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～１月のオススメ～
【プレストンエール】ホンダ産業初代社長がイギリスで飲んだ味に感銘を受け立ち上げたビール
ブランド。伝統的英国醸造法にこだわった本格的クラフトビールです。

プレストン ペールエール 330ml

プレストン ブラウンエール 330ml

２００年の伝統を持つ英国産ホップ・ケント
ゴールディングスをふんだんに使用した本格
的英国式ビール「ペールエール」。このホッ
プだからこそ持つ苦みの爽やかさと力強さが、
ビール通に好評です。

口当たりの優しさにこだわった琥珀色の「ブ
ラウンエール」。酵母が醸し出す豊潤さが絶
妙に調和したマイルドな美味が口の中に広が
り、特に女性に人気です。

◆原産国：日本 栃木県
◆醸造所：プレストンエールブルワリー
◆Alc.:５．０％
◆イングリッシュスタイルペールエール

◆原産国：日本 栃木県
◆醸造所：プレストンエールブルワリー
◆Alc.:４．０％
◆イングリッシュスタイルブラウンエール

商品コード 152026

商品コード 152027

【Uビール】シンハービールで有名な醸造

【COEDO】元々、飲食店専用として樽生ビール

所から、タイの若者の間で爆発的な人気を生
んだビールがついに日本に上陸！

での提供をしてきた毬花（マリハナ）が、多くの要
望に応えてボトルバージョンで登場！

ユービール（U BEER） 320ml

COEDO毬花-Marihana- 333ml

ユニークなアロマとスムーズな喉越しの
ライトなラガータイプです。爽やかな後
味がどんなシーンにもぴったり合います。
アルコール度数を抑えたドリンカブルな
ビールです。

世界的に人気のIPAをアルコールを抑え、
飲みやすく日本人好みに仕上げています。
柑橘や南国の果実を想わせるアロマホッ
プが華やかに香り、何杯でも飲みたくな
る味わいです。
◆原産国：日本 埼玉県
◆醸造所：コエドブルワリー
◆Alc.:４．３％
◆セッションIPA

◆原産国：タイ
◆醸造所：ブンロート・ブリュワリー
◆Alc.:４．５％
◆ラガータイプ

商品コード

商品コード

195245

191934

♥ ショコラ プレミアム生樽 15L

【１月中旬お届け】深いコクとホップから感じる苦味のバランスが絶妙にマッチ。厳選された
ベルギーチョコレートをふんだんに使用した、ビターショコラ味のビールです。スイーツはもちろん
、レーズンバター、クリームチーズ、ドライフルーツ等と合わせてお楽しみください。
◆原産国：日本 ◆醸造所：小西酒造 長寿蔵 ◆タイプ：チョコレートビール（発泡酒）
チョコレート、ホップ、香料、カラメル色素 ◆アルコール度数：４．５％

◆原料：麦芽、カカオ、ベルギー

商品コード31746

平成30年11月下旬に発売予定をしておりました新商品「ダーリング・ブリュー」につきまして、生産の都合により発売を延期とさせ
ていただくこととなりました。発売をお待ちいただいているお客様には、ご迷惑をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。
変更後の発売時期につきましては、決定次第ご案内をさせていただきます。何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
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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。

チビタス ペコリーノ スプマンテ ブリュット

ランスタン ビュル ブリュット

柑橘類や梨、エニシダの香り。素晴らしいミネラ
ル感、豊かでバランスの良い味わいです。アペ
リティフに特におすすめ！

レモングラスとレモンピールの香り。口中では、
新鮮なリンゴ、サンザシのアロマが広がります。
すっきりとした感覚があり、 フィニッシュはやさし
くエレガント。

〇生産者：カンティーナ・オルソーニャ（イタリア）
〇品種：ペコリーノ

〇生産者：ファミーユ・ファブル（フランス）
〇品種：ピノ・ノワール80％、ソーヴィニヨン・ブラン20％

商品コード 900203

商品コード 900028

プロセッコ トレヴィーゾ フリザンテ

バヒラ フリッザンテ

鮮烈なアカシアの花の香りと、ほのかにりんご
や檸檬、グレープフルーツのニュアンスが感じ
られます。爽やかで心地よい調和のとれた味わ
いが広がります。

よく調和の取れた口当たり、軽やかではつらつ
とした味わい。少しの酸味とやわらかいストラク
チャーの組み合わせによって、非常にのみやす
い仕上がりです。

〇生産者：プロジェッティディヴィーニ（イタリア）
〇品種：グレラ

〇生産者：ポッセンテ（イタリア）
〇品種：インツォリア60％、ジビッボ40％

商品コード 102691

商品コード 900032

エスプマンテ アンパカーマ EXブリュット

バスタ ロゼスパークリング

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。

すっきりとした刺激、新鮮な赤い果実、特にイチ
ゴの香りがほのかに漂います。繊細でフレッ
シュな泡。自然で爽やかな味わいが口中に広
がります。

〇生産者：カサ・モンテス（アルゼンチン）
〇品種：シャルドネ70％、ヴィオニエ20％、ピノ・ノワール10％

〇生産者：ワイン・ウィズ・スピリット（ポルトガル）
〇品種：バガ、メルロー

商品コード98354

商品コード 900135

キリアン フン ピノ・ブラン ゼクト ブリュット

レクラ ド モントー ロゼ スパークリング

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。次の1杯を誘う味
わいです。

淡いピンク色。新鮮な完熟イチゴのような芳醇
な香りが、長い余韻と共に口中に広がり、心地
よく持続します。アペリティフとして最適。アジア
料理、とりわけ日本食ともよく合います。

〇生産者：キリアン・フン（ドイツ）
〇品種：ピノ・ブラン100％

〇生産者：シャトー・モントー（フランス）
〇品種：グルナッシュ100％
商品コード 900149

商品コード 900228
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オーストラリアワインの最高峰「ペンフォールズ」

グラスプレゼントキャンペーン
1844年、イギリスから移住してきたクリストファー・ローソン博士がアデレードの近郊マギルに診療所を設立し、医療を目
的としたワイン造りをはじめたのが、ペンフォールズのはじまりです。ペンフォールズでは｢マルチリージョナルブレンド｣
という考え方を基本にし、一つの畑のぶどうだけではなく、複数の畑のぶどうを使ったワインが主に造られています。
クヌンガ・ヒルはペンフォールズの登竜門のワイン。名前の由来はペンフォールズの所有しているバロッサ・ヴァレー内
の栽培地の名前からつけられました。高品質でありながらもリッチでバランスのとれたペンフォールズのワイン醸造哲学
がしっかり反映されているワインです。
クヌンガ・ヒル
カベルネ・ソーヴィニヨン ２０１６
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。

クヌンガ・ヒル
シラーズ・カベルネ ２０１６
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。

クヌンガ・ヒル
シャルドネ ２０１７
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。

対象商品１２本ご注文で（混載可）
ペンフォールズオリジナルグラス６脚プレゼント
2月末まで

貴店名

ご担当者様

ご住所 〒

電話番号

非売品
容量：３５０cc
ディスク部分にロゴあり

※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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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。

※生酒の為、保管は要冷蔵でお願いいたします。
【新酒】木戸泉 初しぼり 無濾過生原酒 ＜木戸泉酒造・千葉県＞
地元いすみ市で育てられた千葉県産酒造好適米〈総の舞）を全量使用した旨味のあるしぼりたて生原酒。本醸造とは思え
ないくらいのうまみがたっぷりつまっています。この時期しか味わえない、旬の醍醐味をお楽しみください。
■原料米/精米歩合：千葉県いすみ市産 酒造好適米 総の舞/６５% ■アルコール度数：１９度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード195180

1800ml：商品コード195179

【新酒・限定醸造】木戸泉 純米 無濾過 生原酒 ｵﾚﾝｼﾞﾗﾍﾞﾙ＜木戸泉酒造・千葉県＞
地元千葉県いすみ市産米を全量使用した純米無濾過生原酒。うまみたっぷりの味わいが口にひろがります。木戸泉といっ
たらこの味わい。
■原料米/精米歩合：千葉県いすみ市産 酒造好適米 総の舞/６５% ■アルコール度数：１６．５度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード195182

1800ml：商品コード195181

【限定醸造】木戸泉 純米 無濾過 生原酒 ﾋﾟﾝｸﾗﾍﾞﾙ ＜木戸泉酒造・千葉県＞
青森県産酒造好適米 華吹雪を使用。うまみたっぷりの味わいが口にひろがります。木戸泉特有の爽やかな酸味がキレを
感じさせ、お料理との相性も◎
■原料米/精米歩合：青森県 自然農法産 酒造好適米 華吹雪/６０% ■アルコール度数：１８度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード195184

1800ml：商品コード195183

【新酒】惣誉 初しぼり 吟醸仕込＜惣誉酒造・栃木県＞
新米の山田錦を100%使用して仕込んだ新酒の吟醸生酒です。できたての 新鮮な風味をたっぷりと味わえます。新年を迎え
るにふさわしい鮮やかな酒です。
■原料米/精米歩合：特A地区山田錦/６０% ■アルコール度数：１６度 ■日本酒度/酸度：＋４～５/-

720ml：商品コード152100

【新酒】にいだしぜんしゅ はつゆきだより＜仁井田本家・福島県＞
生もと・蔵付き酵母仕込みによるジューシーさと、 生まれたてならではのふんわり軽やかな口当たり。雪のように白くまろや
かな甘さに若々しくはじける発泡感。 新しい年を迎える祝い酒にふさわしい新酒です。
■原料米/精米歩合：自然栽培トヨニシキ/８０% ■アルコール度数：１６．５度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード133053

1800ml：商品コード133052

【新酒】刈穂 純米吟醸 六舟 中取り 生原酒＜秋田清酒株式会社・秋田県＞
秋田県産酒造好適米「秋田酒こまち」を全量使用し、小規模仕込で醸造しました。みずみずしい香味とさわやかさを感じる旨
味が特長です。全量槽掛けしぼりで上槽し、香味芳醇な中取りの部分を瓶詰しました。
■原料米/精米歩合：酒こまち/５５% ■アルコール度数：１６～１７度 ■日本酒度/酸度：＋４/１．８

720ml：商品コード145766

1800ml：商品コード145765

【新酒】川鶴 純米 限定生原酒＜川鶴酒造・香川県＞
さぬきよいまい５８%精米を使用。香りは穏やかに、旨みの厚みと幅を引出すことに注力しながらキレの良い味わいに仕上
げました。
■原料米/精米歩合：香川県産さぬきよいまい/５８% ■アルコール度数：１６度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード146701

1800ml：商品コード146700

【限定醸造】谷川岳 超限定 純米吟醸＜永井酒造・群馬県＞
厳選された酒造好適米を磨き上げ低温長期発酵で醸し上げたお酒。谷川岳の定番品では原料米「五百万石」が主ですが、
今回、「美山錦」も使用した限定ならではの違いをお楽しみください。冬でしか手に入りません！
■原料米/精米歩合：五百万石・美山錦/６０% ■アルコール度数：１４度 ■日本酒度/酸度：＋３/１．５

1800ml：商品コード195205
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※生酒の為、保管は要冷蔵でお願いいたします。
【限定醸造】南部美人 純米吟醸無濾過生原酒 カルメン＜南部美人・岩手県＞
真っ赤なドレスを身にまとい情熱的に歌い踊る・・・そんな美人の形をイメージしたラベルデザイン。酒質もイメージに負けず
劣らず力強い味わいと抜群の吟醸香をたずさえており、フレッシュさも抜群です。
■原料米/精米歩合：ぎんおとめ,美山錦/５０％/５５% ■アルコール度数：１７～１８度 ■日本酒度/酸度：＋５/１．５

720ml：商品コード180187

1800ml：商品コード180186

【新酒】玉川 純米吟醸 福袋＜木下酒造・京都府＞
毎年恒例、フィリップ杜氏からの福袋が今年も到着！福袋を開ける時のワクワク感からフィリップ氏はこの名前を付けました。
新酒を心待ちにしていた飲み手はもちろん、造り手もワクワクのしぼりたての時期、皆様も一緒にドキドキを楽しみませんか？
■原料米/精米歩合：五百万石/６０％ ■アルコール度数：１７～１８度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード180276

1800ml：商品コード180275

【新酒】竹葉 しぼりたて生原酒＜数馬酒造・石川県＞
米の甘く上品な香り、きれいな水を感じる透明感、芳醇でキレのある酒質に、新酒ならではのフレッシュさが加わります。冷
やして鍋料理に。脂ののった濃厚な冬の味覚とともに。冷酒、またはロックがおすすめです。
■原料米/精米歩合：能登産五百万石、加工米/６７% ■アルコール度数：１８～１９度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード195178

1800ml：商品コード195177

【新酒】いずみ橋 雪だるま 大雪にごり 活性純米酒 生＜泉橋酒造・神奈川県＞
海老名産の山田錦を100％使用した活性タイプの爽快なにごり酒です。ほのかに甘くそしてキレのあるフレッシュな味わい。
刺激性のある、シュワっとした飲み口はまさにこの季節にぴったり！パーティーなどにもおすすめです。
■原料米/精米歩合：海老名産山田錦１００％/８０% ■アルコール度数：１５度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード160007

【新酒】いずみ橋 雫ラベル 生もと 純米吟醸 生原酒＜泉橋酒造・神奈川県＞
綺麗な酒質でありながら、伝統的な生酛仕込みの特徴である「押し味」の力強さもある味わいです。フレッシュ感がありなが
ら、しっかりとお米の旨みが感じられます。
■原料米/精米歩合：山田錦１００％ /５５% ■アルコール度数：１７度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード160010

1800ml：商品コード160011

【新酒】七田 純米吟醸 50 五百万石 無濾過生＜天山酒造・佐賀県＞
瑞々しく爽やかな香り、口に含むと優しい甘味と綺麗な酸が広がる上品でフレッシュな味わいをお楽しみください。
■原料米/精米歩合：兵庫県産五百万石/５０% ■アルコール度数：１６度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード170405

1800ml：商品コード141864

【新酒】冨久長 純米吟醸 直汲み本生＜今田酒造本店・広島県＞
香りはほんのりと、甘酸っぱくベリー系。かすかなガス感を感じるピチピチの味を楽しめます。香りほどよく華やかに、そして
ジューシーに。口当たりまろやかでコクがある食材とよく合います。
■原料米/精米歩合：山田錦(麹)八反錦(掛)/５０％(麹)６０％(掛) ■アルコール度数：１５度 ■日本酒度/酸度：-/-

720ml：商品コード160059

1800ml：商品コード160058

【限定醸造】出羽桜 出羽燦々無濾過生原酒＜出羽桜酒造・山形県＞
若々しい芳醇な味わい、新鮮で瑞々しいうまさをお楽しみいただけます。” しぼりたて ” らしい米と麹の旨味と甘味、穏やか
な吟醸香が調和した、旬の味わいをぜひお試しください。
■原料米/精米歩合：出羽燦々/５０％ ■アルコール度数： １７～１８度 ■日本酒度/酸度：＋４/-

720ml：商品コード180191

1800ml：商品コード180190
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