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季節限定アイテム 

【限定48本】アジアンビューティびわラガー 330ml  

びわは甘さと酸味が絶妙に調和する繊細なフルーツ。アジアンビューティびわラガ
ーは、はにかむようなフルーティさと、弾けるような爽やかさ、そして繊細な芯の強さ
を持ち合わせている。まさにこれぞ東洋の美！ 

■醸造所：ベアードブルーイング（静岡県） ■Alc.:4.0％ ■容量：330ｍｌ  

商品コード131399  

【限定100本】ホフブロイ オクトーバーフェストビア 500ml 

ドイツ・ミュンヘンで開催されるドイツ最大・世界最大のビールの祭典「オクトーバー
フェスト」。そのお祭りのためだけに製造されるビールです。濃厚なモルト感、苦味、
爽やかなのど越しが特長です。※9月中旬発売 

■醸造所：ホフブロイ（ドイツ） ■Alc.:6.3％ ■容量：500ｍｌ  

商品コード94781  

10本以上一括のご注
文でグラス（300ml
）orジョッキ（
500ml）贈呈 

【季節限定】寒菊銘醸 Summer IPL 330ml 瓶 

暑い日に何杯でも飲めるホップの効いたラガービール。 しっかりとしたキレとアロマ
ホップの香りをお楽しみ下さい。 

■醸造所：寒菊銘醸（千葉県） ■Alc.:5.0％ ■容量：330ｍｌ  

商品コード210176  

新商品 

松本ブルワリー（長野県 松本市） 
目指すのは「愛され度」世界一のビール。松本市内には、北アルプスや美ヶ原の山々を水源とした、どこま
でも清らかな湧水がいたる所から湧き上がっています。その水を仕込み水として、更にはホップや麦そして
果物など、地元の農作物を使用した、地域ならではの魅力をぎゅっと詰め込んだビール造りをしています。 

マツモト・オーサム！ペールエール 瓶 
数種類のアメリカンホップを使用し、フルーティーなアロマと豊かな味わいのペールエールです。アメリカの若者
たちが、嬉しい事と出会った時に叫ぶ“Awesome！”なワクワクするビールを目指しました。 
■Alc.:5.0％ ■容量：330ｍｌ 

商品コード210102  

松本ブルワリー セッションIPA 瓶 
数種類のアメリカンホップを使用することで、柑橘系の爽やかな香りとシャープな味わいにしあげました。クラフ
トビールの楽しさを感じていただけるビールです。 
■Alc.:5.0％ ■容量：330ｍｌ 

商品コード210100  

松本ブルワリー ペールエール 瓶 
北アルプスの麓、爽やかな気候風土の松本でうまれたビール。厳選された素材と清涼な水で醸し、飲み飽きな
いバランスの取れた味わいに仕上げました。 
■Alc.:5.0％ ■容量：330ｍｌ 

商品コード210099 
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㎖
アメリカでこよなく愛されるビールブランド「パブストブルーリボン」。日本の一

般的なラガーに比べ、スッキリとした味わいの中に程よくホップが香る絶妙な

テイストに仕上げられています。俳優・ミュージシャン・アーティストをはじめ、

多くの層に愛されているビールです。 

■醸造所： パブストブルーリボン（アメリカ） ■スタイル：ラガー ■Alc.:5.0％ ■IBU：-  
■容量：330㎖ 

商品コード161771  

9月のおすすめビール 

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、柴田屋ビールNEWS 
はじめました！ 

6本以上一括のご注文 
でバケツ1個orマグカップ 
1個orクージー2個贈呈 

『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  

樽1本ご注文でグラス（300ml） 
orジョッキ（500ml）贈呈 

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 
■ヘッド形状：アサヒビールなどと同等 

商品コード198996 

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   
■ヘッド形状：アサヒビールなどと同等 

商品コード198998 



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。 

フレッシュ＆果実味溢れる新酒の季節がやってきた！ 

～ご予約受付スタート！～ 

コンティ・ゼッカ  
ノヴェッロ・サレント2020 

プーリアの名門コンティ・ゼッカが地ブ
ドウ“ネグロアマーロ” で造るノヴェッ
ロ。ベリーやチェリーを思わせるアロ
マ、もぎたての果実がそのままつまっ
た、南イタリア独特のふくよかな味わ
い。 
 
□生産国：イタリア プーリア州 
□生産者：コンティ・ゼッカ 
□品種：ネグロアマーロ 

商品コード 199300 

ファルネーゼ  
ヴィーノ・ノヴェッロ2020 
ファルネーゼは、イタリアワインの評価
本「ルカ マローニ ベストワイン年鑑」
で、これまでに9回、最優秀生産者に
選出されています。新酒ならではフレ
ッシュさとファルネーゼが造り出す 
力強い果実味が味わえるのが彼らの
ノヴェッロの魅力です。 
 
□生産国：イタリア アブルッツオ州 
□生産者：ファルネーゼ 
□品種：モンテプルチャーノ、サンジョヴェーゼ 

商品コード 220099 

フランスの新酒「Beaujolais Nouveau」の解禁日は11月19日 

ジャン・ボワスリエ  
ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォ 2020 

思わず驚くお得な価格ですが、中身は本格派です！ 
すべてのロットを試飲し、最良のものを選出、ブレンドしたこだわりの
ヴィラージュ。ボージョレ全体の70％が管理下にあり、高い品質で毎
年ボージョレを創り出す生産者です。 
 
□生産国：フランス ボジョレー 
□生産者：ジャン・ボワスリエ 
□品種：ガメイ100％ 

商品コード 199301 

イタリアの新酒「Vino Novello」の解禁日は10月30日 
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限定180本 限定180本 



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。 

 

自然派の父『マルセル・ラピエール』の意思を継ぐ３人のヴィニュロン（ワインの
造り手） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5 
 

ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾊﾟｶﾚ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ ｳﾞｧﾝ ﾄﾞ ﾌﾟﾘﾑｰﾙ 

もはやヌーヴォーを越えた 
自然派の代名詞とも呼ばれる注目の醸造家、フィリップ パカレ。しっかりとしたエキスと
美しい酸味は、ヌーヴォーとは思えないフィネスを感じさせます。入荷後すぐに飲んで美味
しいだけでなく、翌年以降も素晴らしい熟成をします。 

■生産地：フランス ボジョレー ■ブドウ品種：ガメイ ■生産者：フィリップ
・パカレ 

商品コード 199303 

ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾃﾞｺﾝﾌﾞ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ﾇｰｳﾞｫｰ 
 最高峰ヌーヴォーのひとつ 

マルセルの1番弟子とも言われるジョルジュ・デコンブ。彼のヌーヴォーは、熟度の高い果
実を口いっぱいに感じることができます。アタックは濃厚で力強い果実で始まり、綺麗な酸
と優美な甘味が、優しく口中に長く残ります。 

■生産地：フランス ボジョレー ■ブドウ品種：ガメイ ■生産者：ジョルジュ
・デコンブ 

商品コード 199304 

M ﾗﾋﾟｴｰﾙ/Ch.ｶﾝﾎﾞﾝ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ ﾇｰｳﾞｫｰ 
 
 

旨み溢れる究極ヌーヴォー 
天然酵母がもたらす、グラスから溢れる様な赤系果実の香りと旨味が特徴的。60歳とい
う若さで亡くなってしまったマルセル・ラピエール。マルセルのヌーヴォーは、最も近くでそ
れを学んだ家族の手で、今年も変わらぬ品質で造られます。 

■生産地：フランス ボジョレー ■ブドウ品種：ガメイ ■生産者：マルセル・ラピエール
ンボン 

商品コード 199305  



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。 
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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。 

 陸奥八仙 緑ラベル 特別純米酒  

「陸奥八仙 特別純米 赤ラベル」の火入れ熟成バージョン。甘く華やかな香りは少し落ち着いた感じを思わせるものの、
存在感は健在。生酒の良さを残しつつ、熟成による程よい深まり度合いが絶妙で、さらに味わい深く。 
 ■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 

 陸奥八仙 オレンジラベル ひやおろし 

旨味のしっかりとしたボリュームのある『陸奥八仙 緑ラベル 特別純米』とは異なり、キレイな酸が際立ち、スッキリとした印
象に仕上がっています。 

■蔵元：：八戸酒造（青森県）  ■原料米：青森県産米 ■精米歩合：55％  ■アルコール度数：― 

シン ツチダ 生もと純米 

非常に懐古的でリスクのある造りを再現しています。米の旨味を引出し、凝縮したかの様な、まるでごはんを食べている様
な味わいで、洋食やエスニックなどにも合わせていただきたい一本です。※開栓後も冷暗所の常温保管してください。 

■蔵元：土田酒造（群馬県）  ■原料米：群馬県産飯米   ■精米歩合：90％  ■アルコール度数：16度 

うまからまんさく 特別純米ひやおろし 

旨味のある「うまからまんさく」は、低温瓶熟成との相性が良く、ひやおろしの時期は特に美味しい銘柄です。口の中で丸
みを帯びた旨味が膨らみ、それでいて綺麗さも兼ね備えています。 
■蔵元：日の丸醸造（秋田県）  ■原料米：秋田県産秋田酒こまち/秋田県産秋の精 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度 

栄光富士 純吟無濾過生原 秋酒 

ひやおろしとは少し異なるお酒で、火入れも加水も一切行わずに一夏越しています。品のある香りと、綺麗な旨みを残し
ながらなめらかで雑味のない味わいは、生酒ファンのお客様へ、秋の食中酒としてオススメです。 

■蔵元：冨士酒造（山形県）   ■原料米：出羽の里 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16～17度 

1800ml：商品コード196204   

栄光冨士 純米大吟醸 熟成蔵隠し(ひやおろし) 
冬季に仕込んだ五百万石を寝かせ、落ちつた熟成感をまとった熟成純米大吟醸です。冷やからぬる燗まで、さまざまな
温度でお楽しみいただけます。 
■蔵元：冨士酒造（山形県）  ■原料米：富山県産 五百万石 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16.7度 

1800ml：商品コード96879  

1800ml：商品コード153974   

1800ml：商品コード153964   

1800ml：商品コード196196   

1800ml：商品コード153970   

雁木(がんぎ)another 純米吟醸 雄町  

雄町の特徴であるふくよかで円みのある旨味とキレの良い酸のバランスで、のど越しの良い滑らかな味わいです。 

■蔵元：八百新酒造（山口県）   ■原料米：雄町 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16度 

1800ml ：商品コード171526   

720ml：商品コード96885  

720ml：商品コード153965   

720ml：商品コード196197   

720ml：商品コード196205   

まんさくの花 純米ひやおろし 

吟醸造りを徹底した当社純米酒の細身で繊細な酒質が、夏を越えて丸みを帯びました。お米の旨味が口の中で柔ら
かに広がります。冷や～50度くらいの燗まで、幅広い温度でお楽しみいただけます。 
■蔵元：日の丸醸造（秋田県）  ■原料米：秋田県産吟の精 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17度 

1800ml：商品コード196202  



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！ 

金寶 穏（きんぽう おだやか） 純米吟醸 ひやおろし 

より一層ナチュラルさを追求した結果、辿り着いた醸造用乳酸無添加の自然派白麹酒母100％で醸した新酒を、蔵の
中で一夏熟成させました。完熟した南国フルーツの様な心地よい甘みと酸味のバランスが絶品です。 

■蔵元：仁井田本家（福島県）  ■原料米：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196206  720ml：商品コード196207  
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七賢 ひやおろし 純米 

地元産米を使用した辛口純米酒を、ひと夏じっくりと熟成させました。低温でゆっくりと熟成させることで雑味を出さずに、
香り穏やかですっきりとした味わいに仕上がっています。 

■蔵元：山梨銘醸（山梨県）  ■原料米：山梨県産米 ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：16度 

1800ml：商品コード26615  720ml：商品コード115227  

百十郎 純米吟醸 三枡紋 トラディショナル 

きめ細かい上質な甘みと心地よい刺激の酸。軽快な苦みでフィニッシュの秀逸なバランスで秋の食材と良く合います。 

■蔵元：林本店（岐阜県）  ■原料米：山田錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15度 

1800ml：商品コード153966  720ml：商品コード153967  

月山 純米吟醸 ひやおろし 

吟醸酒の熟成酒らしい爽やかな熟味は、引き際良く、後味もサッパリとしています。 

■蔵元：吉田酒造（島根県）  ■原料米：佐香錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度 

1800ml：商品コード196210   

月山 純米 ひやおろし 

秋季限定の純米酒で、熟成により深みの増した味わい深いお酒です。旨みが濃いのにスッキリ飲んでいただけます。 

■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196212   720ml：商品コード196213  

百十郎 純米吟醸 秋桜（コスモス） 

口に含むと柔らかく優しい甘みがすっと広がり、ﾌﾚｯｼｭで瑞々しい酸が全体を引き締めます。ほのかに青草のような、ほろ
苦さが残る余韻。しっかりと冷やして、イキイキとした香味を楽しみたい一本。 
■蔵元：林本店（岐阜県）  ■原料米：秋田酒こまち ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度 

1800ml：商品コード153968  720ml：商品コード153969  

天吹 秋に恋する純米 

香りは穏やかでお米の旨みをしっかり感じられます。爽快な酸味が味の幅を広げ、くどくない旨味は、油脂を使った料理
にも好相性。気温が下がったら、湯煎でぬるめの燗をして、楽しみたい逸品です。 

■蔵元：天吹酒造（佐賀県）  ■原料米：非公開 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：―度 

1800ml：商品コード196200   720ml：商品コード196201  

七田 七割五分磨き 雄町 ひやおろし 

飲んだ瞬間に米の厚みのある旨み（甘み）が口一杯に広がります。その後アルコールのボリューム感と長い余韻が続き、
骨太な味わいです。ワインのように少し開栓してから時間をあけて飲むと口当たりが良くなります。 

■蔵元：天山酒造（佐賀県）  ■原料米：雄町 ■精米歩合：75％ ■アルコール度数：17度 

1800ml：商品コード171581   720ml：商品コード145330  


