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―
産者も担当しており、有名なクリストフェル

リングのメンバーを含む生

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 2022」で 3．5 星、
「アイヒェルマン 2021」
で４星、「ゴ

エ

ミヨ 2020」で 3 房。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。
特にワインアドヴォケイトでは、ここ数年高得点を獲得する
ワインが多く、注目の生産者として目が離せません。
「ワイン
アドヴォケイト#251」では、ユルツィガー
ン

ヴュルツガルテ

ベーレンアウスレーゼ 2019 が 99 点、ユルツィガー

ヴュルツガルテン

アウスレーゼ★★★ ゴールドカプセル

2019 が 98 点を与えられています。弊社では 1985 年よりカール

エルベスのワインを扱い続けておりますが、ここ数年でさら

に品質が向上し、その活躍ぶりを見てもドイツのトップ生産者の仲間入りを果たしたと言っても過言ではありません。また、こう
した高評価を得ているにも関わらず、価格の上昇はほとんどないことも彼らの魅力のひとつ言えます。

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
が薄くなり、隣のレスニッヒャー

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

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、その風味の特徴はクヴァリテーツワインか
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
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）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。

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スタンダードクラス、幅広く料理に合わせやすいトロッ
ケンやファインヘルプ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や極甘口等、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。

Wine Advocate
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ユルツィガー イン デア クランクライ
シュペートレーゼ 2019
Ürziger in der Kranklei Spätlese

クランクライは、プレラートとユルツィヒの間に位置し、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、2014 ヴィンテージ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。1,000～2,000L のステンレスタンクを使い、9～10 度で発酵させます。
【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：90．1g/L

酸度：7．9g/L

品番：KA-475／JAN：4935919194754／容量：750ml

¥2,970(本体価格¥2,700)

クリアで明確かつフレッシュ、非常にエレガントで強いアロマには、完璧に熟した果実の要素
が感じられる。透明感、丸みがあり、非常にエレガントで洗練された口当たり。ジューシーで
フレッシュ、非常に上品でパーフェクトなバランスを持ちつつ、クランクライのミネラルが持
続し、おそらくエルベスのこのヴィンテージの中で最も素晴らしいシュペートレーゼだろう。
この先数年から数十年はセラーで寝かせる価値がある（この価格だからといって、そうしない
手はないだろう）
。2020 年 9 月にワイナリーで試飲。
―「ワインアドヴォケイト#251 2020.10.31」より
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ユルツィガー ヴュルツガルテン
シュペートレーゼ 2019
Ürziger Würzgarten Spätlese

まだ還元的だが明確で、クリアかつピュア、ス
パイシーでエレガントなアロマを持つ。口当た
りは力強くジューシー、透明感がありぴりっと
しているが甘く、非常にエレガント、素晴らし
いグリップ、フィネス、張りがある。非常に刺
激的でたっぷりのヴェジタルかつハーブのノー
トが余韻に感じられる。2020 年 9 月にワイナ
リーで試飲。 ―「ワインアドヴォケイト＃251
2020.10.31」より
【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：94．4g/L
酸度：8．2g/L

品番：K-198／容量：750ml
JAN：493591902198
¥2,750(本体価格¥2,500)
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エルでナー トレプヒェン
カビネット 2018

Erdener Treppchen Kabinett
青色粘板岩土壌からのこのワインは、明確でデ
リケートな果樹のアロマに、砕いた石を思わせ
るノートが混ざる。深みがありエレガントな口
当たりがある。ぴりっとした刺激があるこの上
品なカビネットはアロマティックでしっかりと
骨格があり、力強い。刺激的な塩っぽさを感じる
余韻、洗練された心地よいグリップを感じる。
2020 年 9 月にワイナリーにて試飲。 ―「ワイ
ンアドヴォケイト＃251 2020.10.31」より
【白・甘口】国／地域等：ドイツ／モーゼル
葡萄品種：リースリング <スクリューキャップ>
残留糖度：52．4g/L
酸度：7．3g/L

品番：KA-446／容量：750ml
JAN：4935919194464
¥2,310(本体価格¥2,100)
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ユルツィガー ヴュルツガルテン シュペートレーゼ ファインヘルプ
アルテ レーベン 2016
Ürziger Würzgarten Spätlese Feinherb Alte Reben

アルテ レーベンは「古い葡萄樹」という意味で、古いものは 70～80 年の樹齢の古い葡萄を使っています。10 月
中旬に収穫します。葡萄を圧搾した後、澱下げをして不純物を取り除きます。3,000L のステンレスタンクを使い、
9～10 度の低温で 2 ヶ月発酵させます。発酵後、瓶詰めの 2 週間前まで澱と共に熟成させ、ワインにアロマとフ
レイバー、深みを与えています。

完璧に熟したリースリングの超クリア、正確、強烈、スモーキーなブーケが特徴です。フルボディで力
強く豊かな味わいは、非常に繊細でエレガント、複雑で飲み飽きないヴュルツガルテンで、グリップ、
塩味、緊張感があり、非常に長期熟成の可能性を持っています。2018 年 2 月に試飲。
―「ワインアドヴォケイト#236 2018.４.27」より

【白・やや甘口】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：25．0g/L

酸度：6．5g/L

¥2,640(本体価格¥2,400)

品番：KA-659／JAN：4935919196598／容量：750ml
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ユルツィガー ヴュルツガルテン カビネット ファインヘルプ
フォン ローテン シーファー 2019
Urziger Wurzgarten Kabinett Feinherb vom Roten Schiefer

クリアで明るく、輪郭のはっきりした香りが特徴的。軽やかでフレッシュな味わいは、金線細工のように繊細、ジュー
シー、透明感があり軽快で、非常に素晴らしい品質である。余韻に感じる塩っぽさとスレート土壌からのぴりっとした
ニュアンス非常に刺激的である。フィニッシュは洗練された心地よいグリップを感じる。2020 年 9 月にワイナリーに

て試飲。

―「ワインアドヴォケイト#251 2020.10.31」より

【白・やや甘口】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：23．3g/L

酸度：7．1g/L

品番：KA-658／JAN：4935919196581／容量：750ml

¥2,310(本体価格¥2,100)

90+pts
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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
Ürziger Würzgarten Spätlese Trocken

クリアで明確、まだ少し還元的でフリンティだが強いアロマを持つ。透明感がありフレッシュで塩っぽさを感じる
口当たり、フルボディで骨格があり、かなりパワフルで辛口のリースリング。長く深みのあるフィニッシュ、しっ
かりとしたさんが感じられる。非常に長い余韻。2020 年 9 月にワイナリーにて試飲。
―「ワインアドヴォケイト#251

【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：7．7g/L

2020.10.31」より

<スクリューキャップ>
酸度：6．3g/L

品番：KA-338／JAN：4935919193382／容量：750ml

¥2,750(本体価格¥2,500)

