDER
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : RED
味わい : TROCKEN
残糖 : 5.1G/L
小売価格（税込） : ¥3,240

有限会社 伏見ワインビジネスコンサルティング　 
FUSHIMI WINE BUSINESS CONSULTING LTD.,

担当 : 黒川 竜次郎

〒 236-0052　横浜市金沢区富岡西 6-1-31
TEL 045-771-4587　FAX 045-771-4401
E-MAIL fwrkurokawa@bg.wakwak.com
URL http://winecom.jp

18
Weingut Darting, 2014 Dürkheimer Nonnengarten 
PFALZ
ヴァイングート ダルティング, 2014 デュルクハイマー ノーネンガルデン シュペートブルグンダー, ファルツ

ピュアさと熟成、その二面性を時間をかけて味わいたい



Note

輸入元

入社して半年の新入社員が思いを寄せるワイン好きの先
輩女子社員をデートに誘う。さらっとこのドイツワインを勧
めたら、「え、これドイツなの？」。その意外性がポイント
高し。

タマネギのロースト、豚の背脂をスパイスで熟成させ
た生ハムとチーズをまとわせて、仔牛の塊のロースト、
八丁味噌を使ったトンカツ、チーズ味噌、6カ月のコンテ
にジャムを添えて。

新鮮な赤いチェリー、華やかで凝縮した香り。キメ細かい
タンニンが次第にほつれ、舌の上で果実のジューシーさと
なめらかに吸い込まれる。酸は張りがあり骨太。凝縮と
透明感、モカのような熟成感、上品なまるみ、つぶした
ダークチェリーの余韻が抜群のバランス。

19
Weingut Frey, 2014 Pinot Noir 
RHEINHESSEN
フレイ, 2014 フレイ ピノノワール, ラインヘッセン

飲むほどに好奇心がわく、スリリングで追い続けたい

大丸興業株式会社　DAIMARUKOGYO, LTD.
担当 : 小谷 淳

〒 541-0051　大阪府大阪市中央区備後町 3丁目 4番 9号　輸出繊維会館４階
TEL 06-6205-1031　FAX 06-6205-1042
E-MAIL kotani@daimarukogyo.co.jp
URL http://www.daimarukogyo.co.jp

品種 : SPÄTBURGUNDER
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : RED
味わい : TROCKEN
残糖 : 0.3G/L
小売価格（税込） : ¥3,240



Note

輸入元

疲れた時のエネルギー補給に。20年後の熟成を見てみた
い。国会議員の選挙戦、ラグビーの世界戦の前、よっし
ゃ行くぞ！という決断の時に。

牛ホホ肉の赤ワイン煮、オッソブーコ・ミラネーゼ。夏鹿
に梅肉、特上の神戸牛のすきやき。北京ダック。羊乳の
チーズにアプリコットジャムを添えて。

完熟したダークチェリーと梅を一緒に漬け込んだような深
い香り。コーヒー、ブラックペッパー、甘草のスパイス。
ヤマブドウのようなややワイルドリッチな果実味、酸も骨格
も力強い。モダンでパワフル、デカンタか早めの抜栓がお
すすめ。

品種 : SPÄTBURGUNDER
品質等級 : QUALITÄTSWEIN
タイプ : RED
味わい : TROCKEN
残糖 : 2.0G/L
小売価格（税込） : ¥4,104

ヘレンベルガー・ホーフ 株式会社　HERRENBERGER HOF A.G.
担当 : 山野 高弘

〒 567-0878　大阪府茨木市蔵垣内 2-10-15
TEL 072-624-7540　FAX 072-623-8703
E-MAIL t.yamano@h-hof.com
URL http://www.herrenberger-hof.co.jp/

20
Weingut Huber, 2015  
BADEN
フーバー, 2015 フーバー シュペートブルグンダー, バーデン

ドイツのモダンピノを世界に知らしめた力強い逸品

ドイツワイン産地MAP



ドイツワイン産地MAP



〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-12-8 3F
TEL 03-5789-2566 / FAX 03-5789-2561
info@winesofgermany.jp

Wines of Germany 
日本オフィス

http://www.winesofgermany.jp/
https://www.facebook.com/winesofgermany.jp


