悦楽の甘口ワイン
食事の最後に楽しむ一杯のデザート・ワイン、胃袋だけでなく心をも満足させる極上の時間である。今回は、まさに悦楽の時間を演出する甘口ワインの数々をご紹介します。

Germany

Austria
◆クラッハー
オーストリア東部、ブルゲンラント州のノイジードラーゼー湖畔に位置する醸造所。同地は湖から発生する
蒸気や霧などによって湿度が高く、気候も暖かいため貴腐ワインに理想的な自然環境をとなっている。クラッ
ハーはこの地の他の生産者と同じく、ワイン作りの歴史は新しく1960年にワイナリーを開設しているが、す
でに甘口ワイン作りのパイオニアの一人となっている。

トロッケンベーレンアウスレーゼ No7
シャルドネ/ヴェルシュリースリング
ヌーヴェル・ヴァーグ1998
YKW98
クラッハーでは大樽で熟成させた伝統的な
スタイルの《ツヴァイシェン・デン・セーン》と
呼ばれるタイプとフレンチ・オークの新樽で
熟成される《ヌーヴェル・バーグ》の2つの貴
腐ワインを作っている。このワインは美しく
輝く琥珀色をしており、マンゴーなどのトロピ
カル・フルーツや蜂蜜、黒糖などの香りをもっ
ているが、葡萄由来の爽やかさを感じる酸
もあり、リッチでゴージャスな味わいとなって
いる。

アウスレーゼ キュベ2003
YKA03
シャルドネと中央ヨーロッパで広
く栽培されているヴェルシュリー
スリング（ドイツのリースリングと
は別種）から作られた遅摘みワ
イン。若々しく明るい黄金色をし
ており、野に咲く花の蜜のように
ピュアなアロマが高く、マイルド
な酸をもったやさしい口当りのワ
イン。価格も手頃で、ゆとりのあ
る午後などにクッキーなどと楽し
むのにもよい。

◆ロバート ヴァイル醸造所

キートリッヒャー グレーフェンベルク リースリング
アイスヴァイン2004
いまではラインガウNo.1の評価を得ているロバート ヴァイ
ル醸造所の作るアイスヴァイン。ほんの僅かに気泡を残して
おり、輝きのある若々しい黄金色からまだまだ熟成初期の段
階にあることを伺わせる。黄色いリンゴや白い花を思わせる
ピュアでいきいきとしたアロマが高く、レンゲの蜂蜜のように
濃密な甘美さが心地良い。余韻はあくまで長く、とぎれること
が無いほど。おかしがたいほどに甘美な純粋さは、白眉であ
る。

◆ドクター ターニッシュ家

DMMA92

モーゼル地方を代表する醸造所からのアウスレーゼ2品。
ドクターは若干黄色のかかった麦藁色がほどよい熟成に
あることを告げており、スレート土壌で育ったリースリング
が熟成したときに生まれる特有の香りをもつ。口に含むと
アンズやカリンのジャム、黄色いリンゴの蜜のような甘さ
と、ミネラルをたっぷり含んだ心地良い酸をもち、飽きのこ
ない美味しさに陶然とさせられる。作り手の思い入れを慈
しんで楽しみたい至宝のワイン。
QLJGG05

グラーハー ヒンメルライヒ リースリング アウスレーゼ
ゴールドキャップ2005 （左）

＊貴腐ブドウ

◆ワールド トレード インターナショナル
ノイジートラーゼー アイスヴァイン2003

＊グレーフェンベルク畑

ベルンカステラー ドクター リースリング アウスレーゼ1997（右）

◆ヨハン ヨゼフ プリュム家
＊親子3代クラッハー ボーイズ

DLGD13

RMNDE03

ノイジードラーゼー地方の協同組合であったゼーヴィンケ
ル生産協同組合から1999年に優れた生産者達が独立
結成した組織が作るアイスヴァイン。
ショイレーベ種とヴェルシュリースリング種を主体に作ら
れたもので、ほどほどの黄金色をしており、ドライフルー
ツの甘い香りに極めて濃密な甘さを特長としている。

プリュムのアウスレーゼは
金色カプセルをまとった特
上品。ごく僅かに気泡をもっ
ており、若々しく輝くフレッ
シュなもの。柑橘類や青い
リンゴ、若い桃などの爽や
かなアロマが高く、ピュア
な果実味が口の中にいつ
までも残る。口当りもなめ
らかで、まだまだこれから
＊現当主マンフレート・プリュ
の成長が期待できる至極
ム氏（左）と長女カタリーナ
のワイン。
女史
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France

WLCR69
◆シャトー クーテ1995
ソーテルヌ地区バルサック村のグラン・クリュ第1級シャトー。
黄色のかかった輝きのある淡い黄金色がほどよい熟成状
態であることを示している。熟した桃に砂糖漬けのレモンピー
ルなどの爽やかさをもち、味わいはアカシアの蜂蜜のような
ふくよかで穏やかな上品さをもつ。特にこれといった特徴は
もたないが、熟成した良いワインに求められるものは全て備
えている。10年の時が紡いだ至宝ともいうべきワインで時間
をかけてゆっくり愉しみたい。

◆ドメーヌ ド ラ ボングラン

BLBGD00

マコン・ヴィラージュ キュベ ボトリシス2000
マコネー地区カンテーヌ村で、15世紀か
らビオロジック農法でワイン作りを行なっ
ているテヴネ家が作る貴腐ワイン。同家
が所有する泥灰質土壌の畑は、ソーヌ
河で発生する霧由来の湿度を吸収し、
保湿する性質をもっているため、ブルゴー
ニュでは珍しいシャルドネ葡萄からの貴
腐ワインが産みだされている。

ゲヴュルツトラミネール アイス ワイン2005

UMARG05

ニューヨークで雑誌の編集者をしていたアンドリュー リッチがワインの魅力に憑かれ、ブルゴー
ニュに渡って修行を修め、その後ワイン作りを始めたもの。彼自身のワイナリーは持たず、契
約葡萄園で収穫された葡萄を、オレゴン州カールトン市にあるカールトン・ワインスタジオで醸
造している。
このワインはワシントン州とオレゴン州で契約栽培されたゲヴュルツトラミネール種100％をド
イツのアイスヴァインの伝統的な醸造法で2ヶ月間じっくり時間をかけてつくられたもの。少し
赤い色をおびた輝く黄金色、アプリコットやバラのような香りと、濃厚な甘味をもったワイン。

Portugal
◆キンタ ダス エレディーアス ルビー ポート スペシャル リザーブ5年

PLQHRAA

法律上ルビー・ポートの樽熟期間は3年だが、特別に5年間熟成されたもの。また一般的なル
ビー・ポートは甘さだけがとりえの凡庸なものだが、この酒は違う。ブラックベリーなどの赤い果実
の香りに各種のスパイス、野生のハーブ、コーヒーなどの複雑な香りをもち、完熟したきめの細か
なタンニンを感じさせる。シガーなどと楽しみたい刮目のルビー・ポートである。

Hungary
◆トカイ・ヒツル社

トカイ アスー 6プトニュス1995

SLHT695

ハンガリー北東部、ウクライナやスロヴァキアとの国境に位置するトカイ地方はまさに貴腐ワインの故郷ともいうべきエリ
ア。伝説によると、16世紀初頭、この地方を治めていたラコーツィ侯爵家に仕えていた宮廷牧師セプシ・ラッコ・マテが、
戦乱から領民を守るために避難させていたところ、収穫を控えていた葡萄が乾葡萄状にカビてしまった。領民たちがこれ
をワインに醸したところ驚くほどに甘美なワインが生まれた。これが後にルイ14世から｢ワインの帝王、帝王のワイン｣と
呼ばれる貴腐ワインの誕生といわれている。ドイツのシュロス・ヨハニスベルクでの貴腐ワイン発見の100年以上も前の
話である。

AMGM02

ゲヴュルツトラミネール マンブール グラン・
クリュ セレクション グラン・ノーブル2002
“クラスマン”で3つ星、“ワイン・アドヴォケイト”で5つ星と、ともに最高
の評価を得ているアルザスの銘醸。1998年から一部ビオディナミを
導入し、2005年からは全面的に実施している。
ジゴルスハイム村のグラン・クリュ、マンブール畑で収穫されたゲヴュ
ルツトラミネール種100％の貴腐ワイン。すこし緑色をおびた非常に
輝きのある黄金色、砂糖漬けのレモンピールなどの爽やかな柑橘系
のアロマに、品種特有のライチを思わせる香りが次々と湧き上がっ
てくる。フィネスそのものともいうべき豪勢でナチュラルな味わいの饗
宴は、まさに桃源郷。

◆アンドリュー リッチ

12世紀に設立された現存するサオ・ペドロ・ダス・アグイアス教会に遡る歴史をもつこのキンタを
1986年から所有しているのはモーリセット モルダン女史。彼女が経営に乗り出す以前は他のポー
ト・ワイン生産者に葡萄が販売されていたため名前は知られていないが、2003年6月発行のワイ
ン・アドヴォケイトで、ロバート パーカーがこのポートを｢私が試飲した最上のルビー・ポートのひ
とつ｣、10年と20年のオールド・トーニー・ポートを｢私にとって本当の発見｣と絶賛し一躍人気を高
めた。

ボトリシスの進行が早かった2000年10
月4日に収穫されたワインで、色は幾分
薄めの黄金色。貴腐香はそれほど強く
ないが甘い花のような香りをもっている。
残留糖度は204g/lと高く、蜂蜜のように
滑らかな口当りをもったヴォリューム感
たっぷりの稀少品。

◆ドメーヌ ヴァインバック

America

ハンガリーが共産主義から開放されてからは、仏、独、英、西など各国の生産者が伝統あるトカイ・ワインの復活に取組
んだが、トカイ・ヒツル社もその一つ。1991年にラコーツィ家由来の畑や住居、地下セラーを取得すると、葡萄畑から醸
造法・設備、歴史的建造物に至るまでの徹底的な革新が行なわれた。
＊ビオディナミ
のため、ブドウ
畑に花が咲い
ている

このワインはこうした革新をへて生産されたもの。｢アスー｣は貴腐葡萄による甘口タイプであることを意味し、「6プトニュ
ス」は新しいワイン法で150〜180g/lの残留糖度をもつ、優れた年にだけ作られる特上品であることを示している。やや
明るめの琥珀色に輝き、ほどよい貴腐香が漂う。レンゲの蜂蜜を思わせるたっぷりした濃厚な甘さと、みずみずしい果実
味、爽やかな酸味が見事なハーモニーを奏でている。
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製品コード

ワイン名

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ

色

国

容量

梱包

参考上代

YKW98

TBA No.7 ｼｬﾙﾄﾞﾈ ｳﾞｪﾙｼｭ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ﾇ-ｳﾞｪﾙ･ﾊﾞ-ｸﾞ ｸﾗｯﾊ-

1998

白

ｵｰｽﾄﾘｱ

375ML

6

7,500

YKA03

ｱｳｽﾚｰｾﾞ ｷｭﾍﾞ ｸﾗｯﾊ-

2003

白

ｵｰｽﾄﾘｱ

375ML

6

2,020

RMNDE03

ﾉｲｼﾞ-ﾄﾗ-ｾﾞ- ｱｲｽｳﾞｧｲﾝ ﾜｲﾝ ﾄﾚ-ﾄﾞ ｲﾝﾀ-ﾅｼｮﾅﾙ

2003

白

ｵｰｽﾄﾘｱ

375ML

12

3,560

DLGD13

ｷ-ﾄﾘｯﾋｬ- ｸﾞﾚ-ﾌｪﾝﾍﾞﾙｸ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｱｲｽｳﾞｧｲﾝ ﾛﾊﾞ-ﾄ ｳﾞｧｲﾙ

2004

白

ﾄﾞｲﾂ

750ML

12

53,200

DMMA92

ﾍﾞﾙﾝｶｽﾃﾗ- ﾄﾞｸﾀ- ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｱｳｽﾚｰｾﾞ ﾄﾞｸﾀ- ﾀ-ﾆｯｼｭ

1997

白

ﾄﾞｲﾂ

375ML

24

4,940

QLJGG05

ｸﾞﾗ-ﾊ- ﾋﾝﾒﾙﾗｲﾋ ﾘ-ｽﾘﾝｸﾞ ｱｳｽﾚｰｾﾞ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ｷｬｯﾌﾟ ﾖﾊﾝ ﾖｾﾞﾌ ﾌﾟﾘｭﾑ

2005

白

ﾄﾞｲﾂ

750ML

12

11,600

WLCR69

ｼｬﾄ- ｸ-ﾃ

1995

白

ﾌﾗﾝｽ

750ML

12

9,400

BLBGD00

ﾏｺﾝ ｳﾞｨﾗ-ｼﾞｭ ｷｭｳﾞｪ ﾎﾞﾄﾘﾃｨｽ ﾄﾞﾒ-ﾇ ﾄﾞ ﾗ ﾎﾞﾝｸﾞﾗﾝ

2000

白

ﾌﾗﾝｽ

750ML

12

21,300

AMGM02

ｹﾞｳﾞﾕﾙﾂﾄﾗﾐﾈ-ﾙ ﾏﾝﾌﾞ-ﾙ ｾﾚｸｼﾖﾝ ｸﾞﾗﾝﾉ-ﾌﾞﾙ ﾄﾞﾒ-ﾇ ｳﾞｧｲﾝﾊﾞｯｸ

2002

白

ﾌﾗﾝｽ

375ML

12

16,800

UMARG05

ｹﾞｳﾞｭﾙﾂﾄﾗﾐﾈ-ﾙ ｱｲｽﾜｲﾝ ｱﾝﾄﾞﾘｭ- ﾘｯﾁ

2005

白

ｱﾒﾘｶ

375ML

12

4,910

PLQHRAA

ﾙﾋﾞ- ﾎﾟ-ﾄ ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾘｻﾞ-ﾌﾞ 5年ｷﾝﾀ ﾀﾞｽ ｴﾚﾃﾞｨ-ｱｽ

赤

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

750ML

6

3,930

SLHT695

ﾄｶｲ ｱｽ- 6ﾌﾟﾄﾆﾖｽ ﾋﾂﾙ

白

ﾊﾝｶﾞﾘｰ

500ML

6

7,700

＊参考上代は税抜き価格です。

1995

