
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。 

 

ラッキー ボア 330ml 

◆原産国：日本 京都府 
◆醸造所：黄桜醸造所 
◆Alc.:５．０％ 

ミッラ ウィートビール330ｍｌ 
コリアンダーシードとオレンジピール、カ
モミールで風味付け。スパイシーな香り
のさっぱりとさわやかなビールです。シー
フードのカルパッチョによく合います。 
 
商品コード： 900056 

 ソースウィート パシフィックストロ
ングエール330ｍｌ 
南国のフルーツや白ブドウの香りは、ブ
レンドされた数種類のホップに由来しま
す。非常に香り高いビールです。生ハム
やフレッシュチーズに合わせて。 
 

商品コード： 900058 

ペコラネーラ ミルクスタウト330ｍｌ 
ライトボディで低アルコール。クリーミー
なカプチーノのような泡。ローストのこう
ばしさが香り、コーヒー、チョコレートと続
きます。デザートとの相性も抜群です。 
 
商品コード： 900059 
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商品コード 151781 

幸せ届けるクラフトビール「ラッキー シリーズ」 

LUCKY SERIES 

【来年の干支は“いのしし”！】 
カワイイいのししのラベルデ 
ザイン🎵特有の「シトラス香」 
を持つ米国産シトラホップを 
贅沢に使用し、シャープな苦味、
柑橘系のフルーティな香りが特 
長です。 

商品コード 150472 

商品コード 150473 

ラッキー キャット 330ml 

◆原産国：日本 京都府 
◆醸造所：黄桜醸造所 
◆Alc.:５．０％ 

ライトボディの軽快な味わいとゆずの香りと和

山椒の隠し味が、料理の味をおいしく引き出し

ます。 

ラッキー ドッグ 330ml 

◆原産国：日本 京都府 
◆醸造所：黄桜醸造所 
◆Alc.:５．０％ 

大麦麦芽の香ばしい味わいとカスケードホップ

のほんのりした柑橘風味が、ゆったり気分を満

たしてくれます。 



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。 

 

商品コード 900250 

  11月下旬発売予定・先行予約受付中！！ 
差し込みメニューやテーブルテントもございますので販売 
促進にご活用ください※お気軽に担当営業までお問い合わせください                     

 
 

 

「ダーリング・ブリュー」は、ケヴィン&フィリッパ・ウッド夫妻により、2010年に

。彼らがアフリカ中を旅する中で体験した、自然のままの生活や出会った動物たちから

得たインスピレーションが商品に表現されています。また、環境にも配慮しており、アフリカ初の“カーボン・ニュートラル・
ブルワリー”となっています。※カーボン・ニュートラルとは、排出されるCO2量と植物などが吸収するCO2量がイコールである状態のこと。 

【受賞歴】South African National Beer Trophy: 2017, African Beer Awards: 2018,Craft Brewers Pow Wow: 2017など 

濃い黄金色のラガー。新鮮な
ホップのフレーバーに柔らかな
苦み。喉の渇きを癒すのにピッ
タリのビールです。【ラベルは、
黒と黄色が人目を引くホシヤブ
ガメをイメージしています】 
 

スロー ビア 330ml 

◆スタイル：スロウラガー 
◆IBU：２１ 
◆Alc.:４．０％ 

商品コード 900251 

さわやかな白ビール。コリアン
ダー、クローヴ、スイートバナ
ナの力強い香り。心地よいオレ
ンジピールの酸味がもう一杯を
誘います。【ボーンクラッシャー
は、ハイエナの強靭なあごの
力からイメージされた造語】 
 ◆スタイル：小麦ビール 
◆IBU：８．９ 
◆Alc.:５．２％ 

ボーン クラッシャー 330ml 

商品コード 900252 

スパイシーなライ麦とフルー
ティなホップのアロマが出会っ
たビール。ダークカラメルモル
ツによる、ダークチョコレートの
ヒントも感じられます。【ゴッド 
ファーザーはアフリカ水牛をイ
メージしています】 
 

ゴッド ファーザー 330ml 

◆スタイル：ライIPA 
◆IBU：４７．５ 
◆Alc.:７．５％ 

商品コード 900253 

セゾンイーストと力強くフレッシュ
な柑橘系の香りを持つシトラホッ
プによる、スパーシーでフルー
ティな風味。かすかなモルトの甘
味があるセゾンです。無濾過・フ
ルフレーバー。【ロング クロウは
長い爪を持つ百獣の王・ライオン
から名付けられました】 
 

ロング クロウ 330ml 

◆スタイル：モダンセゾン 
◆IBU：２７．３ 
◆Alc.:５．３％ 
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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。 

1800ml：商品コード132795 

武勇 純米吟醸 秋あがり 無濾過原酒 1800ml  

アルコール度数１６度台の原酒で仕込み、程よい熟成感のある果実味に 
やわらかな酸味と優しい甘みのある味わい。芳醇で豊かな旨味が感じられ、
秋の食材と合わせていただいても大変相性の良い食中酒です。  

■蔵元：武勇酒造（茨城県）   
■原料米：酒造好適米 
■精米歩合：58％   
■アルコール度数：16度 
■酒度/酸度：－2.0/1.6 
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江戸時代・慶応年間創業の歴史ある蔵元「武勇」。伝

統を守りつつ創意工夫に満ちた酒造りの思想で、『お

客様と共にある』酒造会社を目指しています。使用原

料米は、兵庫県特A地区産の山田錦をはじめ地元茨

城県産のものなど、お酒の種類ごとに使用割合を変

えて用いています。仕込水は、鬼怒川水系の伏流水。

地元結城杜氏の手で酒質の向上を目的にした三季

醸造を行っています。 

1800ml：商品コード105683 

智仁武勇 酵母無添加 無濾過生原酒 1800ml  

酵母無添加の生もと仕込で醸された限定酒。使用米には雄町米を使用。
穏やかで甘みのある香りに膨らみのある米の旨み、ソフトで滑らかな酸味との
バランスのとれた味わい。お燗もおすすめです。 

■蔵元：武勇酒造（茨城県）   
■原料米：雄町（等外） 
■精米歩合：65％   
■アルコール度数：16度 
■酒度/酸度：＋7.0/2.0 

1800ml：商品コード105684 

武勇 純米吟醸 直汲み 山田錦 壜火入れ 1800ml  

生もと造りなど、一定期間熟成させてしっかりとした米の味わいを引き出し、燗上がりするタイプが主流の
「武勇」のイメージを覆すような、華やかな香りのフルーティーさとなめらかな舌触りの飲みやすいお酒。
「武勇」のチャレンジ酒です。 

■蔵元：武勇酒造（茨城県）   
■原料米：山田錦 
■精米歩合：55％   
■アルコール度数：15度 
■酒度/酸度：－2.0/1.5 

ちちんぷいぷい 



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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町
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創業明治27年、長良川の酒蔵として知られる「小

町酒造」。伝承技の完全発酵にこだわり、米の旨

みを最大限引き出した“ほっとする旨みのある酒”

を『自然音楽』 響く酒蔵で醸しています。自然音

楽は、日本酒の酵母発酵を促進し、旨い酒を醸

すために始めた蔵の想いのカタチです。 

1800ml：商品コード145071 

三代目長良川 純米酒 1800ml  

“日本酒はお米の旨味を味わう酒” を主旨に、赤味噌文化圏の酒としてしっ
かりと旨味を醸しだしました。豊潤な旨味・甘味・酸味のバランス。軟水仕込
によるスッキリとした後口。シンプルな旨みが堪能できます。温めると 旨味 が
広がる『燗あがり』酒です。 

■蔵元：小町酒造（岐阜県）   
■原料米：麹米：飛騨ホマレ、掛米：岐阜産米 
■精米歩合：65％   
■アルコール度数：14～15度 
■酒度/酸度：＋5.0/1.7 

1800ml：商品コード145076 

長良川 超辛口純米+20 1800ml  

長良川の本流の極みである発酵自体の”完全発酵”により醸しだされる糖分
の少ない超すっきりドライな酒。キレあるシャープな味わい、でもなぜかまろや
かでもある、ただの辛口ではない通のお酒です。そのままで、また冷やして、オ
ンザロックで。 

■蔵元：小町酒造（岐阜県）   
■原料米：国産米100% 
■精米歩合：65％   
■アルコール度数：18～19度 
■酒度/酸度：＋20/1.6 

1800ml：商品コード145072   

三代目長良川 純米吟醸酒 1800ml  

岐阜唯一の酒米・飛騨ホマレ仕込みの
純米吟醸酒。 “氷温生熟成”でしっかりコ
クを引き出しました。反面、清流の伏流水
由来の後味のキレ。やわらか飲み口と爽
やかキレの中で膨らむ「ふわふわな旨み」
の酒です。【蔵マスター（フランス）プラティ
ナ賞受賞】 

■蔵元：小町酒造（岐阜県）   
■原料米：麹米：飛騨ホマレ、掛米：飛騨ホマレ 
■精米歩合：55％   
■アルコール度数：15～16度 
■酒度/酸度：＋3.0/1.8 

720ml：商品コード145070   

長良川ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞにごり 720ml  
瓶内二次醗酵によるシャンパン感覚の活性
酒です。ぷちぷちとやさしい炭酸、“甘すぎな
い”すっきりセミスウィートな発泡にごり生酒は、
焼肉・PIZZAなどにもオススメです。 
＜要冷蔵＞ 

■蔵元：小町酒造（岐阜県）   
■原料米：飛騨ホマレ 
■精米歩合：60％   
■アルコール度数：17～18度 
■酒度/酸度：－4.0/1.7 



 
 
 
 
 
 

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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ロータリ ブリュット NV 
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 

アロマ豊かな、フレッシュ＆フルーティなスパークリングワインです。 

〇原産国：イタリア トレンティーノ・アルト・アディジェ州 〇生産者：ロータリ 〇品種：シャルドネ１００％ % 

〇白 スパークリング 辛口 

商品コード 62023 

商品コード 900239 

【オーガニック】 
大人気、ポッセンテのオリーブオイルが再入荷し 
ました！ピュアで果実感のある味わいは、その 
ままパンにつけるだけでも驚きの美味しさ！ 
是非お試しください。 

11：1条件付き！ 
さらに24本まとめ買いでロータリ特製ロゴ入りグラス12脚プレゼント！ 

※ロゴはグラスの脚にあります 

シャトー ラ チュイルリ コート ド ブール 2011 
【１２０本限定】お手頃価格の熟成ボルドー 

エレガントでフレッシュ、熟した果実の豊かなアロマが感じられます。 

〇原産国：フランス ボルドー 〇生産者：シャトー・テュイルリー 〇品種：メルロ８０％、マルベック１０％、 
カベルネ ソーヴィニヨン５％、カベルネ フラン５％ 〇赤 ミディアムボディ 

商品コード 99193 

シャトー ロルモー ヴュー 2009 
【１２０本限定】良年２００９年ボルドー 

力強く広がるアロマ、濃密でフルーティーな果実味、きめ細かな酸と上質のタンニン、バラン
スの取れた仕上がりです。 

〇原産国：フランス ボルドー 〇生産者：シャトー・テュイルリー 〇品種：メルロ９５％、カベルネ フラン５％  

〇赤 フルボディ 

商品コード 27962 

同一銘柄12本まとめ買いで「シェフ＆ソムリエ」ワイングラス 
６脚プレゼント！ 

［ W：87mm、Ф：54mm、H：180mm 容量：320cc ］ 



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。 

ケース（12本）買い

で1,300円/本に！ 

柴田屋自社輸入ワイン 新入荷 
New Arrival 

カサ・ロホ   ハル 

CASA ROJO HARU 2017 

大好きな日本を想って「HARU（春）」と命名されたロゼ 
その年の春の気候が良かったために生まれたワイン。 

ラズベリーのようなロゼカラー。まるで春が来たかのような、花々や甘酸っぱ

いイチゴ、フェンネルの感じ。上品で美しく新鮮な味わい・・・それらは自然

に流れ出たブドウの果汁（フリーランジュース）からもたらされたもので、ワ

インに骨格や複雑さを与えます。また、オリと共に熟成させることで滑らかな

口当たりとなります。ピュアなラズベリーと繊細なプラムの柔らかな香りは、

フレッシュな赤系果実を思い起こさせます。 

【総生産本数：7,572本】 

〇原産国：スペイン フミリア ラ・ラハ 
〇生産者：カサ ロホ 
〇品種：モナストレル、シラー、ガルナッチャ 
〇ロゼ 辛口 

商品コード 900212 

同じ畑のモナストレルを 
使用したカサ・ロホの 
アイコン的ワイン 

「マッチョ マン  
モナストレル 
2016」 
も好評発売中！ 

商品コード 900013 
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マシエロ ヴァルドッビアデーネ エクストラブリュット ドサージオ ゼロ 

MASIERO VALDOBBIADENE D.O.C.G. 
EXTRA BRUT DOSAZZIO ZERO 

【売切れ御免！！】補糖ゼロ！辛口プロセッコ 
明るい麦わら色。豊かで持続性のある泡。繊細ではつらつとしたアカシアや藤

の花、酸っぱいリンゴや柑橘系の香り。柔らかなフルーティさとスパイシーさ

が、バランスよく口中に広がります。生のシーフード（牡蠣やカニなど）やト

リュフ、旬の野菜のフリットといった前菜とよく合います。また、季節のコー

スのスターターとしても。提供温度：6～８度。 

〇原産国：イタリア ヴェネト州 
〇生産者：カンティーナ・プロジェッティディヴィーニ 
〇品種：グレラ 
〇白 スパークリング 辛口 

商品コード 900112 



  

CHANGE the menu 

  
  
  
  
  
  
  
  

常連さんの「また来るね」に繋げましょう！ 
 

ロゼワイン×和食の 
マリアージュはいかに？！ 

①バスタ！ 【商品コード：69911】 

薬味を合わせることによって、ワインとおでんの相性が一層よくなるという結果が得られました。薬味がワインと食材
を繋ぐ良い役割を果たすようです。様々な和食にもこの法則は活用できると思いますので、是非貴店のメニューとの
組み合わせを探っていただき、新しいご提案をしてみてはいかがでしょうか。 By ドリンクメニュー研究所 

8 

欧米を中心に人気のロゼワイン。なかでもフランスでは全世界のロゼワインの1/3以上を消費する“ロ
ゼワイン大国”ともいわれるほど。一方、昨今日本でもワインショップや飲食店様のメニューで見かけ
ることも増えてきましたが、世界の消費量の加速度に比べるとまだまだ・・・といったところ。色合
いからして日本では春のイメージが強いロゼワインですが、時期を限ってしまっては勿体ない！なぜ
ならロゼワインは「万能選手」と称されるほど様々な料理と楽しむことができるからです。そこでド
リンクメニュー研究所では、日本酒とのイメージが強い和食との相性を探るべく検証してみました。 

検証するにあたり 

検証結果 

和食といえば「出汁」を使った料理が多い中、それぞれの食材が持つ味わいを残しつつ出汁の風味が
感じられる料理の代表ということで「おでん」を選びました。 

検証材料 

赤系ベリー、特にイチゴが香る果実味溢れるロゼスパークリング。 

②シャトー・クーロン・ロゼ 【商品コード：98705】 

果実味と酸のバランスが良い、どこか白ワインを思わせるような辛口ロゼ。 

②ムッソ ガルナッチャ 【商品コード：900184】 

野イチゴの香りとスパイシーな風味が印象的なしっかりロゼ。 

【おでんの具】大根、こんにゃく、卵、はんぺん、厚揚げ、はんぺん、つみれ、ちくわ 

【薬味】からし、柚子胡椒 

ロゼワインが持つ「果実感」と「薬味」が 
マリアージュのポイント！ 

果実感が強い①③にはからしが、さっぱりタイプの②には柚子胡椒がマッチ 

②×こんにゃく×柚子胡椒 

素材の味がシンプルなため、
出汁の旨味と柚子胡椒の爽
やかな辛味が、すっきりとし
たロゼに合った。 

厚揚げの油分に①の甘味が特に合
う！ 
フワフワの食感と泡のフレッシュ感
の組み合わせもよかった。 

①×厚揚げまたははんぺん 
×からし 


