
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。

今年のさくらの開花は早め！？⁉

春を感じるビールで乾杯！
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桜はるいろ 310ml

【限定240本】ブルワリーの敷地内に咲

く桜のエキスを使用した、上面発酵タイプで
す。ほんのりと感じる甘味からは、桃やレモ
ンなどのフルーティーな味わいがあり、その
後に程よい酸味とホップの苦みが追いかけま
す。
※副原料として桜エキスを使用しているため酒税法上の
区分けは発泡酒となっています。

商品コード 130588

■原産国：日本 新潟県 ■醸造所：新潟麦酒
■Alc.:4.5％

サンクトガーレン さくら 330ml

【限定120本】「天下第一の桜」と称

される長野県伊那市高遠の桜の花と葉を使
った、桜餅風味のビール。苦味の基になる
ホップの使用は抑え、高遠の桜の花びらと
葉で風味付けをしました。
※副原料として桜エキスを使用しているため酒税法上
の区分けは発泡酒となっています。

商品コード 82910

■原産国：日本 神奈川県 ■醸造所：サンクトガーレン
■Alc.:5％

黄桜 抹茶 330ml
【3月中旬発売】京都の名水「伏水」仕

込み。天然由来の自然な色合いと、宇治抹
茶のほのかな苦み。食事にも合わせやすい
味わいです。
※副原料として抹茶を使用しているため酒税法上の
区分けは発泡酒となっています。

商品コード 153784

■原産国：日本 京都府 ■醸造所：向蔵
■Alc.:5％

トレ・ピュウ・ドゥエ 750ml

【オーガニック/ビーガン認証】
軽めのビールながら余韻は十分に長く、
ホップの苦みやコクが満足感を与えま
す。コリアンダーやオレンジピールか
ら感じられるスパイシーさが特長です。
■原産国：イタリア
■醸造所：トレンタ・ドゥエ・ヴィア・デイ・
ビッライ■ Alc.: 3.2％

オッパーレ 750ml

【オーガニック/ビーガン認証】
ホップをしっかり感じる淡色ビール。
草、熟したパイナップルの香りにキャ
ラメルとトフィーの調べ。舌の奥で感
じられる苦みのバランスが取れた味わ
いです。
■原産国：イタリア
■醸造所：トレンタ・ドゥエ・ヴィア・デイ・
ビッライ■ Alc.: 5.5％

商品コード 900426

レッドドット モンスター
グリーン ラガー 330ml

ビタミン類、ミネラル、アミノ酸、植物
繊維など50種類以上の栄養成分を含むス
ーパーフードの王様・スピルリナを配合
した、Reddotを代表する目にも鮮やかな
緑色のビール。
※副原料としてスピルリナを使用しているため酒税
法上の区分けは発泡酒となっています。

商品コード 106156

■原産国：シンガポール ■醸造所：レッドドット
■Alc.:5％

商品コード 900441

いわて蔵 桜嵐IPA～Pink Tyhoon～330ml

【限定60本】日本らしいビールというコンセプトでJapase Herb Ale 

Sansyo山椒の姉妹品、桜の香のする新しいIPAを醸造しました。香料など一切
使用しておらず、自然の香りです。さくらもちも思い浮かべる新しい香りのビ
ール。

商品コード 151008

■原産国：日本 岩手県 ■醸造所：世嬉の一酒造 ■Alc.:6％
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商品コード900028

【オーガニック】淡い黄色。レモングラスとレモンピールの香り。醸造過程で生じる炭酸を再注入する、最新技

術によって生み出されるきめ細かい泡。口中では、複雑で繊細な白い華やサクラ、新鮮なリンゴ、サンザシのア

ロマが広がります。日本のサクラの時期を一緒にお祝いしたいという想いで誕生したスパークリングワインです。

□生産国/生産者：フランス/ファミーユ・ファブル □ブドウ品種：ピノ・ノワール80％、ソーヴィニヨン・ブラン20％ □白 泡 辛口

L’INSTANT BULLE 

ランスタン ビュル ブリュット

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。

・・・・・・春に飲みたいフレッシュ＆フルーティなワインを集めました・・・・・・

【オーガニック】輝きのある明るい麦わら色。桃や香り高い黄色いリンゴの、心地よいかすかな香り。程よい甘

味があり、繊細な泡によってフレッシュ感がよみがえります。持続性のある花のような風味のフィニッシュ。食

後や単独で楽しむのは勿論、カスタードやジャム、チーズを使ったケーキやパイと抜群の相性です。

□生産国/生産者：イタリア/カンティーナ・オルソーニャ □ブドウ品種：モスカート □白 泡 やや辛口

La Pirale moscato

spumante dolceラ ピラーレ モスカート スプマンテ ドルチェ 2016

ルビーのように輝く深みのあるピンク色。ストロベリーやラズベリーといった赤系果実のアロマが快く、鮮明な

色合いと果実の香りがハーモニーとなって、飲む人を楽しませてくれます。生の貝類や白身の肉類、とりわけパ

スタとよく合います。また、ピザとの相性もお試しください。

□生産国/生産者：イタリア/カンティーナ・プロジェッティディヴィーニ □ブドウ品種：ラボッソ □ロゼ 泡 辛口

CUVÉE  ROSÉ  Extra 

Dryキュヴェ ロゼ スパークリング エクストラ ドライ

【オーガニック転換中】澄んだピンクグレープフルーツ色。芳しくフルーティで気軽に飲めるタイプです。後味

には、桃を感じるフレッシュなシェリーの様な生き生きとした風味があり、柑橘類やチェリーを思わせる軽い酸

味を伴います。野菜を使った軽い前菜、ソーセージやミート・パイ、特にシーフード料理との相性は抜群です。

□生産国/生産者：フランス/シャトー・モントー □ブドウ品種：グルナッシュ50％、サンソー40％、シラー10％ □ロゼ 辛口

L’OASIS  Rosé

ロアシス ロゼ 2015

ステンレスタンクで長期低温発酵させ、明るさとフレッシュさを得ます。かわいらしい桃色。ザクロ、新鮮なイ

チゴ、スイカズラの魅惑的な香り。密度がありバランスの良い余韻が感じられます。ヤギのチーズ、軽めのサラ

ダ、貝類と好相性。スクリューキャップ。

□生産国/生産者：ニュージーランド/グッドカンパニー □ブドウ品種：ピノ・ノワール、ピノ・グリ □ロゼ 辛口

GOOD COMPANY 

Roseグッド カンパニー ロゼ 2018

※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3月末迄

商品コード900068

商品コード102689

商品コード900269

商品コード98653
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商品コード900124

【オーガニック転換中】軽やかな微発泡がさわやかさ

を引き立てます。デザートとの相性は完璧!またフ

レッシュなチーズともよく合います。

□生産国/生産者：イタリア/カッシーナ・アルベルタ

□ブドウ品種：モスカート100％

□白 微発泡 柔らかな甘口

モスカート ダスティ DOCG 2017

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98354

【オーガニック＆ビーガン„未認証‟】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。

□生産国/生産者：アルゼンチン/カサ・モンテス

□ブドウ品種：シャルドネ70％、ヴィオニエ20％、ピノ・ノワール

10％ □白 泡 辛口

エスプマンテ アンパカーマ EX ブリュット 2015

商品コード104103

【オーガニック転換中】フレッシュで繊細、長くアロ

マを感じます。前菜や、シーフード、白身の肉、そし

てアジアの料理などと共にお楽しみください。

□生産国/生産者：フランス/シャトー・モントー

□ブドウ品種：ロール50%、セミヨン40％、ユニ・ブラン10％

□白 辛口

シャトーモントー ブラン 2015

商品コード900176

パイナップル、シトラス、桃などと、繊細なオークの

香り。質感のある熟した果実の味わい。ローストチキ

ンやフィッシュ＆チップス、牡蠣と素晴らしい相性を

見せてくれます。スクリューキャップ。

□生産国/生産者：ニュージーランド/グッドカンパニー

□ブドウ品種：シャルドネ

□白 辛口

グッド カンパニー シャルドネ 2017

商品コード98652

【オーガニック転換中】飾らない上品さと、フルー

ティな香り。レモンとライムのアロマ。余韻には、わ

ずかにヘーゼルナッツやトーストを感じます。野菜を

使った前菜、白身の肉やアジア料理と好相性です。

□生産国/生産者：フランス/シャトー・モントー

□ブドウ品種：ロール60％、セミヨン40％

□白 辛口

ロアシス 白 2015

商品コード102691

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。

□生産国/生産者：イタリア/カンティーナ・プロジェッティディ

ヴィーニ

□ブドウ品種：グレラ

□白 微発泡 辛口

プロセッコ トレヴィーゾ フリザンテ

商品コード98654

【オーガニック転換中】様々なスパイスとサンダル

ウッドの香り。柔らかなタンニンの、バランスの良い

味わい。アペリティフには軽く冷やして。牛肉の煮込

みやクリーミィなチーズと合わせて。

□生産国/生産者：フランス/シャトー・モントー

□ブドウ品種：グルナッシュ50％、シラー30％、カベルネ・ソーヴィ

ニヨン15％、ムールヴェードル5％ □赤 ミディアムボディ

ロアシス 赤 2012

商品コード900219

【オーガニック/ビーガン】ブドウ自体が持つ濃厚さ

が、プルーンやマラスキーノチェリーのジャム、シナ

モン香と共に、ほのかなミネラル感と相まって感じら

れます。 ボリューミーでありながら繊細で濃厚。

□生産国/生産者：イタリア/アマストゥオーラ

□ブドウ品種：プリミティーヴォ100％

□赤 フルボディ

アマ プリミティーヴォ 2015

※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3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。

1870年創業、135年以上の歴史を誇る名門「ヴィーニャ・エラス
リス」は、世界で最も優れたカベルネを生み出すという 、“カベル
ネの聖地”アコンカグア・ヴァレーをほぼ独占所有しています。世界的
にチリワインに対する需要が高まるにつれ、大手ワイナリーが「大量生
産による廉価なワイン」の輸出増を図るなか、エラスリスはチリのどの
ワイナリーにも先駆け、「ミシュランの星に認められる高品質ワイン」
を造り続けてきました。

【限定27口 お得なキャンペーン！】
お好きな組み合わせで24本お買上げにつき

「エラスリスロゴ入りリーデルグラス」1セット„12脚‟をプレゼント！
※適用条件：専用発注書からのご注文に限ります
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商品コード106694

グリーンがかった輝きのある淡いイエロー。パ

イナップルやパッションフルーツ等、トロピカ

ルフルーツの鮮烈な香りに、仄かにトースト香。

程よい味わいの深みもあり、長い余韻も楽しめ

ます。

□生産国 地域：チリ/カサブランカヴァレー

□ブドウ品種：シャルドネ100％

□白 辛口

エステート シャルドネ

商品コード119400

赤系と黒系果実の生き生きと豊かなフレーバーが

立ち昇ります。スパイス、トースト、ロースト・

コーヒー、バニラ。美しくジューシーな果実に溌

剌とした酸、緻密ながら力強いタンニン、ミネラ

ルが続きます。

□生産国 地域：チリ/アコンカグア・ヴァレー、マイポ・ヴァレー

□ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニョン100％

□赤 フルボディ

エステート カベルネ・ソーヴィニョン

商品コード134490

ライトイエロー。アロマティックで濃厚な香り。

ライム、シトラス、グレープフルーツにグリー

ン・チリペッパーのようなハーベイシャスな印

象もあり、清々しく華やか。テロワールの特徴

でもあるミネラルが綺麗に味わいを形作ってい

ます。

□生産国 地域：チリ/カサブランカヴァレー

□ブドウ品種：ソーヴィニョン・ブラン100％

□白 辛口

マックス レゼルヴァ ソーヴィニヨン・ブラン

商品コード118559

熟した柑橘系の果実、リンゴ、洋ナシの香りに、

上品なトースト香やビスケットの複雑な香り。

完熟したまろやかな果実味。バランスの取れた

しなやかな酸と細やかだが力のあるミネラルが

伸びやかに広がり、長い余韻へと続きます。

□生産国 地域：チリ/アコンカグア コースタ

□ブドウ品種：シャルドネ100％

□白 辛口

アコンカグア コースタ シャルドネ

商品コード119431

明るいルビー色。プラムやラズベリー、ブラッ

クベリー等の赤黒系果実の香りにミントやハー

ブ、コーヒーやトーストのタッチ。質感はベル

ベッティで親しみやすさもありながら、硬質な

滑らかさが広がり品位を感じさせます。

□生産国 地域：チリ/カサブランカヴァレー

□ブドウ品種：ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ89%、ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ3%､

ｶﾍﾞﾙﾈ･ﾌﾗﾝ8%

□赤 フルボディ

マックス レゼルヴァ カベルネ・ソーヴィニヨン

商品コード118879

熟したベリー類の香りに、バラや牡丹などのフ

ローラル香が印象的。クローヴやカルダモンのよ

うなスパイスのニュアンスを伴って層をなすよう

に広がります。ふくらみのあるソフトな果実味。

伸びやかな酸味に冷涼な気候を思わせる、しなや

かなタンニンが上品に感じられます。

□生産国 地域：チリ/アコンカグア コースタ

□ブドウ品種：ピノ・ノワール100％

□赤 フルボディ

アコンカグア コースタ ピノ・ノワール
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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。

武勇 八百万ノ魚専用 ひたち錦

純米吟醸 滓絡み 生原酒
□蔵元：武勇（茨城県） □原料米：茨城県産 ひたち錦 □精米歩合：58％
□アルコール度数：15度原酒 □酒度/酸度：+0 / 1.6 □要冷蔵

1800ml：商品コード139860

魚達と本気で向き合っている方たちの為の酒はないものか？

そんな想いから魚介の宝庫である茨城県の武勇さんに御願いし
、 ご縁あって生まれたのがこのお酒です。 お米は茨城県産米“ひ
たち錦”、麹と酵母は茨城生まれの“丸福もやし”に“10号酵母”
そして醸す人も水もオール茨城。さらに「中取り」
と、いいとこ取りです。

【おすすめペアリング】

○冷酒～常温：薬味を用いたお刺身(わさびやしそ等)、

魚介のカルパッチョ、生牡蠣、青魚のエスカベシュ、

蟹や海老のクリームパスタ

○お燗（40度前後）：水炊き、魚の煮付、エビチリ、

白身魚のフリット、貝の酒蒸し

竹葉 八百万乃肉専用 生酛
純米生原酒
□蔵元：数馬酒造（石川県） □原料米：特別栽培米 ゆめみづほ □精米歩合：70％
□アルコール度数：18度 □酒度/酸度：+2.5 /2.55 □要冷蔵

1800ml：商品コード134331

能登の畜産業と農業のみなさん、そして
気鋭蔵の数馬酒造さんがお互いの資源を循環させ、若き当主

数馬嘉一郎さんと柴田屋の肉好き達が「肉に合うお酒」を突
き詰めて造った逸品です。減農薬特別栽培農家さんが作る能
登産ゆめみづほを使用。軽快かつ血合いにも合う酸をたたえ、
肉類のタンパク質や濃い味にもしっかりペアリングする、
深くボディのある旨味が特長です。

【おすすめペアリング】

鶏、豚、牛、ジビエ、 ソーセージ、パテ、生ハムなどの

加工肉



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。

7

季楽 純米霞（かすみ）酒 桜

春一番に舞う花びらのようなさらりとした飲み心地が心地よい霞酒（滓分1％未満）です。ほんのりと温めてもまた、格別な
味わいです。

■蔵元： 菊の司酒造（岩手県） ■原料米：ひとめぼれ他 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：15～16度

720ml：商品コード146812 1800ml：商品コード146811 

720ml：商品コード146601 1800ml：商品コード146600 

水芭蕉 春酒 純米吟醸

農家から蔵人すべてが地元の人間で一人一人の思いを込めた一滴、一粒のお酒。すべてが地産づくしの川場村のテ
ロワールを表現した旪シリーズの逸品です。ほのかな旨味と上品でスッキリとした後口。

■蔵元： 永井酒造（群馬県） ■原料米：五百万石（群馬県川場村産） ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード146826 1800ml：商品コード146825 

百十郎 純米吟醸 桜 無濾過生原酒

白桃やシトラスの清々しいアロマが広がる、清涼感溢れる春の食中酒。フレッシュでピュアな旨みとしなやかな酸が調和
し、洗練された爽やかさが持続します。

■蔵元： 林本店（岐阜県） ■原料米：― ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度

川鶴 純米吟醸 限定生原酒 雄町

雄町米がもたらす特有のコクと味幅、深みを表現しました。程よい酸味も楽しめるバランスのとれた、ふくよかで心地よい
味わいをお楽しみください。

■蔵元： 川鶴酒造（香川県） ■原料米：雄町 ■精米歩合：58％ ■アルコール度数：17度

陸奥八仙 赤ﾗﾍﾞﾙ 特別純米無濾過生原酒

フレッシュな飲み口に完熟フルーツを思わせるインパクトのある味わい。うまみたっぷり、口からこぼれ落ちそうなボリューム
感は圧倒的。鮮やかな酸味と軽めの甘さが、絶妙のバランスで口中に広がります。

■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

富久長 純米吟醸 八反草 直汲み本生

八反系酒米のルーツであり、富久長の顔とも言える八反草を使用。料理の香りと共存できる吟醸香。口当たりは柔らか
で、八反草ならではの旨味、酸味を感じます。スカッと切れる後口の良さも魅力です。

■蔵元： 今田酒造本店（広島県） ■原料米：八反草 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16度

富久長 純米吟醸 美穂（びほ）直汲み本生

蔵元・今田美穂さんの名前を冠した「美穂（びほ）」。味わいありつつもアミノ酸を低く仕上げることで、軽やかな飲み心地
にしあがりました。超軟水仕込みで隅々まで柔らかく、和食に特によく合います。

■蔵元：今田酒造本店（広島県） ■原料米：麹米山田錦/麹米八反錦 ■精米歩合：50％/60％ ■アルコール度数：16度

結ゆい 純米吟醸 やまだにしき
山田錦を純大クラスの50%まで磨き、洗米から製麹、低温醪管理まですべて丁寧な吟醸造り。鼻腔をくすぐる華やかな
香り。キレイで可憐な旨みがスムーズに広がり、後ギレも良くフレッシュさ満点の一本です。

■蔵元： 結城酒造（茨城県） ■原料米：兵庫県産特等米 山田錦 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16～17度

720ml：商品コード116437 1800ml：商品コード96718

播州一献 純米吟醸 スプリングシャイン
爽やかで綺麗な春風のように、軽快な口当たり。控えめながらも主張のある甘みと、スッキリさを演出してくれる酸。度数
は食中酒としても飲みやすい少し軽めの15度に設定されています。

■蔵元：山陽盃酒造（兵庫県） ■原料米：東条町吉川産山田錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15度

720ml：商品コード146809 1800ml：商品コード146808 

720ml：商品コード181389 1800ml：商品コード181388 

720ml：商品コード161089 1800ml：商品コード118015

720ml：商品コード119328 1800ml：商品コード119327
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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。

まんさくの花 プレミアムエディション 純米吟醸 生原酒 荒ばしり

搾りの違いを愉しむ究極の飲み比べ「プレミアムエディション」。荒ばしりは搾り始めの段階のためうすにごりの酒質になり、
新酒のフレッシュな味わいが口の中を駆け抜けます。

■蔵元：日の丸醸造（秋田県） ■原料米：年によって酒米は変更 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：17度

1800ml：商品コード198230 

まんさくの花 プレミアムエディション 純米吟醸 生原酒 中ぐみ

搾り始めと終わりで大きく表情が変化する、伝統の槽で搾られた純米吟醸生原酒。中ぐみは最も安定し、雑味が少な
い透明感のある酒質です。

■蔵元：日の丸醸造（秋田県） ■原料米：年によって酒米は変更 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：17度

1800ml：商品コード198231 

まんさくの花 プレミアムエディション 純米吟醸 生原酒 責めどり

責めどりは搾りの終盤に強めの圧力をかける工程で、発売されること自体が珍しいお酒です。多様な味わいは癖になる
美味しさで、責めマニアの方はもちろん責めどり未体験の方もぜひお試しください。

■蔵元：日の丸醸造（秋田県） ■原料米：年によって酒米は変更 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：17度

1800ml：商品コード198232 

七田 純米 無濾過生 2020

できたての弾けるようなフレッシュ感があり、キメ細やかで綺麗な口当たり。ややフルーティーでコクも感じられ、純米らしい
米の持つ旨味が豊かに広がります。酸のバランスも良く、ゆっくりと余韻が続きます。

■蔵元：天山酒造（佐賀県） ■原料米：麹米山田錦/掛米麗峰 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：17度

七田 純米吟醸 無濾過生 2020

麹米に山田錦を50％、掛米に佐賀の華55％を使用。醪の香りと新鮮な味わいが素晴らしい、生まれたばかりの味わい。

■蔵元：天山酒造（佐賀県） ■原料米：麹米山田錦/掛米佐賀の華 ■精米歩合：50％/55％ ■アルコール度数：16度

三井の寿 純米吟醸 +14 大辛口 生

赤いスラムダンク風のラベルが話題の「+14」の生バージョン！片方は日本酒らしいラベルとなっていますが、もう一方は
白バックに大きく「+14」とあるダブルＡ面ラベル。辛口でありながらお米の旨味を残した純米吟醸です。

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

720ml：商品コード146660 1800ml：商品コード146659 

玉川 純米吟醸 祝 無濾過生原酒 2019

新酒から熟成酒に姿を変えていくプロセスは日本酒の大きな魅力。バナナ様の甘やかな香りと濃厚な味わいが印象的。
旨味の余韻が長く続きます。味のリも良く、早い時期から十分に楽しんでいただける仕上がりです。

■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：17～18.9度

玉川 純米吟醸 雄町 無濾過生原酒 2019

豊かな旨味と、草やハーブを思わせる香りで、存在感のある食中酒に仕上がっています。料理との相性は幅広く、特に
山菜、筍、菜の花など、アクや苦味のある食材に合わせると美味しい。

■蔵元：木下酒造（京都府） ■原料米：雄町（岡山県） ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17～18.9度

720ml：商品コード161088 1800ml：商品コード161087

惣誉 生酛仕込 特別純米 蔵出し生原酒

きもと造りならではのフレッシュな酸が、果実味のある芳醇な味わいを引き立てます。

■蔵元：惣誉酒造（栃木県） ■原料米：兵庫県産特Ａ地区山田錦 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：18度

1800ml：商品コード146598

720ml：商品コード96220 1800ml：商品コード146611 

1800ml：商品コード146623 

720ml：商品コード146665 1800ml：商品コード146666 


