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Seasonal Beer

アンカー クリスマスエール 2019 355ml
【限定１２０本】毎年末にアンカー社より「感謝の気持をこめて」届けられる特別限定エールで、１９７５年から毎年製造さ
れています。シナモン、ナツメグなどのハーブ、スパイス類で風味付けされたこのエールは、毎年違うレシピのもとその栓を
開封するまでその年の味わいを確かめられない大変貴重なビールです。

■醸造所：アンカーブルーイング（アメリカ）■スタイル：スペシャル・エール■Alc.:５．８％

商品コード 181307

デリリュウム・クリスマス 330ml
【限定１５０本】４種類のラベルには、ランダムにクリスマスを楽しむピンクの象が。柔らかなアルコールの甘味にモルトの
甘味、癖のない苦みとスパイシーさが混ざり合い、高アルコールながら素晴らしいバランスの味わいに仕上がっています。

商品コード 36709

■醸造所：ヒューグ醸造所（ベルギー）■スタイル：ベルジャン・エール■Alc.:１０％

ブリュードッグ ホッピークリスマス フェスティブ IPA 330ml
【限定１２０本】ブリュードッグがクリスマス時期にリリースする毎年恒例のIPA。シムコーホップ由来の甘酸っぱい

シトラスや松、ハーブの爽快フレーバーが口の中で弾けた後、パイナップルやパパイヤの芳醇なトロピカルアロマ
が広がります。

■醸造所：ブリュードック（スコットランド）■スタイル：インディアペールエール■Alc.:６％

商品コード 181308

限定商品

黄桜 LUCKY MOUSE 330ml
【期間限定】シャープな苦味、柑橘系のフルーティな苦味が特徴。色味は鮮やかなゴールド。日本酒に用いる米を一部使
用することによりホップ感を強調し、アルコール度数5%の味わい易いビールとなっています。子年を迎えるにあたり幸運を
呼ぶビールとしてお楽しみ下さい。

■醸造所：黄桜株式会社（京都府）■スタイル：セッションIPA■Alc.:５％
商品コード 153370

反射炉ビヤ 甲州微行 330ml
【数量限定】「ドメーヌ・オヤマダ」×「反射炉ビヤ」コラボレーションビール。ドメーヌ・オヤマダのフラグシップ白ワイン
「 BOW! 白」をイメージしてビール仕込みを行いました。自然酵母が醸し出す複雑かつ伸びやかな香り。リンゴや柑橘系
の華やかな果実味と、乳酸や揮発酸など複数の重なった酸味が織り交ざり奥深い味わい。

■醸造所：反射炉ビヤ（静岡県）■ワイン酵母ビール■Alc.:５％
商品コード 153486

お得なキャンペーン 対象期間：１２月末まで

ミラノ イタリアン IPA 330ml

アメリカンホップのブレンドを使用したミラノイタリアン
IPA。濃密なベリーと黄色い果実のアロマ、鋭い苦味が

口中にひろがります。ビール通もクラフトビール初心者
も、みんな一緒に楽しめる味わい。

■醸造所：ビッリフィチオ・ジェコ（イタリア ロンバルディア州）
■スタイル：インディアペールエール
■Alc.:６．６％

商品コード 900255

クローネンブルグ1664 ブラン 330ml

ほのかに甘い柑橘系の風味で、苦味が弱く飲みやす
いのが特長です。輸入元が変更になりお求めやすい
価格になりました！

■醸造所：ブラッセリー・クローネンブルグ（フランス）
■Alc.:５％

商品コード 119052
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リッジビュー ブルームズバリー NV

【英国王室御用達！】シャルドネ由来の溌剌としたフレッシュさとフィネスに、ピノ・ノワールが深みとバラ
ンスのよい余韻をプラス。牡蠣やカニ、スモークサーモンとお楽しみください。

生産者：リッジビュー/品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ/白 泡 辛口

商品コード900284

3

SparklingWine ～お

得な条件付き～

リッジビュー ブラン・ド・ブラン 14

【英国王室御用達！】レモンやトロピカルフルーツの香りとミネラル感。熟成とともに蜂蜜やブリオッシュの
ブーケが現れます。レモンバター風味の貝料理と好相性。

生産者：リッジビュー/品種：シャルドネ/白 泡 辛口

商品コード900285

リッジビュー ブラン・ド・ノワール 14

【英国王室御用達！】濃厚で、野生の赤系果実のアロマにつづきトースト香が複雑味を演出しています。
バランスの良い長い余韻を感じます。鯖や鴨、キノコといった旨みの強い食材と合わせて。

生産者：リッジビュー/品種：ピノ・ノワール/白 泡 辛口

商品コード900286

ギュスターヴ ロレンツ クレマン・ダルザス
ブリュット NV

【航空会社採用ワイナリー】シャルドネからは飲みごたえとフルーティさが、ピノ・ブランからはフレッシュ
さと繊細さ、そしてピノ・ノワールからは長い余韻がもたらされます。乾杯から前菜まで、この1本でカバー！

生産者：ギュスターヴ ロレンツ/品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ブラン各1/3 /白 泡 辛口

商品コード900323

チビタス ペコリーノ スプマンテ ブリュット
2017

【自然派スパークリング】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。シーフード料理やキッシュと。

生産者：カンティーナ・オルソーニャ/品種：ペコリーノ /白 泡 辛口

商品コード900357

ラ ピラーレ モスカート スプマンテ ドル
チェ 2016

【自然派スパークリング】桃や香り高い黄色いリンゴが組み合わさった、心地よい香り。程よい甘味が
ケーキやパイと抜群の相性です。

生産者：カンティーナ・オルソーニャ/品種：モスカート /白 泡 やや辛口

商品コード900068

ヴァルドッビアデーネ プロセッコ スペリオーレ エクストラ ドライ D.O.C.G.
1500ml

【パーティー映えにはマグナムボトル！】プロセッコ種本来のさわやかなフルーティさの中に、花の香
りのようなヒント。香りと味わいのバランスが良く、しっかりとした飲み心地です。マグナムボトルで場を華か

に！

生産者：カンティーナプロジェッティディヴィーニ/品種：グレラ(プロセッコ)、ヴェルディーゾ、ビアンケッタ/白 泡辛口
商品コード900259

エスプマンテアンパカーマ EX ブリュット 2015

【ハイコスパ万能アイテム】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。ベジタリアン料理やスパイシーな料理、マイルドなチーズに合わせて。

生産者：カサ・モンテス/品種：シャルドネ７０％、ヴィオニエ２０％、ピノ・ノワール１０％ /白 辛口

商品コード900084



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900347

直輸入だからネットで検索されません！書き入れ時のチャンス、原価率アップに貢献します！

・・・柴田屋厳選 年末年始おすすめワイン・・・

ランゲ ロザート DOC 2018

はっきりとしたバラやスミレの香り。口に含むと、

わずかなタンニンを感じるフルボディの飲み心地で

す。

●生産者：カッシーナ・アルベルタ（イタリア）

●ロゼ 辛口
商品コード900368

アブラ デ ティ 2017

ソーヴィニヨンブラン特有の力強いアロマ。

フレッシュで濃厚。トロピカルフルーツを思

わせる余韻。

●生産者：アブラ（スペイン）

●白 辛口

商品コード69955

スペリオーレ ディ カルティッツエ ドライ D.O.C.G. ミッレジマート

レモンやシトロンが鮮烈に香る中に、咲き誇るアカシアや藤の花といったフ

ローラルなアロマが漂います。フレッシュで心地よい酸としっかりとしたボ

ディ。

●生産者：カンティーナ・プロジェッティディヴィーニ（イタリア） ●白 泡 やや辛口

商品コード900412

アルテンベルグ・ド・ベルグハイム グランクリュ リースリング 2014

柑橘系の深みのある表情豊かなアロマ。フレッシュで複雑味があり、上品なミ

ネラル感を感じます。辛口で長い余韻が魅力的。

●生産者：ギュスターヴ・ロレンツ（フランス）●白 辛口

商品コード100415

ヴィーノ ノービレ ディ モンテプルチアーノ 2012

3年連続「ガンベロロッソ」3ビッキエーリ獲得の快挙！

バニラのかぐわしい香りの中に、際立った果実味を感じます。はっきりと均整の

とれたタンニンがバランスの良い、長い余韻が楽しめるフルボディのワイン。

●生産者：テヌーテ・デル・チェッロ（イタリア）

●赤 フルボディ

商品コード900122

バルベーラ ダルバ DOC 2016

チェリーとブラックチェリー、小

さな赤い果実のアロマが感じられ、

風味が口いっぱいに広がります。

あらゆる料理と合う万能赤ワイン。

●生産者：カッシーナ・アルベルタ（イ

タリア）

●赤 フルボディ

商品コード900095

アブラ Nº 14（カトルセ） 2012

野イチゴやラズベリー、スミレのニュアンス。

シルキーなタンニンが甘みを感じさせ、心地よ

く広がります。赤く甘いみずみずしい果実味の

余韻。

●生産者：アブラ（スペイン）

●赤 フルボディ

4



ÔMINA ROMANA (オミナ・ロマーナ) は、2007年にドイツ系イタリア人のベルナー家(Börner) が設立した家族経営のワイナ
リー。ロゴにある不死鳥には、古代の人々が再生の象徴としていたことに因み、歴史、文化と伝統が豊かなラツィオ地方における
ワイン造りの再生という意味が込められています。最新科学を取り入れながらも、丁寧で自然と調和したワイン造りは、最高品質
を誇るユニークなワインを生み出すことに成功。世界的権威とされるイギリス初のワイン専門誌「デキャンター誌」で金＆銀メダ
ルを受賞しています。

5

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900308

プライスダウンキャンペーン ※12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）

ベッローネ スプマンテ ブリュット 2016

【シーフードやモッツァレラチーズと】ベッローネは、二千年以上前からローマ南方の丘陵地帯で栽

培されている品種。古代から伝わる単一品種から造られるこのワインは、爽やかさ、活き活きとしたフ

ルーティーさ、そして熟成したワインならではの複雑さと上品さとの融合が魅力です。

□品種：ベッローネ85% 、交配品種マンゾーニ15% □白 微発泡 辛口

イタリア・ラツィオ州の高品質ワインがお求めやすい価格になりました！

商品コード900317

オミナ ロマーナ エルメス・ディアクトロス Ⅱ ビアンコ 2014

【パエリア、ブイヤベースと】熟した南国の果実、柑橘類、ホワイトペッパー、木蓮、摘みたてハー

ブのアクセントが、ユーカリハチミツのさわやかな風味によって際立つ、複雑な味わい。

□品種：ヴィオニエ85％、ベッローネ12％、インクローチオ・マンツォーニ3％ □白 辛口

商品コード900367

オミナ ロマーナ エルメス・ディアクトロス I ロッソ 2014

【サラミや牛肉のカルパッチョと】熟した赤い果実とスパイスの香り。ほのかなトーストの香り。絶

妙なタンニンが効いていて、最後に上品な芳しさが感じられます。

□品種：メルロー、カベルネ・ソーヴィニョン、カベルネ・フラン各1/3 □赤 フルボディ

商品コード900049

オミナ ロマーナ シャルドネ 2015

【アサリのスパゲッティ、魚のフライと】濃厚で複雑な香り。 白桃のような熟した果実のアロマが

はっきりと感じられます。ほのかなミネラル感、非常にバランスがとれていて、豊かな風味と長い余韻が

広がります。

□品種：シャルドネ100% □白 辛口

商品コード900044

オミナ ロマーナ ヴィオニエ 2011

【エスカルゴ、ミラノ風カツレツ、アジア料理と】カモミールやエニシダの花の豊かな香り。乾燥杏、

バルサミコ酢と ハシバミのニュアンスも。味わいはコクがありバランスがとれていて持続性が長く、最後

にドライフルーツを思わせます。□品種：ヴィオニエ100% □白 辛口



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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商品コード 111000

収穫したばかりの酒造好適米五百万
石を１００％使用し醸した吟醸酒で
す。端麗辛口の中にも、新酒の澄ん
だ香味と力強さが楽しめる、年末年
始の定番酒です。

【要冷蔵】

蔵元：朝日酒造（新潟県）
原料米：五百万石１００％
精米歩合：麹米５０％、掛米５５％
日本酒度：― / 酸度：―
アルコール度数：１５度

商品コード 111001

１月4日以降お届け予定！
新しい年の幕開けにふさわしい、搾
りたてのおめでたいお酒を新春早々
お届けいたします。フレッシュな生
酒の味わいがお楽しみいただけます。
御祓いを受けた絵馬を付けまして、
新しい年の幸をお祈りいたします。

【要冷蔵】

蔵元：朝日酒造（新潟県）
原料米：新潟県産米１００％
精米歩合：―
日本酒度：― / 酸度：―
アルコール度数：１８度

他では味わえない！世界初「樽生スパークリング日本酒」

洋ナシを連想させるフルーティな香り。
シュワッとする爽やかな口当たり。
フレッシュですっきりとした酸が余韻を演出します。
甘味があり低アルコールのため、女性やお酒に飲みなれない方に
も大人気です。フルートグラスで提供すれば食前酒に最適！

蔵元：熊澤酒造（神奈川県） 日本酒度：－６０ 酸度：２．３ アルコール度数：１０度

KANPAIスパークリング・スターターキットご用意あります！

〈ポスターの一例〉

【スターターキット内容】
・簡易サーバー（貸出）
・フルートグラス ６脚
・KANPAIスパークリングポスター
※ご希望のお客様は担当営業までお気軽にお声がけください

商品コード 14000
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刈穂 シルキースノータイム 純米吟醸

酒造好適米「美山錦」と秋田県が開発した「ぎんさん」を用い、秋田県ｵﾘｼﾞﾅﾙの酵母にて醸造。雑味の
ないすっきりとした飲み口の中に、適度に熟成したｷﾒ細やかな旨味が感じられます。冷やして薄手のｸﾞ
ﾗｽでお楽しみ下さい。■蔵元：秋田清酒（秋田県） ■原料米：美山錦・ぎんさん ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度

阿櫻 純米 蔵出し限定品

北海道産の食用米「ゆきさやか」を使用した純米酒。ブドウを想わせるボリューミーな旨みと酸が特徴。
冷酒～ぬる燗まで幅広く楽しめる、食が進む味わいです。

■蔵元：阿櫻酒造（秋田県） ■原料米：ゆきさやか ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード197143 1800ml：商品コード197142

洌 純米大吟醸 出羽燦々 無濾過生

辛口のドライな質感の中にしっかりとした旨味が感じられます。出羽燦々ドライな質感とバランスをと
りながら、フレッシュで弾むような新酒らしい ニュアンスも表現されています。

■蔵元：小嶋総本店（山形県） ■原料米：出羽燦々 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード117676 1800ml：商品コード117675 

いずれの商品も保管は冷蔵庫でお願いいたします。

菊の司 純米酒 シルキー スノータイム

岩手県産吟ぎんがを100%使用し、酸味爽やかに醸し上げた純米酒。ﾊﾞﾅﾅや洋ﾅｼを想わせる落ち着いた穏
やかな芳香が食欲を引き立てます。きらめく香味の奥にふくらむ、やわらかい米の旨味をお楽しみ下さ
い。■蔵元：菊の司酒造（岩手県） ■原料米：岩手県産吟ぎんが ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度

ボーミッシェル スノーファンタジー 活性スパークリング

ビートルズが流れる酒蔵から生まれたお酒「ボー・ミッシェル」の季節限定酒は 酵母の生きた瓶内二次
発酵タイプ。シュワッとしたガス感と白ブドウを思わせる心地よい酸味のある味わい。

■蔵元：伴野酒造（長野県） ■原料米：酒造好適米100％ ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：9度

500ml：商品コード117634

月山 純米 シルキースノータイム

出荷まで低温貯蔵庫にてじっくり熟成させました。米のしっかりとした旨味と、それをスッキリと切る
爽やかな酸のバランスが心地よい、飲み飽きしない酒です。

■蔵元：吉田酒造（島根県） ■原料米：島根県産酒造好適米 ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード197146 1800ml：商品コード197145 

七田 七割五分磨 山田錦 無濾過生 30BY寒熟

「いい米は磨かなくても美味いはず」という蔵元の信念から生まれた純米酒。米の旨みたっぷりと、全
体的に落ち着いた素朴さは飲み飽きしません。ほどよくお燗をするとやさしいふくらみが出て、より一
層おいしくいただけます。■蔵元：天山酒造（佐賀県） ■原料米：山田錦 ■精米歩合：75％ ■アルコール度数：17度

720ml：商品コード171970 1800ml：商品コード171969 

七田 純米 無濾過生 30BY寒熟(生熟成) 

地元産の良質の酒米と蛍が飛び交う名水で仕込みました。生酒のまま熟成し、フレッシュさそのまま
に旨みが膨らんだ 華やかな味わいです。

■蔵元：天山酒造（佐賀県） ■原料米：山田錦、レイホウ ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：17度

720ml：商品コード153480 1800ml：商品コード153479

720ml：商品コード197138 1800ml：商品コード197137

720ml：商品コード171968 1800ml：商品コード171967 



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。

8

壱岐島の自然の恵みを活かした世界に通じる日本酒造り
麦焼酎発祥の地とされる壱岐（いき）島で大正13年に焼酎・日本酒蔵として創業。壱岐焼酎として
世界的ブランド「地理的表示の産地指定」を受けた一方、日本酒造りは数々の事情により途絶えて
しまいました。重家酒造では「もう一度この土地で日本酒を造りたい」と、造りの再開を決意。
冷やしてワイングラスで楽しんでもらえる、世界のレストランで採用される味わいを目指し、有名
酒蔵での修業、最適な水の探求、壱岐産山田錦の栽培など、数々の模索を行い島内での日本酒造り
を復活。2014年5月、純米大吟醸横山五十が誕生しました。

■蔵元：重家酒造（長崎県）
■原料米：山田錦100％
■精米歩合：50％/55％
■アルコール度数：16度

純米吟醸 横山五十 SILVER 生 酵母701号

最高峰の山田錦のお米を精米歩合麹50％、掛米55％まで磨き込みまし
た。新酒生酒特有のフレッシュさと発泡感、そしてマスカットのよう
な香り。口に含むと果実をかじったかのようなジューシーな甘味が広
がります。5度以下にキンキンに冷やしてワイングラスでお楽しみく
ださい。

1800㎖商品コード 160651 

一
度
は
消
え
か
け
た
壱
岐
で
の
日
本
酒
造
り
を
復
活
さ
せ
、
日
本
の
國
酒
を
世
界
へ

…

重
家

酒
造

720㎖商品コード 160637

1800㎖商品コード 160636

■蔵元：重家酒造（長崎県）
■原料米：山田錦100％
■精米歩合：50％
■アルコール度数：16度

純米大吟醸 横山五十

BLACK 火入

りんごの果実をかじったようなジュー
シーな香りに、口に含むと広がり甘み。
最後は切れがあり、飲み飽きしない味
わいになっております。ファーストド
リンクとして、ワイングラスでお楽し
みください。

1800㎖商品コード 160652

■蔵元：重家酒造（長崎県）
■原料米：山田錦100％
■精米歩合：50％
■アルコール度数：16度

純米大吟醸 横山五十

WHITE 火入

マスカットのような、サッパリとした
涼やかでみずみずしい香り。芳醇で旨
みも豊富ながら、強めの綺麗な酸が後
味の良さも演出しています。上品で美
しい香りは、ワイングラスでいただく
と一層際立ちます。

（
お
も

や
）

（
長
崎

県
）

限定24本
限定72本

限定30本 限定30本


