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ゲオルグ・ブロイヤー醸造所ゲオルグ・ブロイヤー醸造所ゲオルグ・ブロイヤー醸造所ゲオルグ・ブロイヤー醸造所 
 

No.No.No.No.     生産所／生産地域 ワイン名 / 品種 / 等級 
税込価格  
（本体価格） 

メモ 

1111 

ゲオルグ・ブロイヤー 

         ／ラインガウ 
10 「ソヴァージュ」 リースリング Q.b.A. トロッケン 

￥2,940 

（2,800） 

 

 

ブロイヤーのブロイヤーのブロイヤーのブロイヤーの    

スタンダードクラススタンダードクラススタンダードクラススタンダードクラス    

爽やかさを残しつつも、1 本芯の通ったしっかりとした味わいと、 

後味に残る鮮烈な酸味が特徴の、ドライなリースリング。 

2222 

ゲオルグ・ブロイヤー 

         ／ラインガウ 

08 「エステート」 ラウエンタール  

リースリング Ｑ.b.A. トロッケン 
￥3,990 

（3,800） 

 

 

ワンランク上のワンランク上のワンランク上のワンランク上の    

村名入りクラス村名入りクラス村名入りクラス村名入りクラス    

ラウエンタール村のリースリングのみを使用した、村名入り 

クラスのリースリング。ワンランク上の力強い味わい。 

3333 

ゲオルグ・ブロイヤー 

         ／ラインガウ 

09 「テラ・モントーサ」 ラインガウ 

   リースリング Q.b.A. トロッケン 
￥5,775 
（5,500） 

      

 

特級畑の特級畑の特級畑の特級畑の    

セカンドラベルセカンドラベルセカンドラベルセカンドラベル    

ブロイヤーが持つ特級畑のセカンドラベルにあたるワイン。 

ワイン名はラテン語で「急斜面」の意味。 

4444 

ゲオルグ・ブロイヤー 

       ／ラインガウ 

08 リューデスハイム ベルク・ロットラント 

   リースリング Q.b.A. トロッケン 
￥9,240 

（8,800） 
 

 

 
ドライリースリングのドライリースリングのドライリースリングのドライリースリングの    

最高峰、特級畑最高峰、特級畑最高峰、特級畑最高峰、特級畑    

ブロイヤーが持つ４つの特級畑のうちの１つ。 

がっちりとした筋肉質なボディが魅力。 

5555 

ゲオルグ・ブロイヤー 

       ／ラインガウ 
05 ブロイヤー リースリング ゼクト ブリュット 

￥5,880 

（5,600） 
 

 

 
ミネラル感のあるミネラル感のあるミネラル感のあるミネラル感のある    

スパークリングスパークリングスパークリングスパークリング    

瓶内二次発酵、3 年以上熟成させた、リースリング単一の 

スパークリングワイン。リッチなミネラルを感じる味わい。 

6666 

ゲオルグ・ブロイヤー 

       ／ラインガウ 

02  ブロイヤー グラウアーブルグンダー［B］  

Q.b.A. トロッケン 
￥7,350

（7,000） 

 

 

コクとボディのあるコクとボディのあるコクとボディのあるコクとボディのある    

まろやかな辛口まろやかな辛口まろやかな辛口まろやかな辛口    

溢れる果実味を新樽で閉じ込めた、風味豊かでコクのある 

辛口ワイン。10 年の熟成を経て、旨みが開きつつある。 

7777 

ゲオルグ・ブロイヤー 

       ／ラインガウ 

09  ブロイヤー 「ジュー」  

シュペートブルグンダー Q.b.A. トロッケン 
￥3,990 

（3,800） 

 

 

黒ぶどうから黒ぶどうから黒ぶどうから黒ぶどうから    

造られた白造られた白造られた白造られた白    

品種のしっかりとした旨みと、上質な酸味を感じる 

ピノ・ノワールの白ワイン仕立て。 

8888 

ゲオルグ・ブロイヤー 

       ／ラインガウ 

09 ブロイヤー 「ルージュ」 

   シュペートブルグンダー Q.b.A. トロッケン 
￥3,675 

（3,500） 

 

 

品種の旨みを品種の旨みを品種の旨みを品種の旨みを    

感じる赤感じる赤感じる赤感じる赤 
ブロイヤーさんが極少量生産している赤ワイン。 

硬質なミネラル感と鉄分を感じる、バランスのとれた赤。 

 

赤ワイン赤ワイン赤ワイン赤ワイン 
 

9999 

ベルンハルト・フーバー 

       ／バーデン 
08  フーバー シュペートブルグンダー  

「ユンゲレーベン」 Q.b.A. トロッケン 
￥4,095 

（3,900） 

 

 

醸造家の個性が醸造家の個性が醸造家の個性が醸造家の個性が    

よく出た赤よく出た赤よく出た赤よく出た赤    

ブラックベリーのような華やかな香りと、口の中で感じる 

圧倒的な力強さが特徴的。生産者の個性がしっかり感じ取れる赤。 

10101010 

フリードリッヒ・ベッカー 

        ／ファルツ 

07 ベッカー 「ギョーム」 

   ロートワイン キュヴェ Q.b.A. トロッケン 
￥3,465 

（3,300） 

 

 

4444種類のぶどう種類のぶどう種類のぶどう種類のぶどう    

濃厚な赤濃厚な赤濃厚な赤濃厚な赤    

ブロイヤーが極少量生産している赤ワイン。硬質なミネラル感と 

鉄分を感じる、バランスのとれたピノ・ノワール。 
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No.No.No.No.     生産所／生産地域 ワイン名 / 品種 / 等級 
税込価格  
（本体価格） 

メモ 

11111111 

ラッツェンベルガー 

      ／ミッテルライン 

09 シュティーガー ザンクト・ヨースト 

   リースリング カビネット ハルプトロッケン 
￥3,045 

（2,900） 

 

まろやかな味わいのまろやかな味わいのまろやかな味わいのまろやかな味わいの    

やや辛口やや辛口やや辛口やや辛口    

香り豊かでまろやか、柔らかい味わいながらもキレの良い酸味に 

恵まれた、余韻の長い中辛口ワインです。 

12121212 

ラッツェンベルガー 

      ／ミッテルライン 

07 シュティーガー ザンクトヨースト 

   リースリング グローセス・ゲヴェックス 
￥6,300 

（6,000） 

 

柔らかな果実味柔らかな果実味柔らかな果実味柔らかな果実味    

特級畑の辛口特級畑の辛口特級畑の辛口特級畑の辛口        

最大斜度 60 度にもなる、特級畑区画からとれた高濃度の 

果汁を使用。穏やかに広がるまろやかな旨みが心地よい。 

13131313 

ラッツェンベルガー 

      ／ミッテルライン 
09 カスパーR リースリング Q.b.A. 

￥2,940

（2,800） 

 

華やかで上品な華やかで上品な華やかで上品な華やかで上品な    

甘みの甘口甘みの甘口甘みの甘口甘みの甘口 
クラスを超えた甘みと旨みを持ちながらも上質な酸味を持つ、 

完成度の高い甘口ワイン。 

14141414 

ラッツェンベルガー 

      ／ミッテルライン 

08 バッハラッハー ヴォルフスヘーレ 

   リースリング シュペートレーゼ  
￥4,515 
（4,300） 

 

 

旨みも甘みも旨みも甘みも旨みも甘みも旨みも甘みも    

いっぱいの甘口いっぱいの甘口いっぱいの甘口いっぱいの甘口    

優良畑の、ゆっくりしっかり熟した糖度の高いリースリングを 

使用し、甘みと旨みの凝縮した味わいに仕上げた甘口ワイン。 

11115555 

ラッツェンベルガー 

      ／ミッテルライン 

07 バッハラッハー クロスター・フュルステンタール 

   リースリング ゼクト ブリュット 
￥4,200 

（4,000） 

 

クリーミーで華やかクリーミーで華やかクリーミーで華やかクリーミーで華やか    

スパークリングスパークリングスパークリングスパークリング    

ゼクト、アイスワイン専用の畑から採れたリースリングを使用。 

瓶内二次発酵、3 年以上熟成、ドイツを代表するゼクトの１つ。 

16161616 

ラッツェンベルガー 

      ／ミッテルライン 

10 バッハラッハー グラウアーブルグンダー 

   Q.b.A. トロッケン 
￥3,360 

（3,200） 

 

ライチのような香りライチのような香りライチのような香りライチのような香り    

ジューシーな甘口ジューシーな甘口ジューシーな甘口ジューシーな甘口     
僅か 0.5ha の畑でしか栽培されていないワイン。 

エレガントな飲み口ながらもしっかりコクのある一本。 

17171717 

ラッツェンベルガー 

      ／ミッテルライン 

03 バッハラッハー クロスター・フュルステンタール 

   リースリング アイスワイン 375ｍｌ 
￥10,500 

（10,000） 

 

 

極甘口極甘口極甘口極甘口    

熟成アイスワイン熟成アイスワイン熟成アイスワイン熟成アイスワイン    

クリスマスに収穫されたことでも話題になったアイスワイン。 

とろけるような甘みだけでなく旨みもいっぱい！！ 

    

リッターボトルリッターボトルリッターボトルリッターボトル 
    

18181818 

フリードリッヒ・ベッカー 

         ／ファルツ 

10 ベッカー ジルヴァーナ 1000ｍｌ 

   Q.b.A. トロッケン 
￥2,730 
（2,600） 

 

 

優優優優しく透明感のしく透明感のしく透明感のしく透明感の    

ある辛口ある辛口ある辛口ある辛口    

ベッカーさんが地元のレストラン用に造っている 

リッターボトル。優しい味わいで飲み飽きしない。 

19191919 

ベルンハルト・フーバー 

        ／バーデン 
10 フーバー ミュラートゥルガウ 1000ｍｌ 

   Q.b.A. トロッケン 
￥3,150 

（3,000） 

 

華やかな香りの華やかな香りの華やかな香りの華やかな香りの    

辛口辛口辛口辛口    

フーバーさんの地元用リッターボトル。マスカットのような 

華やかな香りと、フルーティながらもしっかりした味わい。 

20202020 

クランツ 

         ／ファルツ 

09 クランツ リースリング 1000ｍｌ 

   Q.b.A. ハルプトロッケン 
￥2,625 

（2,500） 

 

飾らない味わいの飾らない味わいの飾らない味わいの飾らない味わいの    

    中辛口中辛口中辛口中辛口 
地酒のスペシャリスト、クランツさんが造る、 

普段着のような飾らない味わいのリッターボトル。 

21212121 

クランツ 

         ／ファルツ 
08 クランツ ポルトギーザー 1000ｍｌ Q.b.A. 

￥2,520 

（2,400） 

 

 

すいすい飲めるすいすい飲めるすいすい飲めるすいすい飲める    

やや辛口・赤やや辛口・赤やや辛口・赤やや辛口・赤    

地酒のスペシャリスト、クランツさんが造る、渋みが 

ほとんどなくて、すいすい飲める赤のリッターボトル 
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