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SUPER SALE
FINAL CUT Session Ale(ファイナルカットセッションエール)
Far Yeast Brewingと発行部数年間6万部以上にのぼるクラフトビール情報誌「TRANSPORTER」
のコラボレーションで誕生したビール。モザイクホップをメインに”キレッキレ”に苦味を際立たせ
る一方でアルコール度数を低めに設定し、何杯でもゴクゴク飲める爽快な仕上がり。商品ラベルも
FINAL CUTの“キレ”をイメージしたものになっています。※賞味期限2020年6月30日
■醸造所： Far Yeast Brewing （日本）■スタイル：セッションIPA / アメリカンIPA■Alc.:5.0％
■IBU：69■容量：330㎖

商品コード104203

リンブルグスウィッテ ストロベリー
ベルギーのフランダース地方にある コーネリッセン醸造所は1800年代半ばに設立されました。甘
いイチゴを使用した苦みが少ない小麦ビールで、伝統的製法を守りつつストロベリーを加えて製造
しました。これからの暑い時期にピッタリの味わいです。※賞味期限2020年6月29日
■醸造所：コーネリッセン醸造所（ベルギー）■スタイル：フルーツビール■Alc.:4.2％
■原材料：麦芽 小麦 オート ホップ 酵母 コリアンダー オレンジピール イチゴ果汁■容量：330㎖

商品コード137784

初夏に飲みたい！さわやかな味わいbeer特集
🚩シトラス ホワイト 10L樽
【数量限定】さわやかな小麦の風味の中に柚子の香りをまとわせることで、エッジの効いた味わいを表
現。すこしだけ刺激的な白ビールです。魚介のカルパッチョやフィッシュ＆チップスなど、柑橘類をアク
セントに加えると美味しくなるような料理と特によく合います。
■醸造所：寒菊銘醸（日本・千葉県）■スタイル：ホワイトビール■Alc.:5.0％■IBU：-■容量：10L

商品コード107150

🚩初醸造インディアペールラガー 330㎖
【限定36本】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。
■醸造所：ベアードブルーイング（日本・静岡県）■容量：330㎖

商品コード153601

🚩大工さんのみかんエール 330㎖
【限定48本】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。
■醸造所：ベアードブルーイング（日本・静岡県）■容量：330㎖

商品コード153603

🚩静岡サマーみかんエール 330㎖
【限定48本】フルーティで甘酸っぱく爽快な香り。
■醸造所：ベアードブルーイング（日本・静岡県）■容量：330㎖
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Le Petites Sardines Muscadet Sèvre & Maine
レ プティット サルディーヌ ミュスカデ セーヴル エ メール シュールリー
sur 2018
Lie
淡くほんのりグリーンを感じる色合い。大西洋の海のしぶきからもたらされる、ヨード香の中に花の香
りも感じられます。口に含めば上品さと心地よさが広がります。シーフードの盛り合わせや牡蠣との相
性は抜群です。また、食前酒としてもお楽しみいただけます。サーヴ適温10～12℃。
□生産国：フランス

ロワール

□ＡＯＣミュスカデ・セーヴル・エ・メール

□生産者：ロワールプロプリエテ
□ブドウ品種：ムロン・ド・ブルゴーニュ（ミュスカデ）

□白

辛口

商品コード900485

Domaine du Grand Cerf Touraine Sauvignon
ドメーヌ デュ グランセール トゥーレーヌ ソーヴィニヨン 2018
澄んだ輝きのある色合いの、フルーティな辛口の白ワイン。柑橘系、そして花の香りが徐々に現れます。
口中では美しいフレッシュさと厚みのあるフルーティさが感じられます。ホタテとのマリアージュが特に
おすすめですが、白身の肉ともよく合います。サーヴ適温10～12℃。
□生産国：フランス

ロワール

□ＡＯＣトゥーレーヌ

□生産者：ロワールプロプリエテ
□ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン

□白

辛口

商品コード900484

CHATEAU DE L'AUBRADE Superieur Rouge Cuvee
シャトー ド ロウブラード キュヴェ プレスティージュ ルージュ
2016
Prestige
濃い紫色がかったこの力強いワインは、12か月間オーク樽で熟成されます。ブラックチェリー、カシス
、バニラの複雑でエレガントなブーケ。口中ではたっぷりとしたボリュームと濃厚さが感じられます。
まとまりのあるタンニン、トースト香を感じる長い余韻の中にリコリスの風味。赤身の肉、ジビエ、チ
ーズ、そしてアジア料理に合います。サーヴ適温16～18℃。
□生産国：フランス

ボルドー

□ＡＯＣボルドー・シュペリウール

□生産者：シャトー・ド・ロウブラード
□ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、カベルネ・フラン

□赤

フルボディ

商品コード900483

CHATEAU DE L'AUBRADE Entre-deux-Mers Blanc
シャトー ド ロウブラード アントゥルドゥメール

ブラン2018

同ワイナリーのボルドーブランがAOCアントゥルドゥメール認証となりました！価格は据え置きのためコ
スパ抜群の1本です。Le Concours General Agricole 2019金賞他、ワインコンクールで多数受賞。
□生産国：フランス

ボルドー

□ＡＯＣアントゥルドゥメール

□生産者：シャトー・ド・ロウブラード
□ブドウ品種：ソーヴィニョン、ミュスカデル、セミヨン

□白

辛口

商品コード900482

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6月末迄
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プレゼント付きや特価でお客様を支えたい！

－お得な条件は専用発注書からのご注文でお願いいたします－

ケープ ジャズ シラーズ スパークリング NV
泡立ちは軽やかで、アルコール度数は低く、ほのかな果実の甘みが感じられます。イタリアの
ランブルスコと、オーストラリアのスパークリング シラーズの中間のような味わいは、そのま
ま飲んでも美味しく、カクテルにも使える多様なポテンシャルを持っています。
〇生産者：ソームズ・デルタ（南アフリカ）

〇ブドウ品種：シラーズ

〇味わい：赤

泡

やや辛口

商品コード98505

オー メドック ド ジスクール 2015
抜群のコストパフォーマンスを誇るボルドー。マルゴー格付け第3級のシャトー・ジスクール
と同じ醸造チーム、醸造方法で造られます。カシスやベリーの香りにバニラのニュアンス。口
に含むと、濃厚な果実味と豊富でしなやかなタンニンが感じられる、ボルドーらしい力強いス
タイル。
〇生産者：シャトー・ジスクール（フランス）

〇ブドウ品種：メルロー、カベルネ・ソーヴィニョン

〇味わい：赤

フルボディ

商品コード199110

シャトー モンペラ 2017
ドイツのワイン雑誌で、ボルドーのトップシャトー、シャトー・ラフィットやシャトー・マル
ゴーの評価得点を上回ったことで、話題を呼んだ人気シャトー。非常に上品で、バランスの取
れた味わい。ボルドー、グランクリュ並の品質を持ちながらも、このお値段は非常にお買い
得！
〇生産者：シャトー・モンペラ（フランス）
〇味わい：赤

〇ブドウ品種：メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン

ミディアム～フルボディ

商品コード161269

バスタ！
すっきりとした刺激、新鮮な赤い果実、特にイチゴの香りがほのかに漂います。繊細でフレッシュな
泡。自然で爽やかな味わいが口中に広がります。最適温度6～8度。
〇生産者：ワイン・ウィズ・スピリット（ポルトガル）

〇ブドウ品種：バガ、メルロー

〇味わい：ロゼ

泡

辛口

商品コード900135

グッド カンパニー ロゼ 2018
ジューシーで夏のベリーのフレーバーで溢れます。ピノノワール&ピノグリがベースとなっているた
め、果実味と優しい酸味も持ち、親しみやすく気軽に飲めます。ヤギのチーズやサラダ、魚介類と合
わせるのがおすすめです。
〇生産者：グッドカンパニー（ニュージーランド）

〇ブドウ品種：ピノ・ノワール、ピノ・グリ

商品コード900269
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〇味わい：ロゼ

辛口
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【華やか】刈穂 六舟 夏純米吟醸 Summer Mist
伝統の槽掛けしぼりで上槽した酒を、おりがらみのまま瓶詰めしました。夏の朝の霞（Mist）のようにキメ細かくさわやかな美
味しさです。よく冷やしてお召し上がりください。
■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：16～16.9度

1800ml：商品コード195807

【爽快】角右衛門 純米吟醸 生原酒 直汲み
醪を搾って出てきたお酒を直に瓶に詰めた、フレッシュさを存分にお楽しみいただけるお酒です。フレッシュな果実香に、ぴ
ちぴちとしたガス感があり、豊かな香りと爽快感が魅力です。
■蔵元：：木村酒造（秋田県）

■原料米：美山錦 ■精米歩合：55％

■アルコール度数：17度

720ml：商品コード153955

1800ml：商品コード143368

【しっとり大辛口】南部美人 雄三スペシャル 美山錦 純米おりがらみ生原酒
南部美人の久慈雄三氏が自ら飲みたい酒を表現した酒の火入れ前、熟成前のしぼりたて生原酒です。存在感のある
酸と豪快に切れる辛口な味わいが特徴です。飲み方は冷酒がおすすめ。
■蔵元：南部美人（岩手県）

■原料米：美山錦 ■精米歩合：60％

■アルコール度数：18～19度

1800ml：商品コード153904

【ジューシー】南部美人 雄三スペシャル 雄町 純米生原酒
無骨ながら雄町らしい芳醇でコクのある味わいに原酒らしい力強さ。しっかりした酸で後味はスパッと切れる非常に良い
出来栄えです。幅広いお食事と共にお楽しみください。
■蔵元：南部美人（岩手県） ■原料米：雄町 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：18度
1800ml：商品コード153905

【軽快】栄光富士 辛口純米 逸閃 風刃（いっせん

ふうじん）

磨きすぎず、米の旨味とスッキリ感を良いバランスに仕上げました。クリアで雑味の無いスッキリとした飲み口です。
■蔵元：冨士酒造（山形県） ■原料米：富山県産五百万石 ■精米歩合：80％ ■アルコール度数：15.5度

1800ml：商品コード153927

【旨口】仁井田本家 穏 純米吟醸 うすにごり 生
瓶内２次発酵による炭酸ガスを含んだフレッシュなリンゴ様の吟醸香と、ほどよい酸と旨みがジューシーなうすにごり。しぼり
たて生よりも落ち着きのある贅沢な甘さ。 スパークリングを思わせる爽快感をお楽しみください。
■蔵元：仁井田本家（福島県）

■原料米：美山錦有機栽培米 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード146815

【華やか】会津中将 純米生原酒 無濾過
青りんごやキウイ、グレープフルーツを連想させるジューシーさ、僅かな発泡感と共に広がる魅力的な口当たり。喉越しキ
レも良く、辛めの余韻が残ります。
■蔵元：鶴乃江酒造（福島県）

■原料米：会津産五百万石 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16.5～17.5度

1800ml：商品コード181463

【ジューシー】閃 純米吟醸 生原酒 30BY
「竹葉」を醸す数馬酒造の特約店限定銘柄。フルーティな含み香と果実のような甘み、心地よい余韻。
■蔵元：数馬酒造（石川県） ■原料米：石川門 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：-度

720ml：商品コード114515

1800ml：商品コード114514

【ジューシー】酔夏（すいか）トロピカル純米 限定おりがらみ生原酒
華やかな香りと程よいうまみ。良く冷やして、淡いおりをからめて飲めば爽快感満載！生原酒の弾けるシュワシュワ感を、ス
イカを思わせるほんのりとした甘みと共に軽快に楽しめます。
■蔵元：島崎酒造（栃木県）

■原料米：酒造用国産米 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：17～18度

1800ml：商品コード153913

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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【軽快】爽快純吟 酔夏(すいか)
青りんごのような爽やかな香りで爽快に飲める夏酒です。栃木県産ひとごこち使用×栃木酵母TS仕込み。なめらかで
ジューシーな味わいをお楽しみください！
■蔵元：島崎酒造（栃木県）

■原料米：ひとごこち ■精米歩合：55％

■アルコール度数：15～16度

1800ml：商品コード153916

【軽快】トロピカル純米

酔夏(すいか)

スイカのラベルが爽やかで愛らしい「酔夏」は、冷やして呑めば涼やかな辛さとキレ、またトロピカルな味わいを楽しむこと
ができます。薄らと濁った夏の爽快うすにごりです。
■蔵元：：島崎酒造（栃木県）

■原料米：五百万石・国産米 ■精米歩合：65％

■アルコール度数：15～16度

720ml：商品コード153922 1800ml：商品コード195812

【華やか】七賢 夏純吟 生
果実味のフレッシュな清涼感を前面に引き出しながらも、「生」ならではの柔らかな口当りと喉越し。渓谷の若葉風のよう
なこの爽やかさ、キーンと冷やしてワイングラスでお召し上がりください。
■蔵元：山梨銘醸（山梨県）

■原料米：夢山水 ■精米歩合：57％

■アルコール度数：15度

720ml：商品コード153938 1800ml：商品コード195813

【華やか】寒菊 純米吟醸 Ocean99 青海
千葉県産の「五百万石」を原料に酸を多く生成する酵母を使用。瑞々しく爽やかな香り、口に含むと綺麗な甘味と爽や
かな酸が広がる爽快感のあるライトな味わいをお楽しみください。
■蔵元：寒菊銘醸（千葉県）

■原料米：五百万石 ■精米歩合：60％

■アルコール度数：14度

720ml：商品コード153907 1800ml：商品コード153908

【軽快】百十郎 純米吟醸 青波
ほのかな旨みと酸がボリューム感のある苦みで流れるように口中でキレ上がる、まさに淡麗ドライの流儀を感じさせる一本。
■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

1800ml：商品コード153934

【ジューシー】よこやま 純米吟醸 SILVER7 生酒
生酒特有のフレッシュで発泡感を感じ、マスカットの香りに口に含むと果実をかじったジューシーで甘みが口の中に広がり
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。
■蔵元：重家酒造（長崎県）

■原料米：山田錦 ■精米歩合：55％（掛）/50％（麹） ■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード160636

【軽快】龍力 ドラゴン 夏純米
酒造好適米の神力を使用した夏季限定出荷の純米酒。コンセプトは、暑い夏にぴったりの爽やかな味わい。フレッシュ
な香りと適度な旨み、スッキリ爽やかでキレの良い後味が特長です。
■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

1800ml：商品コード170934

【華やか】楯野川 純米大吟醸 渓流 爽辛
『爽辛』という名前が示す通りその日本酒度は+12というしっかり辛口ですが、すっとキレていく旨みあるお酒。冷やの常態
から温度が上がてくると、辛さの中から軽快、且つ爽快なうまさが感じられます。
■蔵元：楯の川酒造（山形県） ■原料米：山形県産美山錦 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：14度

1800ml：商品コード153949

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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