
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ボトル、ハーフ在庫次第 🍇（BIO、オーガニック） 

 

赤ワイン

7. Samtrot
ザムトロート

 trocken‘10// Bentzel
ベンツェル

 Sturmfeder
シュトゥルムフェダー

 (Würtenberg) 950 円 

  Schozacher Roter Berg 

 ザムトロート種（ピノ・ムニエ）によるピノ種独特のベリーの香りに 穏やかな樽熟香が心地よい辛口。  

8. 🍇Spätburgunder
シュペートブルグンダー

 trocken ‘15// Franckenstein
フランケンシュタイン

 (Baden) 950 円 

      'Gneiss'
グ ナ イ ス

 Berghaupten
ベルクハウプテン

 

 バーデンでは珍しい片麻岩（グナイス）土壌で複雑み、スパイシさーのある辛口 

9.Lemberger trocken ‘17//Knauss (Würtenberg) 900 円 

 やさしい味わいながらも芯があり、コクもある辛口 
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8.  Spätburgunder
シュペートブルグンダー

  trocken ‘16// Gutzler
グーツラー

 (Rheinhessen)950 円 

 ベリー、イチゴの香り、風味、樽の風味などによりコクや深みがある辛口 

9.Spätburgunder
シュペートブルグンダー

  trocken ‘16// Kranz (Pfalz) 850 円 

 エレガントなルビーの色合い、華やかな香り、ミネラルが感じられる辛口 
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7. 2014BlauerSpätburgunder
シュペートブルグンダー

 trocken//Erben von Beulwitz (Mosel)1110 円 

 エレガントで華やかな香り、モーゼルでは珍しい赤の辛口 

8. 2017 Lemberger
レ ン ベ ル ガ ー

 Strümpfelbach trocken// Knauß(Württemberg)950 円 

300リットルと 500リットルの木樽で熟成、発酵。凝縮感とまろやかな辛口 

9.2015 Rot
ロート

 Hügel
ヒューゲル

 Tüngersheimer trocken//Bickel-Stumpf(Franken)1000 円 

 シュペートブルグンダー 、ブラウフレンキッシュ、ドミナ カベルネ・ドルサのブレンド 

 

赤ワイン

7. Samtrot
ザムトロート

 trocken‘10// Bentzel
ベンツェル

 Sturmfeder
シュトゥルムフェダー

 (Würtenberg) 950円 

  Schozacher Roter Berg 

 ザムトロート種（ピノ・ムニエ）によるピノ種独特のベリーの香りに 穏やかな樽熟香が心地よい辛口。  

8.  Spätburgunder
シュペートブルグンダー

  trocken ‘16// Gutzler
グーツラー

 (Rheinhessen)950 円 

 ベリー、イチゴの香り、風味、樽の風味などによりコクや深みがある辛口 

9.Spätburgunder
シュペートブルグンダー

  trocken ‘16// Kranz (Pfalz) 850 円 

 エレガントなルビーの色合い、華やかな香り、ミネラルが感じられる辛口 

 

 白ワイン 

1.🍇2018 Weisser
ヴァイサー

 Burgunder
ブ ル グ ン ダ ー

-Chardonnay
シ ャ ル ド ネ

 trocken//Keller (Rheinhessen) 1120 円 

  ケラーでは珍しいブレンド。トップクラスの造り手。しっとり、ナミネラル豊富で洗練された辛口  

2. 🍇2018KabinettstückRiesling
リースリング

 trocken //Schloss Lieser (Mosel) 890 円 

  モーゼルで最も洗練されたワイン生産者。柑橘系のしっかりとした酸、長熟向きの辛口。 

3. 2015 Randersackerer Sonnenstuhl Silvaner
ジルヴァーナー

 trocken EL// 

Schmitt's Kinder (Franken)880 円 

土壌はムッシェルカルク（貝殻石灰岩）やわらかな酸が感じられ、しっかりした 1級畑の辛口。 

4. 2017Randersacker Müller
ミュラー

-Thurgau
トゥルガウ

 trocken Ewig Leben// 

                                                        Schmitt's Kinder (Franken)850 円 

ドイツでポピュラーなブドウ品種。爽快な香りが魅力的、フレッシュで上品な辛口 

5. 🍇2017 Riesling
リースリング

 VVtrocken// Van Volxem(Mosel)1030 円 

 野生酵母で発酵、酸によるストラクチャーの存在感、かんきつ類やリンゴのアロマが前に出ている辛口 

6.2015 Niersteiner Paterberg Gewürztraminer
ゲヴュルツトラミナー

 Spätlese // 

                    Eugen Wehrheim (Rheinhessen)810 円 

 ライチの香りでミネラリーさと酸味は控えめですが、糖度が高く柑橘系の酸味も感じる上品な甘口 
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