商品コードをご記入のうえご注文下さい。皆様のご注文お待ちしております。

新着情報～山口地ビール～
【山口地ビール】天然のミネラル豊富な山口県鳴滝の名水を使い、ビール職人が経験と五感で作り上げた「山口地
ビール」は、食のノーベル賞「モンドセレクション」最高金賞を受賞する世界が認めるクラフトビールです。

山田錦ラガー 330ml

萩ゆずエール 330ml

【World Beer Awards 2018
World‘s Best Rice Beer部門金賞】

【World Beer Awards 2018
Best Fruit Flavoured Beer銅賞】

６割磨きの酒米山田錦を使用し、酒酵
母とともに発酵させました。日本酒の
風味が漂う、米の味わいの生きたビー
ルです。少しぬるめの14℃くらいで
味わうと、フルーティーなアロマが
開き特に楽しめます。
※酒税法上の区分けは発泡酒となっています。

日本唯一のゆずの自生地である山口県
萩市のゆずで香り付けしたペールエー
ル。渋みやえぐみを極力抑え、ゆずの
さわやかな香りのみを活かしました。
シンプルな料理にも油の濃い料理にも、
良いアクセントとなります。
※酒税法上の区分けは発泡酒となっています。

■原産国：日本 山口県 ■IBU:18 ■Alc.:7.5％

■原産国：日本 山口県 ■IBU:25 ■Alc.:5％

商品コード170903

商品コード170902

【限定６０本！】 DHＣ 夜桜 《生》 330ml
原料の一部に小麦麦芽を使用した、小麦ピルスナータイプのビール。春を感じる華やかなホッ
プの香りと、小麦麦芽の繊細な口あたりが愉しめる、まろやかな味わいが特長。ギャラクシー
ホップのみを使用した、シングルホップ製法で、ホップ単体の個性も楽しむことができます。
■原産国：日本 静岡県 ■醸造所：株式会社DHC ■Alc.:5.5％

商品コード180568

ピンク キラー 250ml
インパクトのあるピンクのラベルとは裏腹に、やさしい桃色の、柑橘系の香りが心地よく拡が
るフルーツエールです。ほのかな甘さの中にグレープフルーツの苦みを感じる不思議な味わい
で、軽快な喉ごしと舌の奥に残る柑橘系の苦みがクセになります。
■原産国：ベルギー ■醸造所：シリー醸造所 ■Alc.:5.0％

商品コード30380

アンカーリバティー 355ml
フルーティーな香りのアメリカンペールエール。アメリカのマイクロブルワリーが「教科書」
として必ずお手本とするアンカー社の名品です。熟成初期にアメリカ産のカスケードホップを
タンクに投入（ドライホッピング）する事で、マスカットのようなフレーバーと素晴らしくき
めの細かい炭酸ガスを生み出しています。
■原産国：アメリカ ■醸造所：アンカー社 ■Alc.:6.5％

商品コード30211
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商品コードをご記入のうえご注文下さい。皆様のご注文お待ちしております。

ポルトガルの歴史、文化、アート、そして伝統を表現するワイン

『1143』という名前はポルトガル王国が成立した年号に由来し、この時からポルトガルの全て
が始まったといえます。ラベルにあしらわれている模様は、アズレージョと呼ばれる伝統の手
作りタイルの柄で、ポルトガル文化の典型的な象徴のひとつです。

1143 WHITE（白）
淡いレモンイエロー。オレンジの花や柑橘類の鮮烈な香り。特に新鮮なトロ
ピカルフルーツのアロマが際立っています。口中では素晴らしい酸がバラン
スよく感じられる、フレッシュなワイン。食事のスタートに、シーフードや
グリルした白身の肉とお楽しみください。
〇原産国：ポルトガル テージョ
〇品種：フェルナン・ピレス、マルヴァジア・フィーナ
〇白 辛口
○アルコール度数：12.5％
〇適温温度：10～12℃

商品コード900296

1143

RED（赤）

鮮やかなルビー色。ラズベリーやジャムといったフルーティーさ、フローラ
ルなアロマにほんのりとメントールのニュアンスが感じられます。口に含む
と均等の取れた酸味とコク深さが広がります。トマトソースを使ったピザや
パスタ、とりわけステーキやハーブを使ったラムチョップといった赤味の肉
料理との相性は抜群です。
〇原産国：ポルトガル テージョ
〇品種：トウリーガ・ナシオナル、シラー、アラゴネス
〇赤 ミディアムフルボディ
○アルコール度数：13％
〇適温温度：14～16℃

商品コード900297

その1. 同一銘柄6本一括注文でさらに1本プレゼント！
その2. 各種6本、計12本一括注文でさらに2本+ワイングラス6脚
プレゼント！ 【専用商品コード：480350】
3

商品コードをご記入のうえご注文下さい。皆様のご注文お待ちしております。

世界で最も称賛されるワインブランドNO.1＊

ペンフォールズ
＊ドリンクス・インターナショナル誌2016年に「世界で最も称賛されるワインブランドNO.1」に選出

クヌンガ・ヒル シラーズ・カベルネ
ダークチョコレートとモカのアロマで、だんだんと変化を遂げます。果実味はベリーがリードしています。プラムとフ
レッシュなベリー系の果実。フルーツ、タンニン、オークのマリアージュを感じられます。アメリカンオーク、フレン
チオークの古樽で９ヶ月間熟成。
〇産地：オーストラリア マルチリージョナル、南オーストラリア 〇アルコール度数：１３．５％

クヌンガ・ヒル カベルネ・ソーヴィニヨン
熟した赤い果実の風味があり、ベリーのほのかな香りが加わります。バニラの甘い香りと香辛料の香りがオーク
樽での熟成を感じさせ、きめ細かいタンニンが、カベルネの特長をしっかりと支えています。アメリカンオーク、フ
レンチオークの古樽で９ヶ月間熟成。
〇産地：オーストラリア マルチリージョナル、南オーストラリア 〇アルコール度数：１３．５％

クヌンガ・ヒル シャルドネ
フルーツの新鮮な香り、５ヶ月に及ぶオークでの熟成によるクリーミーな味わい。シトラスのパレットにクリーミー
なテクスチャー、キレの良いな酸味が感じられます。素晴らしい調和の取れたワインです。
〇産地：オーストラリア マルチリージョナル、南オーストラリア 〇アルコール度数：１２．５％

≪ペンフォールズお試しキャンペーン≫
組み合わせ自由6本一括ご注文で、お好きな1本をプレゼント！
※4月末日まで
商品コード

価格

商品名

ご注文本数

110903

クヌンガ・ヒル・シラーズ・カベルネ

本

29262

クヌンガ・ヒル・カベルネ・ソーヴィニョン

本

27343

クヌンガ・ヒル・シャルドネ

本

貴店名

ご担当者様

ご住所 〒

電話番号

※ご注文はこちらの専用用紙でお願いします

FAX 03-6382-4317（株）柴田屋酒店まで
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プレゼント
希望銘柄

商品コードをご記入のうえご注文下さい。皆様のご注文お待ちしております。

大那 純米吟醸 春摘み新酒 おりがらみ ＜菊の里酒造・栃木県＞
春満開を感じさせてくれる淡いピンクのラベル。冷やさずに常温で飲んでも美味しい、綺麗なまとまりのある鮮やかな香味を
お楽しみいただけます。もちろん冷やしてもお燗も美味です。
■原料米/精米歩合：那須産五百万石 /５５% ■アルコール度数：１６～１７度 ■日本酒度/酸度：＋３/１．５

1800ml：商品コード195678

玉川 自然仕込純米 山廃雄町 無濾過生原酒 ＜木下酒造・京都府＞
酵母無添加もとから生まれた、酸とアミノ酸が豊富な純米酒。甘めの仕上げで、雄町米特有の旨味の中に甘味・酸味が濃
厚に詰まった、強烈な個性の逸品です。冷や～室温、または上燗で飲むのがおすすめです。
■原料米/精米歩合：雄町（岡山県）/６６% ■アルコール度数： １８～２０度 ■日本酒度/酸度：－/－

1800ml：商品コード180461

玉川 自然仕込純米山廃白ﾗﾍﾞﾙ 無濾過生原酒 ＜木下酒造・京都府＞
玉川の「自然仕込」シリ－ズは酵母無添加で造られています。さらに年に一度、蔵に住みついている酵母の発酵力の限界を
試すのが、この「白ラベルバージョン」。辛口でありながら、旨みの力で辛さを感じさせない。驚異的なアルコール度数なのに、
不思議なやさしさのある味わいです。
■原料米/精米歩合：北錦（兵庫県）/６６% ■アルコール度数： ２０度～ ■日本酒度/酸度：－/－
1800ml：商品コード180574

雁木槽出あらばしり 純米吟醸無濾過生原酒 ＜八百新酒造・山口県＞
3月の初めに槽口（ふなくち）から出てきた、そのままのお酒（原酒）を すぐにびん詰めしたもので、わずかにうっすらと”おり”
がからんで います。新鮮で独特な風味と、お米の旨味が凝縮した圧倒的な存在感をお楽しみください。
■原料米/精米歩合：山田錦/６０% ■アルコール度数： １６．５度 ■日本酒度/酸度：+４/２．０

1800ml：商品コード92394

会津中将 特別純米 生 うすにごり ＜鶴乃江酒造・福島県＞
爽やかな口当たり、含みは青りんごやマスカットを思わせます。上品で綺麗な甘みにおりがらみの力強さが加わります、オリ
の絡んだほろ苦さとピチピチの甘さの組み合わせが最高です。
■原料米/精米歩合：福島県産米/５５% ■アルコール度数： １６度 ■日本酒度/酸度：－/－

1800ml：商品コード143121

竹葉 能登のかすみ酒 ＜数馬酒造・石川県＞
知る人ぞ知る蔵元隠し酒。限定生産の為、見つけたら必ず飲んでいただきたい1本です。清らかなふくらみの、上品なかす
み酒です。
■原料米/精米歩合：能登産五百万石/６７% ■アルコール度数： １７度 ■日本酒度/酸度：－/－

1800ml：商品コード193343

まんさくの花 純米吟醸 MK-X ＜日の丸醸造・秋田県＞
ＭＫ－Ｘとは「Mansaku Koubo project Ｘ」の略称で、蔵が通常使用していない酵母を用いた新たな味。甘みを帯びたバナナ
のような香りが特徴です。白麹由来のクエン酸が非常に爽やかで、日本酒とワインの中間のような味わいがお愉しみいただ
けます。
■原料米/精米歩合：山田錦/美郷錦/５０% ■アルコール度数： １６度 ■日本酒度/酸度：－/－

1800ml：商品コード195705

谷川岳 純米吟醸 一意専心 ＜永井酒造・群馬県＞
角田副杜氏の新たなチャレンジ酒。吟醸香は敢えて抑えて、スッキリとした甘みと酸味を感じさせ、数ヶ月間生で熟成させる
事により口当たりまろやかな酒質に仕上がりました。
■原料米/精米歩合：五百万石/６０% ■アルコール度数： １５度 ■日本酒度/酸度：+１/１．６

1800ml：商品コード195677
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１９０８（明治４１）年、食酢を造る蔵として創業した九重
雑賀（ここのえさいか）。 「より良い食酢を造るには、主
原材料である酒粕から一貫して造るべき。」という考えから、
１９３４（昭和９）年より日本酒の製造を開始。醤油の発祥
地として、また、はや寿司・なれ寿司などの独自の食文化が
ある和歌山県で、料理と寄り添う味わいの日本酒を造り続け
ています。

山田錦 純米吟醸 雑賀
華やかな吟醸香はワイングラスで飲むのにぴったり。味わい深さが特徴の純米吟
醸酒です。食事を引き立てる、食中酒としても申し分ありません。ラベルに描かれた
「八咫烏-ヤタガラス-」は雑賀一族の紋章です。
＊ワイングラスでおいしい日本酒アワード2018 プレミアム純米部門 最高金賞

＊全米日本酒歓評会 Joy of SAKE 2018金賞
＊ロンドン酒チャレンジ2018純米吟醸部門銀賞
■原料米/精米歩合：山田錦/５５％ ■アルコール度数：１６度

1800ml：商品コード180623

九
重
雑
賀

純米吟醸 雑賀
上品な吟醸香と、ふくよかで、かつキレのある純米吟醸酒です。和洋中のお料理
に合い、ゆっくりとした食事の時間を最後までお伴します。
■原料米/精米歩合：麹米:山田錦・掛米:五百万石/麹米55%・掛米60%％
■アルコール度数：１５度

1800ml：商品コード180624

雑賀梅酒

雑賀

日本酒で仕込んだ梅酒です。清々しい梅の
香りと酸味が特徴です。お召上り方はロック
がお薦め。

日本酒と食酢をつくる蔵ならではの極上酢で
す。山田錦100%の 純米大吟醸の酒粕を1年
以上熟成させ、さらに純米酒を加え、30石の
大木桶で120日以上「静置発酵」させた、本
格赤酢(米酢)。素材を引き立てる、上品でま
ろやかな味わいが特長です。

＊ロンドン酒チャレンジ2018、梅酒・その他のお酒
部門金賞

吟醸酢

■原材料：日本酒・梅・糖類
■アルコール度数：１１度

■原材料：米・酒粕
■酸度：4.5

1800ml：商品コード180625

1800ml：商品コード180626
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