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。

デリリュウム クリスマス 瓶 330ml
3種類のフランス産ダークモルトとベルギー産のホップを使用したダークエールです。フルーティ
ーな中にモルトの甘さとスパイスの辛さを感じ、炭酸も良く効いたビールです。※ラベルの図柄は
いくつかありランダムにお届けします。
■醸造所：ヒューグ醸造所（ベルギー）■Alc.:10.0％

■スタイル：スペシャルストロングダークエール

商品コード36709

ブリュードッグ ホッピークリスマス フェスティブ IPA 缶 330ml
クリスマスの乾杯はこれで決まり！毎年大人気のホッピークリスマスが今年も入荷します。甘酸っぱい
シトラスや松、ハーブのフレーバーに、パイナップルやパパイヤの芳醇なトロピカルアロマが広がりま
す。後味に現れるモルトの程よい甘味、そしてキレのあるホップビターが、後を引く美味しさを演出。
爽快なシムコ―ホップのフレーバーが弾けるフェスティブ(＝お祭り騒ぎ)なIPA!
■醸造所：ブリュードッグ（スコットランド）■Alc.:― ■スタイル：インディア・ペールエール

商品コード181949

ホップシェイク アイピーエー 樽
Hazy IPAの派生スタイル。乳糖を入れることによりトロっとした口当たりが強化されています。ピル
スナーやIPAなどの苦さが苦手な方にお薦めできるビールです。霞みがかった黄金色にピーチやマンゴ
ーそしてココナッツの様なアロマが香る。乳糖とホップによる甘い香りが感じられ、クリーミーな味
わい。炭酸を控えることで、ジュースの様な飲み口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.:6.0％ ■スタイル：ミルクシェイクIPA

15L 商品コード199334

アイオライト 瓶/樽
“アイオライト”とは、心に平穏をもたらすといわれる宝石の名前で、一途な意
志や愛を貫く人を支える守護石と言われています。「大切な人を想いながら飲ん
でほしい」、そんなビールです。白ブドウをふんだんに使用し、ホップは華やか
な香りのネルソン・ソーヴィンをチョイス。まるでビールとシャンパンを掛け合
わせたかのような味わいです。 ※12月上旬以降の出荷予定
■醸造所：寒菊銘醸（千葉県）
■Alc.:―％
■スタイル：ブリュットIPA

330㎖ 商品コード210374
10L 商品コード210375

フィッシュ ストーリー 瓶/樽
飲めばシーフードが食べたくなること間違いなし！小麦を使った、フルーティで
爽快なラガービールです。 ※瓶は12月上旬以降の出荷予定
■醸造所：寒菊銘醸（千葉県）
■Alc.:5.0％
■スタイル：スペシャルウィートラガー

330㎖ 商品コード210373
10L 商品コード900298
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沼津クラフト バイカモIPA 樽 15L
柿田川に咲くミシマバイカモ(冷涼な湧き水、清流にのみ生息する柔らかい多年草）をイメージし
た、華やかなアロマホップをたくさん使用した香り豊かで苦味の強い味わい。
■醸造所：柿田川ブリューイング（静岡県）■Alc.:6.8％/IBU:45 ■スタイル：IPA

商品コード220287

沼津クラフト マージーサイドESB 樽 15L
イングリッシュビターの強いスタイル。モルティーで苦味は強すぎず、チョコレートのような香り
とスムーズな口当たりが魅力的な、飽きのこないビールです。
■醸造所：柿田川ブリューイング（静岡県）■Alc.:6.0％/IBU:32 ■スタイル：エクストラ・スペシャルビター

商品コード220290

沼津クラフト ラヴァポーター 樽 15L
チョコレートモルトによるほんのりと甘さを感じるコクと、ローストのコーヒーのような苦みが感じ
られる深みのある味わい。固まった溶岩（LAVA・ラヴァ）の一部の溶岩塚を連想させることからこの
名がつきました。
■醸造所：柿田川ブリューイング（静岡県）■Alc.:6.0％/IBU:35 ■スタイル：ポーター

商品コード220288

ライディーンビール ヴァイツェン 瓶 330ml
小麦麦芽特有のほのかな酸味とやわらかな香りが口いっぱいに広がり、苦味の少ない優しい味わ
いです。
■醸造所：八海醸造（新潟県）■Alc.:5.0％

■スタイル：ヴァイツェン

商品コード161520

ライディーンビール アルト 瓶 330ml
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
長のビールです。
■醸造所：八海醸造（新潟県）■Alc.:5.0％ ■スタイル：アルト

商品コード161522
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柴田屋厳選 年末年始おすすめワイン
ペンフォールズ マックス・シャルドネ 2018
マルチ・リジョンを掲げるペンフォールズの中でも異例ともいえるアデレード・ヒルズ産シャルドネ１００％で仕込ま
れたもの。フレンチオークの繊細な香りと熟したネクタリンやハネジューメロンの甘い香りと味わいが交じり合い
円熟した旨味を見せています。
〇産地：オーストラリア アデレード・ヒルズ ○シャルドネ１００％（シングル・リジョン） 〇アルコール度数：１３％

商品コード191160

ペンフォールズ マックス・シラーズ 2018
アメリカンオークとフレンチオークの樽で１２ヶ月間じっくり熟成させた贅沢な作り。濃厚なベリー系果実のアロマ
と香ばしいオークの香りに満ち溢れた魅惑的なワイン。６つの産地から厳選した最高品質のシラーズのみを使
用した拘りの１本。熟成ポテンシャルも十分あります。
〇産地：オーストラリア 南オーストラリア州 ○シラーズ１００％ 〇アルコール度数：１４.５％

商品コード191159

ペンフォールズ ビン３８９・カベルネ・シラーズ 2017
深く暗い赤色。香りはエキゾチックでなめらか。味わいはタイトでフレッシュな味わいになっています。オーク樽の
影響も感じられ、何層にも重なったタンニンが控えめにちりばめられていて、余韻の長さと個性を強めている完
全な要素を持っています。
〇産地：オーストラリア ○カベルネ・ソーヴィニヨン、シラーズ 〇アルコール度数：１４.５％

商品コード27063

シャトー・ラグランジュ 2013
グラン クリュ第3級。1983年より飛躍的な品質向上により、世界の注目を集めているシャトーです。心地よく凝縮
された果実の風味と、ほどよい樽香が、見事なバランスを醸します。熟成も楽しみな一本。
〇産地：フランス ボルドー メドック ○カベルネ ソーヴィニヨン ７５% 、 メルロ２１% 、 プティ ヴェルド４%
〇アルコール度数：１３。５％

商品コード160365

シャトー・ポンテ・カネ 2011
左岸で初めてビオディナミの認定を受け、アンフォラやコンクリートタンクによる熟成など革新的な製法を推し進
め、格付け第5級のなかでも異彩を放つ存在。ワイン・アドヴォケイト誌でも過去に100点満点の評価を獲得する
など、5大シャトーに迫るハイパフォーマンスワインとしての地位を確立しています。
〇産地：フランス ボルドー ポイヤック ○カベルネ・ソーヴィニヨン 、 メルロ 、 カベルネ・フラン 、 プティ・ヴェルド
〇アルコール度数：―

商品コード106778

ドメーヌ・フィリップ・シャルロパン マルサネ・ルージュ 2017
1977年にドメーヌを設立したフィリップ・シャルロパンは、ジュヴレ・シャンベルタンだけでなくブルゴーニュを代表
するスター生産者。こちらは良心的な価格で楽しめる１本で、明感があり、いきいきとした酸、赤系果実

の香りが特徴的です。（栽培：リュット・レゾネ）
〇産地：フランス ブルゴーニュ マルサネ ○ピノ・ノワール１００％ 〇アルコール度数：１３％

商品コード172143
※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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【赤】VINO DI TUTTI 2018
（ヴィノ・ディ・トゥッティ 赤 ）

【赤】Banzai 2019（バンザイ赤）
プラムやカシス、ブラックベリーなどの心地
良い香り。柔らかいアタックでフレッシュ感
が残ル。口中にはカシスやブラックベリーの
香味が感じられる。程良いボリューム感で余
韻にはジューシーな旨味と果実の甘やかさが
広がる。
・フランス ボルドー地方
・メルロー100%
・合う料理：肉料理全般、特に肉と豆の煮込
みとんかつなど肉の揚げ物、中華全般

ミディアムのルビーレッドの色合い。酸味のあ
るチェリー、リコリス、ブラックベリー、ド
ライハーブ、胡椒やシナモン、ブラックベリー
などの香り。柔らかいアタックで、ブラックベ
リーやカシス、スパイスの味わい。
・イタリア ピエモンテ州
・バルベーラ 100%
・合う料理：赤身肉のステーキ、もつ煮や焼肉
中華全般

商品コード:148288

商品コード:148287

―自然派ワイン
―

Vin Nature #2
【赤】Bassac Le Manpôt Rouge 2017

【白】La Colombe Féchy 2018

（バサック ル・マンポ ルージュ）

（ラ・コロンブ フェシー）
レモンのさわやかさとバランスの良い酸味、明る
い花などの新鮮な香りが感じられる。フェシー村
のいくつかの畑のシャスラをブレンド。石灰質土
壌のテロワールが表現されている。（容量700㎖）
・スイス ヴォー州
・シャスラ100%
・合う料理：鮨、魚介や豚、鶏をシンプルにグリ
ルしたもの、ハードタイプのチーズ

おヒゲのエチケットがチャーミング。濃いルビー色。
ジャムやリコラスのような複雑な良い香り。イキイ
キとした渋みと果実味のある、リッチな味わいの樽
熟赤。
・フランス ラングドック地方
・カベルネ・フラン35%、カベルネ・ソーヴィニ
ヨン25%、メルロ25%、シラー15%
・合う料理：カスレ、野菜のトマト煮込み、ビー
フシチュー、ジビエのグリルや煮込みなど

商品コード:148285

商品コード:151812

【赤】Rocim Fresh From Amphora 2019

【オレンジ】Phaunus Amphora Loureiro 2016

（ロシン フレッシュ フロム アンフォラ）

（ファウヌス アンフォラ ローレイロ）

アンフォラで2ヵ月間のスキンコンタクトし自然醗
酵。ニーポート社の「NatCool」というコンセプト
に共感して造られた。明るいルビー色、新鮮で軽や
かな味わい。少し冷やすのがおすすめ。
（容量1000㎖）
・ポルトガル アレンテージョ地方
・モレト、ティンタ・グロッサ、トリンカデイラ
・合う料理：素材を活かした調理法の前菜からメ
インまで、ブリ大根、筑前煮など和の煮物

ほんのりとオレンジがかった濃いめの黄金色。香り
は豊潤で、オレンジや黄色いりんごのコンフィのよ
うな果実香に、蜂蜜、ハーブティー、スモーク香や、
スパイス、ほのかにヨード香などが調和する。味わ
いはまろやかで柔らかな果実味から、しっかりとし
た酸味が広がる。後半にほのかな苦渋味を感じ、
スパイスのフレイヴァーを伴う余韻。
・ポルトガル ヴィーニョ・ヴェルデ地方
・ローレイロ100%
・合う料理：良い調味料でシンプルに料理した魚、
鶏、豚、切り干し大根など和の煮物

商品コード:148286

商品コード:147026
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トゥガーナ キュヴェ

Germany

Tugana Cuvee
Weiss 2019
ヴァイス

【オーガニック】緑がかったライトイエロー。ジャスミンやシナモンの花のようなエキゾチックさに、ミカンや
グレープフルーツのようなフレッシュな香り。フルーティでジューシー、ほんのり感じる酸、柑橘系のフィニッ
シュ。まるで地中海の夏のような味わい。地中海料理や新鮮な魚、ハーブや野菜をを使ったシーフード料理と。
□生産国/生産者：ドイツ/キリアン・フン

□ブドウ品種：非公開（ブルグンダー系） □白

辛口

商品コード900539

トゥガーナ

Germany

Tugana
Grauburgunder
グラウブルグンダー
2019

【オーガニック】緑がかったライトイエロー。しっかりとしたブルゴーニュを訪仏させるようなアロマ。フルー
ティでいてエレガントで複雑。ミネラルとフィネスを感じる余韻。モダンな魚介料理、白身の肉を使った料理に
合わせて。
□生産国/生産者：ドイツ/キリアン・フン □ブドウ品種：グラウブルグンダー □白

辛口

商品コード900541

トゥガーナ ロゼ

Germany

Tugana Rosé
Pinot Noir
ピノノワール
2019

【オーガニック】明るいロゼカラー。サワーチェリーやラズベリーなどの赤系果実、ブラックベリーの香り。
レッドカラントのような心地よい味わい。まるで地中海の夏をグラスに閉じ込めたかのよう。新鮮な魚介・野菜
をつかった料理、特に地中海料理にベストマッチ。
□生産国/生産者：ドイツ/キリアン・フン

□ブドウ品種：ピノノワール100% □ロゼ

辛口

商品コード900540

Germany

トゥガーナ

Tugana
Spatburgunder
シュペートブルグンダー
2019

【オーガニック】濃いルビーレッド。熟したベリー、溶け込んだバニラとトースト香。スパイシーな風味が特長
で、ジューシーな長い余韻はフルボディに感じさせるほど。ステーキ、鴨やラムのロースト、ジビエ料理、チー
ズ、チョコレートとのマリアージュがおすすめです。※ヴィーガンフレンドリー
□生産国/生産者：ドイツ/キリアン・フン

□ブドウ品種：シュペートブルグンダー100% □赤

ミディアムボディ

商品コード900542

クリンカーブリック

America/California

Klinker Brick
Albariño
アルバリーニョ

ネクタリンやアプリコット、洋梨の鮮烈なアロマ。口中では白桃の丸みと、しっかりしたミネラル感を感じます。
レモンを思わせるシトラスですっきりとした後味です。ウォッシュチーズ、ヴィネグレットドレッシング、スパ
イスのきいたグリル肉、新鮮な魚介料理などとお楽しみください。
□生産国/生産者：アメリカ/クリンカー・ブリック

□ブドウ品種：アルバリーニョ100% □白

辛口

商品コード900518

Spain

ムッソ

MUSSO Reserva Cabernet
Sauvignon
カベルネ・ソーヴィニョン
リゼルヴァ 2019

【オーガニック】輝きのあるチェリーレッド。ラズベリーやブルーベリーにバルサミコの香り。口中は丸く、果
実由来の甘味、フレッシュさのなかにバランスの良いタンニンが溶け込んでいます。まさに「肉×ワイン」の組
み合わせを楽しむための1本です。※ヴィーガンフレンドリー
□生産国/生産者：スペイン/カサ・ロホ

□ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
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□赤

フルボディ

商品コード900530
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角右衛門 純米しぼりたて生酒 直汲み
秋田県産の食用米である「ぎんさん」を100％使用した純米酒を搾ってすぐに瓶詰めした、フレッシュさを存分にお楽しみいた
だける直汲みの新酒。
■蔵元： 木村酒造（秋田県）

■原料米：秋田県産ぎんさん

■精米歩合：60％

■アルコール度数：16.5度

1800ml：商品コード101785

福小町

純米しぼりたて生原酒

しぼりたて特有のフレッシュな香り、新米で仕込んだ純米酒ならではのコクのある味わいとキレのよさ。
■蔵元： 木村酒造（秋田県）

■原料米：秋田県産ぎんさん

■精米歩合：60％

■アルコール度数：16.5度

1800ml：商品コード121248

龍勢

初しぼり

広島県の酒造好適米「八反錦」を使用。とろみのある甘みと若々しい酸と渋みの調和がとれた一品です。
■蔵元： 藤井酒造（広島県）

■原料米：八反錦

■精米歩合：65％

■アルコール度数：18度

1800ml：商品コード150622

陸奥八仙 シルバーラベル 吟醸あらばしり
新酒ならではの溌剌としたキャラクターをより強く表現。やや強めのアルコール分によるキレがあり、豊かなボリュームのある
一本です。冷やで飲むのがおすすめです。
■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：17度

1800ml：商品コード154035

720ml：商品コード153646

陸奥八仙 芳醇超辛 純米生原酒
洗練されたフルーティさのある豊かな香味、後味の鋭いキレ味が超辛口なイメージを表現する純米酒。
■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％/65％

■アルコール度数：17度

1800ml：商品コード121244

陸奥八仙 芳醇超辛 純米生原酒
メロンの香りを伴った瑞々しい旨みからのやわらかな甘さに、微炭酸のピチピチとした口当たりによるフレッシュさが楽しめます。
■蔵元：八戸酒造（青森県）

■原料米：華吹雪 ■精米歩合：55％

■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード121245

にいだしぜんしゅ たるざけ 純米酒
ふんわり広がる杉の香りに自然酒ならではのトロリとした口当たり、生もと仕込みの酸が程よく米の旨味を引き立てます。さな
がら「飲む森林浴」のようです。
■蔵元：仁井田本家（福島県）

■原料米：トヨニシキ ■精米歩合：6０％／80％

■アルコール度数：16.5度

1800ml：商品コード145653

にいだしぜんしゅ 生しぼり
全量“酵母無添加”で、ナチュラルワインにも通ずる優しい飲み口。自然酒の良さを残しながら、甘みを抑え、生もと仕込み
の酸が程よく米の旨みを引き立てています。
■蔵元：仁井田本家（福島県）

■原料米：全量自然米（無化学・無農薬栽培米） ■精米歩合：80％

■アルコール度数：16.5度

1800ml：商品コード133054

天吹 恋するバナナ 純米吟醸 生
九州産のお米を、バナナ酵母で醸した新米新酒の純米吟醸の生酒。まるで完熟バナナを思わせるような香りと、やや甘
口でフルーティー＆ジューシーなフルボディな味わい。
■蔵元：天吹酒造（佐賀県）

■原料米：国産米（非公開） ■精米歩合：60％

■アルコール度数：15度

720ml：商品コード121229
※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。
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1800ml：商品コード121228

天吹 冬に恋する純米大吟醸 生
口に含むと洋なし系の香りと自然の甘味と旨みがぱ〜と広がり余韻を残さず消えて行く、思わず「もう一杯」と言いたくなる
味わいです。
■蔵元：天吹酒造（佐賀県）

■原料米：国産米（非公開） ■精米歩合：50％

■アルコール度数：16度

720ml：商品コード146774

1800ml：商品コード146773

雪の茅舎（ぼうしゃ） 山廃純米 生酒
酒造好適米の山田錦と秋田酒こまちを使用した山廃純米酒の生酒。程よく心地よいフルーティな香りと丸みのある口あた
り。口に含むとフレッシュな酸を感じ、山廃仕込みとは思えないほど雑味を全く感じません。
■蔵元：齋弥酒造（秋田県）

■原料米：山田錦・秋田酒こまち ■精米歩合：65％

■アルコール度数：―

1800ml：商品コード195452

栄光冨士 仙龍 純吟しぼりたて無濾過生原酒
穏やかな吟醸香と芳醇でスッキリとした味わい。是非冷やしてお楽しみください。
■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

720ml：商品コード197179

百十郎

純米吟醸

大辛口生原酒

1800ml：商品コード195454

冬のオリオン

「五百万石」を６０％精米し「岐阜Ｇ酵母」で醸した冬の日本酒です。非常にフレッシュで喉越しドライな純米吟醸の大辛口
タイプです。
■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

720ml：商品コード121241

1800ml：商品コード121240

月山 芳醇辛口純米しぼりたて無濾過生
フレッシュな旨みと絶妙なキレを備えた辛口のしぼりたて生原酒です。 お燗にしても可。柔らかい味わいが煮物とよく合いま
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：16度

720ml：商品コード146772

1800ml：商品コード146771

※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。

１月4日以降お届け予定！

収穫したばかりの酒造好適米五百万
石を１００％使用し醸した吟醸酒で
す。端麗辛口の中にも、新酒の澄ん
だ香味と力強さが楽しめる、年末年
始の定番酒です。

新しい年の幕開けにふさわしい、搾り
たてのおめでたいお酒を新春早々お届
けいたします。フレッシュな生酒の味
わいがお楽しみいただけます。御祓い
を受けた絵馬を付けまして、新しい年
の幸をお祈りいたします。

【要冷蔵】
蔵元：朝日酒造（新潟県）
原料米：五百万石１００％
精米歩合：麹米５０％、掛米５５％
日本酒度：＋６ / 酸度：１.１
アルコール度数：１５度

商品コード

【要冷蔵】
蔵元：朝日酒造（新潟県）
原料米：新潟県産米１００％
精米歩合：―
日本酒度：― / 酸度：―
アルコール度数：１８度

111000

商品コード
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111001

