
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 年に教会関連の組織が所有する 3つの醸造所が 
合併して設立されました 
ビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアー（トリアー司教の管轄権

のワイン醸造所）は、1966 年に 1 世紀以上も続く 3 つの醸造所が合わさっ

て設立されました。3 つの醸造所とは、ビショフリッヒェス・コンヴィク

ト醸造所（Bischöfliches Konvikt：1840 年設立）、ビシェッフリッヒェス・

プリスターゼミナール醸造所（Bischöfliches Priesterseminar：1773 年

設立）、およびホーエ・ドムキルヒェ醸造所（Hohe Domkirche：1851 年

設立）です。さらに、2004 年には 30ha の畑を所有するフリードリヒ ヴィ

ルヘルム ギムナジウム醸造所（Friedrich-Wilhelm-Gymnasium）が加わ

りました。これらの醸造所はモーゼル川、ザール川、ルーヴァー川に沿っ

て現れる、いくつもの銘醸畑を所有しています。リースリングが主役とな

る葡萄品種で、栽培面積の 90％はリースリングです。各畑から葡萄が持ち

込まれ、プレスするのはザールにあるシャルツホーフと、ルーヴァーにあ

るデュースブルガー ホフです。 
 

栽培する葡萄品種は 90％がリースリングで、平均収量 60hl/ha、植密度 5,000

本/ha です。葡萄の樹齢は若いものから、古いもの（35 年またはそれ以上）

まで様々です。収穫は全体の 70％を手摘みで行い、およそ 30％は機械を使っ

て収穫します。 

醸造、発酵は、全体の 3 分の 1 を 1000L のフーダー（大樽）で行い、残り

2/3 はステンレスタンクで行います。ワインを熟成するのは、ローマ時代から

存在する、トリアーの中心地にある丸天井のセラーの中です。（写真下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディレクター：カーステン ウェイアンド 

 

輸出担当：デニス シュミット 

 



 

～所有する主な著名畑～ 
モーゼル‐ザール‐ルヴァーのエリアに全部で 130ha を所有しています。内訳は 100ha（ビショフリッヒェ ヴァインギューター ト

リアー）＋30ha（フリードリヒ ヴィルヘルム ギムナジウム）。 

 
モーゼル（Mosel）： 
・トリッテンハイマー アポテーケ Trittenheimer Apotheke（6.5ha）   

・ドローナー ホフベルガー Dhroner Hofberger（4.2ha）     

・エルデナートレプヒェン（1.3ha） 

・ピースポーター ゴールドトロップヒェン（1.3ha）        

・ユルツィガー ヴュルツガルテン（1.1ha）      
 

ザール（Saar）： 
・シャルツホフベルガー Scharzhofberger（6.3ha）    

・カンツェマー アルテンベルク Kanzemer Altenberg（5.9ha） 

・アイラー クップ Ayler Kupp（10.2ha）      
 

ルヴァー（Ruwer）： 
・カーゼラー ニッシェン Kaseler Nies’chen（3.1ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイテルスバッハー カビネット トロッケン 2015 

Eitelsbacher Riesling Kabinett Trocken 
 

アイテルスバッハ村は昔、アイゼンバッハ（鉄の川）と呼ばれていました。これは、この村がルーヴァー川の河口から遠

くなかったので、鉄鉱石を獲得しようとしていたことが由来となっています。このことから分かるように、葡萄畑のスレー

ト土壌には当然のように鉄鉱石の層が横切っています。岩が表面にあたる場所では、それは赤みを帯びた輝きを放ち、そ

して少し不思議な姿です。葡萄は収穫時に注意深く選別します。発酵は 1,000L のフーダー樽とステンレスタンクで行い、

その後ブレンドすることで複雑さを生みだします。収穫の翌年の春にボトリングを行うまでの数ヶ月間、澱とともに寝か

せます。熟した果実のアロマ。しっかりとした酸に支えられています。 
 

 白・辛口   国／生産地域等：ドイツ／モーゼル／アイテルスバッハー 

生産者：ビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアー 

葡萄品種：リースリング  残留糖度：8.9g/l 酸度：8.0g/l 

品番：KA-594／JAN：4935919195942／容量：750ml    ¥2,592(本体価格¥2,400) 

 

 

ファルケンシュタイナー ホフベルク 

KA589、KA590 

グラーハー ドームプロブスト 

KA591、KA592 

ピースポーター ゴールドトレプヒェン 

KA593 

トリッテンハイマー アポテーケ KA595 

アイテルスバッハー KA594 

アイラー クップ KA597 

シャルツホーフベルガー 

KA598、KA599、KA600 

限定 300 本 

ルーヴァー川沿いに広がる、ユニークな地層をもつ銘醸畑 



 

 

 

トリッテンハイマー アポテーケ シュペートレーゼ トロッケン 2015 
Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese Trocken 
 

モーゼル中流域で最も良い急勾配の銘醸畑の 1 つアポテーケ（薬屋）からのワインです。灰色粘板岩土壌が特徴的です。葡萄は収

穫時に注意深く選別します。発酵は 1,000L のフーダー樽で行います。収穫の翌年の 4 月下旬にボトリングするまで、きれいな澱と

ともに寝かせます。桃やスモモなどの熟したフルーツの香り。酸と粘板岩からの心地よいミネラルがバランスよくなじんでいます。 
 

 白・辛口   国／生産地域等：ドイツ／モーゼル／トリッテンハイマー アポテーケ 

生産者：ビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアー 

葡萄品種：リースリング  残留糖度：6.4g/l 酸度：6.6g/l 

品番：KA-595／JAN：4935919195959／容量：750ml    ¥3,240(本体価格¥3,000) 

 

 

 

ドム リースリング クーベーアー ファインヘルプ 2017 
DOM Riesling Q.b.A. feinherb  
 

DOM リースリングは QbA クラスのワインで、Dom とはドイツ語で大聖堂を意味します。発酵は温度管理されたステンレスタン

クで行います。ボトリングを行うまでの数ヶ月間、澱とともに寝かせます。ファインヘルプは様々な食事に合わせることができま

す。果実味と爽やかな酸味のバランスが素晴らしいワインです。         ＜スクリューキャップ＞ 
 

 白・やや辛口  国／生産地域等：ドイツ／モーゼル 

生産者：ビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアー 

葡萄品種：リースリング  残留糖度：18.7g/l 酸度：7.7g/l     

品番：KA-596／JAN：4935919195966／容量：750ml    ¥2,052(本体価格¥1,900) 

 

 

 

 

アイラー クップ カビネット 2015 
Ayler Kupp Riesling Kabinett 
 

アイル村の単一畑クップ（山頂）からのワインです。1897 年にすでに、ドイツの有名な植物学者であるカール ハインリッヒ コッ

ホは「アイル村はザールで最高の畑の 1 つ」と認めていました。葡萄は手摘みで収穫され、収穫時に注意深く選別します。発酵は

1,000L のフーダー樽とステンレスタンクで行い、その後ブレンドすることで複雑さを生みだします。収穫の翌年の春にボトリング

を行うまでの数ヶ月間、澱とともに寝かせます。香りには熟した桃や梨の要素、ザールのワインに典型的なミネラルを感じます。 
 

 白・やや甘口   国／生産地域等：ドイツ／モーゼル／アイラー クップ 

生産者：ビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアー 

葡萄品種：リースリング  残留糖度：46.9g/l 酸度：8.0g/l 

品番：KA-597／JAN：4935919195973／容量：750ml    ¥2,592(本体価格¥2,400) 

 

 

 

 

ピースポーター ゴールドトロップヒェン シュペートレーゼ 2008 
Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese 
 

単一畑ゴールドトロップヒェン（黄金の雫）からのワインです。ピースポート村の畑は、蛇行するモーゼル川に

沿ってまるで円形劇場のように、急斜面が南向きに並んでいます。土壌は深い茶色のスレート土壌です。ここで

育つリースリングはアロマティックでより甘さを感じ、心地よい酸があります。そして、長期熟成型のワインと

なります。発酵は 1,000L のフーダー樽とステンレスタンクで行い、その後ブレンドすることで複雑さを生みだ

します。収穫の翌年の春にボトリングを行うまでの数ヶ月間、澱とともに寝かせます。熟した黄色の果実が、溌

剌としたミネラルによって支えられています。 
 

 白・甘口  国／地域等：ドイツ／モーゼル／ピースポーター ゴールドトロップヒェン  

生産者：ビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアー 

葡萄品種：リースリング 残留糖度：56.4g/l 酸度：7.7g/l 

品番：KA-593／JAN：4935919195935／容量：750ml ¥2,700(本体価格：¥2,500) 

 

 

限定 300 本 

限定 300 本 

モーゼル屈指の急勾配の畑、「アポテーケ」からのワイン 

ザールの著名な畑の一つ。ザールらしいミネラルを感じます。 

モーゼルの銘醸畑の熟成ワインが、この価格で楽しめる 

様々な食事との相性にピッタリ。親しみやすいファインヘルプ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャルツホーフベルガー カビネット 2016 
Scharzhofberger Riesling Kabinett 
 

発酵は 1,000L のフーダー樽で行います。収穫の翌年の春にボトリングを行うまでの数ヶ月間、澱

とともに寝かせます。このカビネットは、香りから味わいまですべての側面で素晴らしいです。

香りにはライム、はちみつ、白い花の要素。口に含むと、凝縮感がありながら口の中で変化が楽

しめる構成をしています。 
 

 白・甘口  国／生産地域等：ドイツ／モーゼル／シャルツホフベルガー 

生産者：ビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアー 

葡萄品種：リースリング  残留糖度：52.0g/l 酸度：8.9g/l 

品番：KA-598／JAN：4935919195980／容量：750ml   ¥2,916(本体価格¥2,700) 

 

 

 

シャルツホーフベルガー シュペートレーゼ 2015 
Scharzhofberger Riesling Spätlese 
 

シュペートレーゼは 1,000L のフーダー樽で発酵を行います。収穫の翌年の春にボトリングを行う

までの数ヶ月間、澱とともに寝かせます。香りからは熟した果実の複雑なアロマが感じられます。

口に含むと、口内で変化が楽しめ、余韻はいつまでも続きます。 
 

 白・甘口  国／生産地域等：ドイツ／モーゼル／シャルツホフベルガー 

生産者：ビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアー 

葡萄品種：リースリング  残留糖度：72.8g/l 酸度：9.8g/l 

品番：KA-599／JAN：4935919195997／容量：750ml    ¥3,564(本体価格¥3,300) 

 

 

 

シャルツホーフベルガー アウスレーゼ 2003 
Scharzhofberger Riesling Auslese 
 

アウスレーゼは、発酵を 1,000L のフーダー樽とステンレスタンクで行い、その後ブレンドすることで複雑さを生みだします。ボト

リングを行うまでの数ヶ月間、澱とともに寝かせます。このアウスレーゼは良いワインにしか付けられることのないゴールドカプ

セル（金色のキャップシール）をつけています。香りには熟したグレープフルーツ、オレンジやライムなど柑橘系の果実のニュア

ンス、ピュアなフーダー樽の要素、凝縮したミネラルを感じます。 
 

 白・甘口  国／生産地域等：ドイツ／モーゼル／シャルツホフベルガー 

生産者：ビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアー 

葡萄品種：リースリング  残留糖度：80.0g/l 酸度：6.7g/l 

品番：KA-600／JAN：4935919196000／容量：750ml   ¥6,264(本体価格¥5,800)  

 

限定 300 本 

限定 600 本 

限定 300 本 
アウスレーゼのバックヴィンテージが限定入荷！ 

シャルツホーフベルガーは数あるモーゼルの銘醸畑の中でも

最も有名で、最も国際的に評価される単一畑です。そこから

造られるワインにはエレガンスと広大に広がるアロマがあり

ます。ビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアーの畑

は、南向きの斜面で、土壌は灰色粘板岩です。葡萄は手摘み

で収穫され、収穫時に注意深く選別します。 

Scharzhofberger 
シャルツホフベルガー 

シュペートレーゼらしい集約感と上質な酸があります 

モーゼルの最も知られた銘醸畑からのワイン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファルケンシュタイナー ホフベルク カビネット 
Falkensteiner Hofberg Riesling Kabinett 
ザールの北部にある単一畑、ホフベルク（宮廷山）からのワインです。大切な土壌を守り、葡萄の樹がよいバランスで土壌から栄養を吸収出来よ

うに、環境に配慮した農法を採用しています。発酵は温度管理されたステンレスタンクで行います。ボトリングを行うまでの数ヶ月間、澱ととも

に寝かせます。リンゴや桃が熟したような典型的な果実の味わいが心地よいミネラルと合わさっています。 
 

 白・やや甘口  国／地域等：ドイツ／モーゼル／ファルケンシュタイナー ホフベルク  

生産者：フリードリヒ ヴィルヘルム ギムナジウム  葡萄品種：リースリング   

残留糖度：42.2g/l 酸度：7.3g/l（2007 年） 37.3g/l 酸度：7.6g/l（2008 年） 

2007 年  品番：KA-589／JAN：4935919195898／容量：750ml  ¥2,160(本体価格：¥2,000) 

2008 年  品番：KA-590／JAN：4935919195904／容量：750ml  ¥2,160(本体価格：¥2,000) 

 

グラーハー ドームプロブスト カビネット 2008 
Graacher Domprobst Riesling Kabinett 
グラーハ村の単一畑、ドームプロブスト（司祭長）は南西向きの畑で、太陽の光がしっかりと当たります。熱を蓄えられるだけでなく、保水性の

ある土壌なので、乾燥した年でも水不足に陥りません。葡萄は収穫時に注意深く選別します。発酵は 1,000L のフーダー樽とステンレスタンクで行

い、その後ブレンドすることで複雑さを生みだします。ボトリングを行うまでの数ヶ月間、澱とともに寝かせます。ミネラルと構成がしっかりと

しており、パイナップルやリンゴの風味を感じます。 
 

 白・やや甘口  国／地域等：ドイツ／モーゼル／グラーハー ドームプロブスト  

生産者：フリードリヒ ヴィルヘルム ギムナジウム  葡萄品種：リースリング  残留糖度：44.0g/l 酸度：7.7g/l 

品番：KA-591／JAN：4935919195911／容量：750ml   ¥2,376(本体価格：¥2,200) 

 

グラーハー ドームプロブスト シュペートレーゼ 2008 
Graacher Domprobst Riesling Spätlese 
グラーハ村の単一畑、ドームプロブスト（司祭長）は南西向きの畑で、太陽の光がしっかりと当たります。熱を蓄えられるだけでなく、保水性の

ある土壌なので、乾燥した年でも水不足に陥りません。葡萄は収穫時に注意深く選別します。発酵は 1,000L のフーダー樽とステンレスタンクで行

い、その後ブレンドすることで複雑さを生みだします。ボトリングを行うまでの数ヶ月間、澱とともに寝かせます。スパイスを感じるミネラル感

があり、構成がしっかりとしています。 
 

 白・甘口  国／地域等：ドイツ／モーゼル／グラーハー ドームプロブスト  

生産者：フリードリヒ ヴィルヘルム ギムナジウム  葡萄品種：リースリング  残留糖度：52.4g/l 酸度：7.9g/l 

品番：KA-592／JAN：4935919195928／容量：750ml  ¥2,700(本体価格：¥2,500) 

11 年熟成 

フリードリッヒ ヴィルヘルム ギムナジウム 
2004 年からビショフリッヒェ ヴァインギューター トリアーが運営している、フ

リードリヒ ヴィルヘルム ギムナジウム醸造所(Friedrich-Wilhelm-Gymnasium）

のワイン。およそ 30ha の畑を所有しています。 

熟 成 ワ イ ン 
生産者のセラーで熟成させた銘醸畑のワインを特別に入手することができました！ 

11 年＆12 年熟成 

11 年熟成 


