
商品コード11206
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12 Basic Items（330㎖）～定番12商品～

沼津ラガー
商品コード96015

修善寺ヘリテッジヘレス

商品コード15167

シングルテイクセッションエール
商品コード15645

わびさびジャパンペールエール

商品コード15156

レッドローズアンバーエール

商品コード96014

ウィートキングウィット

商品コード15159

帝国IPA

商品コード68184

島国スタウト

商品コード15156

アングリーボーイブラウンエール

商品コード15161

ライジングサンペールエール

商品コード15166

黒船ポーター

商品コード15164

スルガベイ インペリアルIPA

Limited Edition （330㎖） ～限定品～

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。

ベアードビールは深い愛情とビール醸造の歴史、伝統、文化に対する尊敬の念から生まれた家族経営のブルワリーです。
モットーは「ビールを祝福する」。

ソフトでやさしく、クリーンなあと味 丸みのあるバランスの良いゴールデンラガー

ベルギー酵母のスパイシーで爽やかな風味 簡素で清澄な趣を追求したハーブ感のある味わい

リッチでモルティながらきりっとドライ 束の間のモルトの甘さと予測できないホップの苦み

爽快でフルーティ、健やかな清涼感 いきいきと爽快感のある柑橘系のホップの個性

ホップとモルトの個性が大胆に絡み合う シルクのようにスムーズでビタースウィート

漆黒のドライさと香ばしいスモーキーなアロマ まるで夜空を鮮やかに彩るホップの花火大会！

商品コード153601）

初醸造インディアペールラガー

2020年初醸造は５種類のホップを使ったホッ
ピーなインディアペール

商品コード153603

大工さんのみかんエール

フレッシュな地元のみかんを使った、いきいき
と弾けるような柑橘系フルーツの個性



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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それぞれのテロワールの特長を表現し、シリーズを試し終わったときには、ス
ペイン全土を旅したような気分にさせるカサ・ロホの「ワイン・グル シリー
ズ」。エチケットには、ワインを飲んだときに得る感覚をユーモアに描いてい
ます。

カヴァ
モルト ネグレ NV
[DO CAVA]
ほんのりとピンク色がかったカ
ヴァ。他とは違う、しっかりとし
た味わいを併せ持つスパーク
リング界の厄介者。（＝Black 
Sheep)

商品コード900334

マキノン2016
[DOQ PRIORAT]
プリオラート地域では唯一のデメ
テール公認。フレッシュなアジア
ンスパイスが香り豊かなミネラル
感を引き立てます。

商品コード900140

ジ インビジブル マン 2015
[DOC RIOJA]
「ジ インビジブル マン」は、リオハ・アルタのテンプラ
ニーリョ種への敬意を表しています。上品で、果実味
と複雑味の調和を感じさせる、紳士のワイン。

商品コード900210

商品コード900276

アレクサンダーＶＳハムファクトリー 2015
[DO RIBERA DEL DUERO]
トースト、タバコ、リコリスといった香り。ワインが
開いてくると熟した果実香が表れ、口に含むと
力強くかつ丸みのある味わいが広がります。

エル ゴルド デル
シールコ 2016
[DO RUEDA]
これほどボリュームがある白はない！
申し分のないアロマ！たっぷりと
太陽を浴びたD.O.ルエダの中心地、
ラ・カセ地区のヴェルデホ。

商品コード900211

ラ マリモレーナ 2017
[DO RIAS BAIXAS]
ブラッドオレンジ、ワイルドポメロ、ドラ
イパイナップルの風味が重なり合いま
す。ミネラル感と、余韻のある白ワイン
です。

商品コード900277

ジ オレンジ リパブリック 2016
[DO ＶＡＬＤＥＯＲＲＡＳ]
ワインの名は、5haの古いゴデッロの畑を
囲む、何千本ものオレンジの木に由来。
洋ナシ、アプリコット、そして桃のアロマが
嗅覚を満たし、口中は、ユニークな旨みに
包み込まれます。

商品コード900014

ラドロン 2017
[DO BIERZO]
樹齢130年の古木から収穫したメンシアで造られる、
他とはまったく被らない個性的なワイン。ミネラルを
感じ、口中にはまさに赤系果実やラズベリージャムの
風味が広がります。

商品コード900278



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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「パラハ ラ ラハ」はスペイン・ムルシア州にある地域の名前。特に素晴らし
いモナストレル種が育つエリアです。ワインを通して、このテロワールがもた
らす、力強く生命力豊かな味わいをお楽しみください。

PARAJA
LA

RAJA

ハル 2017
大好きな日本を想って「HARU（春）」と命名さ
れたロゼ。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。
【総生産本数：7,572本】

商品コード900212

マッチョ マン モナストレル 2017
[DOP JUMILLA]
カサ ロホのアイコン的ワイン。このモナストレル
は、最良の地フミリア地方を南下したラ・ラハ渓
谷から生まれます。野生のみずみずしいダーク
プラム、マルベリー、そしてチェリーパイの香り
が弾けるパワフルな赤です。フレンドリーで愛お
しいマッチョ。

商品コード900382ミナミ 2016
２０１６年がファーストヴィンテージ。標高900ｍ
で栽培されるシラー100％で造られる赤ワイン
で、ラ・ラハ地区のテロワールを誠実に反映して
います。地中海エリアで造られるシラーの中で
最もエレガントといっても過言ではありません。
【総生産本数：7,980本】

商品コード900383

お年玉キャンペーン！
〈お年玉 その1〉

同一名銘柄5本お買上げでさらに1本＆CASA ROJOソムリエナイフ1個

プレゼント！

〈お年玉 その2〉

同一名銘柄10本お買上げでさらに2本プレゼント＆非売品
アイテム1セット＆ワイングラス6脚付！

［ワイングラススペック：内容量270ml 直径56mm×高さ201mm］

マッチョマン・トートバッグ
CASA ROJOソムリエナイフ
特製ワインストッパー

※適用条件＆期間：商品一括納品に限ります
適用期間は1月末迄



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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＜爽快＞ 南部美人 純米酒 しぼりたて生原酒

フレッシュでフルーティー、そして瑞々しく凛とした味わいは、まさにこの時期の新酒しぼりたてでし
か味わえない初冬の贅沢です。洗練されたシャープな味わいの中に感じる米の旨みをお楽しみください。

■蔵元：南部美人（岩手県） ■原料米：五百万石 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17度

720ml：商品コード181379 1800ml：商品コード181378 

いずれの商品も保管は冷蔵庫でお願いいたします。

＜爽快＞ 谷川岳 純米 しぼりたて

新酒ならではの華やかさと、超辛口の特徴である米の旨味と心地よい辛味が絶妙に調和された味わいで
す。
■蔵元：永井酒造（群馬県） ■原料米：五百万石 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード153437 1800ml：商品コード153439 

＜爽快＞ 富久長 辛口純米 しぼりたて本生

超軟水仕込みの柔らかく消える辛口生酒。繊細な香りの料理も引き立てるので、特に和食との相性は抜
群です。
■蔵元：今田酒造本店（広島県） ■原料米：山田錦、中生新千本 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード119112 1800ml：商品コード119111 

＜華やか＞ 角右衛門 純米しぼりたて生酒 直汲み

小川酵母による淡麗＆芳醇なキャラクターによる、まとまりのよいフレッシュさがありありと表現され
ています。
■蔵元：木村酒造（秋田県） ■原料米：秋田県産めんこいな ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17.3度

720ml：商品コード101786 1800ml：商品コード101785

＜華やか＞ 吾有事（わがうじ）純米吟醸 初絞り生

はつらつとした柑橘系果実を思わすフレッシュな香り、上品な米の旨味は優しい甘さを感じながらもク
リアでとてもいきいきとした味わい。※噴き出す可能性がありますので、開栓の際はご注意ください。

■蔵元：奥羽自慢（山形県） ■原料米：出羽燦々 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード181405 1800ml：商品コード181404 

＜華やか＞ 播州一献 七宝 純米 無濾過生原酒

ジューシーなコクながら鮮やかなキレがあり、心地よく杯を重ねられます。食中酒にもぴったりです。

■蔵元：山陽盃酒造（兵庫県） ■原料米：兵庫県産北錦 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード119011

＜華やか＞ 播州一献 七宝 純米 無濾過 澱絡み生

フレッシュなマスクメロンのような甘み、柑橘を思わせる酸、澱のまろやかな舌触りと微発泡…今だけの
特別な味わいです。
■蔵元：山陽盃酒造（兵庫県） ■原料米：兵庫県産北錦 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード119013

＜華やか＞ モダン仙禽 無垢 生

香り華やかでとってもジューシーな味わいは、冷やして飲むとより一層美味しさが引き立ちます。西洋
料理や肉料理と。
■蔵元：せんきん（栃木県） ■原料米：ドメーヌさくら・山田錦 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：15度（原酒）

720ml：商品コード119260 1800ml：商品コード1 119209

＜華やか＞ 仙禽 雪だるま しぼりたて活性にごり生酒

山田錦の豊満さとキレが加わり、上品な甘みと発泡のキレが相まって実に心地よいフィニッシュ。一切
引っ掛かりがなく、どこまでもスムーズ。

■蔵元：せんきん（栃木県） ■原料米：ドメーヌさくら・山田錦 ■精米歩合：麹：50%、掛：60% ■アルコール度
数：13度（原酒）
1800ml：商品コード119154 



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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＜バランス＞ 穏 純米吟醸 しぼりたて生

メロンのような上品な香り。爽やかな酸味、抜群のキレの良さ、みずみずしくジューシーな味わいとバ
ランスの良い仕上がりです。

■蔵元：仁井田本家（福島県） ■原料米：美山錦(有機栽培) ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17度

720ml：商品コード197170 1800ml：商品コード197169 

いずれの商品も保管は冷蔵庫でお願いいたします。

＜バランス＞ 万齢 裏 冬の酒

冷酒ではシャープに旨味が入り、燗にすると旨味、甘みがグッと際立ち、山田錦の甘味がたっぷり楽し
めます。■蔵元：小松酒造（佐賀県） ■原料米：山田錦 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：15度

1800ml：商品コード153629

＜ジューシー＞ 仁井田本家 しぜんしゅ 生しぼり

自然酒の良さを残しながら、甘みを抑え、生もと仕込みの酸が程よく米の旨みを引き立てています。

■蔵元：仁井田本家（福島県） ■原料米：自然栽培トヨニシキ （有機JAS） ■精米歩合：80％ ■アルコール度数：
16.5度

720ml：商品コード133055

＜ジューシー＞ 竹葉 純米しずく

米の旨味とキレを引き出した「純米酒」のしぼりたてのフレッシュさが味わえる数量限定のプレミアム
な純米酒です。■蔵元：数馬酒造（石川県） ■原料米：能登産五百万石 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：18度

720ml：商品コード160054

＜ジューシー＞ 惣誉 初しぼり

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楽しめ
ます。■蔵元：惣誉酒造（栃木県） ■原料米：特A地区山田錦 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード153516 1800ml：商品コード153517 

＜ジューシー＞ 月山 純米吟醸 しぼりたて 無濾過生

超軟水の仕込み水で醸され、やわらかでほのかな香りが心地よい新酒です。

■蔵元：吉田酒造（島根県） ■原料米：佐香錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード197162 1800ml：商品コード170613

＜ジューシー＞ 誠鏡 しぼりたて 純米原酒

出来たてならではのフレッシュな香りとジューシーな味わいをお楽しみ下さい。

■蔵元：中尾醸造（広島県） ■原料米：広島県産米 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード197164 1800ml：商品コード197163 

＜ジューシー＞ 独楽蔵（こまくら） 直汲み

ガス感と濃厚な旨味が相まって、爽やかでありながらも、溢れ出るようなジューシーな味わいが特徴の
1本。■蔵元：杜の蔵（福岡県） ■原料米：夢一献 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17度

720ml：商品コード153561 1800ml：商品コード153559

＜ジューシー＞ 玉川 純米吟醸 福袋 無濾過 生原酒

毎年恒例、玉川の純米吟醸新酒「福袋」が今年もやってきました。しぼりたての無濾過生原酒らしいフ
レッシュかつ太いボディと、そして玉川らしい素朴でドライな後味を残して引いていきます。

■蔵元：木下酒造（京都府） ■原料米：五百万石 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17～18度

720ml：商品コード160945 1800ml：商品コード160944


