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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。 

 

道後エール 
チョコレート・エール 
日本最古の温泉として全国的に知名度が

ある「道後温泉」の湯上がりビールとして定

着している「道後ビール」をベースに、ブ

ラックカカオパウダーを加えたフレーバー

ビール（酒税法では発泡酒）。ビターチョコ

レートとカラメル麦芽の心地よい苦味が絶

妙にマッチ。コクがありつつキリッとした飲

み口で、カカオの芳醇な余韻香が広がりま

す。 甘さが苦手な方でも飲みやすい仕上

がりです。 

▪醸造所：水口酒造（愛媛県） 

▪Alc.:5％ 

▪容量：200㎖ 

商品コード153739 

黄桜 
ビアショコラ 
オールモルトのビールに、ココアパウダー

でチョコレートの風味をプラスしたオリジナ

ルビール。リニューアルによりアルコール

度数も５％と飲みやすくなりました。コクの

あるベースのビールに、チョコレートの原料

であるココアパウダーを使用したビターチョ

コレート風味です。クラフトビールがお好き

な方に特別なビールとしてお勧めです。 

▪醸造所：黄桜（京都府） 

▪Alc.:5％ 

▪容量：330㎖ 

 

商品コード153677 

MEAT&MEET 
ミート＆ミート 20L樽 
毎日飲食店で生まれる様々な「出会い（meet)」。 

その「出会い」を乾杯する祝福のレッドエール！ 

皆で仲良くかぶりつく「お肉（meat)」を、 

さらに美味しくしてくれるようなスパイシー 

なＩＰＡです。 

▪醸造所：ベアードブルーイング（静岡県） 

▪Alc.:5％ 

▪容量：20L 

商品コード900199 

黄桜 
フレッシュチェリー 
ベルギーで人気の「チェリービール」を黄桜

が、オリジナル発泡酒として造りました。さ

くらんぼの果実を漬け込み、熟成させてい

ます。ルビーのような色合いにピンク色の

クリーミーな泡、春の陽気を想わせる甘

酸っぱい味と香りです。チョコレートやフ

ルーツはもちろん、シンプルな温野菜や牛

肉の赤ワイン煮と良く合います。 

▪醸造所：黄桜（京都府） 

▪Alc.:5％ 

▪容量：330㎖ 

 

商品コード153681 

保管は「要冷蔵」でお願いします 



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。 
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個性的でワクワクするアメリカのビールシーンと 
日本をつなぐ架け橋をめざす 

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 

▪醸造所：ファイヤーストーンウォーカーブリューイング（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 

▪醸造所：ファイヤーストーンウォーカーブリューイング（アメリカ） ▪スタイル：Hazy IPA ▪Alc.6.2% ▪IBU40 

商品コード106794 

ミラノ イタリアン ＩＰＡ 

DRINK IT EASY！ 
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！ 

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、余韻は長く
続きます。 

▪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％ ▪IBU：60 

商品コード：900255  

ストーン IPA 缶 355ml  

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。※要冷蔵 

▪醸造所：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 

ストーン ルイネーション IPA サンスフィルター 瓶 355ml  

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。 ※要冷蔵 

▪醸造所：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 



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900379 
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ソーヴィニヨンブラン特有の青りんご、グレープフルーツ、桃のシロップ漬けのような

アロマに、摘みたてのハーブを思わせる爽やかな香りが鼻を抜けます。しっかりとした

骨格とバランスの取れた味わいはシーフード、とりわけ甲殻類を使ったお料理によく合

います。 

□生産国/生産者：スペイン/カサ・ロホ □ブドウ品種：ソーヴィニヨンブラン □白 辛口 

CASA ROJO MUSSO Sauvignon blanc 

ムッソ ソーヴィニヨン・ブラン 2018 

商品コード900458 

輝きのある深いバーガンディーカラー。バルサミ

コの風味にミントの爽やかなノート。チェリーな

ど鮮烈な赤い果実のエレガントな香り。繊細なテ

クスチャーとしなやかなタンニンが魅力の、上品

でフレッシュな味わいのワイン。 

□生産国/生産者：スペイン/アブラ □ブドウ品種：カベル

ネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニョン、プティ・ヴェルド 

□赤 フルボディ 

HABLA №17 
アブラ  

ヌメロディエジシエテ 2015 

商品コード900459 

紫がかった深く濃いブラックチェリー色。すみれ

やライラックの花、カシス、グレープフルーツ、

そしてブルーベリーの様な香りに、白胡椒やバル

サミックなコクを感じるスパイシーなノート。シ

ルキーかつ、ヴェルヴェットのようなまろやかな

口当たり。  

□生産国/生産者：スペイン/アブラ □ブドウ品種：シラー 

□赤 フルボディ 

HABLA №18 
アブラ  

ヌメロディエシオチョ 2015 

新規取り扱いNZ産ワイン 『スパイヴァレー  ワイナリー』 

商品コード900464 

グレープフルーツ、フェイジョア、弾けるよう

なオレンジの皮のアロマ。シトラス、ハーブ、

そしてそれらに負けないほどのトロピカルフ

ルーツの風味が口中に広がります。豊かで心地

よい酸が持続する、エレガントな印象の白ワイ

ン。 

□生産国：ニュージーランド マールボロ 

□生産者：スパイヴァレー ワイナリー  

□ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン  

□白 辛口 

 SATELLITE  

Sauvignon blanc サテライト  
ソーヴィニヨン・ブラン 2019 

商品コード900465 

赤系果実、そしてスパイスの香りが立ちのぼり

ます。イチゴやラズベリー、レッドカラントな

どの赤い果実と、樽熟成由来のバニラのかすか

な風味が、バランスよくワインに溶け込んでい

ます。 

□生産国：ニュージーランド マールボロ 

□生産者：スパイヴァレー ワイナリー  

□ブドウ品種：ピノ・ノワール  

□赤 ミディアムボディ 

 SATELLITE  Pinot 

noir サテライト  
ピノ・ノワール 2018 

 

同一名銘柄11本お買上げでさらに1本プレゼント！ 
 

※適用条件＆期間：専用発注書からのご注文、商品一括納品に限ります 適用期間は2月末迄  

 

HABLA 同一名銘柄6本お買上げでさらに1本プレゼント！ 
 

※適用条件＆期間：専用発注書からのご注文、商品一括納品に限ります 適用期間は2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。 

ローダイでブドウ栽培を行って5代目のスティーヴとローリは、所有す

る土地とブドウの古木に対して、自らを執事のような存在とし情熱を注
いでいます。彼らが設立したワイナリー名「クリンカー ブリック」は、焼
きすぎたレンガ（ Over-fired bricks）が地面に落ちる音（ klink-ing）に由
来し、そのレンガを使用して家とワイナリーが建てられました。 

自社輸入カリフォルニアワイン 「クリンカー ブリック」 
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Old Vine Zinfandel series 
Klinker Brick  

Old Vine Zinfandel 

    クリンカー ブリック 
オールドヴァインジンファンデル2016 

クリンカー ブリックのフラッグシップ

的ワイン。使用されるジンファンデル

は18カ所の畑から。エリア特有の気候

からもたらされる、冴えたチェリーや

ラズベリーの香り。樽発酵によりワイ

ンに厚みが加えられます。低収量によ

る甘いタバコとココアのノートが、バ

ランスの良さと複雑さを醸し出してい

ます。 

□AVA：ローダイ 

□ブドウ品種：ジンファンデル100％ 

□赤 フルボディ 

商品コード900470 

           Marisa Vineyard  
Old Vine Zinfandel 

マリサ ヴィンヤード  
ジンファンデル2016 

樹齢91年、単一畑のブドウを使用。

はっきりとしたレッドチェリーや黒系

ベリーの香りが、わずかなユーカリや

シナモンの香りによって引き立ちます。

たっぷりとした口当たりで、ブルーベ

リー、香ばしいトースト、白胡椒の風

味が感じられます。余韻は長く、十分

な酸と適度なタンニンが、ワインに丸

みを与えています。 

□AVA：ローダイ 

□ブドウ品種：ジンファンデル100％ 

□赤 フルボディ 

商品コード900472 

Old Ghost Old Vine Zinfandel 

オールド ゴースト ジンファンデル2016 

樹齢100年以上の古木のブドウから造られる、ワイナ

リーのその年ベストなジンファンデルを象徴するワイ

ン。ブラックベリー、アニス、クローブ、エキゾチッ

クなスパイスの香り。この区画の畑から収穫される小

さなブドウの実は、より果皮が厚く、なめらかであり

ながらしっかりとしたタンニンとストラクチャーをワ

インに与えます。Tボーンステーキやラムのグリルとお

楽しみください。 

□AVA：ローダイ 

□ブドウ品種：ジンファンデル100％ 

□赤 フルボディ 

商品コード900473 

—樹齢の高い古木から生まれる凝縮感—  



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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新規取り扱いキャンペーン 
 

同一名銘柄6本お買上げでさらに1本プレゼント 

※適用条件＆期間：専用発注書からのご注文、商品一括納品に限ります 適用期間は2月末迄  

Klinker Brick Bricks and Roses 

ブリックス＆ローゼズ ロゼ2018 

美味しそうなメロン、グレープフルーツ、そしてみずみずしい花の香りが、口当たりのいきいきとし

た、爽やかな柑橘類とミネラル感に続きます。ツナ入りのニースサラダやローストチキン、ヤギの

チーズを使ったサラダとよく合います。 

□AVA：ローダイ □ブドウ品種：グルナッシュ38％、カリニャン30％、シラー24％、ムールヴェードル8％ □ロゼ 辛口 

商品コード900467 

Klinker Brick Brickmason Red Blend 

ブリックメイソン レッドブレンド2016 

赤系果実の深いアロマが、しっかりとしたタンニンと力強い構成の芳しいバニラのノートへ繋がりま

す。ブリックメイソンとは石工のことで、20世紀初頭、ローダイの農家のために建物を建てる際、クリ

ンカーブリック（レンガ）を敷いたことがワインの名に由来しています。 

□AVA：ローダイ □ブドウ品種：ジンファンデル80％、シラー10％、プティ・シラー、カベルネ・ソーヴィニョン各5％  

□赤 フルボディ 

商品コード900466 

Klinker Brick Cabernet Sauvignon 

クリンカー ブリック カベルネ・ソーヴィニョン2016 

ブラックベリー、香ばしいスパイス、クローブのアロマが幾重にも重なり、複雑な構成を生み出して

いるドライな赤ワイン。チェリーとレッドカラントの風味が、フレンチオーク樽由来のしっかりとし

たタンニンとよく相まって広がります。 

□AVA：ローダイ □ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニョン100％ □赤 フルボディ 

商品コード900468 

Klinker Brick Farrah Syrah 

ファラー シラー2015 

樹齢30年の単一畑のシラーから造られるこのワインは、プラム、カカオ、スモーキーなオークのアロ

マが、さりげないアーシーでフローラルな香りと共に感じられます。口に広がる活気のあるブラック

ベリー、アニス、エキゾチックなスパイスの風味。しなやかなタンニンと優れたバランス、長い余韻

が続くコクのある、新しいシラーをお楽しみください。肉料理に最適です。 

□AVA：ローダイ □ブドウ品種：シラー100％ □赤 フルボディ 

商品コード900469 

Klinker Brick 1850° 
 クリンカー ブリック 1850ディグリーズ2016 

ユニークなボルドースタイルのワイン。香り高いブラックカラント、リコリス、ちょっとした黒胡椒

のヒントが、そそられるアロマを作り出しています。口に含めばラズベリーやプラム、シナモンと

いったスパイスが密に幾重にも広がります。余韻はスムーズでエレガント。1850°とはクリンカーブ

リック（レンガ）が焼かれるときの温度です。 

□AVA：ローダイ □ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニョン60％、プティ・シラー30％、ジンファンデル10％  

□赤 フルボディ 
商品コード900471 



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＞ 陸奥八仙 芳醇超辛 純米 生 

飲んだ直後に酸と豊かなコクがしっかりと伝わり、気が付けば超辛口の名の通りの切れ味を残して引いていきます。「香り
のある超辛口」という一味違った味わいの1本です。 

■蔵元： 八戸酒造（青森県）   ■原料米：華吹雪/まっしぐら  ■精米歩合：55％/65％  ■アルコール度数：16度 

1800ml：商品コード181435  

720ml：商品コード153658  1800ml：商品コード153657  

＜爽快＞ みいの寿 三井の寿 冬純米活性にごり Neve（ネーベ） 生  

Neve（ネーベ）とは、イタリア語で雪のこと。置いておくと滓（おり）が沈み、見た目はまるでおもちゃのスノーボールのようです。
酒質はにごり酒ですが、スッキリとした飲みやすいタイプですので、女性や日本酒初心者に特にオススメです。 

■蔵元： みいの寿（福岡県）   ■原料米：夢一献  ■精米歩合：60％  ■アルコール度数：14度 

720ml：商品コード119168   1800ml：商品コード119167  

＜爽快＞ 真野鶴 雪見で一杯 しぼりたて 純米生酒 

尾畑酒造が造る少量限定の冬季限定しぼりたて純米生酒。佐渡を代表する冬の味覚、寒ブリやアンコウ、鱈などとよく
合います。冷やして美味しくいただけますが、ボリューム感が欲しい場合は常温でお試しください。 

■蔵元： 尾畑酒造（新潟県）   ■原料米：―  ■精米歩合：60％  ■アルコール度数：16.5度 

1800ml：商品コード146404  

＜ジューシー＞ 福小町 純米 しぼりたて 生原酒 

しぼりたて特有のフレッシュな香り、新米で仕込んだ純米酒ならではのコクのある味わいが自慢です。花冷え（約10℃）で
お飲みいただくのがおすすめです。 

■蔵元： 木村酒造（秋田県）   ■原料米：秋田県産米  ■精米歩合：60％  ■アルコール度数：16.5度 

＜ジューシー＞  陸奥八仙 赤ﾗﾍﾞﾙ 特別純米無濾過生原酒 

香りはやさしく、甘酸っぱいベリー系。微炭酸を感じさせる口当たりから濃厚ジューシーな旨みを、程よい渋みと苦み、そし
てややドライな辛さがしっかりとまとめています。 

■蔵元：八戸酒造（青森県）  ■原料米：華吹雪/まっしぐら  ■精米歩合：55％/60％  ■アルコール度数：16度 

1800ml：商品コード181436  

＜ジューシー＞ 竹葉 純米しずく 

能登の水田環境特A地区で栽培した契約農家の「能登五百万石」を使用。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1本です。冷やして、ワイングラスでお召し上がりください。 

■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＞ 竹葉 能登純米しずく 

冬季数量限定 人気銘柄「能登純米」の直汲み生原酒。ジューシーな旨味の一方、きれいな酸と締まりがあるので、
一口ごとに新鮮さを楽しむことが出来ます。しっかりとした米のコクと鮮明な味わい、心地よい余韻をお楽しみください。 

■蔵元： 数馬酒造（石川県）   ■原料米：能登産山田錦100％  ■精米歩合：55％  ■アルコール度数：17度 

720ml：商品コード160055   

＜ジューシー＞ 純米吟醸 生原酒 松美酉（まつみどり） 

控えめな香りと柔らかな飲み口はけの良い後味で、基本に忠実に「松美酉」らしいお酒に仕上がりました。食中に合わ
せやすい限定酒です。 

■蔵元： 中沢酒造（神奈川県）   ■原料米：美山錦  ■精米歩合：55％  ■アルコール度数：17～18度 

720ml：商品コード161043  1800ml：商品コード161042  

＜華やか＞ 閃 特別純米 生原酒 30BY 

生原酒ならではの鮮明なフレッシュさ。口に含むとフルーティーな香りと舌に絡みつく酸味のある刺激が感じられます。 
■蔵元：数馬酒造（石川県）   ■原料米：石川門  ■精米歩合：60％  ■アルコール度数：―度 

720ml：商品コード114517 1800ml：商品コード114516 
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いずれの商品も保管は冷蔵庫でお願いいたします。 

＜華やか＞ 若駒 五百万石80 無加圧採り 無濾過生原酒 

青林檎やスペアミント、青さの残るバナナのようなほのかな香り。微炭酸のピチピチとした口当たり、密度の高いややトロ
みのある飲み口。低精白のお酒ながら透明感があり、たっぷりとした旨みも同時にお楽しみいただけます。 

■蔵元：若駒酒造（栃木県）   ■原料米：五百万石  ■精米歩合：80％  ■アルコール度数：17度 

720ml：商品コード181442 1800ml：商品コード181441   

＜華やか＞ 仙禽 初槽 直汲み あらばしり 

槽口から垂れるしずくを空気にふれる事無く、並行して瓶に直汲みをしています。搾り工程で採取される前半部分「あらば
しり」。みずみずしいフルーツフレーバーと蜜のようなリッチな甘味。仙禽の新酒らしいジューシー＆フルーティー。 

■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％/60％ ■アルコール度数：15度 

1800ml：商品コード119318  

＜華やか＞ 仙禽 初槽 直汲み なかどり 

搾りの中間の部分「中取り」。｢あらばしり｣よりやや薄い澱がらみです。ガス感のあるピチピチしたフレッシュ感。瑞々しく
ジューシーながら、ゴージャスな甘味・旨味と爽やかな酸味が上手くバランスしてまとまりのよい味わい。 

■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％/60％ ■アルコール度数：15度 

1800ml：商品コード119320   

＜華やか＞ 仙禽 初槽 直汲み せめ 

搾りの終盤部分「せめ」。搾りの圧力が強くなるので、ジューシー感もありつつお米の旨味をしっかり感じます。雑味は殆ど
なく落ち着いた味わいで、澱がない分比較的軽快な仕上がりです。仄かな苦味・渋味がいいアクセント。 

■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％/60％ ■アルコール度数：15度 

1800ml：商品コード119322   

＜華やか＞ 三井の寿 純米吟醸 山田錦 60 バトナージュ 

ワインの製法バトナージュ（オリを接触させたまま静地しておく製法の際にバトンでオリをかき混ぜる事）を取り入れた日本酒。
ワインのような綺麗な酸と、山田錦の上品なでボディのある旨味が見事にマッチした、ワイングラスで飲みたくなる味わい。 

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

720ml：商品コード181283 1800ml：商品コード181282   

＜華やか＞ 三井の寿 純米大吟醸 愛山 

少数限定醸造。落ち着いた吟醸香で、愛山ならではの上品で柔らかな旨みが特徴。とても贅沢な一本です。 

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

720ml：商品コード153660 1800ml：商品コード153659   

＜旨口＞ 土田 はつしぼり 生酛純米酒 壱  

新酒「壱」は低精白のお酒です。穏やかな米由来の香りと、乳酸のヨーグルト的な香り。味わいは濃厚ながらしつこさを
感じません。冷酒~燗酒までお楽しみいただけます。 

■蔵元：土田酒造（群馬県）   ■原料米：群馬県産米 ■精米歩合：９0％ ■アルコール度数：16度 

1800ml：商品コード153582   

＜旨口＞ 三代目長良川 搾りたて 純米吟醸無濾過生原酒 

海外向けに仕込まれた「長良川三代目シリーズ」。華やかな吟醸香にしっかりとした旨みがあるスーパーフレッシュ原酒。 

■蔵元：小町酒造（岐阜県）   ■原料米：ひだほまれ ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16～17度 

720ml：商品コード180305 1800ml：商品コード180304   

＜旨口＞ 川鶴 特別純米 限定生原酒 

2つの米の持ち味がマッチした、旨み、透明感のある甘み、清々しいキレ、酸が綺麗に調和した表情豊かな味わい。 

■蔵元：川鶴酒造（香川県）   ■原料米：岡山県産山田錦 /讃州オオセト ■精米歩合：50％/55％ ■アルコール度数：17度 

720ml：商品コード180385 1800ml：商品コード180384  


