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ビッリフィチオ ジェコ ミラノIPA 330ml

春
を
感
じ
る
麦
酒
特
集

桜はるいろ 310ml
【限定240本】ブルワリーの敷地内に咲く桜のエキスを使用した、上面発酵タイプです。

ほんのりと感じる甘味からは、桃やレモンなどのフルーティーな味わいがあり、その後に程よ
い酸味とホップの苦みが追いかけます。
※副原料として桜エキスを使用しているため酒税法上の区分けは発泡酒となっています。

商品コード 130588

■原産国：日本 新潟県 ■醸造所：新潟麦酒 ■Alc.:4.5％

サンクトガーレン さくら 330ml
【限定120本】「天下第一の桜」と称され、「さくら名所100選」にも選ばれている長野県

伊那市高遠の桜の花と葉を使った、桜餅風味のビールです。苦味の基になるホップの使用は抑
え、高遠の桜の花びらと葉で風味付けをしました。
※副原料として桜エキスを使用しているため酒税法上の区分けは発泡酒となっています。

商品コード 82910

京都麦味 抹茶 330ml
【新商品】京都の名水「伏水」で仕込んだ、アメリカで大人気の日本産クラフトビール。抹

茶の香りに、緑の泡、ホップ由来の苦さが楽しめ、後口がさっぱりとした味わいです。
※副原料として抹茶を使用しているため酒税法上の区分けは発泡酒となっています。

商品コード 152499

■原産国：日本 京都府 ■醸造所：向蔵 ■Alc.:9.％

■原産国：日本 神奈川県 ■醸造所：サンクトガーレン ■Alc.:5％

お花見は桜色の「 32 ヴィア・デイ・ビッライ」で！
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トレ・ピュウ・ドゥエ 750ml

スパイシーな軽めのビールですが、余韻は
十分に長く、ホップの苦みやコクが満足感
を与えます。コリアンダーやオレンジピー
ルから感じられるスパイシーさが特長です。
〇醸造所：トレンタ・ドゥエ・ヴィア・デイ・ビッライ
〇生産国：イタリア
〇アルコール度数：3.2％
〇オーガニック/ビーガン認証

商品コード900160

オッパーレ 750ml

ホップの味が強く残る淡色ビール。草、熟
したパイナップルの香りにキャラメルとト
フィーの調べ。舌の奥で感じられる苦みの
バランスが取れた味わいです。
〇醸造所：トレンタ・ドゥエ・ヴィア・デイ・ビッライ
〇生産国：イタリア
〇アルコール度数：5.5％
〇オーガニック/ビーガン認証

商品コード900158

同一銘柄６本ご購入で
「32オリジナルＴシャツ」１枚プレゼント！

※サイズ・色は選べません
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１９９５年、英国人のマイク・ロバーツ氏によって設立された「リッジビュー」。イギリス南部の涼しい気候の中
で最も成功すると思われるワインのタイプを調査し、フランスのシャンパーニュ地方と同じ白亜質の石灰岩の
土壌に着目。シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエの古典的な品種からなる伝統的な方法（瓶内二次発
酵）のスパークリングワイン造りを研究してきました。そして２０１０年にはついに、デカンター「世界で最高の
スパークリングワイン」のトロフィーを獲得するまでになりました。また、リッジビューのワインは、バッキンガム
宮殿での宴やダウニング街１０番地（イギリスの首相官邸の所在地）でも提供されています。

軽い柑橘系の香りと爽やかな酸味とほんのり残した甘味、渋みが甲州種の特長を充分に

引き出しています。白身魚、あさりの酒蒸し、湯葉や豆腐などに良く合います。

●品種：山梨県産甲州100％ ●白 やや辛口 ●呼称： GI Yamanashi

商品コード152392

ワイナリーの歴史は明治１０年、「まるき葡萄酒」の創業者・土屋龍憲（つちやたつのり）氏が日本人で初めてフランスに
渡るところからスタートします。そこで栽培・醸造技術、料理とのマリアージュに大きな感銘を受け、帰国後は日本固有種
である甲州ぶどうを用いた日本ワインにこだわり、醸造をつづけてきたそうです。その技術は、日本ワインの父・川上善
兵衛にも伝授されたといわれています。まるき葡萄酒の畑は、不耕起草生栽培（畑にさまざまな雑草を増やすことで、ブ
ドウの生命力を高める）とサスティナビリティ（持続可能な生育環境）という２つの特長があります。また、畑には羊が自由
に歩き回り、雑草を食べながら地表を掘り起こし、出す糞は健康的な肥料となります。このようにワイン造りを通して、自
然環境への配慮を心がけているワイナリーです。

醸し管理において細心の注意を払い、果実味

をできるだけコク深く抽出。スグリや木苺、イチ

ゴなど赤い果実の香り。穏やかな渋みと軽快

な酸味は、焼き鳥やチキンソテーなどと好相

性。

●品種：山梨県産マスカット・ベーリーA100％

●赤 ミディアムボディ

ブラッシュ方式（赤ワイン用ブドウで白ワインと

ほぼ同じ方法で作られる）により、色や香りと

いったブドウの持つ良い要素が引き出されて

います。ベーリー系独特の木苺の香りとなめ

らかな酸により、和食や中華など幅広い料理

に合います。

●品種：山梨県産マスカット・ベーリーA100％

●ロゼ やや辛口

商品コード144463 商品コード152526

完熟したマスカット・ベーリーＡをフレンチオー

ク樽でじっくり熟成させました。香り高い樽香と

コクのある味わいは、特に醤油やみりんを

使った料理に合います。

●品種：マスカット・ベーリーA、ベーリー・アリ

カントA

●赤 フルボディ

商品コード152527

濃い赤紫色、スパイシーな香りと心地よい樽

香、しっかりした酸味とバランスのとれた味わ

い。豚の角煮やステーキ、チーズを使った料

理と合わせて。

●品種：甲斐ノワール、カベルネ・ソーヴィニ

ヨン

●赤 フルボディ

商品コード152528
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シャブリ近郊AuxerreとTonnerreに約5haを所有し2012年に現在の当主であるBenoit Moutard氏に

よって創立されたドメーヌ。伝統を尊重しつつも、その固定概念に縛られない豊かな感性でワインを
造る。栽培は自然環境に優しいビオロジック農法を実践。醸造に関しては、よりテロワールを表現
するためにアルコール醗酵時には自然酵母のみで行っている。

柴田屋自社輸入スパークリングワイン

ドメーヌ・ド・ラ・フォス・ディオンヌ

メトード トラディショネル ブラン・ド・ブラン

美しい黄金色。グレープフルーツやレモンなどのシトラス系のフレッシュで華やかなアロマ。
土壌がもたらす豊かなミネラルとクリアな酸。密度感あるボディー。アタックは快活できめ細
かな泡立ち。シャンパン製法。

〇原産国：フランス シャブリ、オーセロワ地区 〇品種：シャルドネ100％ 〇白 スパークリング 辛口
〇栽培：リュット・レゾネ 〇ドサージュ：8～10g/l

商品コード 900287 

シャトークーロンコルビエール
ロゼ

しっかり冷やすと白ウィンのようにドライに、
温度の上昇とともにロゼのニュアンスが出て
きます。スパイシーな料理との相性は抜群で
す！
🌸生産者：ファミーユ・ファブル
🌸生産国：フランス ラングドック
🌸品種：グルナッシュ80％、サンソー20％
🌸ロゼ 辛口

商品コード 98705

カサ・ロホ ハル ロゼ

大好きな日本を想って「HARU（春）」と命
名されたロゼ。まるで春が来たかのような、
花々や甘酸っぱい赤系果実を感じます。上品
で新鮮な味わい。【限定生産】
🌸生産者：カサ・ロホ
🌸生産国：スペイン フミリア
🌸品種：モナストレル、シラー、ガルナッチャ
🌸ロゼ 辛口

商品コード 900212

ペッティロッシェ チェラス
オーロ ダブルッツォ

花やサクランボ、ストロベリーの香り。味わ
いはフレッシュで温かみがあります。サラミ
やトマトソースを使ったピザやパスタ、シー
フード、軽めの肉料理と。
🌸生産者：カンティーナ・オルソーニャ
🌸生産国：イタリア アブルッツオ州
🌸品種：モンテプルチアーノ100%
🌸ロゼ やや辛口

商品コード 900065

ロアシス ロゼ

プロヴァンスはフランス最大のロゼワイン産
地。ロアシスは生き生きとした風味の、フ
ルーティで気軽に飲めるタイプです。前菜や
魚介類と相性抜群です！
🌸生産者：シャトー・モントー
🌸生産国：フランス プロヴァンス
🌸品種：グルナッシュ50％、サンソー40％、
シラー10％
🌸ロゼ 辛口

商品コード 98653
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同一銘柄６本ご購入でさらに1本プレゼント、１２本でさらに2本+ワイングラス６
脚付き



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。

5

大那 超辛口純米 無濾過生酒 ＜菊の里酒造・栃木県＞
大那の人気酒「大那超辛口純米」の生バージョン。辛さだけではなく米の旨味も上手に引き出した純米酒です。シャープな
全体像のなかにも緩やかさが感じられ、料理を選ばず、幅広く相性の良い食中タイプです。

■原料米/精米歩合：那須産酒造好適米/６０% ■アルコール度数：１６～１７度 ■日本酒度/酸度：＋１０/－

1800ml：商品コード195476

仙禽 オーガニック・ナチュール trois(トロワ) ＜せんきん・栃木県＞

オーガニックで栽培された古代種亀ノ尾を使用。設計は完全に往年の古式生もと。当時の醸造を再現するべく、精米歩合
は９０％以上と低精米で、更なるナチュラルな魅力を引き出しています。奥ゆかしいカラダに染み渡る自然な味わいです。

■原料米/精米歩合：栃木県さくら市産亀ノ尾/９０% ■アルコール度数：１４度（原酒） ■日本酒度/酸度：－/－

720ml：商品コード117971

龍力 純米吟醸 ﾄﾞﾗｺﾞﾝ 黒 生＜本田商店・兵庫県＞
『甘みは旨味』がコンセプトの「純米吟醸ドラゴン黒」の季節限定生酒バージョン。香り控えめ酸も穏やかで、まるで水のよう
に二杯三杯と杯が進みます。食事の邪魔をせず様々なお料理に寄りそいます。

■原料米/精米歩合：兵庫錦/６０% ■アルコール度数：１６～１７度 ■日本酒度/酸度：＋４/１．５

1800ml：商品コード14975

東力士 純米吟醸 極雫 うららか＜島崎酒造・栃木県＞

もろみを入れ吊るした酒袋から滴り落ちる雫を集めた、ピュアな味わいが楽しめる「極雫」シリーズ。「うららか」は透明感のあ
る、繊細かつなめらかな旨みをさわやかに楽しめる一本です。

■原料米/精米歩合：とちぎ酒１４ /６０% ■アルコール度数： １６～１７度 ■日本酒度/酸度：－３．０/１．５

1800ml：商品コード146769

桜花吟醸 さらさらにごり 本生＜出羽桜酒造・山形県＞

出羽桜の定番酒「桜花吟醸酒」を荒く搾ったにごり酒。しぼりたてならではのフレッシュさと、にごり酒ならではの芳醇さを兼
ね備えた、季節を感じられる１本です。

■原料米/精米歩合：国産米 /５０% ■アルコール度数：１６度 ■日本酒度/酸度：＋３/１．２

1800ml：商品コード180188

季楽 純米霞酒 桜＜菊の司酒造・岩手県＞

春一番に舞う花びらのような、さらりとした飲み心地が心地よい霞酒（滓分1％未満）です。ほんのりと温めてもまた、格別な
味わい。

■原料米/精米歩合：国産米 /６５% ■アルコール度数：１５度 ■日本酒度/酸度：±０/１．５

1800ml：商品コード145631

平井六右衛門 心星＜菊の司酒造・岩手県＞

凛とした上立ち香とみずみずしい果実系の含み香が特徴の純米吟醸酒。岩手県産酒米「ぎんおとめ」を使用し、酵母を複数
ブレンドして丁寧に低温発酵させています。ぜひ冷やしてお召し上がりください。

■原料米/精米歩合：岩手県産ぎんおとめ /５０% ■アルコール度数：１４度 ■日本酒度/酸度：－/－

1800ml：商品コード117870

※保管は要冷蔵でお願いいたします。
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※保管は要冷蔵でお願いいたします。

結ゆい 純米吟醸 まっしぐら 生酒 ＜結城酒造・茨城県＞
青森県産の食用米「まっしぐら」を、純米大吟醸クラスの50％まで磨いて仕上げられた純米吟醸です。微発泡の刺激が爽や
かさを演出しています。「まっしぐら」の旨味がふくらみながらもスッキリ切れてついつい杯が重なる旨酒です。

■原料米/精米歩合：まっしぐら /５０% ■アルコール度数：１６度 ■日本酒度/酸度：－２/１．５

1800ml：商品コード26377

楯野川 純米大吟醸 無我 ＜楯の川酒造・山形県＞
6つの「無」（無加圧採り、無濾過、無加水、泡を立て無い充填、無加熱）、この酒にあり。新鮮味あふれる美味しさを
「無我夢中」に追求しました。蔵元の亀口から汲んで飲む、あの特別な味わいをぜひ体験ください。

■原料米/精米歩合：山形県産出羽燦々 /５０% ■アルコール度数：１６度 ■日本酒度/酸度：－２/１．５

1800ml：商品コード180394 

山川光男 2019 はる＜小嶋総本店・山形県＞

山形が開発した純米吟醸酒用好適米「出羽燦々」 × 伝統から生まれた新しい小嶋総本店「酒四段」とのコラボレーション
から生まれた、フレッシュで軽快な新酒らしさの中に、しっかりしとした味わいが感じられるお酒です。

■原料米/精米歩合：山形県産出羽燦々 /５０% ■アルコール度数：１４度 ■日本酒度/酸度：－/－

1800ml：商品コード117909

角右衛門 純米吟醸生原酒 無圧中汲み＜木村酒造・秋田県＞

圧力を掛ける事なく絞り（上槽）、香味のバランスに優れているといわれる中汲み部分のみを荒濾過（無炭素・無フィルター）
にて瓶詰め。豊かな香りとクリアな味わいをご堪能ください。

■原料米/精米歩合：美山錦100％/５５% ■アルコール度数：１６．５度 ■日本酒度/酸度：＋２．８/１．３

1800ml：商品コード132075

雁木槽出あらばしり 純米無濾過生原酒＜八百新酒造・山口県＞

“槽出あらばしり”は、槽口（ふなくち）から滴るしぼりたての原酒を、おりびきする前に素早く瓶詰めした生原酒。新鮮で独特
な風味と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：１７～１８度 ■日本酒度/酸度：－/－

1800ml：商品コード92395

陸奥八仙 華想い 純米大吟醸 生原酒＜八戸酒造・青森県＞

華やかな香り、濃厚な旨みを爽やかに楽しませてくれる、バランスに優れた純米大吟醸の生原酒。前半は淡麗で軽快な印
象ですが、味わううちに甘味と旨味が大きく膨らみ、心地良い飲み応えと存在感を舌の上に感じます。

■原料米/精米歩合：青森県産米１００％/６０% ■アルコール度数：１６度 ■日本酒度/酸度：－/－

1800ml：商品コード180482

陸奥八仙 純米酒 URARA ラベル＜八戸酒造・青森県＞
春うららー 身も心も軽くなるような春にぴったりのお酒「URARA」の登場です。お花見やお祝い事など、楽しい時間も増えるこ
の季節に、華やかな香りと軽快な飲み口で、踊り出したくなるようなひとときをお楽しみください。

■原料米/精米歩合：華想い/５０% ■アルコール度数：１６度 ■日本酒度/酸度：±０/１．５

1800ml：商品コード180485
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創業万延元年（１８６０年）、栃木県小山市最古の若駒酒
造は、蔵自体が国の有形文化財に指定されています。蔵
の六代目 柏瀬 幸裕さんが、「風の森」で知られる奈良の
油長酒造で三年の修業を経たのちに，新たなブランドとし
て立ち上げたのが「若駒」です。原料米にはあさひの夢な
ど地元栃木県産米を基本に、雄町、愛山、亀の尾などを
使用。搾りは、自然の圧力でしぼる佐瀬式の槽の良さを
最大限に活かす方法を採用しています。 使

用
す
る
原
料
米
の
特
長
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現

若
駒
酒
造

９０％の低精米とは思えない雑味の無いキレイな味わいながら、旨味はたっぷりと
溶け込んでいます。透明感のある甘さ、洗練された酸、清々しい苦みのバランスに
よる綺麗な果実感のある味わい。オリが沈殿したおりがらみです。

若駒 愛山90 無加圧採り 無濾過生原酒

■原料米/精米歩合：愛山/９０％ ■アルコール度数：１６．５度

1800ml：商品コード106085

五百万石を８０％の低精米で醸しました。穏やかなバナナ香。味わいはパイナップ
ルのようなジューシーで控えめな甘味と綺麗な酸が心地よいキレに繋がります。旨
みと共にあふれる酸味が、起伏のあるパワフルな味わいを演出しています。

若駒 五百万石80 無濾過生原酒

■原料米/精米歩合：五百万石/８０％ ■アルコール度数：１６～１７度

ライチやイチゴなどを思わせる柔らかな甘いニュアンスのある香りと、まろやかな口当たり。
綺麗な旨みと 酸が口の中に広がります。美山錦ならではの渋みも心地よく、やや高め
のアルコール分が引き締めて、爽やかなキレをもたらします。

若駒 美山錦70 無加圧採り 無濾過生原酒

■原料米/精米歩合：美山錦/７０％ ■アルコール度数：１７度

1800ml：商品コード106083

1800ml：商品コード106084


