
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。 

 

◆原産国：イタリア ロンバル
ディア州  ◆醸造所：ビッリ
フィチオ ジェコ 
◆スタイル：アメリカンレッド
IPA  ◆Alc.６．６％  ◆IBU
６０ 

Shibata-ya Seasons Beer～柴田屋シーズンズビール～ 

商品コード  30732 

モンブランを思わせる甘い香りと繊細な苦み。まろやかでコク深い味わいは、秋の夜長のお供
にピッタリです。ピザなどチーズを使った料理や、モンブランやスイートポテトといった秋の食材
を使ったスイーツに合わせてもお楽しみいただけます。 

◆醸造元：小西酒造 長寿蔵◆原材料：麦芽、白葡萄果汁、マロンピュアペースト、香料、ホップ 
◆スタイル：発泡酒 ◆Alc.：４.５％◆ヘッド：アサヒ、サッポロ、サントリーと同型 
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ケストリッツァー ペールエール 500ml 
シュヴァルツ（黒ビール）で有名なドイツの名門ブルワリーが、イギリスの代表的ビール造りの 

「ペールエール」を販売するのは非常に稀な事！ドイツ伝統の技術とイギリス文化が融合して造
られる最高の味わいです。フルーティーな柑橘系の香りに、ほのかに甘いカルメラの香りが混じ
ります。明るめの琥珀色でホップの苦みは程々ですが、アルコール度数６．３％の飲み応えのあ
る味わいです。  

◆原産国：ドイツ 
◆醸造所：ケストリッツァー・シュヴァルツビアブラウエライ  
◆スタイル：ペールエールビール 

◆Alc.:６．３ ％  商品コード 131552 

BICYCLE COFFEE IPA（バイシクル コーヒー IPA） 330ml 

【限定醸造】ベルジャンＩＰＡをベースに、サンフランシスコを拠点としたロースタリー「ＢＩＣＹＣ
ＬＥ ＣＯＦＦＥＥ」のオリジナルブレンドのコーヒー豆を香りづけに使用したコーヒーＩＰＡ！「サード
ウェーブ系」の浅煎りでフルーティーなコーヒー豆の酸味が特長です。  

◆原産国：日本 
◆醸造所：ファーイーストブルーイング  
◆スタイル：コーヒーＩＰＡ 
◆原料：大麦麦芽・ホップ・コーヒー豆糖類(二次発酵用)  

◆Alc.:６．０ ％  
商品コード 104187 

To Øl D‘Juicy IPA（トゥオール ディージューシー IPA） 330ml 

【日本初上陸】ØL とはビールの意味で、そこにオーナーの名に共通するToを加えて「ToØL」
という名前に。このダブルIPAは、シトラ＆モザイクを使用したジューシーIPA。柑橘＆トロピカルな

アロマと瑞々しいホップ感！ラベルにはアルプスの夕日とぼかしがかった植物の写真を用いるこ
とで、ジューシーなIPAにノスタルジックさを加えています。 

◆原産国：デンマーク 
◆醸造所：トゥオール 
◆スタイル：ダブルＩＰＡ 

◆Alc.:８．４％  

商品コード 131623 

より一層美味しく 

なりました！ 



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。 

ｼﾞｬﾝ･ｸﾛｰﾄﾞ･ﾏｽ  ｼｬﾙﾄﾞﾈ  ﾚｾﾞﾙｳﾞ 

商品コード 190190 

■生産地：フランス ラングドック＆ルーシヨン■生産者：ジャン・クロード・マス■ブドウ品種：シャルドネ１００％■白 辛口 

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で、
比較的早くから楽しめるまろやかな味わいが魅力です。 

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 

商品コード 191897 

■生産地：フランス ラングドック＆ルーシヨン■生産者：ジャン・クロード・マス■ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100% 
■赤 フルボディ 

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。 

ﾌｪｳﾄﾞ･ｱﾗﾝﾁｮ  ｲﾝﾂｫﾘｱ 

商品コード 190589 

■生産地：イタリア シチリア■生産者：フェウド・アランチョ■ブドウ品種：インツォリア100%■白 辛口 

白い花やミネラルの香り。レモンのようなキリっとした酸と、洋ナシやメロンを想わせる果実味が豊かで、
瑞々しさが素晴らしい白ワインです。 

ｲﾙ･ﾌﾟｰﾓ  ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰｳﾞｫ  ｻﾝ･ﾏﾙﾂｧｰﾉ 

商品コード 102552 

■生産地：イタリア プーリア■生産者：サン・マルツァーノ■ブドウ品種：プリミティーヴォ100%■赤 フルボディ 

スミレ、チェリーやプラムなどのアロマにバニラやローズマリーなどのハーブのニュアンス。豊かな果実味、
ソフトなタンニンとバランスの良さが魅力の飲み心地のよい赤ワインです。 
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ﾛｰﾀﾘ ﾌﾞﾘｭｯﾄ 

商品コード 62023 

■生産地：イタリア 都連ティーノ・アルト・アディジェ 
■生産者：ロータリ 
■ブドウ品種：シャルドネ１００％  
■白 泡 辛口 

世界50カ国以上で愛されているロータリ。シャルドネ
100%を、24カ月という長期間熟成させています。リン
ゴや柑橘系のアロマが豊かで、フレッシュ＆フルーティ
なワインです。 

【限定30口】 
12本ご注文で、ロータリ・オリジナ
ルグラス12脚＆ワインクーラー1個
プレゼント！ 

【限定30口】 
同一銘柄12本ご注文で、ワイングラス12脚 
プレゼント！ サイズ：内容量270cc・高さ202mm・最大径73mm 

グラスサイズ：容量275cc・高さ214mm・ 

最大径75mm 
クーラーサイズ：高さ250mm・直径320mm 



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。 
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キリアン・フン ピノ・ブラン ゼクト ブリュット 

商品コード  98301 

■生産地：ドイツ バーデン■ブドウ品種：ピノ・ブラン100％■白 泡 辛口 

スムーズでシルキーなアロマ。口に含むと、きれいな爽快感と濃厚でジューシーな味わいが広が
り、すべての感覚が活気に満ちるようです。フィニッシュには、もう一杯飲みたくなる余韻が感
じられます。 

洋食はもちろん、エスニックや和食など食事と合うド
イツワイン 

キリアン・フン 

キリアン・フン リヴァーナー 2014 

商品コード  98300 

■生産地：ドイツ バーデン■ブドウ品種：リヴァーナー（ミュラー・トゥルガウ）100％ ■白 辛口 

輝きのある緑がかった明るい黄色。新鮮なライムの魅力的な香りと、華やかなフレーヴァー。 口
中では、爽やかなおいしさが控えめな酸味と共に感じられ、ほんのりとグリーンライムの余韻が
残ります。 

キリアン・フン グラウブルグンダー 2014 

商品コード  98303 

■生産地：ドイツ バーデン■ブドウ品種：グラウブルグンダー（ピノ・グリ）100％■白 辛口 

洋ナシや熟したリンゴの中にほんのりとライムの香り。時間と共にメロンや完熟果実の香りが立
ち上ります。濃厚で複雑な味わいは、爽快な酸味によって程よく構成され、フィニッシュは心地
よく長く続きます。魚介や、鶏肉、アスパラガスとよく合います。 

キリアン・フン ヴァイスブルグンダー 2014 

商品コード  98302 

■生産地：ドイツ バーデン■ブドウ品種：ヴァイスブルグンダー（ピノ・ブラン）100％■白 辛口 

新鮮なオレンジの魅力的な香りと華やかなフレーヴァー。 口の中では熟したプラムを感じ、
ジューシーで心地よいスパイスのフィニッシュ。魚介や鶏肉、鴨肉、野菜などと共に。 

キリアン・フン シュペートブルグンダー トロッケン 2013 

商品コード 98305 

■生産地：ドイツ バーデン■ブドウ品種：ピノ・ノワール100％■赤 辛口 ミディアムボディ 

深いルビーレッド色。熟れたベリーと共に、ほのかなヴァニラ、トースト香を感じます。豊かで
魅力的な、ピノ・ノワールのスパイシーな香り。余韻は長く、ジューシー。牛肉、豚肉、鶏肉、
魚、サラダや薫り高いチーズと共に。≪糖度：4,1g/l≫ 

キリアン・フン シュペートブルグンダー 2013 

商品コード 98304 

■生産地：ドイツ バーデン■ブドウ品種：ピノ・ノワール100％■赤 やや辛口 ミディアムボディ 

深いルビーレッド色。熟れたベリーと共に、ほのかなヴァニラ、トースト香を感じます。軽やか
な甘味は食前酒にもＯＫ。おでんや焼鳥(タレ)、少し甘みのあるタレやソースを使った焼物や煮
物、甘辛い中華料理などと合わせても。≪糖度：12,6g/l≫ 

【11月末まで】 ドイツワインお試し企画 

同一銘柄3本ご注文で1本無料プレゼント！！ 



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。 
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純米酒 菊の司 吟ぎんが仕込 1800ml 

米、酵母、麹、水、そして南部杜氏のオールいわて清酒。県産品種「吟ぎん
が」の特性に着目し、巾のある米らしい旨みに酸を響かせ、ボリューミーに染
み渡る純米酒に設計いたしました。冷やして清冽な飲み心地、ぬる燗で芳醇な
酔い心地に。 

■産地：岩手県 ■原料米：吟ぎんが ■精米歩合：６０％ ■アルコール度数：１５度  
■日本酒度：＋２ ■酸度：１．９ 

商品コード 141668  

菊の司酒造は酒造創業1772年、岩手県最古の酒蔵です。厳選された良質な酒米と米麹、清ら
かな水だけで仕込み、他の副原料は一切使わないのが菊の司酒造の伝統。中軟水の湧水を
使用した、味わいのふくらみがある食中酒が持ち味です。 

純米生原酒 菊の司 亀の尾仕込 1800ml 

幻の酒米「亀の尾」。この米が持つ濃醇な旨みを全て活かすため、60％の純米
酒のみに集中しました。ダイナミックな米の旨みと酸味をしっとりと冷やして
存分にお楽しみください。白ワインのようにクリーム系やスパイスの効いたグ
リルなど、洋食にも幅広く合わせられます。 

■産地：岩手県 ■原料米：亀の尾 ■精米歩合：６０％ ■アルコール度数：１７度  
■日本酒度：－２ ■酸度：２．４ 

商品コード 141669  

生もと純米酒 菊の司 亀の尾仕込 1800ml 

現存する最古の製法「生もと」で亀の尾を醸す。秋田式と呼ばれる山卸を参考
に、菊の司唯一の生もと仕込み。特有の香りは熟れたバナナのように甘美。ふ
わりとふくらむ旨味は、ぜひお燗でお楽しみください。 

■産地：岩手県 ■原料米：亀の尾 ■精米歩合：６０％ ■アルコール度数：１４度    
■日本酒度：＋１ ■酸度：２．２ 

商品コード 141670  

次期16代目蔵元・平井祐樹氏が立ち上げた新ブランド「 平井六右衛門 」 

純米酒 平井六右衛門 火入れ 1800ml 

【限定流通品】平六シリーズの原点。岩
手県産米「ぎんおとめ」を県酵母で醸し
たオールいわて純米酒。普段の食卓にグ
ラスで添えたい、酸味と甘味がジュー
シーな味わいです。多様なお料理にしっ
かり応える、食中酒を目指しました。 

■産地：岩手県 ■原料米：岩手県産ぎんおとめ100％ 
■精米歩合：麹５０％/掛６０％ 
■アルコール度数：１５度    
■日本酒度：－１ ■酸度：２．０ 

商品コード 38544  

純米酒 平井六右衛門 無濾過生原酒 1800ml 

【限定流通品】岩手県産米「ぎんおと
め」をオールいわてで醸した純米酒。
シャープに弾ける酸味とフレッシュな香
りが爽やかな無ろ過生原酒です。搾った
そのままの平六ワールドをお楽しみくだ
さい。  

■産地：岩手県 ■原料米：岩手県産ぎんおとめ100％ 
■精米歩合：麹５０％/掛６０％ 
■アルコール度数：１７度    
■日本酒度：－１ ■酸度：２．０ 

商品コード 96458  



co 

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。 

6 
 

陸奥八仙 ﾇｰﾎﾞｰ 特別純米生原酒 直汲み＜八戸酒造・青森県＞  

搾って直ぐにそのまま瓶詰めしたお酒。ピチピチとガス感がありフレッシュな生原酒です。 

■原料米/精米歩合：― ■アルコール度数：―  

720ml：商品コード141661   1800ml：商品コード141660  

超限定流通和酒 
７銘柄集めました！ 

陸奥八仙 ﾇｰﾎﾞｰ特別純米生原酒 おりがらみ ＜八戸酒造・青森県＞  

搾って直ぐにそのまま瓶詰めしたお酒。ガス感があり更に「おり」を絡めた生原酒です。やや辛口の仕上がりです。 

■原料米/精米歩合：―  ■アルコール度数：―  

720ml：商品コード141667   1800ml：商品コード141666  

 七田 純米 無濾過生 28BY寒熟(生熟成）＜天山酒造・佐賀県＞  

28BYの生酒を蔵内の冷蔵庫で生熟成しました。お米の旨味と酸味バランスが良く、余韻を残しながらキレも良い
旨みたっぷりの生熟成です。 

 
■原料米/精米歩合：（麹）山田錦６５％ /（掛）レイホウ６５%   ■アルコール度数：１７度 ■日本酒度/酸度：+２/１．５  

1800ml：商品コード96206  

 七田 七割五分磨 山田錦 無濾過生28BY寒熟(生熟成） ＜天山酒造・佐賀県＞  

全量山田錦を使って醸した七割五分磨きの純米無濾過生酒です。しっかりとした米の旨さが存分感じる深い味わ
いの生熟成です。 

■原料米/精米歩合：山田錦 /７５%   ■アルコール度数：１７度 ■日本酒度/酸度：＋３/２．１  

1800ml：商品コード96208  

千代むすび 初搾り 無濾過原酒生 純米吟醸 山田錦＜千代むずび酒造・鳥取県＞  

千代むすびの今期始めて造るお酒です。華やかな香りと、フレッシュでしっかりと旨みのある味わいは、無濾過生
原酒ならでは。 

■原料米/精米歩合：山田錦 /５５%   ■アルコール度数：―  ■日本酒度/酸度：―/１．３  

720ml：商品コード141664    1800ml：商品コード141663  

千代むすび 純米 強力60＜千代むずび酒造・鳥取県＞  

鳥取県独自の酒造好適米「強力」を６０％まで磨いた純米酒です。滑らかな喉越しと豊かなコク、強力米特有の酸
味がキレをもたらします。 冷やから常温、燗酒と様々な温度帯で楽しんでいただけます。 

■原料米/精米歩合：鳥取県産強力 /６０%   ■アルコール度数：１５度 ■日本酒度：+７  

1800ml：商品コード141662   

特別限定２０１７ 蔵の師魂 25°＜小正醸造 ・鹿児島県＞  

特約店にのみ案内の「特別限定商品」。蔵の師魂シリーズでお馴染み、パープルスイート（紫芋）を原料に仕込ん
だ、蒸留し立ての新焼酎です。 

■原料/パープルスイート   ■アルコール度数：２５度  

1800ml：商品コード141665   


