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ストーン IPA 缶 355ml

【要冷蔵】ストーンIPAはその後ストーンで醸造される“ホップを前面に押し出したビール”をイ

ンスパイアし続けてきた母のような存在。はっきりと感じられるレモン の皮、フルーティーシリ
アルやシトラス、松のようなホップアロマ。ホップの苦味、モルトの味わいの完璧なバランスが
美しい。
●生産者：ストーンブルワリー（アメリカ） ●スタイル：インディアペールエール
●Alc.6.9%商品コード112673

1. West Coast

Wheat Wine

2. Nectar

3. Rich Malt

4. Tropical Bitter

商品コード 商品名/ブルワリー Alc. タイプ 味わい

153462 【要冷蔵】
①ウエストコースト ウィートワイン
330㎖/ベアードブルーイング

10％ ウィート
ワイン

深く、幾層にも重なる小麦麦芽の複雑さ
と、 クリーンでキレのあるホップの個性が
特徴的。

900432 ②ネクタール 750㎖/32ヴィア デイ
ビッライ

8％ ダーク
ビール

栗の蜂蜜、焙煎麦芽とホップの組み合わ
せによる複雑な苦味とコク。

９００３５５ 【要冷蔵】
③リッチモルト IPA 330㎖/寒菊銘醸

6％ インディア
ペール
エール

モルト由来の甘みがしっかり芳醇なIPA。

106189 【要冷蔵】
④トロピカルビター 330㎖/寒菊銘醸

5％ ペール
エール

南国果実のようなみずみずしさと程よい
苦みが魅力。
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ストーン ルイネーション IPA サンスフィルター
瓶 355ml【要冷蔵】無濾過とすることにより、原料の素材そのままの味がダイレクトに伝わり、さらに、

抑制されることのない強烈な個性を放つビールとなりました。ミディアムボディーでドライ、シ
トラス感と苦みのあるフィニッシュ。
●生産者：ストーンブルワリー（アメリカ） ●スタイル：ダブルIPA ●Alc.8.5%
商品コード160040
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僅か10年で世界的評価を得る、世界中のビアファンを
虜にしている超注目のブリュワリー

ファイヤーストーンウォーカー ユニオンジャック IPA 缶 355ml

ブリュワリーの看板IPAで、イギリス発祥のIPAスタイルに敬意を払いつつ、アメリカ流の革新

性が組み合わさった傑作ビール。たっぷりと惜しみなくホップを使用。二度に渡るドライホッ

ピングを施すことで圧巻なまでのグレープフルーツ、パイナップル、タンジェリン、アプリコ

ット、シトラスのフレイバーを纏い、それとは対照的なペールモルトの甘味により全体的なバ

ランスが保たれています。※要冷蔵
●生産国：アメリカ ●スタイル：IPA ●Alc.7.0% ●IBU70商品コード115509

ファイヤーストーンウォーカーマインドヘイズ 缶 355ml
1年もの歳月をかけて試行錯誤を繰り返し完成した、Firestone Walkerらしいヘイジースタイル
。一口飲むと、パイナップルやライチなどのトロピカルフルーツのフレーバーが広がり、その
中に草や樹脂のような柔らかな苦みが感じられます。フルーティーさとマイルドな苦みが絶妙

なバランス。ジューシーでありながらもすっきりとした飲み心地です。※要冷蔵
●生産国：アメリカ ●スタイル：Hazy IPA ●Alc.6.2% ●IBU40

商品コード106794

約２００年続く「国華の薫」の蔵元でもある上閉伊酒造
日本随一の産地「遠野」産ホップを惜しみなく使用した角の無い旨さ

ズモナビール ゴールデンピルスナー 330ml
明るい琥珀色で切れのよいビールです。ホップ生産量日本有数の遠野産ホップＩＢＵＫＩを使
用しており、爽やかな苦味が特徴です。

●生産国：日本 岩手県 ●スタイル：下面発酵（ラガー） ●Alc.5.0%

商品コード95971

ズモナビール ヴァイツェン 330ml
小麦独特の風味と酸味があり、苦みが弱く、炭酸ガス含有量が高いのが特徴です。清涼感のあ
る爽快な喉ごしの、クリーミーでフルーティーな味わいです。生産量日本有数の遠野産ホップ
ＩＢＵＫＩを使用しております。

●生産国：日本 岩手県 ●スタイル：上面醗酵（エール） ●Alc.5.0%

商品コード95973

ズモナビール アルト 330ml
ローストされた大麦の香りとややドライな風味が特徴です。苦味が少なく、黒ビールを初めて
の方には最適です。生産量日本有数の遠野産ホップＩＢＵＫＩを使用しております。

●生産国：日本 岩手県 ●スタイル：上面醗酵（エール） ●Alc.5.0%

商品コード95972
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歴史あるロブレ家が造る「伝統」と「最新技術」が生み出す

エレガント＆ハイコスパなボルドーワイン！

1734年よりフランスのボルドー・アントゥル
ドゥーメール地区にルーツを持つロブレ家。
1974年、ジャン・ピエール・ロブレ氏によりワ
イナリーが設立されました。現在は息子のクリ
ストフさんが、妻で農業の専門家でもあるアン
ドレアさんと共に、これまでの伝統と最先端の
ボルドーの醸造技術を融合させたワイン造りを
行っています。

シャトー・ド・ロウブラード ボル
ドー
ブラン 2018
輝きのある繊細な淡い黄色。白い花や夏の

柑橘類のような魅惑的なアロマ。香り高く、

豊かで調和のとれた口当たり。前菜や魚介

類を使った料理、白身の肉、フルーツデ

ザートに合わせて。

□品種：ソーヴィニヨン70％、ミュスカデル、セミヨ

ン各15％ □白 辛口

商品コード900415

新規取り扱いキャンペーン ※11月末日まで

同一銘柄11本注文でさらに1本プレゼント！（ただし一括納品に限ります）

シャトー・ド・ロウブラード ボル
ドー
ロゼ 2018
ほんのりピンク色。繊細な花の香り、パイ

ナップルや南国フルーツ、赤系果実のアロ

マ。フレッシュさとまろやかさのバランス

が良く、長い余韻が続きます。前菜はもち

ろん、グリルした肉、アジア料理、パエリ

アにも合います。

□品種：カベルネ・フラン60％、メルロー、カベル

ネ・ソーヴィニョン各20％

□ロゼ 辛口

商品コード900416

シャトー・ド・ロウブラード ボル
ドー
ルージュ 2015
鮮やかなガーネットの輝きを持った深紅色。

カシス、チェリー、赤い果実のしっかりと

したアロマ。パワフルでありながら丸みが

あり、タンニンはなめらかで長い余韻が楽

しめます。赤身の肉やラムチョップ、ジビ

エ、チーズやチョコレートケーキとお楽し

みください。

□品種：カベルネ・フラン60％、メルロー、カベル

ネ・ソーヴィニョン各20％

□赤 ミディアムﾌルボディ

商品コード900417

シャトー・ド・ロウブラード ボル
ドー
ｼｭﾍﾟﾘｭｰﾙ ﾙｰｼﾞｭ 2016
深いルビー色。カシス、チェリーなどのフ

ルーツジャムとスパイスの香り。複雑で

しっかりとした構成のワインで、力強く

リッチなタンニンが口中に広がります。赤

身の肉料理やジビエ、牛肉の赤ワイン煮、

熟成チーズとよく合います。

□品種：カベルネ・ソーヴィニヨン70％、メルロー

20％、カベルネ・ﾌﾗﾝ10％

□赤 ミディアムﾌルボディ

商品コード900418



世界が認める実力！有名ワインガイド本高評価ワイナリー

「ラ トゥネッラ」 イタリア フリウリ・ヴェネツィアジューリア州

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。

1143  WHITE（白）

新鮮なトロピカルフルーツのアロマのフレッ

シュな白。

□生産者：ワイン・ウィズ・スピリット（ポルトガル）

ラ トゥネッラ ビアンコセスト 2015

【ガンベロロッソ ３ビッキエーリ獲得！】フルーツや白い花といった新鮮でいき

いきとした香りに、カスタードやバニラ、アカシアの花の洗練された上品なブーケ。

□品種：フリウラーノ50%、リボッラ・ジャッラ50% □白 辛口

商品コード900117

ラ トゥネッラ リボッラ・ジャッラ 2016

【ガンベロロッソ 2ビッキエーリ獲得！】品種由来のしなやかなフルボディの白。

塩気を感じる心地よいフレッシュな辛口で、レモンのような上品で微かなアフターテイ

スト。

□品種：リボッラ・ジャッラ100% □白 辛口
商品コード900116

ラ トゥネッラ ラルチョーネ 2013

【ガンベロロッソ 2ビッキエーリ獲得！】ブラックベリー、チェリー、バルサ

ウッド、レザーそしてリコリスのフルーティでスパイスの効いた鮮烈な香り。味わいは

複雑で丸みがあり、非常に豊かな余韻。

□品種：ピニョーロ50%、スキオッペティーノ50% □赤 フルボディ
商品コード900120

ラ トゥネッラ スキオッペッティーノ 2015

【ワイン・スペクテーター91ポイント獲得！】ドライフィグ、くるみ、小さな黒系

果実をわずかに感じさせるバルサムの香り。口いっぱいに広がるなめらかさが魅力です。

□品種：スキオッペッティーノ100% □赤 フルボディ

商品コード900119

条件の有効期限は11月末までとなります

取引量拡大につき、より一層お得になりました！

商品コード900296

1143 RED（赤）

均等の取れた酸味と深いコク。肉料理に合わ

せて。

□生産者：ワイン・ウィズ・スピリット（ポルトガル）
商品コード900297

シーフード＆カンパニー 白

この地域特有の微発泡。爽やかで心地よい白。

□生産者：ワイン・ウィズ・スピリット（ポルトガル）

商品コード900361

ブレッド＆チーズ 白

フルーティで滑らかなアロマティックなワイ

ン。

□生産者：ワイン・ウィズ・スピリット（ポルトガル）

商品コード900136

5

ミート＆ミート 赤

フレッシュでいて力強いワインは肉料理と合

わせて。□生産者：ワイン・ウィズ・スピリット（ポ

ルトガル）
商品コード900360

ブレッド＆チーズ 赤

深みのあるタンニンと熟した果実の香り。

□生産者：ワイン・ウィズ・スピリット（ポルトガル）

商品コード69907

フェイジョアーダ＆カンパニー 赤

心地よい酸味とソフトなタンニンで煮込みと

好相性。

□生産者：ワイン・ウィズ・スピリット（ポルトガル）
商品コード69909

ポッセンテ EXバージンオリーブオイル 500㎖

オーガニック＆ノンフィルターのオイルです。

□生産者：ポッセンテ（イタリア）

商品コード900239
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南部美人 雄三スペシャル 美山錦 純米 30BY

がっしりと力強く、男らしさを想像させる超辛口のお酒。堅く渋い酒質により、熱々のお燗にすること
で更に旨味が口中に広がります。肉料理などとは特に相性の良い「THE食中酒」です。KURA MASTER 
2019 純米酒部門金賞受賞。■蔵元：南部美人（岩手県） ■原料米：美山錦 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：16度

南部美人 雄三スペシャル 木桶仕込み 純米 30BY

昔ながらの木桶仕込による純米酒。木桶ならではの木の香り、綺麗な味わい、そして独特の酒質が得ら
れます。懐かしく、そして新しい味わいの辛口食中酒です。

■蔵元：南部美人（岩手県） ■原料米：美山錦 100％ ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード118979

720ml：商品コード153255

土田 純米 菩提もと×山廃もと 30BY

室町時代の製法・菩提もと（ぼだいもと）に、山廃もとを掛け合わせて造る独自製法。酵母無添加、そ
の他の添加物もなし。醸造年ごとに味わいが変わります。自然の酵母と乳酸菌が造り出す深い味わいを
舌で感じてください。■蔵元：土田酒造（群馬県） ■原料米：群馬県産あさひの夢 ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード153399 1800ml：商品コード153400 

いずれの商品も保管は冷蔵庫でお願いいたします。

土田 クラフト12 山廃純米原酒

爽やかな酸味は白麹から、山廃らしく芳醇に。低アルタイプでありながら、原酒らしい濃厚な味わいを
のこしています。杯が進む軽い飲み口。冷やして、またはお燗で。和食だけでなく、洋食にも合わせて
みてください。■蔵元：土田酒造（群馬県） ■原料米：群馬県産あさひの夢、青森県産まっしぐら ■精米歩合：70％ ■アルコール
度数：12度

1800ml：商品コード118980

仙禽 オーガニック・ナチュール 2019

今までシリーズ化していたナチュールは一度完結し、まったく新しいナチュールの発表へ。オーガニッ
クの「亀ノ尾」がたどりついたのは、仙禽の天然蔵付き酵母と調和した、ゆるぎない世界。いにしえの
技法により復活した超自然派日本酒です。■蔵元：せんきん（栃木県） ■原料米：ドメーヌさくら・亀ノ尾（栃木県さくら市産） ■精米歩合：90％ ■アル
コール度数：14度（原酒）
720ml：商品コード118946

仙禽 ひやおろし赤とんぼ 2019

木桶仕込みの天然酵母による生もとを一年熟成したお酒。熟成を経て、まろやかで腰のある旨味が強く
感じられる仕上がりとなっています。柔らかい口当たりは、まさに秋の味覚と相性抜群です。

■蔵元：せんきん（栃木県） ■原料米：ドメーヌさくら・亀ノ尾（栃木県さくら市産） ■精米歩合：90％ ■アル
コール度数：14度
720ml：商品コード118961 1800ml：商品コード118960 

播州一献 山廃純米愛山 生 30BY

播州一献の特徴でもある、ビビッドでキレ味鋭い酸味を、愛山の芳醇な味わいに乗せることで より輪郭
のクッキリとした旨みを表現。リッチでボリューミーな旨みと鋭角にキレを併せ持ち、様々な温度帯で
楽しめます。■蔵元：山陽盃酒造（兵庫県） ■原料米：播州産愛山 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード118947 1800ml：商品コード118184 

三井の寿 秋純吟 Porcini（ポルチーニ）

ポルチーニとはイタリアの松茸といわれるぐらい香り高い茸です。そのポルチーニのように香り高い仕
上がり。ふくよかな香りの中にやわらかな酸味が感じられ、食中酒にもピッタリの味わいです。

■蔵元：みいの寿（福岡県） ■原料米：吟のさと100％ ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度

1800ml：商品コード181078
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イギリス人の南部杜氏、フィリップ・ハーパーの気骨溢れる酒質設計
創業天保13年(1842年)の酒蔵「木下酒造」は、京都府の日本海側にある丹後市久美浜町に位置しま
す。自然に囲まれ、海産物の恵み豊富な地域であり、醸される酒はそのどれもが抜群の相性です。
もともとは地元を中心に飲まれていた小さな酒蔵でしたが、２００７年にやってきた新しい杜氏：
フィリップ・ハーパーが加わったことで、名醸蔵の１つとして全国に知られることになりました。
銘酒「玉川」の特長は、ずばり“濃密・まろやか・フルボディー” 。そして生原酒の概念を打ち
崩すものでもあります。このお酒はぜひお燗でお試しください！お勧めの温度帯は４５度～とびき
りまで。本当に熱くしても、まるで良質なお出汁のような味わいをお楽しみいただけます。

■蔵元：木下酒造（京都府）
■原料米：北錦（兵庫県）
■精米歩合：66％
■アルコール度数：18～20.9度

玉川 自然仕込 山廃純米 無濾過生原酒

玉川の定番といえばこの「山廃」シリーズ。酵母無添加の酛から生ま
れた酸とアミノ酸が豊富な純米酒。五味が力強く表現され、コクも切
れも抜群です。

720㎖商品コード 180280

1800㎖商品コード 180279

京
が
誇
る
濃
密
旨
酒

「

玉
川

」

木
下
酒
造
（
京
都
府
）

720㎖商品コード 180282

1800㎖商品コード 180281

■蔵元：木下酒造（京都府）
■原料米：祝（京都府）
■精米歩合：60％
■アルコール度数：16～16.9度

玉川 純米吟醸 祝

「祝」は京都府で昔から栽培されてい
る、大粒で軟質の酒米。縁起のいい酒
造好適米の名前をそのまま商品名にし
ました。酸とアミノ酸のバランスが特
徴的な甘味のある吟醸酒で、食事を引
き立ててくれます。特に和食と合わせ
ると旨さがきわだちます。

720㎖商品コード 180278

1800㎖商品コード 180277

■蔵元：木下酒造（京都府）
■原料米：五百万石（兵庫県、京都府）
■精米歩合：60％
■アルコール度数：16～17度

玉川 特別純米

玉川と言えば山廃仕込の純米酒に代表
される、非常に濃厚な味わいが特徴。
この特別純米酒は、そんな「玉川らし
さ」をしっかり表現しつつ、山廃仕込
みよりも万人向けする飲みやすさを持
ち合わせています。
鼻の奥をくすぐる香ばしい香り、味の
要素が多くて旨い。しかしくどさを感
じさせず、飲み疲れ、飲み飽きしませ
ん。


