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コエドビール 織⾹ -Worka-（うぉるか）瓶/樽
コエドブルワリー×堀⼝珈琲 コラボレーションビール第3弾！今回はエチオピア「ウォルカ・ハロハ
ディ」シティローストの⾖を焙煎して供給。それをコエドブルワリーで醸造した「アルト」スタイル
のビールに漬け込みました。「織⾹」という名のとおり、ベースビールの「アルト」の中にコーヒー
の華やかな⾹りと果実のような⾵味が織り重なる、繊細かつ重層的な味わいに仕上がりました。秋か
ら冬にかけて季節が少しずつ移りゆく中で、じっくり味わいながらお楽しみいただけるビールです。
■醸造所：コエドビール（埼⽟県） ■Alc.:5.0％ ■スタイル：アルト

333㎖ 商品コード181863 

10L 商品コード181862 

横浜家系IPA 樽
REVO BREWING のフラッグシップビール。ピルスナーやラガーが広く⼈気を集める⽇本に於いて、
このビールのジューシーな味わいや濃厚さが特徴の「横浜家系 IPA」がビール界における家系の様な
存在になればと思い名付けました。霞みがかった橙⾊にマンゴーやオレンジなどのトロピカルなアロ
マが⾹る。酵⺟とホップによるジューシーな⾹りとオーツ⻨由来のとろみが絡み合い芳醇な味わいに
仕上がっています。 
■醸造所：レボブルーイング（神奈川県） ■Alc.:6.8％ ■スタイル：ヘイジーIPA

15L 商品コード199332 
GREEN ROOM（グリーンルーム）樽
アルコール度数が低く、ホップが効いた飲みごたえのあるビールが⽇本のクラフトビールシーンには
もっと必要だと感じ、醸造しました。明るい⻩⾦⾊に⼩⻨⻨芽やオーツ⻨によるやわらかい⼝当たり
、⼤量のホップによるグラッシーな⾹りが楽しめる。3.0%というアルコール度数ながら飲みごたえの
ある味わい。低アルコールなのに軽すぎない！飲みごたえ⼗分！！ 
■醸造所：レボブルーイング（神奈川県） ■Alc.:3.0％ ■スタイル：セッションヘイジーIPA

15L 商品コード199333 

サンシャイン ゴールド 瓶/樽
明るいゴールドカラー。モザイクホップやシムコーホップを贅沢に使⽤して
いるにも関わらず苦すぎないため、ビールも料理もすすみます。今回、瓶の
ラベルデザインが⼀新しました。※瓶の⼊荷は11⽉上旬予定となります。
■醸造所：寒菊銘醸（千葉県） 
■Alc.:5.0％ 
■スタイル：IPA
■IBU:25

330㎖ 商品コード210299 

10L 商品コード210298
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ニューベルジャン サワーIPA 355㎖
New Belgiumはサワービールの醸造を得意としているブルワリーの⼀つです。Hazy IPA特有のジュー
シーなホップの味わいにサワーの爽やかな酸味を加えることによって、ビール全体の完成度を別次元
に⾼めています。
■醸造所：ニューベルジャン（アメリカ） ■Alc.:7.0％ ■スタイル：IPAサワー

商品コード181882 

ベルチングビーバー ハードセルツァー パッションフルーツ&グアバ 355㎖
⼈⼯的な添加物は⼀切加えず、本物のフルーツのみを使って造ったハードセルツァー。砂糖無添加で
ローカーボ（低炭⽔化物）なため健康志向の⽅にも楽しんでいただける。110カロリー。これでジム
に⾏かなくても⼤丈夫!?
■醸造所：ベルチングビーバー（アメリカ） ■Alc.:5.5％ ■スタイル：ハードセルツァー

商品コード181880  

エースサイダー アップル 355㎖
リンゴのジューシーさとクリーンなフィニッシュが楽しめるこのサイダーは、ワインほどアルコー
ル度数が⾼くなく、ビールほど味わいが重たくないため、豚⾁や⿂介を使った料理との相性が抜群で
す。素材は100%ナチュラルな6種類の⽣⾷⽤のリンゴを使⽤しています。Ace Cider社のパイオニア的
なサイダーです。
■醸造所：エースサイダー（アメリカ） ■Alc.:5.0％ ■スタイル：サイダー

商品コード181881 

ベアレン ゆず サイダー 300㎖
【第4回フジ シードルチャレンジ ベストヴァリューシードル受賞】サイダーとは英国で伝統的に愛され
るリンゴのお酒。使⽤するリンゴは100％岩⼿県産で、国産ゆず果汁をブレンドしました。アルコール
5.5％のドライな味わいで⾷事にもよく合い、国産リンゴとゆずのフレッシュでみずみずしい果実味溢
れる本格サイダーです。⾹料無添加、⾼品質な⽇本の果実のおいしさを贅沢に感じられます。
■醸造所：ベアレン醸造所（岩⼿県） ■Alc.:5.5％ ■スタイル：サイダー

商品コード121195 

福ふくホップ Fresh Hop Pale Ale 300㎖
東北地⽅で今年収穫された、フレッシュホップ「IBUKI」を使⽤したペールエール。華やかな⾹りのす
る「IBUKI」をアロマホップに使⽤し、レモンの様な爽やかな⾹りをもつホップ「レモンドロップ」を
ドライホッピングする事で、柑橘のアロマとフレッシュな瑞々しさを兼ね備えたビールとなります。
フレッシュで⾹り⾼くそして苦味は控えめです。
■醸造所：⽥沢湖ビール（秋⽥県） ■Alc.:5.0％ ■スタイル：ペールエール

商品コード210300 
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アンリオ ブリュット スーヴェラン
アンリオは1808年の創業以来家族経営を貫く、今では数少ない⽼舗シャンパーニュメゾンです。⾼
品質なシャルドネを活かしたフレッシュでエレガントな味わいの⻑熟タイプのシャンパーニュを世に
送り出しています。コート デ ブランのシャルドネとモンターニュ ド ランスのピノ ノワールを中⼼
に、約25のクリュをアッサンブラージュ。リザーヴ⽐率約30%、瓶熟3年以上とスタンダードとして
は異例とも⾔える贅沢な造り。      
スーヴェランとはフランス語で「⾄⾼」の意。柑橘果実や⽩い花、ブリオッシュのような特徴的なア
ロマと⻑く調和の取れた余韻。アンリオらしいエレガントさとワインとしての美味しさを追求したシ
ャンパーニュです。
○⽣産者：アンリオ  ○産地：フランス/シャンパーニュ ○品種：シャルドネ 50% / ピノ ノワール 
45% / ムニエ 5% ○味わい：⽩ 泡 ⾟⼝  

Champagne & Sparkling wine

商品コード 21007

12本⼀括ご注⽂で
グラス（台座にHENRIOTのロゴ⼊り/150㎖）

6脚プレゼント！

※お得な条件は専⽤発注書からのご注⽂に限ります。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。

ドメーヌ ド フォス ディオンヌ メトード トラディショネル ブラン ド ブラン

美しい⻩⾦⾊。グレープフルーツやレモンなどのシトラス系のフレッシュで華やかなアロマ。⼟壌が
もたらす豊かなミネラルとクリアな酸。密度感あるボディー。アタックは快活できめ細かな泡⽴ち。
○⽣産者：ドメーヌ ド フォス ディオンヌ  ○産地：フランス/シャブリ ○品種：シャルドネ 
 ○味わい：⽩ 泡 ⾟⼝  

商品コード 900287

シャンパーニュ バロン ドロッシュ ブリュット NV

淡い⾦⾊。細やかな泡⽴ちで洋ナシや⽩い桃を思わせるフレッシュなアロマ。さわやかな柑橘系のニ
ュアンスもあります。ピノ・ノワール主体のコクや厚みを持ちながらも、フレッシュ感は保たれてお
り、エレガントで奥⾏のある味わい。
○⽣産者：バロン ドロッシュ  ○産地：フランス/シャンパーニュ ○品種：ピノ ノワール８０％/
シャルドネ２０％   ○味わい：⽩ 泡 ⾟⼝  

商品コード 13165

上記2アイテム、お好きな組み合わせ12本⼀括ご注⽂でフルートグラス（160㎖）
6脚プレゼント！
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【⽩】チビタス ペコリーノ
フレッシュで⼒強く、フルー
ティ!

商品コード:900493 

5

Vin Nature
―⾃然派ワイン
―

【⽩】ラ ベッレ マルヴァージア
トロピカルフルーツや花が⾹る、
濃厚な飲みごたえのワイン。

商品コード:900423 

【ロゼ】ペッティロッシェ 
チェラスオーロ ダブルッツォ
花やサクランボ、ストロベリー
を感じる温かみのあるロゼ。

商品コード:900424 

【⾚】ルミナットプリミティーヴォ
余韻には⾚系果実のジャムを感じ
る、まろやかな⼝当たり。

商品コード:900307 

【泡・ロゼ】ラモーロ ピノ グリージョ
スプマンテ ブリュット
⽩い果実や⻘リンゴ、バラのフレグラン
ス。柔らかな泡⽴ち。

商品コード:900303

【⽩】マードレテッラ
 ビアンコ
シャルドネとフィアーノの絶
妙なハーモニー︕

商品コード:181381

【⾚】マードレテッラ
 ロッソ
ジューシーな果実味と繊細さ
を持つ飲み⼼地抜群の⾚。

商品コード:181382

【⽩】モノクローモ#1
深みのある⾃然な旨味エキス
が体に沁み込む味わい。

商品コード:173472

【⽩】カンポ ディ マンドリエ
マセラシオンによるボリュー
ム感と葡萄本来の完熟した果
実味。（オレンジワイン）

商品コード:210019

【⾚】カドモ ロッソ ディ 
トスカーナ 
優しい⼝当たりですいすい飲
めるコスパ最⾼サンジョヴェ
ーゼ︕

商品コード:132388

【⽩】ビアンコ アナトリーノ  
ほんのりオレンジがかった⻩⾦⾊。
エキス感のある果実味が広がりま
す。（オレンジワイン）

商品コード:181854

お好きな組み合わせ12本ご注⽂で『ワイングラス6脚』プレゼント！
【 11⽉末迄】⼀括納品・専⽤発注書からのご注⽂で適⽤となります 

〜⾃然派ワインも柴⽥屋にお任せ！〜今⽉はトレジャーフロムネイチャー＆⾃社輸⼊アイテムを
ご紹介します。

ナチュールワインが得意な他インポーターの商品も取り扱い有。バラでお届け致します！
（取り扱いインポーター：ラシーヌ、ヴィナイオータ、ヌーベルセレクション 等々）

※お取り寄せにお時間いただく場合もあります。また商品によって難しい場合もありますので、お気軽にお問合せく
ださい。

※お得な条件は専⽤発注書からのご注⽂に限ります。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。
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⽵葉 ⼋百万ノ⾁専⽤ ⽣酛純⽶⽣原酒
⼀般⼩売なしの⾁専⽤⽇本酒。深くボディのある旨味は、和⾷はもちろん⾁系ビストロでも⼤⼈気です。【
適温：10〜50℃】■蔵元：数⾺酒造（⽯川県）   ■原料⽶：能登産ゆめみづほ  ■精⽶歩合：70％  ■アルコール度数：18度

1800ml︓商品コード134331 
洌 純⽶
すっきりとした⾟⼝スタイルの純⽶酒は、⾷事に寄り添ってスイスイと杯が進む仕上がり。適度な熟成に
よる落ち着きのバランスは、数多くの酒を経験した愛好家にこそ評価されています。【適温：10〜45℃】
■蔵元：⼩嶋総本店（⼭形県）   ■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114742 

いづみ橋 恵 ⾚ラベル 純⽶無ろ過原酒
本当によい⼭⽥錦は、そんなに精⽶しなくてもよい純⽶酒ができるはず。あえて研かずに⾟⼝の純⽶を造
りました。やや濃厚な純⽶原酒です。【適温：10〜50℃】
■蔵元：泉橋酒造（神奈川県）   ■原料⽶：海⽼名産⼭⽥錦 ■精⽶歩合：65％ ■アルコール度数：18度

1800ml︓商品コード82274 

 三井の寿 純⽶吟醸 +14 ⼤⾟⼝ 
試験醸造だったダブルA⾯ラベルが好評のため定番アイテムに。⾟⼝でありながらお⽶の旨味を残した純
⽶吟醸です。 
【適温：10〜50℃】■蔵元：みいの寿（福岡県）   ■原料⽶：⼭⽥錦  ■精⽶歩合：60％  ■アルコール度数：14度

1800ml︓商品コード196057  神⻲純⽶酒
2年以上の熟成を経てからリリースされる深い味わいと複雑な旨み。熱々のお燗から少し冷ました燗冷ま
しもどうぞ。
【適温：20〜65℃以上でも○】■蔵元：神⻲酒造（埼⽟県）   ■原料⽶：酒造好適⽶ ■精⽶歩合：60％  ■アルコール度数：15〜16度

1800ml︓商品コード81551 
夜の帝王 特別純⽶
広島県の酒造好適⽶である⼋反錦をメインに使⽤し、軟⽔仕込みの特性を活かした、⼝当たりまろやかな
⾷中酒です。どのようなお料理でも合わせやすい万能タイプ。【適温：10〜50℃】
■蔵元：藤井酒造（広島県）   ■原料⽶：⼭⽥錦、雄町、⼋反錦  ■精⽶歩合：65％  ■アルコール度数：15度

1800ml︓商品コード83272 武勇 超⾟⼝ ⽣もと 純⽶
伝統的な⽣もとづくりで超⾟⼝に仕上げました。 ⽣もとづくりながらさっぱりとした⾟⼝で、⾷中酒と
して冷やからお燗酒としても楽しめます。【適温：20〜55℃】
■蔵元：武勇（茨城県）   ■原料⽶：国産酒造好適⽶ ■精⽶歩合：65％  ■アルコール度数：15度

1800ml︓商品コード181024 
 ⽟川 ⼭廃純⽶ 無濾過⽣原酒
ほんのりと⽢い乳酸系の⾹りと程良い熟成⾹。⼝に含むと直ぐに分厚い旨味と豊富な酸が湧き出て⼝中い
っぱいに広がります。【適温：10〜55℃以上でも○】
■蔵元：⽊下酒造（京都府）   ■原料⽶： 北錦 ■精⽶歩合：66％  ■アルコール度数：19〜19.9度

1800ml︓商品コード198102 720ml︓商品コード180282 

⽊⼾泉 特別純⽶ 無濾過原酒 BLUISH PURPLE 29BY
ほんのりドライフルーツを思わせる酸っぱい⾹り。しっとり柔らかい旨味とやや強めながら穏やかな酸味
が上⼿く融合して、バランスのよさを感じます。【適温：20〜55℃】
■蔵元：⽊⼾泉酒造（千葉県）   ■原料⽶：岡⼭県産雄町 ■精⽶歩合：60％  ■アルコール度数：16度

1800ml︓商品コード180281 

720ml︓商品コード114741 

720ml︓商品コード95530 

熟成により丸みを帯びたまろやかな旨味と濃醇なコクと酸のしっかりとした、バランスが秀逸な熟成純⽶
酒です。
【適温：20〜55℃】■蔵元：⽊⼾泉酒造（千葉県）   ■原料⽶：兵庫県産⼭⽥錦 ■精⽶歩合：60％  ■アルコール度数：16.8度

1800ml︓商品コード198101 

⽊⼾泉 特別純⽶ 無濾過原酒 DEEP GREEN 29BY

     商品 開栓後 冷蔵保存  願     
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 壱岐⻨焼酎 ちんぐ⿊麹仕込み 25°
昔ながらの室(むろ)で⼿麹造りし、⼩仕込みした⻨焼酎です。⼤⻨の⾹ばしさと⼝に含むと⽶麹の⽢みが広
がります。⾁料理が抜群に合います。＜割材：ソーダ、お湯＞
■蔵元：重家酒造（⻑崎県）   ■原料：⻨、⽶麹  ■アルコール度数：25度

1800ml︓商品コード160626 720ml︓商品コード160627 

つくし ⿊ 25°
伝統的な⿊麹で造り上げたもろみを常圧蒸留法にて蒸留。しっかりとした深みの有る味わいが特徴。脂の乗
った⻘⿂、たれの焼き⿃、もつ焼き、モツ鍋などしっかり系の⾷べ物に合います。＜割材：お湯＞
■蔵元：⻄吉⽥酒造（福岡県）   ■原料：⻨、⻨麹  ■アルコール度数：25度

1800ml︓商品コード10634 720ml︓商品コード10639 

尾鈴⼭ ⼭猿 25°
⽢みを感じさせる⾹ばしい⻨の⾹りが極めて芳醇な⻨焼酎。飲みごたえは抜群で、割っても豊かな味わいを
損ないません。＜割材：ソーダ、お湯＞
■蔵元：⿊⽊本店（宮崎県）   ■原料：⻨、⻨麹  ■アルコール度数：25度

1800ml︓商品コード118602  720ml︓商品コード118603  

⼀粒の⻨ 25°
芋焼酎蔵ならではの深みのある味わい。軽快な⽢い⾹りと⻨本来の旨みとが絶妙。＜割材：ソーダ、お湯＞
■蔵元：⻄酒造（⿅児島県）   ■原料：⼤⻨、⼤⻨麹  ■アルコール度数：25度

1800ml︓商品コード160377 720ml︓商品コード160378  

尾鈴⼭ ⼭ねこ 25°
⼭ねこの原料はジョイホワイト(芋)を使⽤し、⽊樽仕込、⼆年以上の熟成という⾮常に⼿間暇かけて造られ
ています。栗のような⽢さに、フルーツの果実味なども感じられます。＜割材：ソーダ、お湯＞
■蔵元：⿊⽊本店（宮崎県）   ■原料：ジョイホワイト、⽶麹  ■アルコール度
数：25度

1800ml︓商品コード118598  720ml︓商品コード118599 

尾鈴⼭ ⼭ねこ 栗⻩⾦ 25°
⼈気の⼭ねこの限定バージョン。ジョイホワイトと麹⽶に「⼭⽥錦」を使⽤しています。⼼地良い調和の
取れた華やかな⾹り
と、⾮常に柔らかくライトな⽢みで素晴らしい飲み⼼地です。＜割材：ソーダ、お湯＞■蔵元：⿊⽊本店（宮崎県）   ■原料：ジョイホワイト、⽶麹  ■アルコール度数：
25度 1800ml︓商品コード146663  720ml︓商品コード146664 

蔵の師魂 いもいも 25°
芋麹にさつま芋⻩⾦千貫（コガネセンガン）を掛け、かめ壺で仕込み「⽊樽蒸留器」で蒸留、無ろ過のま
まで熟成していますので、まろやかな⽢味を持ち、芋特有のキレの良さが堪能できます。＜割材：お湯＞
■蔵元：⼩正醸造（⿅児島県）   ■原料：⻩⾦千貫、芋麹  ■アルコール度数：25
度

1800ml︓商品コード153264 720ml︓商品コード153265 

伊勢吉どん 平成30年新焼酎 芋 25°
蒸留した原酒を⼀切濾過することなく、割り⽔をして25度に調節し瓶詰めしています。⽢い焼き栗のような
味わいが優しく喉
を通ります。＜割材：お湯＞■蔵元：⼩牧蒸留所（⿅児島県）   ■原料：さつまいも、⽶麹  ■アルコール度数：25度

1800ml︓商品コード145374 
明るい農村 25°
創業から108年間伝わる、伝統のかめ壺と、湧き出づる⽔で仕込みました。⿅児島県産の「⻩⾦千貫（こ
がねせんがん）」は⽪も中⾝も⻩⾊い、デンプン質が多い焼酎づくりに適した芋です。さつまいもの、⾵
味豊かな芋焼酎になります。 
＜割材：お湯＞■蔵元：⻄酒造（⿅児島県）   ■原料：さつまいも、⽶麹  ■アルコール度数：25度

1800ml︓商品コード96192  720ml︓商品コード96193  


