偉大な醸造家ヴィルヘルムの哲学を継ぐ２軒のトップ生産者
フリッツ ハークとシュロス リーザーが生み出す極上のワイン

ヴィルヘルム ハーク
Wilhelm Haag 1937-2020
「私が造ったワインを、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」
ヴィルヘルム

ハークへの追悼文

ヴィルヘルム ハークは偉大なワインメーカーであり、偉大な人でした。1989 年に初め
てお会いしたヴィルヘルムが「私が造ったワインを、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
れはつまり、自分のワインが誰にでも売れればいいとは決して思っていないということです。
私たちが彼のワインを輸入し始めてから間もなくのことですが、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 の設立メンバーでもあり、
1984 年から 2004 年までの 20 年間にわたって「グローサー リング」の会長を務めていました。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。ヴィルヘルムのお気に入りは、その特徴が最も表現されているカビネットでした。
2005 年にはワイナリーを息子のオリヴァーへと譲っていましたが、私たちが訪問すると、必ず出迎えてくれました。特に印象的な
のは、こちらの手が痛くなるくらいの力強い握手で、訪問したスタッフの思い出には必ずこのエピソードが残っています。そんなヴィ
ルヘルムが、2020 年 12 月に惜しまれながらこの世を去りました。2006 年に来日していただき、一緒に素晴らしい時間を過
ごしたことを今もはっきりと覚えています。東京、名古屋、大阪、福岡、そして鹿児島や岐阜の高山へと一緒に旅をしました。こ
れらすべてはとても素晴らしい思い出です。心よりお悔み申し上げます。
ヴィルヘルムのワイン造りの哲学は、息子たちにそれぞれ受け継がれています。長男トーマスはシュロス リーザーで、次男オリ
ヴァーはフリッツ ハークで、ともに世界に名を轟かせる素晴らしいワインを造り出しています。今後も、彼の魂と哲学は息子たち
によって受け継がれ、ワインという形でいつまでも多くの人に感動を与えることでしょう。私たちは、そんな彼の魂のこもったワインを、
これからも皆様の元へお届けしたいと心より願っています。
株式会社 稲葉 代表取締役

稲葉 吉彦

ブラウネベルク村を代表するトップ生産者
フリッツ

ハーク / オリヴァー

ハーク

フリッツ ハークは、兄の経営するシュロス リーザーと同じく、モーゼルを代表する
トップ生産者のひとつです。ヴィルヘルムの次男、オリヴァーが 2004 年に実家に戻り、
2005 年に引き継ぎました。オリヴァーは、偉大なる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 2019.6.29』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
2005 年訪問時に撮影
を獲得しています。さらには、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。
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』5/5 房、
『アイヒェルマン 2020』5/5 星、
『ファイン
シュメッカ― 2020』5/5F、
『ヴィヌム 2020』4.5/5 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」を受賞しました。これほどの評価を獲得していながらも、オリヴァーは常に謙虚で、私たちの訪問を毎年快く受
け入れ、テイスティングの後は食事の場を設けてくれます。オリヴァーはアジアを訪れた際に、
「気候、料理共にドイツワインに合っ
ている。特に日本食が一番だ」と感じたそうです。フリッツ ハークのワインを 30 年以上愛し続けている日本市場を、非常に大
切に思ってくれている様子が訪問するたびに伝わってきます。

５つのワインガイド全てで最高評価を獲得する生産者
シュロス

リーザー / トーマス

ハーク

シュロス リーザーは、
今やエゴン ミュラーと並ぶモーゼル屈指の生産者となりました。
弊社が輸入を始めたのは 1996 年のことです。ヴィルヘルムの長男、トーマスは 1992
年にマネージャー兼ケラーマイスターとして雇われた後、1997 年にはワイナリーと畑
を購入しオーナーとなりました。
当時かつての名声を失いつつあったシュロス リーザー
で、瞬く間に才能を開花させ、1998 年には VDP のメンバーに認定。2015 年にはゴー
ミヨ誌の５/5 房生産者となり、
「ワインメーカー オブ ザ イヤー」も受賞しました。

2003 年訪問時に撮影

ドイツを代表する著名なワインガイドの評価は、
『ヴィヌム 2021』5/5 星、
『ゴー&ミヨ 2020』5/5 房、
『アイヒェルマン 2020』
5/5 星、
『ファインシュメッカー2020』5/5F となっており、オーストリアの『ファルスタッフ 2020』でも 5/5 星と全てにおい
て最高評価を獲得しています。ブラウネベルク村に専念するオリヴァーとは異なり、リーザー村のニーダーベルクヘルデンを始め
とするモーゼル中流域の 8 つの VDP グローセ ラーゲを手中に収め、丁寧な畑仕事を行い、緻密に醸造することで、それぞれのク
リュの個性を表現する唯一無二の個人生産者となっています。また、VDP の「グローサー リング」が主催する 2019 年のオーク
ションで、
「ベルンカステラ― ドクトール GG 2018」のマグナムボトルが、1 本 874 ユーロ（日本円で約 11 万円）で落札され
るなど、ドイツの辛口ワインを牽引するにふさわしい生産者としての頭角を現しています。
なお、
『ヴィヌム』が主催する「リースリング チャンピオン」というコンクールでは、オリヴァーがアウスレーゼ部門で 1 位、2 位
を独占。同コンテストの特別賞「リースリング

チャンピオン（4 種類のワインの平均得点で評価される）
」ではトーマスが 2 位、

オリヴァーが平均得点では 1 位だったものの、甘口ワインは 1 種類までという規定のため 3 位を受賞しています。

ブラウネベルク村を代表する銘醸畑、
ユッファー ゾンネンウーアの象徴的な
日時計の前に立つヴィルヘルム。
（2017 年訪問時に撮影）

ヴィルヘルムが愛した伝統的なスタイルのカビネット

甘みと酸味の完璧なバランスが楽しめます
ブラウネベルガー ユッファー カビネット 2018
Brauneberger Juffer Kabinett

pts

＜スクリューキャップ＞

VDP グローセ ラーゲに認定されている、ブラウネベル
ガー ユッファーからのカビネットです。ヴィルヘルムは、
自身のワイナリーのカビネットが持つ、「辛口でも甘口でも
ない、伝統的なモーゼルのスタイル」を愛していました。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
は温暖化の影響で葡萄が熟しやすくなっているため、繊細な
カビネットを造ることが難しくなっています。そのため、オ
リヴァーは、シュペートレーゼの格下げとしてではなく、最
初からカビネットのために葡萄を収穫して造っています。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。
「ワイン アドヴォケイト」は、飲み頃を 2026～2045 年としており、カビネットでさえも 30
年近く熟成できると評価しています。
★「ジェームズ サックリング.com」
で 94 点、
「ヴィノス 2020.11」
で 92 点、
「ワインアドヴォケイト 2019.6.29」
で 91 点、「ワインスペクテーター2020.6.15&30」で 91 点、「ヴィヌム 2020」で 91 点、「ゴーミヨ ドイツワ
インガイド 2020」で 90 点。
リンゴ、ハネデューメロン、そしてライムが混ざり合う、素晴らしくゴージャスな香りは同様に魅力的なフレーバー
にも感じられ、粘性と共に繊細さがあり、このヴィンテージでは珍しい快活さがあるが、これはハークが葡萄を 9
月中旬に収穫したおかげである。マルメロを思わせる甘い香りがミッドパレットに感じられる。この甘さは素晴ら
しくまとまり、美味しさを引き立てるが、快活さや完璧な爽快感を失わせることなく、濡れた石のニュアンスを感
じるフィニッシュへと続く。（後略）飲み頃：2020～2034 年。

【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：フリッツ ハーク残糖：53. 1 g/L 酸度：7. 7 g/L

品番：KA-628／JAN：4935919196284／容量：750ml

――『ヴィノス 2020.11』より

¥3,850(本体価格¥3,500)

ブラウネベルガー ユッファー カビネット 2018
Brauneberger Juffer Kabinett

トーマスがヴィルヘルムから譲り受けた、0．69ｈａのユッファーの区画からのワインです。たいへん日当たりのよい南向き
の畑で、斜度 80％の斜面、土壌は青色粘板岩です。植密度は 5,000 本/ha、葡萄の樹齢は約 40 年です。収穫は畑で選別しな
がら手摘みで行います。アロマはやや控えめで、洋梨やメロン、フレッシュなハーブ、スパイスのニュアンスがあります。口
当たりは非常にスムーズでクリーミーです。生き生きとした酸と洗練された果実味がとてもバランスよく調和しています。
★「ヴィノス 2019.9」で 90 点

pts

【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：シュロス

リーザー 残糖：66. 0 g/L

酸度：6. 9 g/L

品番：KA-228／JAN：4935919192286／容量：750ml

¥3,960(本体価格¥3,600)

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

ヴィルヘルム ハーク自身が醸した極上のアウスレーゼ ゴルトカプセルです。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。18 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。トップ生産者の最高峰のワイン、それも熟成品は非常に貴重です。
★「ゴーミヨ ドイツワインガイド 2005」で 94 点。
※熟成ワインという商品の特性上、ラベルや瓶の汚れなど、経年による劣化が見受けられる場合がございます。
恐れ入りますが、あらかじめ上記内容をご了承の上ご発注くださいますようお願い申し上げます。
【白・甘口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：フリッツ

ハーク 残糖：98. 8 g/L 酸度：6. 7 g/L

品番：KA-128／JAN：4935919191289／容量：750ml

限定

３２本
¥11,000(本体価格¥10,000)

pts

モーゼル屈指の実力者オリヴァーが手掛けるグローセス ゲヴェックス

銘醸畑ブラウネベルガー ユッファーの極上の辛口ワイン
ブラウネベルガー ユッファー クーベーアー GG 2018
Brauneberger Juffer GG

※無くなり次第 2019VT へ切り替わり

2018VT
限定 36 本

VDP が定めるグローセ ラーゲは、ブルゴーニュにおけるグ
ラン クリュのような格付けです。このグローセ ラーゲの葡
萄を使用し、収穫量や完熟度についての規定や、収穫を手作業
で行う等の徹底した規則を守って生産される特別な辛口ワイ
ンをグローセス ゲヴェックスと呼び、最高級の辛口ワインと
しています。ブラウネベルガー ユッファーは VDP グローセ
ラーゲに認定されています。畑は南向きで、場所によっては斜
度 70％という急斜面です。土壌は風化した青色粘板岩で、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
の生育が促進されます。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ー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。
★「ワインスペクテーター 2020.6.15&30」で 94 点、
「ゴーミヨ ドイツワインガイド 2020」で 92 点、
「ヴィヌ
ム 2020」で 89 点、
「アイヒェルマン 2020」で 91 点。

pts

ネクタリン、マンゴー、ジャスミンのフレーバーが混ざった美しい白ワインで、集中力のある酸味が流れて行き、
要素を結びつけ、しっかりとした骨格を与えている。重層的で複雑で余韻が長く、口当たりの良い後味には湿った
石のようなミネラリティが感じらる。ピュアで優美だ。現在から 2033 年まで飲むことができるだろう。
――『ワインスペクテーター 2020.6.15&30』より

【白・辛口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：フリッツ ハーク 残糖：5. 5 g/L 酸度：6. 7g/L

品番：KA-486／JAN：4935919194860／容量：750ml

¥5,940(本体価格¥5,400)

カビネットシュトゥック リースリング クーベーアー トロッケン 2018
Kabinettstuck Riesling O.b.A. Trocken

＜スクリューキャップ＞

限定

48 本

葡萄は著名な単一畑、リーザー ニーダーベルク ヘルデン、リーザー シュロスベルグ、グラーハー ヒンメルライヒ
のものを使用しています。従来のカビネット トロッケンに相当するワインですが、VDP では等級表示としてのカビネッ
トという単語が甘口ワインにしか使用できないため、
「カビネットシュトゥック」という造語で表示しています。平均樹齢
30 年。土壌は青色粘板岩です。畑の標高は 140m、ほぼ完全な南向きです。発酵と熟成ともにステンレスタンクで行いま
す。この先 10 年から 15 年は熟成できる可能性を秘めています。
★「ヴィノス 2019.9」で 90 点、
「ゴーミヨ ドイツワインガイド 2020」で 90 点、「ヴィヌム 2020」で 87 点。

pts

【白・辛口】 国／地域等：ドイツ／モーゼル 葡萄品種：リースリング
生産者：シュロス リーザー 残糖：6. 6 g/L

酸度：6. 5 g/L

品番：KA-487／JAN：4935919194877／容量：750ml

¥3,630(本体価格¥3,300)

ヘルデンシュトゥック リースリング クーベーアー トロッケン 2018
Heldenstück Riesling Q.b.A. Trocken

pts

トーマスと次女のララ。ワイナリーは家族経営で、次女のララと長男のニ
コラウスが参加し始めています。ララは広報や海外でのセミナーを担当
し、幅広く活躍しています。

所有する畑の中で、最もミネラリーな特徴を持つリーザー ニーダーベルクヘルデンから
の葡萄を主体とした辛口ワインです。VDP の規定上、グローセ ラーゲからの辛口ワイン
はグローセス ゲヴェックス以外では畑名の表示が出来ないため、ニーダーベルクヘルデ
ンはヘルデンシュトゥック、ゴールドトロップヒェンはゴールドシュトゥックとして表示
しています。畑は南南西を向いた斜度 75％の斜面に位置しており、樹齢は古いもので 90
年。土壌は青色粘板岩です。丁寧に選別しながら良い葡萄だけを手摘みします。発酵、熟
成ともにステンレスタンクで、発酵には天然酵母を使用します。非常にクリアでフレッ
シュですが、しっかりとしたボディ、たっぷりのミネラルの要素と複雑さがあります。
★「ヴィノス 2019.9」で 90 点、
「ゴーミヨ ドイツワインガイド 2020」で 89 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
生産者：シュロス リーザー 残糖：5. 7 g/L 酸度：6. 4 g/L
品番：KA-632／JAN：4935919196321／容量：750ml

¥4,620(本体価格¥4,200)

