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。

新商品＆限定アイテム

日本酒・八海山で知られる八海醸造が新たなクラフトビールブラン
ド「ライディーンビール」をスタート。ブランド名の「ライディーン」は、
清酒をはじめ当ビールの仕込み水でもある地元の名水「雷電様の
清水（らいでんさまのしみず）」から命名、パッケージラベルには醸
造所周辺に出没する猿をイメージしたイラストを施しています。
【要冷蔵】

ライディーンビール ペールエール 330 【商品コード161528】
フレッシュな香り、甘味と苦味が調和した心地よい味わい。アルコール度数5％。
㎖
ライディーンビール ヴァイツェン 330 【商品コード161520】
小麦麦芽特有の、フルーティーな香りと柔らかな酸味。たくさんの酵母が生きています。アルコール度数5％。
㎖
ライディーンビール アルト 330㎖ 【商品コード161522】
濃色麦芽が醸し出す香ばしい香りやコク、ほのかに感じる甘味とホップのすっきりした苦味が特長。アルコール度数5％。

【限定36本】志賀高原

菖蒲のミヤマブロンド 330ml

定番である自家栽培の酒米 “美山錦” と自家栽培のホップ “信州早生” をつかった和製セゾン
Miyama Blonde の、年に一回の特別バージョンで、収穫したての野生の菖蒲の根をスパイスとしてつ
かった、かなりオリジナルなビール。生姜とも違う、スパイシーでありながらも、ちょっと甘やかな独特
の香り。和の食材との相性を是非お楽しみください。
■醸造所：玉村本店（長野県） ■Alc.:6.5％ ■容量：330ｍｌ

商品コード181750

【限定10樽】ホフブロイ

ヴァイス 30L樽

『バイエルン国王のためのビール』醸造所として、1589年に創設された「ホフブロイハウス（宮廷醸造
所)」。厳選吟味した繊細で上質な小麦麦芽と良質なホップのシャープでスパイシーな味わいは、まさ
にヴァイスビールの王様です。
■醸造所：ホフブロイ醸造所（ドイツ） ■Alc.:5.1％ ■容量：30L ■ヘッド形状：アサヒビールなどと同等

商品コード199187

シーズンズビールや新入荷の樽など、限定ビールの情報が届く、
柴田屋酒店LINE@はじめました！
是非チェックしてみてください！
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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。

8月のおすすめビール
名前にもある通りIBUは69だが、えぐみは極限まで少なく、しっかりと苦いのにサラッと流れる。強
烈なホップのインパクト、クリアな味わい、とてもドライでドリンカブル。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。【冷蔵推奨】
■醸造所： リパブリュー（静岡県） ■スタイル：IPA ■Alc.:6.9％ ■IBU：69 ■容量：350㎖

商品コード198902

リヴィジョン
2018年World Beer CupのAmerican-Style India Pale Ale部門で金賞を受賞した実力派IPA。苦みを
抑え、シムコーホップのアロマとフレーバーが前面に押し出されています。シトラスや松の風味が
香りと味わいに感じられ、クリーミーな口当たりが非常に飲みすい1本。【要冷蔵】
■醸造所： リビジョンブルーイング（アメリカ） ■スタイル：IPA ■Alc.:6.5％ ■IBU：50 ■容量：355㎖

商品コード181346

リヴィジョン ダブル
シムコーとモザイクをレイトホッピングで使用する事により、味わい豊かな仕上がりに。微かな樹
脂や松のような香りのすぐ後にグレープフルーツのようなシトラスでフルーティーなホップからのア
ロマ。ミディアムボディで、ダブルIPAの高いアルコール感を感じさせない飲みやすさが魅力。
【要冷蔵】
■醸造所： リビジョンブルーイング（アメリカ） ■スタイル：Double IPA ■Alc.:8％ ■IBU：75 ■容量：355㎖

商品コード161894

ベアード シングルテイク セッションエール
音楽は女神である。世の中のさまざまなことにとって、そして、このビールにとっても…。ノーカット、
編集なしの“シングルテイク”。ベルギー酵母で発酵させた、このセッションエールは、躍動感があ
り爽やかで、素晴らしくアロマティックだ。【要冷蔵】
■醸造所： ベアードブルーイング（静岡県） ■スタイル：ベルギーエール ■Alc.:4.5％ ■IBU：16 ■容量：330㎖

商品コード15167

ベアード ミート＆ミート スパイシーレッドIPA 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！「出会い」
も「お肉」も、このスパイシーレッドＩＰＡを飲んでわいわい盛り上がりましょう！【要冷蔵】
■醸造所： ベアードブルーイング（静岡県） ■スタイル：セッションレッドIPA ■Alc.:5％ ■IBU：ー ■容量：20L

商品コード900380
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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。

飲みたい「気分」or「味わい」で選べるセット。お得な価格も魅力です！
― セット特価は専用発注書からのご注文で適応となります 8月末迄—

①飲んで気分爽やか白セット

【微泡】ポッセンテ

バヒラ

フリザンテ

商品コード:900237

スプマンテEX dry

商品コード: 900302

ＮＶ

リパブリック

商品コード: 900221

シャルドネ

④冷やして美味ロゼ＆赤セット

【赤泡】フラテッロ

ソーレ

ランブルスコ

商品コード:900348

シヴァー

シャルドネ

商品コード: 900393

【白】デルハイム

ホワイト

商品コード: 900378

商品コード:900014

【白】キリビンビン

【白】WWS
【白】ムッソ

③リッチ＆華やか白セット

オレンジ

グリッロ

商品コード: 900358

商品コード: 900351

【白】ジ

【白】ポッセンテ
商品コード:900447

【泡】ラ ベッレ マルヴァージア
【泡】ソットボスコ

②味わいすっきり白セット

【赤】ムッソ

テンプラニーリョ

商品コード: 900341

ゲヴェルツトラミネール

【ロゼ】ペッティロッシェ チェラスオーロ ダブルッツォ
商品コード: 900378

※クラブシバタヤご利用のお客様もお手数ですが専用発注用紙、もしくはお電話(03-3382-3666)にてご注文お願い致します。

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。

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8月末迄。

デオスティウミス グラン キュヴェ ブリュット
美しく輝く淡い黄色。繊細な泡立ちでピーチや、りんごを想わせる白い果実の香り。
非常にフルーティーでフレッシュなミネラル感が魅力のワイン。魚介類やアペリティフと共に。
〇生産者：ピローヴァノ（イタリア ヴェネト州）
〇ブドウ品種：ガルガーネガ
〇味わい：白

泡

辛口

商品コード24082

カステッロ ディ メレート キャンティ クラッシコ 2017
鮮やかなルビーレッド。はっきりとしたチェリーのなかに花のような香り。たっぷりとした果実感、
心地よいタンニンがフレッシュさを演出します。肉料理との相性は抜群です。
【ワインスペクター92pt、デカンター銅賞受賞他】
〇生産者：カステッロ・ディ・メレート（イタリア トスカーナ州）
〇ブドウ品種：サンジョベーゼ
〇味わい：赤

ミディアムボディ

3本ご購入で、同ワイナリー産オーガニック
エクストラバージンオリーブオイル
（500ml/非売品）1本プレゼント！

商品コード161826

レ フィエフ ド ラグランジュ ２０１３
メドック格付け第3級「シャトー ラグランジュ」のセカンドラベル。グラン･ヴァン同様、最
新の注意を払い 長期保存にも適した十分なポテンシャルを有しています。ブラックカラント
、スパイス、タバコ、チョコレートの香りを感じ、肉厚で長い余韻が楽しめるワインです。
〇生産者：シャトー ラグランジュ（フランス

ボルドー）

〇ブドウ品種：カベルネ･ソーヴィニヨン、メルロー、プティ・ヴェルド
〇味わい：赤

ミディアムボディ

商品コード101864

シャトー ラグランジュ 2０１３
近年飛躍的な品質の向上を遂げた名門「シャトー ラグランジュ」。新樽率60%で18～20ヶ
月間樽熟成を行います。美しい果実味と豊かで溶け込んだタンニンがあり、芳醇で長い余韻が
感じられる長期熟成タイプの、まさしく最上の赤。
〇生産者：シャトー ラグランジュ（フランス

ボルドー）

〇ブドウ品種：カベルネ･ソーヴィニヨン75％、メルロー21％、プティ・ヴェルド4％
〇味わい：赤

フルボディ

商品コード160365

柴田屋厳選ワインのお得な限定情報がLINEで届く『柴田屋ワイン倶楽部』が
スタートしました！ぜひチェックしてみてください！
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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。

角右衛門 純米吟醸 夏酒 荒責混和 シロクマラベル
「角右衛門」らしい甘やかなフレーバーと軽やかな口当たりがより洗練されたイメージの「荒責混和」。豊かな味わいを
すっきりと楽しませてくれる、清涼感を伴った夏酒です。
■蔵元：木村酒造（秋田県）

■原料米：美山錦

■精米歩合：55％

720ml：商品コード119837

■アルコール度数：15度

1800ml：商品コード119838

栄光富士 純米大吟醸 無濾過生原 星祭
山形県産の酒米「まなむすめ」を使用したコストパフォーマンスに優れた純米大吟醸無濾過生原酒です。米の甘味が
豊かに広がり、果実の様にフルーティーでふくよかな味わい。
■蔵元：：冨士酒造（山形県） ■原料米：まなむすめ ■精米歩合：50％

720ml：商品コード153924

■アルコール度数：17度

1800ml：商品コード195811

栄光冨士 純米吟醸生 SHOOTING STAR
山形県の代表的な飯米「はえぬき」で仕込んだ限定酒。酵母は山形県オリジナル酵母の山形酵母を使用、栄光冨士
らしい華やかでフルーティな吟醸香に飯米ならではの柔らかく舌を包む米の旨味。
■蔵元：冨士酒造（山形県） ■原料米：はえぬき

■精米歩合：60％

720ml：商品コード153926

■アルコール度数：16.6度

1800ml：商品コード153925

冽 純米大吟醸 発泡にごり
「洌 発泡にごり」は、山田錦の旨み・コク味を爽やかな香りと発泡辛口のキレで仕上げた、数量限定酒です。
■蔵元：小嶋総本店（山形県）

■原料米：山田錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード200014

土田クラフト12
原酒らしい濃厚な味わいですが、白麹を使用しており爽やかな柑橘様の酸を湛えています。旨味たっぷりの夏の野菜だ
けでなく、肉料理とも合います。ぜひ、ワインのように合わせてみてください。
■蔵元：土田酒造（群馬県） ■原料米：あさひの夢(群馬県)・まっしぐら(青森) ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：12度

1800ml：商品コード200046

720ml：商品コード200045

松みどり 純米大吟醸 夏純
岡山県産「雄町」を使用、低温でじっくり醗酵させました。フルーティーな香りと米の甘みがしっかりと感じられ、夏酒らしい
低アルコールで飲みやすい仕上がりです。
■蔵元：中沢酒造（神奈川県）

■原料米：雄町 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：14～15度

720ml：商品コード200041

1800ml：商品コード195981

百十郎 純米吟醸 南の風 south wind
南国の花をも思わせるふくよかで魅惑的なアロマ。一方味わいは繊細ながらしっかりとした骨格で、エレガントな酸と
シャープなミネラル感で引き締まる美しい余韻。
■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153936

【飲食店限定】獺祭 純米大吟醸 夏仕込み しぼりたて
毎週注文を受けて受けてから搾って瓶詰めし、お届けする特別に新鮮な生酒です。本来蔵人しか楽しめない新鮮なお
酒を、完全受注生産でお届けします。
■蔵元：旭酒造（山口県） ■原料米：ー ■精米歩合：45％ ■アルコール度数：ー

720ml：商品コード119856

季楽 純米爽酒 ひまわり
飯米で旨みを引き出したスッキリキレる純米酒。爽やかな香りにフルーティーさ、程よい甘味と酸味で食卓を彩ります。
■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：14度

720ml：商品コード145634

1800ml：商品コード145633

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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陸奥八仙 V1116(ﾜｲﾝ酵母仕込み)
白ワインの醸造に使用される「V1116」酵母を使用して仕込まれた「陸奥八仙」のチャレンジ酒です。ワイン酵母ならではの
高い酸の清々しさ、瑞々しい甘さを伴った柔らかな旨みが調和した味わい。
■蔵元：八戸酒造（青森県）

■原料米：華吹雪 ■精米歩合：55％/60％ ■アルコール度数：13度

720ml：商品コード144043

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
1800ml：商品コード180648

720ml：商品コード119778

馬夏ンス（バカンス）無濾過生酒
香りはフルーティ、味わいはおりの絡んだうすにごりの旨み、後味は甘みが消えすっきりキレのある夏らしいお酒。
■蔵元：若駒酒造（栃木県） ■原料米：八反錦 ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：15度
1800ml：商品コード196108

720ml：商品コード196109

天の戸 純米吟醸 ランド・オブ・ウォーター 生
10号酵母と美山錦のコラボレーション。湧水をイメージしたというやわらかで涼しげな天の戸人気の限定純米吟醸酒です。
フレッシュ＆ジューシーな生のままお届けします。
■蔵元：浅舞酒造（秋田県）

■原料米：美山錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15度

720ml：商品コード200048

柴田屋オリジナル日本酒「14Cジューシー&UMAMI」
吾有事（わがうじ） ～14C ジューシー～
フルーティでジューシーな日本酒は、間違いなくブームの火付け役で
した。しかしその酒質を本気で突き詰めたお酒は存在しませんでし
た。
日本酒を飲んだことがない方が心から美味しいと感動し、酒通にな
った時にも忘れられない味わいと香りのある美酒を造りたい・・・。
情熱溢れる醸造家“阿部 龍弥“の若き感性とセンスが見事に形に
なった、渾身の一本です。

720㎖商品コード153957
1800㎖商品コード153956

川鶴 ～純米酒 UMAMI～
日本を発祥とし、共通語として確立された「UMAMI」。
世界各地に存在する出汁、ブイヨンやストックに寄り添う酒は、豊富
な旨みを持ちながらも清らかさを両立できる日本酒でしか
ありえない。そして香川県は、いりことうどんの名産地。出汁
(UMAMI)を日常的なものとしている感性とノウハウを最大限に活かし
て醸された、まさに“UMAMI”専用の日本酒がここに誕生しました
。
720㎖商品コード120963
1800㎖商品コード120962

日本酒と焼酎の限定酒情報や特別なご案内がLINEで届く
『柴田屋和酒ニュース』がスタートしました！
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