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。

Repubrew（リパブリュー）
おいしいビールがもっと生活の中に溶け込んでほしいという想いから 、2017
年4月、静岡県沼津市に誕生したブルワリー。往復送料込み価格 (弊社便配送&
空樽回収)、保証金なしとなっておりますので、新しいクラフトビールのメ
ニューにぜひご検討ください。

リパブリュー 本生 15L樽
エールイーストをラガービールの様に低温発酵させ、クラフトビールらしく、わずかにドライホッ
プをしたクリームエールです。糖度が少なくドライな仕上がりは、何度も飲みたくなる味わい。
■醸造所：リパブリュー（静岡県）■スタイル：クリームエール ■Alc.:5.5％ ■IBU：14.4

商品コード198992

リパブリュー 沼津Hazy IPA 15L樽
グアバ・パイナップルを思わせるようなトロピカルリッチな香りとレモン・オレンジのようなシト
ラス感が少しあります。オーツ麦の口当たりが滑らかです。チーズを使った料理におすすめです。
■醸造所：リパブリュー（静岡県） ■スタイル：ヘイジーIPA

■Alc.:6.2％ ■IBU：23

商品コード198993

リパブリュー 69IPA 15L樽
強烈なホップのインパクト、クリアな味わい。タンジェリンやピンクグレープフルーツを思わせる
複雑な柑橘系の香りがメインです。杯数を重ねられるおいしさを考えて作っています。
■醸造所：リパブリュー（静岡県） ■スタイル：IPA

■Alc.:6.9％ ■IBU：69

商品コード198996

350㎖缶【198902/￥330】も ５月上旬発売です！

アミューズグール 15L樽
ミュンヘンモルトとペールエールによるモルトの香ばしさと、柑橘のようなエステル香が特徴的で
す。ドライで軽い飲み口は、生ハムやフライドポテトといった前菜系によく合います。
■醸造所：リパブリュー（静岡県） ■スタイル：セゾン ■Alc.:5.5％ ■IBU：22

商品コード198998
※新型コロナの影響により在庫手配が遅れる可能性があります。ご了承ください。

静岡県・伊豆のマイクロブルワリー「反射炉ビヤ」
太郎左衛門 330ml
英国産マリスオッターとクリスタルモルトを使用した正統派のイングリッシュペールエール。スムースな苦味と
余韻の香りが特徴的な、英国パブでもっとも飲まれている定番ビールです。
■スタイル：ベストビターイングリッシュペールエール ■Alc.：5% ■IBU：25

商品コード153136

頼朝 330ml
イングリッシュホップを使い、伝統に立ち返って製造したブラウンポーターのスタイル。キャラメルやチョコレ
ートの香りを実現するために、チョコレートモルトの選定にこだわってレシピを仕上げました。
■スタイル：ブラウンポーター ■Alc.：5% ■IBU：25

商品コード153138

甲州微行 330ml
【限定70本】「ドメーヌ・オヤマダ」×「反射炉ビヤ」コラボレーションビール。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。
■スタイル：ワイン酵母ビール ■Alc.：取締役5% ■IBU：ー
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商品コード153486

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。

【ジューシー】まんさくの花 純米吟醸生原酒 亀の尾55
日の丸醸造では、平成１６年から地元の農家とともに「亀の尾」の栽培に取り組んでいます。春の亀ラベルは亀の尾の
魅力がたっぷり詰まった生原酒でお届けいたします。冷や～常温でお楽しみください。
■蔵元：日の丸酒造（秋田県）

■原料米：亀の尾 ■精米歩合：55％

■アルコール度数：16度

720ml：商品コード153944 1800ml：商品コード153945

【バランス】栄光富士 純米大吟醸 無濾過生原 七星
山形県産の酒米「出羽の里」を使用した、果実味のある吟香と、スッキリとした旨味が特徴です。軽やかな甘味でバラ
ンスよく食中にも合わせやすい一本です。
■蔵元：：冨士酒造（山形県）

■原料米：出羽の里 ■精米歩合：50％

720ml：商品コード153923

■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード195810

【しっとり甘酸っぱ系】土田 麹九割九分 生酛純米99
使用する麹の割合を99％まで高めた珍しい造り。非常に濃醇でありながらも酸が綺麗で、後口はさらりとしています。麹
次第で日本酒の可能性は無限に広がる、そんな世界観を味わえるお酒です。
■蔵元：土田酒造（群馬県）

■原料米：群馬県産 飯米 ■精米歩合：70％
1800ml：商品コード153947

■アルコール度数：15度

720ml：商品コード153948

【バランス】竹葉 CHIKUHA OYSTER(オイスター)
「海のミルク」と呼ばれ、ミネラル類やうまみ成分が多く含まれる牡蠣に寄り添うお酒を追求し、誕生したお酒。酸味を引き
立たせ、ほどよい甘みと旨味、ミネラル感が牡蠣の味わいに良く合います。
■蔵元：数馬酒造（石川県）

■原料米：能登産コシヒカリ ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード181575

【旨口】竹葉 能登のかすみ酒
清らかなふくらみを感じる上品なうすにごり酒は、意外や意外、香草を使ったエスニック料理にも合います。
■蔵元：数馬酒造（石川県） ■原料米：富山県産五百万石 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード153440

1800ml：商品コード153441

【軽快】大那 純米吟醸 吟のさと 無加圧しぼり 生
とても綺麗で滑らかな仕上がり。大那らしく香りは抑えられ、米の旨味も感じられます。無駄のない洗練された味の厚み
には優雅さすら感じられます。ぜひ食事と共にお楽しみください。
■蔵元：菊の里酒造（栃木県）

■原料米：大田原産 吟のさと ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16～17度

720ml：商品コード198567

1800ml：商品コード193117

【軽快】若駒 五百万石80 無加圧採り 無濾過生原酒
バナナのような香り。口当たりは、80％という精米歩合を思わせない綺麗さ。パイナップルのようなジューシーで控えめな
甘味ときれいな酸。冷や、またはロックでも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：16～17度

720ml：商品コード153897

1800ml：商品コード153896

【旨口】若駒 美山錦70 無濾過生原酒
リンゴや黄桃を思わせる香り。バナナやリンゴを思わせるジューシーな甘みと果実感、きれいな酸が特長です。
■蔵元：若駒酒造（栃木県） ■原料米：美山錦 ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：17度

720ml：商品コード153899

1800ml：商品コード153898

【旨口】七田 七割五分磨き 愛山 無濾過生
七田の主力商品といっても過言ではない低精白シリーズの愛山。香りは控え目。ほのぼのとした甘味と、さっぱりとしたキレ
の良さが魅力。愛山を全量使用してこの値段と美味さ！
■蔵元：天山酒造（佐賀県）

■原料米：兵庫県産 愛山 100％ ■精米歩合：75％ ■アルコール度数：17度

720ml：商品コード146945 1800ml：商品コード146943

いずれの商品も保管は冷蔵庫でお願いいたします。
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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。

【旨口】 結ゆい 純米吟醸 びぜんおまち
亀口から直接瓶詰めしたフレッシュ感たっぷりの純米吟醸。洗練された華やかな香りが漂い、上品な甘さが杯を進めま
す。精米歩合50%、純米大吟醸クラスの豪華なスペックです。
■蔵元：結城酒造（茨城県）

■原料米：岡山県産 雄町 ■精米歩合：50％

720ml：商品コード119306

■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード119305

【ジューシー】泉橋 とんぼ5号 山田錦 純米吟醸 生原酒
自社田で大切に育てた酒米を使用。いづみ橋では蔵のシンボルマークにとんぼを健康的な酒米栽培の象徴として使っ
ています。フルーティな山田錦の旨みを お楽しみください。
■蔵元：：泉橋酒造（神奈川県）

■原料米：神奈川県産山田錦 ■精米歩合：58％

720ml：商品コード153875

■アルコール度数：18度

1800ml：商品コード153874

【バランス】津島屋 播州産山田錦 木漏れ日 特別純米 無濾過生原酒
酢酸イソアミル系のフルーティーな香りに山田錦ならではの膨らみのある味わいが程良く調和しています。するりと滑り落
ちていくようなシルキーさと円みは、まさに「木漏れ日」のよう。
■蔵元：御代桜酒造（岐阜県）

■原料米：兵庫県産山田錦 ■精米歩合：55％

720ml：商品コード153879

■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード153878

【ジューシー】津島屋 播州産山田錦 純米大吟醸 無濾過生原酒
兵庫県産の山田錦を原料に、超大吟醸仕込で季節限定出荷される無濾過生原酒。上品で華やかな吟醸香、非常
に優しい口当たりと、米のやわらかな甘味が広がる気品のある味わい。
■蔵元：御代桜酒造（岐阜県） ■原料米：兵庫県産山田錦 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：17度

720ml：商品コード153881

1800ml：商品コード153880

【軽快】百十郎 純米吟醸 青波
まさに淡麗ドライの流儀を感じさせる一本ですが、料理とあわせると驚くほどふっくらと和らぎ、味に幅がでます。
■蔵元：林本店（岐阜県） ■原料米：五百万石 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度

720ml：商品コード153935 1800ml：商品コード153934

【旨口】玉川 自然仕込 生酛純米酒 コウノトリラベル 無ろ過生原酒
兵庫県豊岡市が推進する「コウノトリ育む農法」で作られた無農薬栽培の五百万石を使用。辛さに加えて現在の日本
酒における最高クラスの高アルコール度数を誇る、ワイルド過ぎる純米酒！
■蔵元：木下酒造（京都府）

■原料米：五百万石 ■精米歩合：77％ ■アルコール度数：19～21.9度

720ml：商品コード153901 1800ml：商品コード153900

【旨口】玉川 山廃 純米無濾過 生原酒 47号仕込み
「玉川」の中でも人気の高いお酒「自然仕込 山廃純米 無濾過生原酒」。一口目から旨味の塊が舌に乗りかかり、
酸味とコクのハーモニー、素朴な甘味と含み香が口中に広がります。
■蔵元：木下酒造（京都府） ■原料米：北錦 ■精米歩合：66％ ■アルコール度数： 20～21度

720ml：商品コード181692

1800ml：商品コード181691

【ジューシー】播州一献 純米吟醸 愛山 生
穏やかな香りの中に、透明感を感じられる様なのど越しを演出できるよう醸された一本。やや冷えがおすすめ。
■蔵元：山陽盃酒造（兵庫県） ■原料米：播州愛山 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード119625

1800ml：商品コード119624

【軽快】三井の寿 春純吟 クアドリフォリオ 生
クアドリフォリオはイタリア語で“幸運の四葉のクローバー” を意味します。フレッシュなイチゴや洋ナシの香りと、口当たりに柔
らかい甘味と軽快な酸があり、きれいな含み香のある気持ちよい味わいです。
■蔵元：みいの寿（福岡県）

■原料米：吟のさと ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度

1800ml：商品コード153833

いずれの商品も保管は冷蔵庫でお願いいたします。
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お店自慢の料理と一緒に！ テイクアウトでも楽しんでもらいましょう！

※酒類の持ち帰り用販売は「期限付酒類小売業免許」が必要となります

レクラ ド

モントー

ロゼ

スパークリング

淡いピンク色。新鮮な完熟イチゴのような芳醇な香りが、長い余韻と共に口中に広がり心地よく持続し
ます。アペリティフとしてのほか、あらゆるタイプのアジア料理、とりわけ日本食とよく合います。
〇生産者：シャトー・モントー（フランス）

〇ブドウ品種：グルナッシュ

〇味わい：ロゼ

泡

辛口

商品コード900187

リッジビュー ブルームスバリー NV
ワイナリーを象徴するアイテム。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加えています。
〇生産者：リッジビュー（イギリス）

〇ブドウ品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ

〇味わい：白

泡

辛口

商品コード900284

リッジビュー ブラン・ド・ブラン 14
使用するシャルドネは自社畑のもの。レモンやトロピカルフルーツの香りとミネラル感が、口中をリ
フレッシュさせます。熟成とともに蜂蜜やブリオッシュのブーケが現れます。
〇生産者：リッジビュー（イギリス）

〇ブドウ品種：シャルドネ

〇味わい：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
良いピノ種が収穫できたときのみ造られるワイン深い黄金色に舞い上がる細やかな泡。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。
〇生産者：リッジビュー（イギリス）

〇ブドウ品種：ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ

〇味わい：白

泡

辛口

商品コード900286

ランスタン ビュル

ブリュット

淡い黄色。レモングラスとレモンピールの香り。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。フィニッシュはやさしくエレガント。
〇生産者：ファミーユ・ファブル（フランス）

〇ブドウ品種：ピノ・ノワール、ソーヴィニヨン・ブラン

〇味わい：白

泡

辛口

商品コード900028

チビタス ペコリーノ

スプマンテ

ブリュット

2017

【オーガニック】素晴らしいミネラル感、豊かでバランスの良い味わいです。アペリティフに特に
おすすめですが、シーフード料理やパイ、タルト、キッシュなどと合わせるのもおすすめです。
〇生産者：カンティーナ・オルソーニャ（イタリア）

〇ブドウ品種：ペコリーノ

〇味わい：白

泡

辛口

商品コード900421

ラ ベッレ

マルヴァージア

スプマンテ

エクストラ・ドライ

2017

【オーガニック】繊細な藤の花、エニシダや黄色い花、白い果実の香りが鮮烈に長く続きます。上
品でやさしい甘さがありつつも、ミネラルやフレッシュさが感じられます。
〇生産者：カンティーナ・オルソーニャ（イタリア）

〇ブドウ品種：マルヴァージア

〇味わい：白

泡

程よい辛口

商品コード900302

エスプマンテ アンパカーマ EX ブリュット 2015
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。シャルマ方式。
〇生産者：カサ・モンテス（アルゼンチン）

〇ブドウ品種：シャルドネ、ヴィオニエ、ピノ・ノワール

〇味わい：白

泡

辛口

商品コード98354

－お得な条件は専用発注書からのご注文＆同一商品一括納品に限ります－
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