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。

スウェーデンのクラフトビール「オムニポ

ロ」

Henok Fentie（ヘノク・フェンティ）とKarl Grandin（カール・グランディン）が、2011年に設立。二人は非
常にユニークなパートナーシップを結び”オムニポロ”という名前を思いつきました。オムニポロのビールには、
ロゴが一切入っておらずそれぞれのラベルは唯一無二。他のものから明らかに際だち、鮮やかにその存在意義
を放っています。

レオン

330ml 瓶

オムニポロのフラグシップビール。シャンパン酵母を使用。ヘイジーな外観、ほのかにファン
キーなイーストのアロマ、シトラス感、ドライでキレの良いフィニッシュが特徴。夕方から夜が
更けるまで、ずっと飲んでいられるような心地よい味わい。
■原産国：スウェーデン

■タイプ：ベルジャンペールエール ■Alc.:6.5％

商品コード

106155

ネブカドネザル 330ml 瓶
旧約聖書にも登場するバビロニアの王、ネブカドネザルを名に冠したインペリアルIPA。キウィや
マンゴー、グレープフルーツやオレンジのアロマ、ホップの力強いパンチが味わえます。ホーム
ブルーイング時代に作っていたビールレシピをスケールアップして生まれた⼀本。
■原産国：スウェーデン ■タイプ：インペリアルIPA ■Alc.:8.5％

商品コード

ノア

ピーカン

マッドケーキ

170390

330ml 瓶

創造的でリッチで、ちょっと行き過ぎているかもしれないインペリアルスタウト。香ばしく甘く、
ビターなアロマであふれています。
■原産国：スウェーデン

■タイプ：インペリアルスタウト ■Alc.:11％

商品コード

106158

飲めばシーフードが食べたくなる
こと間違いなし！
商品名：Fish Story～お魚ものがたり～ 10L樽
醸造所：寒菊銘醸
タイプ：スペシャルウィートラガー
アルコール度数：5.0％ / IBU：20
要冷蔵
商品コード900298

まさに肉の為のビール！！
商品名：MEAT&MEET 20L樽
醸造所：ベアードブルーイング
タイプ：セッションレッドＩＰＡ
アルコール度数：5.0％ / IBU：20
商品コード900199
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要冷蔵

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。

～肉、魚、野菜、チーズにも！万能アルゼンチン産スパークリング～

エスプマンテ アンパカーマ EX ブリュット
緑がかった輝く黄金色。熟した果実と、わずかに酵母の香りを感じます。調和がとれた、繊細
な舌触りと爽快でエレガントな泡立ちが特長のワインです。スパイシーな料理や軽めのチー
ズともよく合います。推奨提供温度６度。
○生産国：アルゼンチン

〇生産者：カサ・モンテス

〇品種：シャルドネ７０％、ヴィオニエ２０％、ピノ・ノワール１０％

商品コード98354

まとめ買いがお得！リピート注文ＯＫ！
その① 5：1条件で1本あたり￥******に！
その② 10：2＋フルートグラス6脚
※いずれも一括注文に限ります

柴田屋直輸入ワイン～５月のオススメ３アイテ
ム～

エルメス
ディアクトロス Ⅱ
ビアンコ 2014

エルメス
ディアクトロス I
ロッソ 2013

〇原産国：イタリア ラツィオ
〇品種：ヴィオニエ85％、ベッローネ12％、
インクローチオ・マンツォーニ3％
〇白 辛口

〇原産国：イタリア ラツィオ
〇品種：メルロー、カベルネ・ソーヴィニョ
ン、
カベルネ・フラン
〇赤 フルボディ

明るいゴールドイエロー 。熟した南国の果実、柑橘類、
ホワイトペッパー、木蓮、摘みたてハーブのアクセント
が、ユーカリハチミツのさわやかな風味によって際立ち
ます。たいへん複雑な味わいで、火山性土壌の豊かさと
ミネラルの多様性を反映しています。調和した力強く特
別な風味を、口にした瞬間に実感することでしょう。

ギリシャ神話における神々の使者で、旅人の守護者ヘル
メスに因むこのワインは、軽さと創造性が特徴です。熟
した赤い果実とスパイスと、ほのかなトーストの香り。
絶妙なタンニンが効いていて、最後に上品な芳しさが感
じられます。

商品コード900317

商品コード900041

【先着３０口限定】 新発売キャンペーン ※５月末日まで
同一銘柄３本一括ご注文で
オミナ特製ソムリエナイフ1本プレゼント！
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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。

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
クエルチオーリ レッジアーノ ランブルスコ セッコ NV
穏やかな泡立ちで、カシス、杉のような清涼感のある香りの弱発泡性ワイン。特にブルーベ
リーの果実香が感じられ、軽やかなタンニン、軽快な酸のバランスが非常に取れています。
〇産地：イタリア エミリア・ロマーニャ

○生産者：メディ・エルメーテ

〇味わい：やや辛口

商品コード40271

クエルチオーリ レッジアーノ ランブルスコ ドルチェ NV
干しイチジクやイチゴの豊かな香りを持つ、やや甘口のランブルスコ。口に含むとイチゴの風味が
いっぱいに広がり、程よい酸味と天然果実の甘味のバランスが取れた弱発泡性ワインです。
〇産地：イタリア エミリア・ロマーニャ

○生産者：メディ・エルメーテ

〇味わい：やや甘口

商品コード59559

ｼﾞｬﾝ・ｸﾛｰﾄﾞ･ﾏｽ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾚｾﾞﾙｳﾞ 2017
厳選されたシャルドネ種を使用し、新樽を含むオーク樽で熟成させます。エレガントでフルー
ティな風味が魅力です。
〇産地：フランス ラングドック＆ルーション

○生産者：ドメーヌ・ポール・マス

○品種 シャルドネ 100%

〇白 辛口

商品コード194624

ｼﾞｬﾝ･ｸﾛｰﾄﾞ･ﾏｽ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾚｾﾞﾙｳﾞ 2017
厳選したカベルネ・ソーヴィニヨン種のみを使用し、オーク樽で熟成させたワインです。芳醇な
味わい、重厚でしっかりとしたボディが特徴です。
〇産地：フランス ラングドック＆ルーション
〇赤 フルボディ

○生産者：ドメーヌ・ポール・マス

○品種：カベルネ・ソーヴィニヨン 100%

商品コード194870

【先着４０口限定】 上記４アイテム共通キャンペーン ※５月末日まで
同一銘柄１２本一括ご注文でワイングラス１２脚プレゼント！
-グラス内容量410cc-
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※写真はイメージです

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。

夏の日本酒～さきがけ～
※保管は要冷蔵でお願いします
陸奥八仙 夏吟醸 ＜八戸酒造・青森県＞
地元青森県産の「華吹雪」と「まっしぐら」を原料米として使用し、暑い日でも飲みやすいようにアルコール度数を14度台にし
た夏季限定酒。清涼感のある爽やかな香り、口に含むと優しい甘味とキリッとした酸がふわっと広がり、スッと喉を駆け抜け
る、軽快な味わいに仕上がってます。
■原料米/精米歩合： 麹米：華吹雪５５％ 掛米：レイメイ６０％ ■アルコール度数：１４度 ■日本酒度/酸度：非公開

1800ml：商品コード180612

玉川 純米吟醸無濾過生原酒 Ice Breaker 2018BY ＜木下酒造・京都府＞
とにかくロックで旨い、玉川の夏の名物商品！酒販店同士で争奪戦が起こるペンギンのお酒！氷の溶け具合にしたがって
温度とアルコール度数がエンドレスに変化し、それにともなう味の変化の楽しさもエンドレス。”Ice Breaker”は英語で「場や雰
囲気を和らげるもの」の意味。まさに日本酒の役割です。
■原料米/精米歩合：日本晴（滋賀県）/６０% ■アルコール度数： １７～１８度 ■日本酒度/酸度：非公開

1800ml：商品コード180648

七田 七割五分磨き 山田穂 無濾過生＜天山酒造・佐賀府＞
お米をあえて削らずに丁寧に醸したことで、お米の持つ“なめらかで艶やかな味わい” を引き出している七割五分磨き生シ
リーズ「山田穂」バージョン。ほんのり甘く爽やかな香り。ジューシーな旨味と渋みを、酸がきれいにまとめています。
■原料米/精米歩合：山田穂/７５% ■アルコール度数： １７度 ■日本酒度/酸度：+３/１．８

1800ml：商品コード170890

雁木 ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ 純米 発泡にごり生原酒 29BY＜八百新酒造・山口県＞
日本酒に馴染みのうすい方にも飲みやすく、かたや日本酒通もうならせる、爽やかな甘さの“しぼりたて発泡生原酒”。食中
酒としても料理を選ばないのは勿論、フルーツとも相性が良く、スイーツとのマリア―ジュを楽しむこともできます。
■原料米/精米歩合：山田錦/６０% ■アルコール度数： １４度 ■日本酒度/酸度：-１２/－

720ml：商品コード143229

龍力 純米酒 夏純米 ＜本田商店・兵庫県＞
酒造好適米の神力を使用した夏季限定出荷の純米酒。コンセプトは、暑い夏にぴったりの爽やかな味わい！フレッシュな香り
と適度な旨み、スッキリ爽やかでキレの良い後味が特長です。キンキンに冷やして、またオンザロックでもお楽しみください！
■原料米/精米歩合：神力/６５% ■アルコール度数： １５度 ■日本酒度/酸度：＋４/１．３

1800ml：商品コード170934

泉橋 愛山 純米吟醸 うすにごり 火入 ＜泉橋酒造・神奈川県＞
兵庫県産愛山を50%精米した商品。穏やかな香りと愛山らしい膨らみのある味わい。うすにごりのもつ滑らかな甘味と旨味
が盃を進めます。
■原料米/精米歩合：愛山（兵庫県）/５０% ■アルコール度数： １７度 ■日本酒度/酸度：－/－

1800ml：商品コード152742

刈穂 六舟 純米吟醸 Summer Mist

＜秋田清酒株式会社・秋田県＞

伝統の槽掛けしぼりで上槽した酒を、おりがらみのまま直接瓶詰めしました。夏の朝の霞（Mist）のようにキメ細かくさわやか
な美味しさです。よく冷やしてお召し上がりください。
■原料米/精米歩合：秋田酒こまち /５５% ■アルコール度数： １６～１７度

■日本酒度/酸度：＋５/１．６

1800ml：商品コード195807

刈穂 純米酒 ﾎﾜｲﾄﾗﾍﾞﾙ 白麹仕込 ＜秋田清酒株式会社・秋田県＞
白麹を使用すことで黄麹では出すことの出来ないクエン酸を生成する事が出来ます。しっかりとした酒質で刈穂らしいピンと
した張りがあります。米の旨み甘みを感じながらもクエン酸の酸味が舌の両端を刺激し、さわやかさを演出！白ワインのよう
な味わいです。
■原料米/精米歩合：美山錦/６０% ■アルコール度数： １６度

■日本酒度/酸度：－３/２．８

1800ml：商品コード195808
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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。

蔵から夏のお便りが届きました…
※保管は要冷蔵でお願いします
まんさくの花 純米吟醸 生原酒 爽々酒 ＜日の丸醸造株式会社・秋田県＞
特別な方法で搾りたてのお酒をより新鮮なまま瓶に詰める「直汲み」の製法を使うことで、もろみのシュワシュワ感を残し
たままお届けします。軽快な酸味と微炭酸が織り成す「爽やか」な味わいをお楽しみ下さい。
■原料米/精米歩合：秋田酒こまち・美山錦/５５% ■アルコール度数： １６度 ■日本酒度/酸度：＋４/１．６

1800ml：商品コード195809

栄光冨士 純大吟無濾過生原 七星 ＜富士酒造・山形県＞
栄光冨士の夏酒シリーズ「STARS」の第１弾。山形県産の酒造好適米「出羽の里」を50％まで磨いた、フルーティーで飲みや
すく、雑味の無いクリアな後味。夏の宴の席にぴったりの１本です。
■原料米/精米歩合：出羽の里/５０% ■アルコール度数： １６度 ■日本酒度/酸度：－/－

1800ml：商品コード195810

東力士 トロピカル純米 酔夏＜島崎酒造・栃木県＞
みずみずしいスイカの・・・あの、ほんのりとした甘さを連想させる香り。そして、記憶に残るラベル！冷やして呑めば、涼やか
な辛さとキレ、またトロピカルな味わいを楽しむことができます。口当たりは優しく、強烈な主張はしないものの、舌の上に爽
快さが広がります。
■原料米/精米歩合：国産米/５５% ■アルコール度数： １５～１６度 ■日本酒度/酸度：－１/１．３

1800ml：商品コード195812

七賢 夏純吟 生 ＜山梨銘醸・山梨県＞
清々しい新緑の季節に合わせ、青リンゴの様な爽やかな香りとともに、ジューシーな果実感を引き出した、純米吟醸の生酒
です。しっかりと冷やしてから、ワイングラスなどでお楽しみください。
■原料米/精米歩合：夢山水/５７% ■アルコール度数： １５度

■日本酒度/酸度：非公開

1800ml：商品コード195813

出雲月山 涼夏 純米吟醸 ＜吉田酒造・島根県＞
しっかりとした米の旨みを感じていただける幅の広い芳醇さと、心地よい酸によるスッキリとした呑み切れが特徴です。キン
キンに冷やしても”スッキリ美味い”、まさにこれからの季節にうってつけの純米吟醸です。
■原料米/精米歩合：佐香錦 山田錦/５５% ■アルコール度数： １５度

■日本酒度/酸度：＋２/１．６

1800ml：商品コード195814

出雲月山 涼夏 純米酒 ＜吉田酒造・島根県＞
島根県産の五百万石と神の舞を使い醸した、ちょっと辛口の純米酒です。米の旨味とシャープな辛さ、爽やかな酸味が疲れ
を癒す、夏の食中酒です。食事との縁を結ぶ出雲の“食縁酒”です。
■原料米/精米歩合：五百万石 神の舞/５５% ■アルコール度数： １５度

■日本酒度/酸度：＋８/１．７

1800ml：商品コード195815

天吹 夏に恋する特別純米 生＜天吹酒造・佐賀県＞
福岡県産の山田錦を花酵母で醸した特別純米。辛口の酒質とほのかな香り、真夏にキンキンに冷やして食事と共に飲んで
欲しいお酒です。軽やかでシャープな酸とうま味が、冷や奴や漬け物、さっぱりした食材にショウガやゴマなどの薬味を効か
せた料理と相性抜群です。
■原料米/精米歩合：山田錦（福岡県産）/６０% ■アルコール度数： １６.５度

■日本酒度/酸度：＋１０/１．６

1800ml：商品コード195817
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