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2014 - ラインガウ・リースリングラインガウ・リースリング
商品番号 00283-14
ドイツドイツ, ラインガウラインガウ, ドイチャー・クヴァリテーツヴァインドイチャー・クヴァリテーツヴァイン

ペーター·ヴィンター·ヴァインケラライ、 ハッテンハイム

色 白 スタイル 辛口 ボディ ミディアムボディ

アルコール 11.5 % 容量 750 ml 熟成度 今飲み頃／保管

ブドウ リースリング

テイスティングノートテイスティングノート
明るいレモンイエロー。少し閉じ気味ながら、柑橘類とその果皮、蜂蜜、ミネラル、花などを感じられる香り。しなやかなアタックで、全体
になめらかな食感。そして酸とミネラルがしっかりとして、骨格を形成している。熟度のあるレモンライム的な後味のフレッシュ感が心地よ
い、とても若々しい刺激的な味わい。
ペーターペーター·ヴィンターヴィンター·ヴァインケラライ、ヴァインケラライ、 ハッテンハイムハッテンハイム

ピーター・ヴィンターは2003年に買い取ったラインガウ地方のハッテンハイムにある有名なエス
テイト、ゲオルグ・ミュラー・シュティフトングの所有者です。このエステイトは、高く評価され
た単一畑のVDPラインガウワインを基本的に少量だけ造っています。数年間に渡る多額の投資、修
復さらに大変な努力を経て、ゲオルグ・ミュラー・シュティフトングのかつての栄光を蘇らせまし
た。彼は広範囲の様々な種類のワインを顧客たちに提供することに着眼しました。

このために、彼はペーター・ヴィンター・ヴァインケラライGmbHを設立し、ラインガウとライン
ヘッセン地方の少数のエステイトと提携しました。全てのエステイトは近くに位置しています。こ
れらのエステイトは、ピーター・ヴィンターとセラーマスターがゲオルグ・ミュラー・シュティフ
トングで生産されるワインに課している厳しい品質基準に従って、ブドウを栽培しワインを造って

います。この協定により、彼は様々なスタイル、色々なブドウ品種や風味、さらに幅広い価格帯を顧客たちに提供する
ことができます。また、小さなエステイトが多数の顧客に自分たちのワインを広めることも可能にしています。 
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2014 - Rheingau Riesling
Product N° 00283-14
Germany, Rheingau, Deutscher Qualitätswein
Peter Winter Weinkellerei GmbH, Hattenheim

Color White Style Dry Body Medium

Alcohol 11.5 % Volume 750 ml Maturity Drink or Hold

Grapes Riesling

Vintage notes
2014 - Rheingau : 7 / 10 (superior)
The winter was mild. The year turned into the warmest year since 1881. Budbreak was early, later the issue was
how to deal with drought stress. July started warm but finally it rained. Temperatures dropped in August and
September and it continued to rain. Harvest began early but the quality of the crop was often uneven. Vintners
worked hard and they needed all of their experience to produce good wines.
Peter Winter Weinkellerei GmbH, Hattenheim

Peter Winter is owner of the famous Weingut (estate) Georg Müller Stiftung in
Hattenheim (Rheingau region) which he bought in 2003. The estate produces
essentially small quantities of highly acclaimed single vineyard VDP Rheingau wines.
Having, after several years of heavy investments, renovation and hard work, re-
establilshed the old glory of the Georg Müller Stiftung he turned his attention to enlarge
the range of wines he can offer to his customers.   

For this he established the Weinkellerei Peter Winter GmbH and associated imself with a
small number of estates in the Rheingau and Rheinhessen areas. All estates are located
near-by and grow and produce wines in accordance with the demanding quality criteria

which he and his Cellar Master impose on the wines produced by the Georg Müller Stiftung. This
arrangment permits him to offer his customers a wider range of styles, grape varieties, tastes and price
ranges and it enables the small estates to reach a larger number of customers with their wines.
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