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。

飲んで感じる秋

Best Fall Beers#1
南信州ビール アップルホップ 330㎖
南信州で栽培されたリンゴをジュースに加工して発酵タンクに入れて醸造。スムーズで飲みやす
いエールに新鮮な果汁が加わり、飲み易さがさらに高まっています。誰もがスムーズに楽しむこ
とができる魅力的なフルーツビール。
■醸造所：駒ヶ岳醸造所（長野県） ■Alc.:6.5％ ■スタイル：フルーツビール

商品コード33954

世嬉の一 パンプキンエール 330㎖
一関の糖度が18～23％もあるかぼちゃ「南部一郎」の皮も実も使用した秋限定のビール。かぼち
ゃの糖度がアルコールに変わり、すっきりとした味わいに。ハロウィン時期限定の大人気ビール
です。
醸造所：いわて蔵ビール（岩手県） ■Alc.:5％ ■スタイル：パンプキンエール

商品コード30930

伊勢角 パッション！フルーツ ペールエール 330㎖
柑橘系アロマが香るさっぱりとしたボディに、パッションフルーツのトロピカルさと甘酸っぱさが加
わって、ぐびぐび飲めるビールです。甘味はなくドライな口当たり、柑橘系アロマとパッションフル
ーツの酸味が程よく、食事中や晩酌中などどの場面でもお楽しみ頂けます。お肉や辛い料理とのペア
リングもばっちりです！
■醸造所：伊勢角屋麦酒（三重県） ■Alc.:5％ ■スタイル：フルーツエール

商品コード181824

サンクトガーレン アップルシナモンエール 330㎖
ほんのり焦がしたカラメルモルトのコク深いビールに、焼リンゴ、シナモン、メープルシュガー
を合わせたアップルパイのようなビールです。500個もの焼きリンゴを使った、コク深く甘美な味
わい。
■醸造所：サンクトガーレン（神奈川県） ■Alc.:5％ ■スタイル：フルーツビール

商品コード33346

レヴァレンド ナッツ ハードサイダー ビバラ パイナップル 355㎖
「ハードサイダー」というのはりんごを発酵させたお酒で日本では「シードル」という名前でも知ら
れています。2004年にホームブルーイングでサイダー造りをスタート。リンゴだけのサイダーももち
ろん美味しいけれど、クラフトビアスピリットのようにたくさんのフレーバーコンビネーションを駆
使する手法がNatさんの天分です。こちらは発酵後にパイナップルジューズを加えておりまさに「爽
やかパイナップルジューズ」という感じ！
■醸造所：レヴァレンドナッツハードサイダー（アメリカ）■Alc.:6％ ■スタイル：ハードサイダー

商品コード201136
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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。

飲んで感じる秋

Best Fall Beers#2
やばいやばい ストロングスコッチエール 330㎖
リッチで厚みのある質感、口に含むと甘みがありアルコールの熱さも感じ、フィニッシュは、長
く続く余韻の中に、ポートやシェリーのようなほのかな酸味も感じる。一杯目では秋の肌寒さを
やわらげてくれる。2杯目には気持ちよく体が温まっていくのを感じる。3杯目では･･･やばい！
■醸造所：ベアードブルーイング（静岡県） ■Alc.:8％ ■スタイル：スコッチエール

商品コード151825

ロストコースト タンジェリン ウィート 330㎖
爽やかな柑橘系のエール、自社栽培の小麦と天然のみかんを組み合わせました。クリスタルモル
トと小麦、パールホップがみかんと共に味わえます。
■醸造所：ロストコースト（アメリカ） ■Alc.:5％ ■スタイル：ベルジャンホワイト・ウィート
・ヴィット

商品コード82243

レベル ライン ペールエール 355㎖
リフレッシングな柑橘と森林や松のようなホップの味わいが森を流れる小川を思わせる。蜂蜜やビス
ケット、トーストを連想させるモルトのキャラクターも心地よい。ウエストコーストのライフスタイ
ルに合わせて造られた、ウエストコーストPale Ale。
■醸造所：トパトパブリューイング（アメリカ） ■Alc.:5％ ■スタイル：ペールエール

商品コード181823

沼津HazyIPA 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
トラス感が少し感じられます。オーツ麦の口当たりが滑らかです。このHazy IPAはRepubrew風
にアレンジがあり、いつもと変わった仕込み方をしているため、イーストのエステル香は高め、
Hazy スタイルより少しだけドライになるように仕上がっています。
■醸造所：リパブリュー（静岡県） ■Alc.:6.2％ ■スタイル：ヘイジーIPA

商品コード198993

マロンミルクシェイク 10L樽
フランス産栗とキャラメルを使用した、まさに秋冬シーズンに楽しんでいただきたいビールが誕
生しました！甘美な香りとボリューム感のある味は、秋の夜長にゆったりと楽しんでいただきた
い味わいです。
■醸造所：ビール工房（東京）■Alc.:－％ ■スタイル：

商品コード210243
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秋の食材を引き立てる！

王道＆スペシャルワイン
シャブリ ラ・ピエレレ 2018
【120本限定】シャブリ全体の1/4という最大生産量を誇りながら
品質的にもTOPと目される生産者｡エレガントなリンゴや洋なし
のアロマが香り立ち､口中で見事な質感を感じることが出来るワイ
ンです｡サラダやカルパッチョなど、さっぱりした料理に合います
。
□生産国：フランス ブルゴーニュ
□生産者：ラ・シャブリジェンヌ
□品種：シャルドネ100％
商品コード

613549

シャトー
カロン・セギュ
【30本限定】メドック格付3級の歴史の古いシャトー。繊細な味
ール 2011
わいと豊かな香りは、かつての所有者セギュール侯爵が最も愛し
たシャトーとしても有名です。ハートをモチーフとしたラベルデ
ザインから女性的なイメージを抱きますが、実は香り高く、豊満
で力強いワイン。
□生産国：フランス ボルドー
□生産者：シャトー カロン・セギュール
□品種：カベルネ・ソーヴィニヨン86％、メルロー12％、カベルネ・フラン2％
商品コード 250107

オーパス・ワン 2016
【24本限定】フィリップ・ド・ロスチャイルド男爵とロバート・モ
ンダヴィ氏のコラボレーションで生まれた、すべてのワイン愛好家
の垂涎の的となっているワイン。濃厚な味わいながらも、フレッシ
ュな酸と美しく熟したきめ細かなタンニンが、芳醇かつ極めて上品
で長い余韻へと導きます。
□生産国：アメリカ カリフォルニア
□生産者：オーパスワンワイナリー
□品種：カベルネ・ソーヴィニョン78％、メルロー8％、プティ・ヴェルド8％、
カベルネ・フラン5％、マルベック1％
商品コード

250106

4

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。

食欲の秋におすすめワインセット
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用となります 10月末迄—

①味わいさっぱりセット

②味わいこってりセット

【白】ドメーヌ デュ グランセール トゥーレーヌ

【白】ポッセンテ グリッロ

ソーヴィニヨン
商品コード:900484

商品コード: 900447

【赤】キリビンビン スニーキー シラーズ

【赤】ムッソ ピノ・ノワール

商品コード:900395

商品コード: 900339

【赤】ブリックメイソン レッドブレント

【赤】アマ ロッソ IGP プーリア

商品コード: 900446

商品コード: 900291

③味わいクリーミーセット

【白】キリビンビン

シヴァー

④食べたくなる！食欲増進セット

【赤泡】フラテッロ ソーレ ランブルスコ

シャルドネ

商品コード: 900393

商品コード:900348

【白】シャトー クーロン コルビエール ブラン

【白泡】ムッソ マカベオ カヴァ

商品コード: 900481

商品コード: 900479

【白】ラ ベッレ マルヴァージア

【赤】アンパカーマ マルベック

商品コード: 900423

商品コード: 900450
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秋酒本番！円熟の模範解答はこちらです
刈穂 純米吟醸 秋 kawasemi
春夏を蔵内でゆったりと低温で貯蔵熟成し、香味あざやかで旨味の凝縮した味わいに仕上がりました。
■蔵元：秋田清酒（秋田県）

■原料米：美山錦

■精米歩合：50％

720ml：商品コード196195

■アルコール度数：16-16.9度

1800ml：商品コード196194

龍力 特別純米 ひやおろし生 神力
かつて三大水稲と呼ばれた米の旨味を十分に感じさせる濃醇旨口のお酒です。熟れた果実様の香りと米の
旨味が有ながら、喉越しのキレが良いのが特長です。
■蔵元：本田商店（兵庫県）

■原料米：神力

■精米歩合：65％

■アルコール度数：18.8度

1800ml：商品コード94947

龍力 特別純米 播州辛口
後口はとてもすっきりとしながらも、山田錦の持つ、柔らかな味わいを合わせ持った辛口酒に仕上がって
います。料理の味わいを邪魔しない穏やかな香りとコク。冷やから燗までお好みで楽しんでいただけます
。
■蔵元：本田商店（兵庫県）
■原料米：兵庫県特A地区産山田錦 ■精米歩合：65％
■アルコール度数：15.5度
1800ml：商品コード141692

竹葉 純米ひやおろし
しっかりとした米の味わいと穏やかな酸味がバランス良く調和し、旨口の余韻が食を進めます。
■蔵元：数馬酒造（石川県）

■原料米：能登産山田錦

■精米歩合：55％

720ml：商品コード194371

■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード194370

播州一献 純米吟醸 無濾過原酒 ひやおろし
兵庫県の恵みを生かし、地元播州の米と水を使い、但馬杜氏により丁寧に醸したお酒を貯蔵庫にて熟成。
独自の酸とコクのある飲み口が特徴、温度を上げるとふくよかさを感じます。
■蔵元：山陽盃酒造（兵庫県）

■原料米：兵庫北錦 ■精米歩合：55％

■アルコール度数：16度前後

1800ml：商品コード118700

三井の寿 ひやおろし 秋純吟 Porcini
ポルチーニとは茸の名前で、イタリアの松茸といわれるぐらい香り高い茸です。そのポルチーニのように
香り高い純米吟醸に仕上げ、ふくよかな香りの中にやわらかな酸味が感じられます。食中酒にもピッタリ
の味わい。
■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
720ml：商品コード181079

1800ml：商品コード181078

木戸泉 純米 秋あがり 2020
高温山廃仕込みによる深みのある旨みが膨らむお酒です。 豊かな酸としっかりしたキレがあり、秋の味
覚と一緒に 様々な温度帯でお楽しみいただけます。
■蔵元：木戸泉酒造（千葉県）

■原料米：千葉県産総の舞 ■精米歩合：65％

720ml：商品コード153979

■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード153978

仁井田本家 しぜんしゅ 秋あがり
トロっと濃厚な秋の酒！ふくよかで、口にすると不思議とホッとできる濃醇で優しい味わいです。秋の味
覚と共にお楽しみください。
■蔵元：仁井田本家（福島県）

■原料米：自然栽培トヨニシキ ■精米歩合：80％

720ml：商品コード196209

■アルコール度数：16.5度

1800ml：商品コード196208

惣誉 ひやおろし 生もと 特別純米酒
秋にますます旨みを感じる、生もと仕込のひやおろし。軽快でコクのある味わい、生もと特有の酸味と密
度の高い旨味が特長です。
■蔵元：惣誉酒造（栃木県）

■原料米：兵庫県特Ａ地区山田錦 ■精米歩合：60％

720ml：商品コード153972

■アルコール度数：15度

1800ml：商品コード151592

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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日本酒を飲むことで社会貢献に

「水芭蕉アーティストシリーズ」

Mizubasho Artist Series
近年減少している尾瀬の水芭蕉の花を守ることを目的とし発足した「尾瀬の水芭蕉プロジェクト」。参
画する永井酒造が今回開発した「水芭蕉アーティストシリーズ」は、売り上げの5％がプロジェクト資
金として、尾瀬の自然環境と文化・歴史の再生をサポートする活動に寄付されます。ラベルはプロジェ
クトに賛同したアーティストとのコラボレーション企画となっており、第一弾は、俳優の片岡鶴太郎氏
によるもの。自然な優しいタッチで、尾瀬の魅力を美しく表現しています。

MIZUBASHO Artist Series Floral Sparkling

【商品コード153991】

-水芭蕉アーティストシリーズ フローラル スパークリング水芭蕉の可憐な白い花を連想する、フローラルスパークリング。長年研究を重ね、進化してきた独自の
瓶内二次発酵技術を使用し、カジュアルに仕上げました。口当たりの柔らかいシルキーな泡と白桃や林
檎のような香味が調和します。
○アルコール度数12％ ○容量360ml

MIZUBASHO Artist Series Still【商品コード153992】
-水芭蕉アーティストシリーズ スティル サケライチのような甘い口当たり。ほのかにグレープフルーツのフレーバーを感じ、なめらかで軽快な味わ
いが特長です。優しい中に幅を持った旨味も広がり、様々な料理と気軽に楽しめる食中酒を目指しまし
た。
○アルコール度数15％ ○容量720ml

MIZUBASHO Artist Series Dessert Sake

【商品コード153993】

-水芭蕉アーティストシリーズ デザート サケパッションフルーツやアプリコットを連想させる上品な甘味に仕上げました。頑張った自分へのご褒美
に嗜んでホッと一息するには最適なお酒です。そのまま飲んでも、スイーツや果物、チーズなどに合わ
せても笑顔になれるデザート酒です。
○アルコール度数12％ ○容量300ml
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※価格は全て税抜き価格です

