


商品番号　WK143

通常価格 ￥1,940（税抜） 

特別価格 ￥1,649（税別・送料別）
ぶ  ど  う：ミュラー・トゥルガウ
ヴィンテージ:2017
容　　 量：750㎖
等　　 級：生産地限定格付上級ワイン　
 カビネット
●スクリューキャップ

白ワイン

▼

辛 口

ワイナリーで不動の 1 番人気の白ワイン。青りんごとカシスと

ナツメグが柔らかに調和した香りが楽しめます。フレッシュ

でフルーティな味わいは、何と言っても和食に合わせやすいの

が魅力です。

ワイナリー
人気

No.1

商品番号　RK535

通常価格 ￥2,200（税抜） 

特別価格 ￥1,870（税別・送料別）
ぶ  ど  う：レゲント
ヴィンテージ:2017
容　　 量：750㎖
等　　 級：生産地限定上級ワイン
●スクリューキャップ

赤ワイン

▼

辛 口

美しいダークレッドカラーにまず目を奪われます。カシスやブラックチェリー

の香り。よく熟した果実の凝縮感が感じられ、ちょっとニューワールド的

でもあり、こんな赤ワインがドイツにもあるんだという印象。日本人が大

好きな甘辛しょう油味によく合います。

商品番号　WK150

通常価格 ￥2,600（税抜） 

特別価格 ￥2,210（税別・送料別）
ぶ  ど  う：シルヴァーナー
ヴィンテージ:2018
容　　 量：750㎖
等　　 級：生産地限定格付上級ワイン　
 カビネット
●スクリューキャップ

白ワイン

▼

辛 口

白ぶどうシルヴァーナーは350年以上前からこのタウバーフランケン地区

で栽培されていた歴史ある品種です。ワインは繊細な青りんごや砂糖菓子

の香りがあり、みずみずしく、フルーティ。

軽やかでエレガントな仕上がりです。

バーデンワイン協会
金　賞

商品番号　WK152

通常価格 ￥4,400（税抜） 

特別価格 ￥3,740（税別・送料別）
ぶ  ど  う：シルヴァーナー
ヴィンテージ:2017
容　　 量：750㎖
等　　 級：生産地限定格付上級ワイン　
 シュペートレーゼ
●スクリューキャップ

白ワイン 《アルテ・レーベン》

▼

樹齢40年を超える古木のぶどうから出来たワイン（裏面参照）。輝きのある美
しいイエローに魅せられ、グレープフルーツと焼きたてのパンの香りに気持ち
がワクワク。爽やかさとミネラルが感じられ、旨味を堪能できる白ワインです。

辛 口

ベルリンワイントロフィー
銀　賞

バーデンワイン協会
金　賞

アルテレーベン

ベックシュタインの豊かな自然からインスパイアされたワイン。3 種類の

ぶどうをブレンドした繊細かつ上品でフルーティな白ワインです。バタフライ

の語源になった美しいバター色の羽を持つヤマキチョウのように、軽やか

でフレッシュな味わい。

商品番号　WK151

通常価格 ￥2,500（税抜） 

特別価格 ￥2,125（税別・送料別）
ぶ  ど  う：ミュラー・トゥルガウ40％、
 ヴァイサーブルグンダー40％、
 リースリング20％
ヴィンテージ:2017
容　　 量：750㎖
等　　 級：生産地限定上級ワイン
●スクリューキャップ

白ワイン 《ツィトローネンファルター》

▼

辛 口 商品番号　WK149

通常価格 ￥3,700（税抜） 

特別価格 ￥3,145（税別・送料別）
ぶ  ど  う：シャルドネ
ヴィンテージ:2017
容　　 量：750㎖
等　　 級：生産地限定格付上級ワイン　
 シュペートレーゼ
●スクリューキャップ

白ワイン

▼

辛 口

サクラアワード「ダブルゴールド」受賞！さらに Wine of Germany「いま
飲むべきドイツワイン」’19に選ばれました！樽由来のロースト香、こがし
バターやヨーグルト、黄桃、バナナなどの香り。ボリュームがあり、豊かな果実味、
しっかりとした酸と仄かな苦みがあり、
骨格がしっかりしたワインです。

商品番号　RK536

通常価格 ￥2,400（税抜） 

特別価格 ￥2,040（税別・送料別）
ぶ  ど  う：タウバーシュヴァルツ
ヴィンテージ:2017
容　　 量：750㎖
等　　 級：生産地限定上級ワイン
●スクリューキャップ

赤ワイン

▼

辛 口

～復活した幻のワイン～　

いつしか忘れられ絶滅したと考えられていたタウバー渓谷周辺の在来葡萄

品種「タウバーシュヴァルツ」。1959年の発見から徐々に復興し、地元で

再び愛される「地ぶどう」になりました。ロマンティックなこのワインは

若々しくチャーミングな印象です。

ミディアム
ボディ

ミディアム
ボディ 商品番号　SK807

通常価格 ￥2,800（税抜） 

特別価格 ￥2,380（税別・送料別）
ぶ  ど  う：ケルナー
ヴィンテージ:2016
容　　 量：750㎖
等　　 級：バーデン ゼクト b. A.
●コルク

ゼクト

▼

サクラアワード2019グランプリ受賞のこのゼクトは、マスカットの新鮮な果

実味のあとに、きめ細やかな泡が広がります。青りんご、ライム、マスカットの

香りやミネラルを感じる石灰の香り。

食前酒としてだけではなく、お食事と一緒にどうぞ。

（スパークリングワイン・白）

瓶内
二次発酵

辛 口

ベルリンワイントロフィー
銀　賞

商品番号　SK842

通常価格 ￥3,600（税抜） 

特別価格 ￥3,060（税別・送料別）
ぶ  ど  う：ピノ・ブラン
ヴィンテージ:2017
容　　 量：750㎖
等　　 級：バーデン ゼクト b. A.
●コルク

プレミアムゼクト

▼

辛 口

伝統的な製法で造られたベックシュタインのプレミアムゼクト。使われるぶ
どうはピノ・ブラン。瓶内で二次発酵させ、酵母と一緒に10ヶ月間寝かせます。
そして手間暇かかるルミアージュ（動瓶）をし、酵母澱を瓶口に集めて取り除
きます。伝統的な製法により生まれたこのプレミアムゼクトは何とも言えな
いエレガントな印象。きめ細やかな泡に包まれた
青りんごのような果実味です。奥行のある旨味が
感じられる特別なゼクト。

traditionelle 
Flaschengärung　

瓶内
二次発酵

（スパークリングワイン・白）

バーデンワイン協会
金　賞

商品番号　SE-22

通常価格 ￥5,000（税抜） 

特別価格 ￥4,250（税別・送料別）

赤白ワインセット

▼

ヴィンテージ:（白）2018
 （赤）2017
容　　 量：各750㎖

　 セット内容
（白）WK150
ぶどう：シルヴァーナー 
生産地限定格付上級ワイン　
カビネット
●スクリューキャップ
（赤）RK536
ぶどう：タウバーシュヴァルツ 
生産地限定上級ワイン
●スクリューキャップ 

（白）

（赤） 辛 口

辛 口

日本から約 9,000キロ離れたベックシュタインの地が感じられるセットはいか
がですか。白ワインは貝殻石灰質の土壌で育まれたすっきりとした辛口で力
強いシルヴァーナー。赤は復興された地ぶどう「タウバーシュヴァルツ」を使っ
たロマン溢れるワイン。渋みは優しく果実味主体でチャーミングな印象です。

バーデンワイン協会
金　賞

ミディアムボディ

ワイナリー
赤ワイン人気

No.1
ワイナリー
人気

No.1

バーデンワイン協会
金　賞

商品番号　SE-21

通常価格 ￥3,880（税抜） 

特別価格 ￥3,298（税別・送料別）

赤白ワインセット

▼

ヴィンテージ:（白）2017
 （赤）2017
容　　 量：各750㎖

　 セット内容
（白）WK143
ぶどう：ミュラー・トゥルガウ 
生産地限定格付上級ワイン　カビネット
●スクリューキャップ
（赤）RK533
ぶどう：シュヴァルツリースリング 
生産地限定上級ワイン
●スクリューキャップ 

（白）

（赤）

辛 口

やや辛口

ワイナリーで人気の赤白セット。白は青りんごとカシ
スとナツメグが柔らかに調和した香りが楽しめ、フレッ
シュでフルーティな味わい。和食にも合わせやすいの
が魅力です。赤は豊かな果実味があり、酸味は穏やか
で渋みは柔らか。滑らかですっと喉を通るワインです。

ミディアムボディ

サクラアワード  2019
ダブルゴールド

Premium
プレミアム
ワイン

Im
Barrique
gereift
樽熟成

ベルリンワイントロフィー
金　賞

瓶内
二次発酵

ベルリンワイントロフィー
銀　賞

商品番号　SE-23

通常価格 ￥6,500（税抜） 

特別価格 ￥5,525（税別・送料別）

白のプレミアムワインとゼクトのセット

▼

ヴィンテージ:（白）2017
（スパークリングワイン・白）2016
容　　 量：各750㎖

　 セット内容
（白）WK149
ぶどう：シャルドネ 
生産地限定格付上級ワイン　
シュペートレーゼ
●スクリューキャップ
（ゼクト・白）SK807
ぶどう：ケルナー 
バーデンゼクト b. A.
●コルク 

（白）

（ゼクト） 辛 口

辛 口

サクラアワードダブルゴールド受賞ワインのセットです。白は Wine of 
Germany「いま飲むべきドイツワイン」’19に選ばれました。豊かな果実
味としっかりとした酸が調和し、骨格がしっかりしたふくよかなワイン。ゼクト
はダブルゴールド受賞に加え、「寿司に合うワイン」部門特別賞と「天ぷらに合う
ワイン」部門グランプリ！ぜひ飲んでもらいたいセットです。

Premium
プレミアム
ワイン

商品番号　SE-24

通常価格 ￥7,400（税抜） 

特別価格 ￥6,290（税別・送料別）

赤白プレミアムワインセット

▼

ヴィンテージ:（白）2017
 （赤）2016
容　　 量：各750㎖

　 セット内容
（白）WK149
ぶどう：シャルドネ 
生産地限定格付上級ワイン　シュペートレーゼ
●スクリューキャップ
（赤）RK537
ぶどう：シュペートブルグンダー 
生産地限定格付上級ワイン　シュペートレーゼ
●スクリューキャップ

（白）

（赤） 辛 口

辛 口

オーク樽で熟成させたプレミアムワインのセット。白は樽由来のロースト香、
こがしバターやヨーグルトの香り、そして黄桃、バナナなどの香りも感じら
れます。豊かな果実味、しっかりとした酸と仄かな苦みがあり、骨格がしっ
かりしたワインです。赤はキノコや落ち葉の香りや干しイチジクの香りに加
えて樽由来のカカオ香やバニラ香もある芳醇な香り。タンニンはきめ細やか
でなめらか。優雅さと熟成感を堪能できるプレミアムワインです。

フルボディ

ベルリンワイントロフィー
金　賞

Im
Barrique
gereift
樽熟成

ベルリンワイントロフィー
銀　賞

商品番号　SE-25

通常価格 ￥8,800（税抜） 

特別価格 ￥7,480（税別・送料別）

赤白アルテ・レーベンセット

▼

ヴィンテージ:（白）2017
 （赤）2016
容　　 量：各750㎖

　 セット内容
（白）WK152
ぶどう：シルヴァーナー
生産地限定格付上級ワイン　シュペートレーゼ
●スクリューキャップ
（赤）RK538
ぶどう：シュペートブルグンダー 
生産地限定格付上級ワイン　シュペートレーゼ
●スクリューキャップ

（白）

（赤） 辛 口

辛 口

樹齢40年を超えるぶどうの木から採れたぶどうのみで造ったワイン「アルテ・
レーベン」のセットです。白はグレープフルーツと焼きたてのパンの香り。
爽やかさとミネラルが感じられるエレガントなワインです。赤は12ヶ月間樽
熟成したフルボディ。樽由来のバニラ香、カシスジャム、黒こしょう、チョコ
レートなどの香り。残糖量0.2ｇ/ℓの辛口で、パワフルな女性がイメージ
されるワインです。

バーデンワイン協会
金　賞

フルボディ

Im
Barrique
gereift
樽熟成

アルテレーベン

商品番号　SE-27

通常価格 ￥11,000（税抜） 

特別価格 ￥9,350（税別・送料別）

赤白プレミアムワインと
プレミアムゼクトのセット

▼

ヴィンテージ:（白）2017/（赤）2016/（ゼクト・白）2017
容　　 量：各750㎖

　 セット内容
（白）WK149 ぶどう：シャルドネ 
 生産地限定格付上級ワイン　シュペートレーゼ
 ●スクリューキャップ
（赤）RK537  ぶどう：シュペートブルグンダー 
 生産地限定格付上級ワイン　シュペートレーゼ
 ●スクリューキャップ
（ゼクト・白）SK842 ぶどう：ピノ・ブラン 
 バーデン ゼクト b. A.
 ●コルク

辛 口（赤）（白） （スパークリングワイン・白）

大切な人に贈って欲しいプレミアムワイン+プレミアムゼクトの
セット。白はしっかりとした酸味、豊かな果実味と心地よい凝
縮感。ふくよかでコクがあるワイン。赤はタンニンがきめ細やか。
奥ゆかしくて優雅なワイン。赤白ともベックシュタイン産のオーク

樽で熟成させています。伝統的な製法で造られたプレミアムゼクトは、きめ細やか
な泡に包まれた青りんごのような果実味と奥行のある旨味が感じられます。

バーデンワイン協会
金　賞

瓶内
二次発酵

Premium
プレミアム
ワイン

ベルリンワイントロフィー
金　賞

サクラアワード2019
グランプリ受賞のゼクト

女性審査員による日本のワインコンクール“サクラアワード 2019”で
ダブルゴールド受賞。さらに日本食「寿司に合うワイン部門」で特別賞に選ばれ、
「天ぷらに合うワイン」部門ではグランプリを受賞しました。       
       
旨味を閉じ込めサクサクに揚げられた天ぷらは
ゼクトとの相性も抜群です。       
       
女性ワインプロフェッショナルが、
日本女性の味覚と女性ならではの視点で選んだ       
ゼクトをぜひ召し上がってみてください。       
       

Im
Barrique
gereift
樽熟成

サクラアワード
グランプリ

サクラアワード
グランプリ

Premium
プレミアム
ワイン

Im
Barrique
gereift
樽熟成 ベルリンワイントロフィー

金　賞

New New New

NewNew

New

New

Winter
Gift  
Sale

 12/18
  （水）12：00まで

お申込み締切

● お酒は20歳になってから。

数量
限定

1本
ギフト

2本
ギフト

3本
ギフト


