
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ユルツィガー ヴュルツガルテンを代表する生産者 

父カールから受け継いだ高品質なワイン造り 

ワイングート カール エルベスは、1967 年にカールによって設立され

た小規模な生産者です。エルベス家は代々ユルツィヒ村に住む家系で、ワ

イナリーは現在、カールの息子で 2 代目のシュテファンによって運営され

ています。カールは凄腕のワインメーカーとして名を馳せた人物で、1960

年代から 1970 年代の間に、同時に 7 つの VDP 生産者のワインメーカー

をしていました。また、他のベルカステラ― リングのメンバーを含む生

産者も担当しており、有名なクリストフェル ベレスでも、1997 年まで

の 30 年間ほどをワインメーカーとして務めていました。そして 2 代目の

シュテファンは、偉大なる父の造り上げたワインの品質をさらに向上させ

続けており、その見事なワインの出来栄えは、まさに「リースリングの芸術品」だと確信させられるほどです。ワインガイドでの評

価も軒並み高く、「ヴィヌム 2019」で 3 ッ星、「ゴーミヨドイツワインガイド 2019」で 3 房、「アイヒェルマン 2019」では 3.5

星。またヒュー ジョンソン「ポケット ワイン ブック 2019」ではユルツィヒの優良生産者として紹介されています。2012 年

のラインラントファルツ州品評会で「特別栄誉賞」を受賞し、2 年に 1 度開催される「プロリースリング」で、2011、2013 年と

2 年連続して「醸造者賞」を受賞するなど、ユルツィガー ヴュルツガルテンを代表する生産者として広く知られています。 

 

個性的な赤色粘板岩から生み出される 

アロマティックで桃を思わせる個性的なリースリング 

ヴュルツガルテンは「薬草/スパイスの庭」という意味で、ユルツィヒ村に特徴的な

赤色粘板岩により、葡萄にスパイシーさや個性的な風味を与えると言われています。

およそ 3 億年前に東部にあるヴィットリッヒ村周辺で火山が噴火し、鉄分を多く含

む赤色の火山礫（ロートリンゲン）がユルツィヒ村にもたらされることになりまし

た。火山礫は雨で流されていきましたが、鉄分を含むミネラル成分がもともとの粘

板岩（青・灰色）に移り、赤色粘板岩が生まれました。ラインヘッセンのニアシュ

タイン村やナーエのトライゼン村、モーゼルではユルツィヒとエルデン村のトレッ

プヒェンとプレラートにしかほとんど見ることが出来ない特殊な岩石です。ユルツィガー ヴュルツガルテンからエルデナー ト

レプヒェンに向かって行くにつれて赤色が薄くなり、隣のレスニッヒャー フェルスターライになると全て青色の粘板岩になりま

す。カール エルベスでは、この特徴的な赤色粘板岩に育つリースリングの個性を最大限に反映したワイン造りを行っており、そ

の風味の特徴は Q.b.A.等のスタンダードクラスからアウスレーゼ、アイスワイン等の上級品にまでしっかりと表現されています。 

 

ユルツィヒ村の急斜面の畑ヴュルツガルテンにて 

支柱に掴まりポーズをとるシュテファン エルベス 

 

断崖絶壁に広がる銘醸畑ユルツィガー ヴュルツガルテン 

際立った品質の区画“クランクライ”を所有する個人生産者 

ドイツ／モーゼル 

カール エルベス 



 

 

ユルツィガー ヴュルツガルテンの特別な区画“クランクライ” 

ドイツでは、1971 年にワイン法が改定され、ほとんどの単一畑が大きな総

合畑としてひとまとめに統合されてしまいました。クランクライはかつて非

常に知名度の高い単一畑でしたが、この改定に伴いヴュルツガルテンに統合

されてしまいました。エルベス家の所有するクランクライの畑は、ドイツ全

体でも珍しくフィロキセラ禍を生き延びた樹齢 100 年以上の自根のリース

リングが植えられている区画です。また形状も独特で、放射状に扇型をした

窪地にあり、ヴュルツガルテンの全ての畑の中でも異なる微小な気候条件か

ら、常に際立った品質が生まれます。通常、葡萄の収穫が遅くなるほど酸が

落ちてしまいますが、クランクライでは糖度も酸度も高い素晴らしい葡萄が

出来るため、エルベス家ではこの区画の収穫は最後に行います。シュテファンいわく、「甘口には最高の場所」だそうです。2014

年、この畑での区画名表示がようやく認められたことにより、”クランクライ”の文字が復活することになりました。エルベス家で

は現在、このクランクライからのリースリングをシュペートレーゼ（KA-475）とアウスレーゼ（KA-547 2014VT/KA-527 2016VT）

としてリリースしています。高樹齢のリースリングが持つ素晴らしい味わいが余すところなく表現されています。 
 

「労働に対して世界で最も安いワイン」 

この断崖絶壁のような畑は、勾配は約 70％（傾斜角約 35 度）と非常に急で、機械が入

ることも出来ません。畑仕事が非常に困難なため、引退してしまう人もいるそうです。

スレート土壌で足場が悪いため、支柱に掴まり、ビュッテと呼ばれる収穫用の桶を背負

いながら、横に移動し葡萄を摘み取る作業は大変な重労働だと想像できます。カール エ

ルベスのワインを輸入し始めて 35 年ほどが経ちますが、ヴュルツガルテンの畑を訪れ

る度に、「労働に対して世界一安いワインだ」と思わずにはいられません。その献身的な

までのワイン造りへの情熱は、等級にかかわらずどのワインにも平等に感じることが出

来ます。甘さと酸味のバランスが良く、どなたにもお勧めしやすい Q.b.A（K-196）や、

幅広く料理に合わせやすいトロッケン（KA-338）やファインヘルプ（KA-355）などの辛口スタイル、またほっとするような甘み

や凝縮感、力強さを味わえる甘口（KA-468/KA-476/KA-475）や極甘口（KA-547/KA-527）等、すべてのスタイルを網羅してい

るのも魅力です。様々な嗜好やシーンに合わせてお使いいただけます。 

 
 
 

ユルツィガー ヴュルツガルテン クーベーアー ファインヘルプ 2018（左） 
Ürziger Würzgarten Q.b.A. Feinherb 
ファインヘルプは、繊細な辛口や上品な辛口であることを意味する言葉です。ハルプトロッケンとは異なり、ワイン中の残

糖量は法律で決められていません。弊社では残糖が 18.1g/L～45.0g/L の場合「やや甘口」と表記しているため、ラベル表

示も「やや甘口」としています。辛口過ぎないため食事に合わせやすいスタイルです。 
 

【白・やや甘口】国／地域等：ドイツ／モーゼル      ＜スクリューキャップ＞ 

葡萄品種：リースリング  残留糖度：23. 3g/L 酸度：7. 3g/L  

品番：KA-355／JAN：4935919193559／容量：750ml ¥1,870(本体価格¥1,700) 

 

ユルツィガー ヴュルツガルテン シュペートレーゼ トロッケン 2018（右） 
Ürziger Würzgarten Spätlese Trocken 
甘口ワインを得意とするシュテファンが、限定数量のみ特別に造ったワインです。凝縮感があり、酸は鋭すぎず、またぎす

ぎすした風味はなく、モーゼルらしさがきちんと感じられるスタイルになっています。良く熟したアロマティックな香りが

あり、凝縮したフルーツの味わいがあります。 
 

【白・辛口】国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング  

残留糖度：7. 0g/L 酸度：6. 9g/L 

品番：KA-338／JAN：4935919193382／容量：750ml ¥2,640(本体価格¥2,400) 

 
 
 

ユルツィガー ヴュルツガルテン クーベーアー 2018 
Ürziger Würzgarten Q.b.A. 
香り優しく、調和がとれ、まさにエルベスのワインに対するしっかりとした姿勢を感じさせるワインです。クーベー

アーの品質としては、ずば抜けています。 
 

【白・やや甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル  ＜スクリューキャップ＞ 

葡萄品種：リースリング   残留糖度：57. 0g/L 酸度：7. 3g/L 

K-196／JAN : 4935919021968／容量／750ml             ¥1,870(本体価格¥1,700)  

 

クランクライ 

カール エルベスの代名詞的ワイン 根強い人気を誇るスタンダード クラス 

「ドイツワインは甘すぎる」と敬遠されている方におすすめの辛口リースリング 



 

 

 
 

ユルツィガー ヴュルツガルテン カビネット 2018（左） 
Ürziger Würzgarten Kabinett 
カール エルベスでは、カビネットには畑の上部の涼しい場所のブドウを使用しています。「最もモーゼルらしいカ

ビネットは、アルコール度数が低いものでなくてはならない」とシュテファンは語ります。ユルツィガー ヴュルツ

ガルテンらしいトロピカルなアロマがあり、洗練された上品な味わいをもつモーゼル カビネットの逸品です。 
 

【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル  ＜スクリューキャップ＞ 

葡萄品種：リースリング  残留糖度：64. 7g/L 酸度：7. 4g/L 

KA-468／JAN : 4935919194686／容量：750ml     ¥2,310(本体価格¥2,100) 

 
ユルツィガー ヴュルツガルテン シュペートレーゼ 
エルフ モーナト 2016（右） 
Urzigwer Würzgarten Spätlese 11 Monate Lagerung auf der Feinhefe 
エルフ モーナトは、11 Monate Lagerung auf der Feinhefe の略で、「澱の上で 11 ヶ月熟成させる」という意味

で、表ラベルの上部に記載されています。温度をコントロールして発酵を止めた後澱の上で寝かせます。収穫の翌年

の 9 月末にボトリングを行います。ボトリングの 1 週間前にフィルターをかけます。澱とともに寝かせることで、

ワインには素晴らしい果実のノート、驚くべきアロマがもたらされます。 
 

【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング  

熟成：澱の上で 11 ヶ月  残留糖度：90. 0g/L 酸度：8. 6g/L 

KA-476／JAN : 4935919194761／容量：750ml     ¥2,970(本体価格¥2,700) 

 

 

 
 

 
ユルツィガー イン デア クランクライ シュペートレーゼ 2016（左） 
Ürziger in der Kranklei Spätlese ※2016VT が無くなり次第 2017VT に切り替わり  
クランクライは、エルデン村の銘醸畑プレラートとユルツィッヒ村の間に位置し、エルベスが所有するのは

プレラート側です。1971 年に新しいワイン法が制定される以前は、ヴュルツガルテン内の単一畑として独

立していました。その後、表示が出来なくなっていましたが、2014VT から再びラベルに表示することが法

律で認められました。赤色粘板岩土壌で、酸が高い葡萄が出来、最後に摘み取っても酸が落ちないので、毎

年甘口を造ります。アウスレーゼよりもフレッシュさがあり、甘みと酸味のバランスがとれた味わいです。 
 

【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング 

残留糖度：91.0 g/L 酸度：9. 1g/L      ＜スクリューキャップ＞ 

KA-475／JAN : 4935919194754／容量：750ml     ¥2,970(本体価格¥2,700) 

 

 

 
 
ユルツィガー イン デア クランクライ アウスレーゼ（右） 
Ürziger in der Kranklei Auslese  
エルベス家ではこの区画を特別に扱い、単独でワインを造っていましたが、'14VT から再び畑名を公に表示

することが出来るようになりました。ヴュルツガルテンのワインの特徴は、軽やかでミネラル分が豊富で、

独特の果実味があり、アルコールは決して高くないのにも関わらず長期熟成が可能で、古いものでも驚くほ

どフレッシさを保っていることです。クランクライは、糖度だけではなく酸度も高く、収穫を最後にしても

フレッシュさが際立つため、甘口ワインでポテンシャルを発揮します。長期熟成のポテンシャルも非常に高

く、また若いうちにも楽しめるスタイルです。 
 

【白・極甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング 容量：750ml  

【2014VT】KA-547／JAN : 4935919195478 容量：750ml 

残留糖度：106.0g/L 酸度：9.6g/L    ¥4,950(本体価格¥4,500) 
 

【2016VT】KA-527／JAN : 4935919195270 容量：750ml 

残留糖度：106.5g/L 酸度：9.1g/L   ¥5,280(本体価格¥4,800) 

  

 

 

2016 年のユルツィガー ヴュルツガルテン（AP＃14）は、完璧に熟した上質なレーズンの風味が表現さ

れるアロマは、非常に明快な、ピュアでフリンティな香りが開いています。豊かでエレガントで、非常に

繊細で軽やかで、完璧な量の甘さと、繊細で際立った酸味が調和しています。フィニッシュは緊張感があ

り、タイトで塩気があり、優れた熟成の可能性を示しています。 

飲み頃は 2018 年から 2050 年。  「ワイン アドヴォケイト #236 2018.04.27」で 96 点 

 

ワイン アドヴォケイト                  獲得 

 

 

2016VTは、「ワイン アドヴォケイト」で             獲得 

特別な区画”クランクライ”からの極上の甘口ワイン 

 

 

 

モーゼル リースリングの真骨頂ともいえる上品な甘口スタイル 


