
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
ブラウネベルガー ユッファー ゾンネンウーア 
アウスレーゼ ゴルトカプセル AP12 2003 
Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Auslese Goldkapsel AP12 
 

フリッツ ハークが所有する葡萄畑の中で

も、別格のグラン クリュのような存在が

「ユッファー ゾンネンウーア」です。このワ

インは、この畑の中でも全ての要素が複雑で

厚みがあるとされる、#12 の区画の葡萄を使

用しています。現当主オリヴァー ハークの

父であり、偉大な師でもあるヴィルヘルムが

醸した最後のヴィンテージの貴重なアウス

レーゼです。アウスレーゼ用に収穫した葡萄

の中でも、貴腐の多い葡萄を選別して造られ

ており、金色のキャップシールによって特別なキュヴェであることを示しています。2003

年は暑く乾燥した年で、葡萄が完熟した稀有なヴィンテージでした。私たちが訪問した際、

ヴィルヘルムは 2003 年について、「暖かかったので、重すぎるものが出来るのが心配な年

だった。1957 年以来、アウスレーゼは選別して造ってきたが、カビネットを造るために選

別したのは初めてのことだった」と、この年の特徴について話してくれました。17 年の時

を経てもなお衰えることはなく、むしろ清々しい綺麗な酸味と、完熟したフルーツや蜂蜜

を思わせる風味がしっかりと表現されています。熟成による柔らかさはあるものの、甘み

もしっかりと残っています。抜栓後は、ボトルの中で数日かけて花開くように変化してい

きます。最高の生産者による、完成された至高の甘口ワインです。 

★「ゴーミヨ ドイツワインガイド 2005」で 94 点。 
 

 白・甘口  国／地域等：ドイツ／モーゼル 生産者：フリッツ ハーク 

葡萄品種：リースリング 残留糖度：98．8g/l 酸度：6．7g/l 

品番：KA-128／JAN：4935919191289／容量：750ml 

¥11,000(本体価格¥10,000) 

2017VTは 3つのワインがワイン アドヴォケイト 100点を獲得 

モーゼルの頂点に君臨し続ける個人生産者 

 



   

 

 

 

 
 

 

モーゼルの生ける伝説ヴィルヘルム ハーク 

弊社は、1980 年にドイツワインの輸入を開始し、今年で 40 年という節目を迎えま

す。この長い時間の中で、エゴン ミュラーやエムリッヒ シェーンレバーといった、

評価の高まりとともに価格が上昇してしまい、取り扱いを断念せざるを得なくなって

しまった生産者も多くいます。そんな中で、輸入当初から現在まで非常に高い評価を

得ながら、常に魅力的な価格で入手できる造り手もおり、そのひとつがフリッツ ハー

クです。1989 年、初めてお会いしたヴィルヘルム ハークが「私の造ったワインを、

誰がどのように売るかということは、私にとって実に重大なことなのです」と語った

ことは、とても印象深く心に残っています。その後、ヴィルヘルムは 1993 年に初出

版された『ゴーミヨ ドイツワインガイド』の 1994 年版で、第 1 回の「ワインメーカー オブ ザ イヤー」に選ばれました。

また、VDP（ドイツの高品質なワイン醸造家の協会）の設立メンバーでもあり、ヴィルヘルムは 1984 年から 2004 年までの 20

年間にわたって会長を務めていました。あるインタビューで「偉大なリースリングの個性を形成するのは何か？」と尋ねられた時、

「お風呂みたいに飛び込みたくなるやつが最高さ！」と答えたエピソードは有名です。私たちが訪問した際も、「モーゼルワインは

エンジョイできるワイン。暖かくなってきたらテラスに座って 1 本飲み終わってしまうようなものがいい」と熱く語っていました。 

 

父から子へ、家族の伝統を引き継ぐオリヴァー ハークのこだわり 

ワイナリーは、2005 年よりヴィルヘルムの息子のオリヴァーへと引き継がれています。

オリヴァーは、偉大なる父に劣ることなく、むしろ父を超える勢いでその才能を発揮して

います。『ワイン アドヴォケイト＃243』では、オリヴァーの手による 2017 年ヴィン

テージについて、テイスティングに提供された 19 種類のワインすべてが 90 点以上を獲

得しており、そのうち 17 種類が 93 点以上、10 種類が 96 点以上の高評価を獲得して

います。また、3 つのワインに 100 点満点が与えられ、ユッファー ゾンネンウーアの

トロッケンベーレンアウスレーゼは、「可能ならば 101 点を与えたい」と絶賛されていま

す。また、ドイツ国内のワインガイドでは『ゴーミヨ ドイツワインガイド 2020』5

房、『アイヒェルマン 2020』5 星、『ファインシュメッカ― 2020』5 星、『ヴィヌム 2020』4.5 星を獲得しています。また『ア

イヒェルマン 2018』ではワイナリー オブ ザ イヤーを受賞。こうした近年の評価は、オリヴァーの実力を確かに感じさせるも

のですが、彼は決して革命家のように振る舞うことはありません。『モーゼル ファイン ワインズ』の 2019 年 1 月号で、「ワイナ

リーの 10 年後」について尋ねられた際に、オリヴァーは次のように答えています。「誰もが偉大なプランが必要だと言います。し

かし、私たちの未来へのプランは、何十年にもわたって非常に上手くやってきたことをこれからも継続することなのです。これこ

そが私達のエステートにとってベストだと考えています」。 

 

エレガントで心地よい味わいのリースリングにこだわり続ける 
ブラウネベルク村のテロワールの表現者 フリッツ ハーク 

2010 年の現地視察の際に語り合う、弊社社長

の稲葉（左）とヴィルヘルム ハーク（右）。 

現在とほぼ同じデザインの 1928 年産のボト

ル。家族の伝統が、今もなお受け継がれる。 



   

 

ブラウネベルク村の 2 つの銘醸畑 
ユッファーとユッファー ゾンネンウーア 

ワイナリーの歴史は長く、書類上もっとも古い記録は 1605 年に遡ります。

モーゼルの葡萄畑は、2000 年ほど前に古代ローマ人により開拓されました。

この地域でもそれは例外ではなく、現在でも当時の古い醸造設備の遺跡を見

ることが出来ます。ブラウネベルク村は当時、「甘い山」を意味するラテン

語に由来する「デュセモンド（Dusemond）」として知られていました。記

録によると、当時の聖職者がデュセモンドのワインを高く評価していたよう

です。フリッツ ハークでは、この歴史と伝統に敬意を表し、「デュセモン

ダーホフ(Dusemonder Hof)」をワイナリーの補足名称として使用していま

す。デュセモンド村には、ブラウネベルガーの名を冠した 2 つの著名な銘醸

畑「ユッファー」と「ユッファー ゾンネンウーア」があり、この名声をさ

らに広めるために、1925 年に村の名前がブラウネベルクへと変更されまし

た。ブラウネベルクは「茶色い山」という意味で、この土地のスレート土壌

に混ざる鉄の鉱脈の色にちなんでいます。 

「ユッファー」は、1790 年頃の地元の方言で、オールドミスや処女を意味

しています。当時、この畑を所有していた貴族には 3 人の娘がいましたが、父から畑を引き継いだ際に全員未婚のままだったため、

この名前が付いたとされています。その後、この畑からのワインは世界的にも有名になり、モーゼルの真珠とみなされ、かのナポ

レオンも愛蔵していたと言われています。 

 

「ユッファー」、「ユッファー ゾンネンウーア」は、VDP が定める最

高級格付けの「グローセ ラーゲ」に認定されており、ブルゴーニュ

に例えるとグラン クリュに相当します。葡萄は全てリースリングで、

樹齢は 25～30 年ですが、ユッファー ゾンネンウーアのいくつかの

区画には樹齢 50～110 年の古木が植えられています。どちらも土壌

は青色粘板岩で、大きな石と岩状の粘板岩のため水はけが良く、ワイ

ンが繊細な酸を持つエレガントなスタイルとなり、パッションフルー

ツやライチ、キウイなどの果実味が感じられるという特徴があります。

ユッファーは、端の冷涼な部分や中心部の石の多い部分など、様々な

要素が反映される一方、ユッファー ゾンネンウーアは中心部の暖か

い位置にあり、粘板岩の比率が高く、水分を得るために根が 25ｍほども伸びます。オリヴァーは「ユッファー ゾンネンウーアの

方が格は高く、グラン クリュのイメージで、より集約感のあるスタイル。ユッファーはプルミエ クリュで、より軽めのスタイ

ル。ほとんど差は無いが、このスタイルの造り分けのためにゾンネンウーアの葡萄の収穫を少し遅くする」として区別しています。 
 

「2018 年は暖かくグッド ヴィンテージだった」 
「夏は暑く、トータルで暖かい年になり良い年だった。夏場の暑さも、6～8 月にかけて降っ

た雨が恵みの雨となり、水分不足にもならなかった。収穫は 9 月 20 日にスタート。収穫

のタイミングに関しては葡萄の選別が重要で、完熟だがパワフルになり過ぎない状態での

収穫を目指している。2003 年、2011 年のような暑い年の経験から、2018 年も適したタ

イミングでの収穫が重要となった。毎日畑に行ってベストなタイミングを選ぶ必要があ

る。知識、経験が重要になる年だった。2018 年は 5 回にわたって収穫するほど丁寧なセ

レクションを行った。収穫する房の順序も重要で、エントリーレベルのワインに対して使

用する葡萄は、樹の幹に遠い房を使用しこれを最初に収穫し始める。GG、BA、TBA クラスのワインは樹の中心の葡萄を使用する

ため、収穫を遅らせている。収穫はおよそ 30 人で行う。過去 2 年間は収穫量が少なかった。また 2017 年は土壌流出が起き、それ

の修復をしなければならなかった。しかし、2018 年は求める量の最適な分が収穫できた。健全な葡萄が収穫できているため、各カ

テゴリーで十分な質と量を得られた。糖、酸のバランスがとても良く、アルコールが高くないワインが出来上がった」 
 

「スレートの要素に彩られたモーゼルの真髄をボトルに表現する」――フリッツ ハークの哲学 
フリッツ ハークは、ヴィルヘルムの代になってから現在のオリヴァーの代に至るまで、数々の賞賛の声を浴びてきました。父か

ら子へと受け継がれたワイナリーの哲学は、今も昔も変わっていません。それは、ブラウネベルク村の偉大なクリュ、「ユッファー」

と「ユッファー ゾンネンウーア」の持つ個性を最大限に表現することです。それは、ワインの階級に関わらずに貫かれている哲

学であり、フリッツ ハークの個性と言えます。オリヴァーは、VDP のインタビューで「特別に誇りに思うワインは何ですか？」

と質問され、次のように答えています。「1 つのワインだけを取り上げることは出来ません。クラシックで、スレート（粘板岩）の

要素に彩られたモーゼルのスタイルの真髄をボトルに表現出来た時、単純に嬉しく思います」。 

 

ユッファーの中の特に優れた区画が、ユッファー ゾンネン

ウーア。ゾンネンウーアは「日時計」を意味し、畑には実際

に日時計が設置されており、日当たりの良さが確認できる。 

偉大なクリュ「ユッファー ゾンネンウーア」を象徴する日時計と

ヴィルヘルム。青色粘板岩が畑を覆う風景はこの地ならではの景観。 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

ブラウネベルガー ユッファー ゾンネンウーア GG 2018 （左） 
Brauneberger Juffer Sonnenuhr GG QbA Trocken  
 

フリッツ ハークが造る辛口ワインの中で、最上級品にあたるワインです。ユッファー ゾンネン

ウーアは粘板岩の割合が多く、根は 25～26ｍと深くまで伸びます。この特別な畑の中でも、上部

の 70～110 年樹齢の区画の葡萄を使用しています。注意深く選別した葡萄から造ります。1,000L

の大樽（フーダー）とステンレスタンクで発酵させています。デリケートでミネラルが豊富にあり、

十分に熟成する力があります。澄んでいて素晴しい果実味が感じられます。濃厚で美しいリースリ

ングの風味が満足できる 1 本です。「ドライでピュア、エレガントでフィネスがありミネラルも

しっかりと感じられる。酸が高いワインがドイツではトレンドとなっているが、このワインはとて

もバランスが良い」とオリヴァーは話していました。 

★「ジャンシス ロビンソン.com」で 18/20 点、「ワイン スペクテーター 2020.6.30」で 93 点。 
 

【白・辛口】国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング 熟成：ステンレスタンク 

残留糖度：4. 8g/L 酸度：6. 3g/L 

品番：KA-441／JAN：4935919194419／容量：750ml  ¥7,700(本体価格¥7,000) 
 
 
 
 
 

ブラウネベルガー ユッファー GG 2017 （右） 

Brauneberger Juffer GG QbA Trocken ※無くなり次第 2018VTに切り替わり 
畑は南向きで、場所によっては、なんと斜度 70％という急斜面です。土壌は、風化した青色粘板

岩。この土壌は、日中に浴びた太陽の熱を蓄え、夜間にその熱を放出するため、葡萄の生育を促進

します。この単一畑、ブラウネベルガー ユッファーの畑からのリースリングで造ったワインは、

非常にエレガントで生き生きとした、フルーティなスタイルになります。ヴィンテージによって

は、スキンコンタクトします。出来る限りソフトに圧搾し、天然酵母を使い、1,000L のオーク樽

とステンレスタンクで発酵させます。熟成はステンレスタンクで 6 ヶ月。柑橘系の皮を思わせる

生き生きとしたフレイバーは持続性があり、ミネラルやスレートのニュアンスがあります。滑らか

な口当たりと同時に力強さが感じられます。 

★「ワイン アドヴォケイト#243」で 94 点、「ワイン スペクテーター 2019.3.31」で 93 点。 

 
【白・辛口】国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング 熟成：ステンレスタンク 

残留糖度：7. 9g/L 酸度：7. 3g/L 

品番：KA-486／JAN：4935919194860／容量：750ml  ¥5,940(本体価格¥5,400) 

 
 

グローセス ゲヴェックス 

 
グローセス ゲヴェックスとは、VDP が定める「グローセ ラーゲ（グラン クリュ）」の葡萄から造られる、最高級の辛口ワイ

ンのことです。ラベルには省略して GG と表記されます。近年、ドイツは温暖化の影響を受け、非常に優れた辛口のワインが生

み出されています。フリッツ ハークは、「ユッファー」と「ユッファー ゾンネンウーア」から、このグローセス ゲヴェック

スをリリースしています。開くのに長い時間が必要なワインですが、そのポテンシャルの高さは『ワイン アドヴォケイト』等

のワインガイドによって絶賛されています。 

KA-441 
2018VT 

50 本限り 
KA-486 
2017VT 

20 本限り 

『ワイン アドヴォケイト #243』で  獲得 

 

『ジャンシス ロビンソン.com』で  獲得 

 

 
日本への入荷本数はわずか 60本の極めて希少なワインです。 

 



   

 

 

 

 
 
 

ブラウネベルガー クーベーアー トロッケン ヨット 2018（左） 

Brauneberger Q.b.A. Trocken J 
VDP グローセ ラーゲの「ユッファー」と「ユッファー ゾンネンウーア」の葡萄をブレンドした辛口ワインで

す。ブレンドした場合畑名を名乗ることが出来ないため、2 つの畑の頭文字「J（ヨット）」をラベルに表示していま

す。グローセス ゲヴェックスの厳しい選定から外れた葡萄を用いており、GG の格下げワインと言えます。 
 

【白・辛口】 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：4.  9g/L 酸度：6.  8g/L 

KA-551／JAN : 4935919195515／容量：750ml                         ¥4,400(本体価格¥4,000) 

 
フリッツ ハーク リースリング クーベーアー トロッケン 2018（右） 

Fritz Haag Riesling Q.b.A. Trocken 
ミシュラン 3 ッ星レストランのワインメニューに、ドイツワインを代表してオンリストされることが多いハーク家

の辛口ワイン。このワインも、そうしたレストランのために造っています。大樽とステンスタンクで発酵させていま

す。温暖化の影響で、以前よりも酸が落ち着いています。モーゼルの繊細な味わいは、和食にもぴったりです。毎年

僅かな数量を特別にお分けいただいています。モーゼルのトップ生産者の実力を気軽に楽しめます。 

★「ワイン アドヴォケイト#243」で 90 点。 
 

【白・辛口】 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：7. 9 g/L 酸度：7. 5 g/L 

KA-271／JAN : 4935919192712／容量：750ml                     ¥2,970(本体価格¥2,700) 
 
 

 
 

フリッツ ハーク クーベーアー 2018（左） 
Fritz Haag Riesling Q.b.A.  
フリッツ ハークのスタイルを知るために相応しいワインです。若々しいフレッシュさとミネラルの感じら

れる、繊細で美しいリースリングの風味が堪能出来ます。ファインへルプに相当する残糖量があり、VDP の

規定ではワイナリーの顔に相当する「VDP グーツワイン」に該当します。「2007 年 VT から残糖を 20g

以内に抑えるようにしている。20g 以上だと食事の邪魔になるため。ただし、残糖のあるリースリングの香

りはとても食欲をそそるものなので、少なすぎても面白くない」とオリヴァーは話しています。イギリスで

昔からよく飲まれています。軽やかで辛口が好きな人、甘口が好きな人どちらにもおすすめ出来ます。 

★「ワイン アドヴォケイト#243」で 91 点。 
 

【白・やや辛口】 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：18. 5g/L 酸度：7. 5g/L       

K-111／JAN : 4935919021111／容量：750ml      ¥2,970(本体価格¥2,700) 

 

 

 

 

 

 

ブラウネベルガー ユッファー カビネット 2018（右） 

Brauneberger Juffer Riesling Kabinett  
VDP グローセ ラーゲのブラウネベルガー ユッファーからのカビネットです。ヴィルヘルムの時代には、

グレートヴィンテージには造らず、葡萄の糖度があまり上がらなかった年に造っていました。近年、温暖化

の影響で、カビネットを造ることが難しくなっています。オリヴァーは、シュペートレーゼの格下げではな

く、最初からカビネットとして造ります。収穫時は畑に 3 回入り、まずカビネット用の葡萄を、それから１

週間後にシュペートレーゼ用とアウスレーゼ用の葡萄を選別します。カビネット用の葡萄を先に収穫するこ

とで、残った葡萄の集約度は増していきます。 

★「ジェームズ サックリング.com」 94 点、「ワイン アドヴォケイト#213」で 91 点、「ワイン スペクテー

ター 2020.6.30」91 点、「ゴーミヨ ドイツワインガイド 2020」で 90 点。 
 

【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：53. 1g/L 酸度：7. 7g/L  

KA-628／JAN : 4935919196284 容量：750ml       ¥3,850(本体価格¥3,500) 

  

「VDP グーツワインのファインヘルプは、私たちのテロワールが形成する全てを表現しています。繊細

な果実、洗練されたスレートのミネラリティ、酸とそしてデリケートな果実の甘さが調和しています。軽

やかで生き生きとしていて、素晴らしくフレッシュ、これは世界のどこも真似することは出来ません。こ

れが典型的なモーゼルらしさです」      ――オリヴァー ハーク（VDP のインタビューより） 

 

 

GG よりも気軽に楽しめる、オリヴァーの手腕が発揮された辛口スタイルのリースリング 

『ジェームズ サックリング.com』で  獲得 

 

「私たちのテロワールが形成する全てを表現している」と語る自信作 


