
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。

2

年間醸造回数600回以上！
ビール造りのプロ集団「ビール工房」の

レシピがボトルになりました！

狭山茶エール

ビール工房所沢店で人気№1の狭山茶エールが、ボトルで登

場です！ゕロマホップの代わりに、埼玉県産の狭山茶の茶

葉を贅沢に使用。お茶の風味を生かしつつ、後味はしっか

りビールの旨みが感じられます。レシピ考案者の女性醸造

家ならではの、素材を活かした優しい味わいは、世にある

お茶を使ったビールと一味違います。

■醸造所： 寒菊銘醸（日本・千葉県）
■スタル：スペシャルエール
■Alc.:5.0％
■容量：330㎖
■常温保存可

商品コード108202

サンシャインゴールド

「JAPAN GREAT BEER AWARD 2020金賞受賞」のサ

ニーゴールドのレシピがボトルでも楽しめるようになりま

した！モザクホップとシムコーホップが織りなす、トロ

ピカルでシトラシーなゕロマ。麦芽の旨みとのバランスも

良く、爽やかな仕上がり。暑い日にゴクゴク飲みたい、ゴ

ールデンエールです！

■醸造所： 株式会社DHCビール（日本・静岡県）
■スタル：ゴールデンエール
■Alc.:5.5％
■容量：330㎖/10L
■常温保存可

330㎖：商品コード108156

10L：商品コード181706
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クールブリーズピルス

ピルスナーといえばラガースタイル

の真髄。チェコスロバキアのボヘミ

アン版は、ドイツのバイエルン版と

比べてホップが効いている。クール

ブリーズピルスは、古典的なボヘミ

アンスタイルピルスナーで、暑い夏

にぴったりだ。

■醸造所： ベアードブルーイング（静岡県）
■スタイル：ピルスナー
■Alc.:5.5％
■IBU：40
■容量：330㎖
■要冷蔵

7月はこのビールで乾杯！🍻

商品コード153008

ファーストセーリング
エクストラペールエール
ＸＰＡはＩＰＡよりライトで、ペールエ

ールよりもホップの個性を強く感じ

るスタイル。パイナップルなどトロピ

カルフルーツ、白ワインやシトラス

といった厚みある芳醇な香り立ち。

軽やかに流れるクリーンなのど越

し、ほど良いボディとまろやかさも

ある優しい口当たり。

■醸造所：伊勢角屋麦酒（三重県）
■スタイル：エクストラペールエール

■Alc.:5.5％
■IBU：33
■容量：330㎖
■要冷蔵

商品コード210109

アマビエIPA

疫病を鎮めるといわれる妖怪アマ

ビエ。柑橘系アロマが特徴の7種類

のホップを使用し、まるで果汁まで

入っているのではないかと感じさせ

るジューシーさ。たっぷりの小麦麦

芽にオーツ麦も加えたボディは、ク

リーミーで滑らか。

■醸造所： サンクトガーレン（神奈川県）
■スタイル：IPA
■Alc.:7.0％
■IBU：ー
■容量：330㎖
■要冷蔵

商品コード181693

レッドフック ロング

ハマーIPA
アメリカ・ワシントン州シアトルにあ

るRedhook Brewery は、1980年代

にアメリカの地ビールブームを起こ

したマイクロブリュワリーです。従

来のIPAよりも柑橘系のよい香りが

して、すっきりとした口当りから、じ

んわりとしっかりとした苦味が口の

中に広がります。

■醸造所： レッドフックブルワリー（アメリカ）
■スタイル：IPA
■Alc.:6.0％
■IBU：44
■容量：355㎖

商品コード83615
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蒸し暑い梅雨時期、
あるいはからっと晴れた暑い日も･･･

白ワインがいっそう美味しい季節がやってきました！
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－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－

レ フルール デュ ラック 2018 
サンジュリゕン村の有名格付けシャトー「シャトー・ラグランジュ」が手

がける、新世代ボルドー辛口のお手本となるような”トラデゖショナル＆モ

ダン”スタルの白ワン。洗練された、刺激的すぎない酸をバランス良く

持ち、華やかでボリューム感のある味わいに驚かされます。白い果実を思

わせるヴゔニラの香りをたたえたこのワンは「湖の花」（レ フルール デ

ュ ラック）と名付けられました。

〇生産者：シャトー・ラグランジュ（フランス）

〇ブドウ品種：ソーヴゖニヨン・ブラン、ソーヴゖニヨン・グリ、セミヨン

○AOC：ボルドー

〇味わい：白 辛口

商品コード108182

ブシャール P&F マコン・リュニィ サン・ピエール 2018 
1732年創立の歴史ある名門メゾンで、ブルゴーニュを代表する優良生産者

の一つブシャールP&F。サン・ピエールは、マコネー地区リュニゖ村を代

表する畑。マンゴーや桃、白い花を感じさせる甘く華やかな香りが立ちの

ぼり、口当たりは非常にフレッシュでフルーテゖ。南の太陽を感じさせる

ワンです。熟成を待たずにリリース直後から楽しめます。

〇生産者：ブシャール・ペール・エ・フゖス（フランス）

〇ブドウ品種：シャルドネ100％

○AOC：マコン・リュニゖ

〇味わい：白 辛口

商品コード108183



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、一括納品に限ります。適用期間は7月末迄。

デルハイム シュナンブラン アンウッデッド 2019
白桃、黄桃、グゕバ、そしてパナップルのトロピカルなゕロマ。軽快でピリッとした口あた
りで、フレッシュな酸と様々な果実のすっきりとした味わいが、口中で素晴らしいバランスを
生み出します。ヴィーガンフレンドリー

〇生産者：デルハム（南ゕフリカ） 〇ブドウ品種：シュナン・ブラン 〇味わい：白 辛口

商品コード900476

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。

ハル 2017
大好きな日本を想って「HARU（春）」と命名されたロゼ。。ピュゕなラズベリーと繊細なプ
ラムの柔らかな香りは、フレッシュな赤系果実を思い起こさせます。また、オリと共に熟成さ
せ、滑らかな口当たりとなっています。

〇生産者：カサ・ロホ（スペン） 〇ブドウ品種：モナストレル、シラー、ガルナッチャ※VTにより変更有 〇味わい：ロゼ 辛口

商品コード900212

ジ オレンジ リパブリック 2016
“ジ オレンジ リパブリック” という名は、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しています。洋ナシ、ゕプリコット、そして桃のゕ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。

〇生産者：カサ・ロホ（スペン） 〇ブドウ品種：ゴデーリョ100％ 〇味わい：白 辛口

商品コード900014

デルハイム メルロー 2016
タバコやブラックチェリー、レッドカラントのゕロマをほんのりとクローブとシナモンの香り
が支えます。フルボデゖでエレガントなスタルのメルローで、柔らかな質感とシルキーなタ
ンニンが感じられます。

〇生産者：デルハム（南ゕフリカ） 〇ブドウ品種：メルロー 〇味わい：赤 フルボデゖ

商品コード900475

ラドロン 2017
樹齢130年の古木から収穫したメンシゕで造られる、他とはまったく被らない個性的なワン。
ブラックベリーのゕロマ、トリュフや森を思い起こさせる豊かな香り。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。

〇生産者：カサ・ロホ（スペン） 〇ブドウ品種：メンシゕ 〇味わい：赤 フルボデゖ

商品コード900278 

アブラ Nº 17（ヌメロディエジシエテ） 2015
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ン。フ
レンチオーク樽で１２カ月熟成。オーガニック

〇生産者：ゕブラ（スペン） 〇ブドウ品種：カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴゖニョン、プテゖ・ヴェルド

〇味わい：赤 フルボデゖ
商品コード900458

アブラ Nº 18（ヌメロディエシオチョ） 2015
すみれやララックの花、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。 フレンチオーク樽で１２カ月熟成。オーガニック

〇生産者：ゕブラ（スペン） 〇ブドウ品種：シラー 〇味わい：赤 フルボデゖ

商品コード900459
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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】まんさくの花 純米吟醸 生原酒 爽々酒

まんさくの花、とっておきの夏向き新感覚限定酒。ピチピチした天然ガスがお酒に溶け込んで、口に含むと爽やかさが弾
ける、その名の通りの「爽々酒」です。開栓して日がたつと徐々に炭酸が抜けていき、その味の変化も楽しめます。

■蔵元：日の丸醸造（秋田県） ■原料米：秋田県産酒造好適米 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度

【しっかり】かちわりまんさく 吟醸原酒

旨辛口に仕立てた普段より高いアルコール度１９％の原酒は、氷で割っても薄まることなく、美味しく飲み続けることが出
来ます。氷を揺らしながら、少しずつ変わる味を愉しむ。そんな「夏」ならではの日本酒はいかがでしょうか？

■蔵元：：日の丸醸造（秋田県） ■原料米：秋田県産酒造好適米 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：19度

【バランス】まんさくの花 純米吟醸 Summer Snowman

AKITA雪国酵母」を使用。柔らかい舌さわり優しい口当たり、パイナップルのような爽やかな香りが漂います。 フルーティ
で丸みのある甘み・酸味がアクセントになって、軽快ながら整った美しいボディを感じさせます。

■蔵元：日の丸醸造（秋田県） ■原料米：秋田酒こまち ■精米歩合：50％/55％ ■アルコール度数：16度

【爽快】 陸奥八仙 夏吟醸

アルコールを抑え清涼感を出した1本です。香りと口に含むとふくよかさも感じられますが、べたつかずすっきりと楽しめる味
わいです。
■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％/60％ ■アルコール度数：14度

【バランス】栄光富士 純米大吟醸 無濾過生原 七星

美しくフルーティな吟醸香。口当たりはなめらかですが、原酒らしくアルコールの強さがありキレの良い味わい。冷たい温
度でスッキリと楽しめるお酒です。

■蔵元：冨士酒造（山形県） ■原料米：山形県産出羽の里 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード195810

【ジューシー】穏 純米吟醸 夏の穏 中汲み 一回火入れ

メロンのような上品な香り、みずみずしくジューシーな味わい、炭酸ガスのピチピチ感そのままお楽しみいただけるよう丁寧
に瓶詰めしたフレッシュな1本。2016年にワイン評論家ロバートパーカー氏のテイスティングにて、高評価の91点獲得。

【爽快】竹葉 純米吟醸 冷美酒（クールビシュ）

すっきりとした酸とみずみずしさが清涼感を演出。果実を思わせるトロピカルな旨味とすっきりとした酸味が良いバランス。

■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：16度

【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
小嶋総本店の特約店限定流通酒「洌」。岡山県産雄町を55％まで磨いた贅沢仕様。フレッシュでありながらも、雄町の
奥深い味わい、キレの良さを感じられるバランスのよいお酒です。 食中酒にピッタリ、冷やしてどうぞ。
■蔵元：小嶋総本店（山形県） ■原料米：岡山県産雄町 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード153921 

1800ml：商品コード195809

1800ml：商品コード153940 

1800ml：商品コード153943 

1800ml：商品コード153884 

■蔵元：仁井田本家（福島県） ■原料米：有機JAS 五百万石 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16.5度

1800ml：商品コード120951

【華やか】刈穂 六舟 夏純米吟醸 Summer Mist 

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。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

1800ml：商品コード193769 
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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】総乃寒菊 純吟生 Ocean99 Inflight（インフライト）

飲み口が、夏の蔵上空を飛んでいる飛行機のように爽やかな事から「Inflight（飛行）」と命名。上品で清涼感のある香り、
口に含むと優しい旨味と酸が広がる爽やかでジューシー感のある味わい。

■蔵元：寒菊銘醸（千葉県） ■原料米：国産米 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度

【ジューシー】百十郎 純吟直汲無濾過生原酒 夏の青嵐（あおあらし）

青リンゴやライムの爽やかな香り。フレッシュなガス感と溌剌とした酸。クリアで瑞々しい味わいで、シャープに切れ上がる
ドライな余韻。カルパッチョ、魚のソテー、ボンゴレビアンコなど洋食との相性も○。

■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

【ジューシー】三代目長良川 夏酒 純米吟醸 無濾過生原酒

しぼりたて生原酒をタンクで生熟成させる事で出た芳醇でマイルドな旨味、キリリとした酸味と米の旨みの絶妙なバランス
がとれた味わい。濃い口の味付けの料理との相性をぜひお楽しみください。

■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度

【旨口】玉川 純吟無濾過生原酒 アイスブレイカー

とにかくロックで旨い！氷の溶け具合にしたがって温度とアルコール度数がエンドレスに変化し、それにともなう味の変化
の楽しさもエンドレス。”Ice Breaker”は英語で「場や雰囲気を和らげるもの」の意味。まさに日本酒の役割です。

■蔵元：木下酒造（京都府） ■原料米：日本晴 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17～17.9度

【華やか】出雲月山 涼夏 純米吟醸

島根の酒米「佐香錦」の持つ心地良い酸と、「山田錦」が持つ上品な余韻のある米の旨味がベストマッチ！

■蔵元：吉田酒造（島根県） ■原料米：佐香錦、山田錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15度

【爽快】出雲月山 涼夏 純米酒

五百万石を原料に、暑い日でも飲みやすいようにアルコール度数を15度台にした夏季限定酒です。軽快な飲み口、優
しい旨味と綺麗な酸が広がる透明感のある味わいです。

■蔵元：吉田酒造（島根県） ■原料米：五百万石 ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：15度

1800ml：商品コード195815 

【華やか】三井の寿 夏純吟 Cicala （チカーラ）

「CICALA(チカーラ)」とはイタリア語でセミを意味します。夏にピッタリのリンゴ酸高生産の特許酵母「夢酵母」を使用。口
に含んだ時に感じられる冷涼な酸が冷やすと「キリッ」と喉越しもスッキリに、常温になると優しいお米の甘味が広がります。

【爽快】天吹 夏に恋する特別純米 生

暑い夏にスッキリとした辛口のお酒が欲しい方へ。口当たりは優しくみずみずしく清涼感のある美味しさ。

■蔵元：天吹酒造（佐賀県） ■原料米：山田錦 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：-度

【爽快】播州一献 純米 夏辛
暑い夏の日でもスッキリと飲めるよう、原酒ながらアルコール度数は15度に抑えられています。超辛口でありつつも、米の豊
かな旨みも存分に感じられます。食中酒としても、料理を選ばず楽しめます。
■蔵元：山陽盃酒造（兵庫県） ■原料米：兵庫北錦 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度

1800ml：商品コード180648 

1800ml：商品コード196059 

1800ml：商品コード153912

1800ml：商品コード153932

1800ml：商品コード195814

■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：15度

1800ml：商品コード118241 

1800ml：商品コード181701

1800ml：商品コード195817


