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。

New Arrival!

MADE IN JAPAN 国産クラフトビール
本
限定96

黄桜 LUCKY COW 瓶 330ml
【干支ビール】京都の名水で造られるラッキー、素晴らしい原材料で造られるラッキー、腕利きのブルワー
に造られるラッキー、いろんなラッキーとの出会いから生まれた、今までになかった新しいビールです。特
有の「シトラス香」を持つ米国産シトラホップを贅沢に使用し、シャープな苦味、柑橘系のフルーティな香り
が特長です。日本酒に用いる米を一部使用することでホップ感をより強調しました。
■醸造所：黄桜（京都府） ■Alc.:5.0％/IBU:― ■スタイル：セッション IPA

商品コード181931

山口地ビール 山田錦ラガー 瓶 330ml
【World Beer Awards 2018 World’s Best Rice Beer 受賞】6割磨きの酒米山田錦を使用し、酒酵母ととも
に発酵させました。日本酒の風味が漂う、米の味わいの生きたビールです。
完熟したリンゴのような強いアロマや軽い酸味が感じられ、クローブのようなアロマが全体を心地よく包み込
みます。ホップの苦みは全く感じられないため柔らかな甘味が引き立ち、杯を重ねるごとに個性的な味わい
にはまってしまう、2杯3杯と飲み続けられるビールです。
■醸造所：山口地ビール（山口県） ■Alc.:7.5％/IBU:15 ■スタイル：ラガー

商品コード170903

ライディーンビール ヴァイツェン 樽 10ℓ
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161548

ライディーンビール ピルスナー 樽 10ℓ
定温で長期熟成。麦芽の香りとホップの苦み、コクのある味わい。クリアな喉ごしをお楽しみください。
■醸造所：八海醸造（新潟県） ■Alc.:5.0％ ■スタイル：ピルスナー

商品コード161550

ライディーンビール IPA 樽 10ℓ
ホップの青々とした切れの良い苦味と柑橘系の豊かな香り。麦芽を贅沢に使用し、リッチなモルトの風味
と華やかなアロマが楽しめます。
■醸造所：八海醸造（新潟県） ■Alc.:6.0％ ■スタイル： IPA

商品コード161551
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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。

個性的でワクワクするアメリカのビールシーンと
日本をつなぐ架け橋をめざす

ナガノトレーディング
ファイヤーストーンウォーカー ユニオンジャック IPA 缶 355ml
ブリュワリーの看板IPAで、イギリス発祥のIPAスタイルに敬意を払いつつ、アメリカ流の革新性が組み合わさった傑
作ビール。たっぷりと惜しみなくホップを使用。二度に渡るドライホッピングを施すことで圧巻なまでのグレープフルー
ツ、パイナップル、タンジェリン、アプリコット、シトラスのフレイバーを纏い、それとは対照的なペールモルトの甘味に
より全体的なバランスが保たれています。※要冷蔵
▪醸造所：ファイヤーストーンウォーカーブリューイング（アメリカ）

▪スタイル： IPA ▪Alc.7.0% ▪IBU60

商品コード161860

ファイヤーストーンウォーカー マインドヘイズ 缶 355ml
1年もの歳月をかけて試行錯誤を繰り返し完成した、Firestone Walkerらしいヘイジースタイル。一口飲むと、パイナッ
プルやライチなどのトロピカルフルーツのフレーバーが広がり、その中に草や樹脂のような柔らかな苦みが感じられ
ます。フルーティーさとマイルドな苦みが絶妙なバランス。ジューシーでありながらもすっきりとした飲み心地です。※
要冷蔵

▪醸造所：ファイヤーストーンウォーカーブリューイング（アメリカ） ▪スタイル：ヘイジー IPA ▪Alc.6.2% ▪IBU40
商品コード147281

ソサイエティ ザ コーチマン 缶 355ml
【2015&2018 Great American Beer Festival Session India Pale Ale部門金賞受賞】ソサイエティ のOut Westシリーズ
のセッションIPA。このシリーズは、ホップが生み出すさまざまな香りと風味をはっきりと示し、ホップの可能性を探求
する。アルコール度数は控えめながら、濃縮されたホップの存在感が際立つ。クリスプでクリーン、レモンの皮のよう
な控えめな苦みといつまでも続くホッピーな味わい。※要冷蔵

▪醸造所：ソサイエティ（アメリカ） ▪スタイル：セッション IPA ▪Alc.4.9% ▪IBU―
商品コード210363

サーリー ロケット サージェリー 缶 355ml
このジューシーかつヘイジーなビールは、シトラやシムコーホップの果実感で溢れかえっており、あなたの口の中で
爆発します。※要冷蔵

▪醸造所：サーリー（アメリカ） ▪スタイル：ペールエール ▪Alc.5.5% ▪IBU40
商品コード210418

サーリー グレープフルーツ スプリーム 缶 355ml
鮮やかなグレープフルーツのような味わい、おだやかな酸味、爽やかかつ柑橘感溢れるフィニッシュが特徴的なこの
ビールは、とてつもなくドリンカブルな仕上がり。※要冷蔵

▪醸造所：サーリー（アメリカ） ▪スタイル：タルトエール ▪Alc.4.5% ▪IBU―
商品コード210419
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新春お年玉企画

10セット限定グ
ラス12脚
プレゼント

ヴーヴ デュ ヴェルネ ブリュット
【サクラ・アワード2019 ダブルゴールド受賞】繊細できめ細やかな泡立ち。
白い花、洋ナシやリンゴなどのフレッシュでフルーティな果実味。心地よい
酸となめらかな泡との調和を楽しめるグッドバリューな1本です。
〇産地：フランス ○ブドウ品種：ユニ・ブラン、シャルドネ、テレ・ブレ、アイレン

商品コード195080

【限定10セット】まとめ買い特典
12本ご購入＆一括納品でフルートグラス12脚プレゼント！

French wine - Bordeaux &

Bourgogne -

Bordeaux ボルドー

限定12

ル クラレンス ド オーブリオン 2013

本

繊細で全ボルドーの頂点に君臨する5つの第一級格付けシャトーのひとつ「シャトー・オー・ブリオン」。世界で最
もエレガントで香り高いワインを造ることで、際立つ個性と存在感を醸し出しています。こちらは同じ畑のブドウを
使用した、早くからオー・ブリオンのエレガンスを堪能できるセカンドワイン。ブラックチェリーなど黒い果実のアロ
マに、スモーキーなニュアンスも混じる複雑な香りが広がります。伸びやかな酸、ピュアな果実味がバランスよく
調和し、力強さと繊細さを併せ持った味わいです。
〇産地：フランス・ボルドー地方・グラーヴ地区○生産者：シャトー・オー・ブリオン ○ブドウ品種：メルロー46％、カベルネ・ソーヴィニヨン39％カベルネ・フ
ラン＆プティ・ヴェルド15％ ○赤 フルボディ

商品コード250303

Bourgogne ブルゴーニュ

限定12

ドメーヌ ルネ ブーヴィエ シャンボール ミュジニー ヴィエイユ・ヴィーニュ
2018
シャンボール・ミュジニー村のいくつかの区画のアサンブラージュ。樹齢
60年以上のヴィエイユ ヴィーニュです。

本

赤い果実やスミレの華やかで奥深い香り。デリケートなタンニンのなめらかなテクスチャー。骨格もありながら、エ
レガントで華やかなワイン。
〇産地：フランス・ブルゴーニュ・コート・ド・ニュイ○生産者：ドメーヌ・ルネ・ブーヴィエ ○ブドウ品種：ピノ・ノワール ○赤 フルボディ

商品コード250304

ドメーヌ ジャン シャルトロン ピュリニー モンラッシェ レ フォラティエール 2018

限定12

本

「レ フォラティエール」はピュリニー・モンラッシェ村の中心に位置している
1級畑です。樽(新樽率30%)で発酵、樽
で12ヶ月、タンクで4か月熟成させます。モモや柑橘果実、ジャスミンやアーモンドクリームのような豊かな香り。
石灰質なテロワールとシャルドネの絶妙な組み合わせにより、グランクリュに匹敵するほどの圧倒的な余韻をも
ちます。
〇産地：フランス・ブルゴーニュ コートド ボーヌ ○生産者：ドメーヌ ジャン シャルトロン ○ブドウ品種：シャルドネ ○白 辛口

商品コード250305

シャルロパン ジュヴレ・シャンベルタン ヴィエイユ・ヴィーニュ 2017

限定12

アンリ・ジャイエの教えを受け継ぐ、ブルゴーニュ最高峰のドメーヌのひとつ。こちらは古樹のブドウを使用して造
られており、凝縮感のある豊潤な果実味に溢れ、精密なフィネスを感じるスタイル。熟成ポテンシャルも秘めた力
強い味わいが魅力です。
〇産地：フランス・ブルゴーニュ・コート・ド・ニュイ○生産者：シャルロパン ○ブドウ品種：ピノ・ノワール ○赤 フルボディ

商品コード250306
※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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本

旬なワイン情報 LINEで発信中
柴田屋酒店ワイン倶楽部 ↓

真冬の日本から思いをはせる
HOTな
南半球ワイン特集 #1 自然派ワイン編
【白】ワン・ハーベスト・モーニング 2014（ラムズフック）
南アフリカにおけるナチュラルワインのパイオニア的存在のワイナリー。ぶどうは100％全房でプレス。ステンレスタンクで発
酵。大きくて太いぶどうのカスを澱引きで取り除き、その後ブレンド。大量の細かい搾りカスはまだワインの中にあり、これが
ワインに旨みを与える。樽の使用は一切なし。ノンフィルターでボトリング。
南アフリカ スワートランド/シュナンブラン52%、ヴィオニエ29%、シャルドネ19%/合う料理：牡蠣のバターソテー、海鮮の天ぷ
ら、フリッター、グラタン

商品コード:118479

【赤】アトランティカス 2019 （サイアンズ・オブ・シナイ）
ケープのワイン地区で大西洋にもっとも近いピノタージュぶどう園として知られている、樹齢45年の単一畑のぶどうを使用。
しっかりと濃い色調のワインから立ち上る香りは赤い果実やフローラルな華やかさと土っぽいような複雑なニュアンスがあり
ます。
南アフリカステレンボッシュ/ピノタージュ/合う料理：パテ(スパイス)、韓国料理、アジア料理

商品コード:148410

【白】フォース・マジュール シュナンブラン 2018（マザー・ロック・ワインズ）
複雑さと熟成力を上げるために、酸化を発酵前に行います。ワインの90％は温度14度のステンレスタンクで発酵させ、残り
は300Lサイズの古樽で発酵させます。豊かでフルーティーな果実を楽しむワインでありながらも、少し樽の効いた、クリー
ミーな要素も一緒に感じられます。ノンフィルター、SO2の添加は無し。
南アフリカ スワートランド/シュナンブラン/合う料理：シーフードグリル、白身のカルパッチョ

商品コード:148409

【オレンジ】イージータイガー 2019（ムーンシャイン）
南アフリカでは非常に少ない品種、グルナッシュグリを使用。軽いタッチでプラムのような味わいと優しい酸と旨みで包まれ
るような仕上がり。ノンフィルター、SO2添加なし手作業でボトリング。
南アフリカパーデバーグ/グルナッシュグリ/合う料理：中華、アジア料理、ゴボウやレンコンなど根菜を使った
料理

商品コード:220160

【白】ザ ナチュラルワインカンパニー オーガニックシャルドネ 2019
（ナチュラルワインカンパニー）
オーガニック認証畑で栽培された、保存料無添加で醸造されたシャルドネを使用。柑橘系の花、黄桃、アプリコッ トなど種の
しっかりした果実の魅力的な香り。さくさくした梨、熟した白桃がいっぱいに広がります。酸化防止剤無添加。
オーストラリア ニューサウスウエールズ州/シャルドネ/合う料理：白身魚のマリネ、アクアパッツァ、魚介類

商品コード:181426

【赤】ザ ナチュラルワインカンパニー オーガニックシラーズ 2020
（ナチュラルワインカンパニー）
オーガニック認証畑で栽培され、保存料無添加で醸造されたシラーズを使用。熟したプラムラズベリー、チェリーのアロマ。
バランスのいいオーク感。早飲みタイプのシラーズ。酸化防止剤無添加。
オーストラリア ニューサウスウエールズ州/シラーズ100％/合う料理：エスニック、スペアリブ、甘辛いタレ、鉄板焼き

商品コード:135988

【赤】オーバーザレインボー PF シラーズ2020（ウインダウリーエステート）
毎年年末に販売される干支ラベル。ラベルは人気絵本作家、谷口智則氏が監修。濃い色合いに爽やかなイチゴやプラムの
香りが漂い、フルーツとオーク樽によるスパイスの風味が調和したバランスの良いワインです。フレッシュ感を楽しめる早飲
みスタイル。酸化防止剤無添加。
オーストラリア ニューサウスウエールズ州/シラーズ/合う料理：和食などの繊細な味付けの料理にも、おせち、お雑煮

商品コード:148411

P5-6掲載商品お好きな12本でグラス6脚プレゼント
※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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旬なワイン情報 LINEで発信中
柴田屋酒店ワイン倶楽部 ↓

真冬の日本から思いをはせる
HOTな
南半球ワイン特集 #2 selesta直輸入ワイン編
【ロゼ】グッド カンパニー ロゼ 2018（グッド カンパニー）

使用するブドウは通常より2週間遅らせて収穫。果汁は48時間低温でオリを落ち着かせた後、ステンレスタンクで長期低温
発酵させ、明るさとフレッシュさを得ます。ザクロ、新鮮なイチゴ、スイカズラの魅惑的な香り。密度がありバランスの良い余
韻が感じられます。スクリューキャップ。
ニュージーランド マールボロ地方/ピノ・ノワール、ピノ・グリ/合う料理：ヤギのチーズ、軽めのサラダ、貝類

商品コード: 900269

【白】グッド カンパニー シャルドネ 2017（グッド カンパニー）
パイナップル、シトラス、桃などと、繊細なオークの混ざり合ったフレーバーが絶え間なく続きます。質感のある熟した果実の
味わい、オリとの熟成による複雑味とオークの繊細で上品なフィニッシュ。スクリューキャップ。
ニュージーランド マールボロ地方/シャルドネ/合う料理：ローストチキンやフィッシュ＆チップス、牡蠣

商品コード:900176

【白】サテライト ソーヴィニヨン・ブラン 2019（スパイヴァレー）
グレープフルーツ、フェイジョア、弾けるようなオレンジの皮のアロマ。シトラス、ハーブ、そしてそれらに負けないほどのトロ
ピカルフルーツの風味が口中に広がります。豊かで心地よい酸が持続する、エレガントな印象の白ワイン。スクリューキャッ
プ。
ニュージーランド マールボロ地方/ソーヴィニョン・ブラン/合う料理：シーフードや野菜サラダ

商品コード:900464

【赤】サテライト ピノ・ノワール 2018（スパイヴァレー）
赤系果実、そしてスパイスの香りが立ちのぼります。イチゴやラズベリー、レッドカラントなどの赤い果実と、樽熟成由来のバ
ニラのかすかな風味が、バランスよくワインに溶け込んでいます。スクリューキャップ。
ニュージーランド マールボロ地方/ピノ・ノワール/合う料理：仔牛のソテー、赤身の肉を使った料理

商品コード:900465

【ロゼ】デルハイム ピノタージュ ロゼ 2020（デルハイム）
輝かしいライトピンク。凝縮したクランベリーとザクロのアロマが、花のような香りと一緒に広がります。口中ではバランスの
とれた酸によって、フレッシュで快活な印象。フィニッシュにむかって、熟したベリーの味わいが続きます。スクリューキャッ
プ。ビーガンフレンドリー。
南アフリカ ステレンボッシュ/ピノタージュ 96%､マスカット デ フロンティニャン 4% /合う料理：グリルした肉、スパイシーなアジ
アン料理

商品コード:900223

【白】デルハイム ゲヴェルツトラミネール 2017（デルハイム）
香水、ライチ、ターキッシュデライト（トルコのお菓子）、バラの花びらのようなアロマは、ほんのりとした白胡椒やショウガの
香りの上に広がります。フレッシュでエレガントな口当たり、繊細な果実味と酸味のバランス。スクリューキャップ。
南アフリカ ステレンボッシュ/ゲヴェルツトラミネール100% /合う料理：エスニック料理、インドカレー、チーズフォンデュ、焼き
菓子

商品コード:900221

【赤】デルハイム シラーズカベルネ 2017（デルハイム）
濃いクリムゾンレッドに紫の輝き。チェリーやブルーベリーのアロマの中に、コショウや食欲をそそる香りを感じ、口中では
ジューシーな果実とシルキーなタンニンが調和します。フレンチオーク樽(新樽12％)で13か月熟成後、ブレンド。スクリュー
キャップ。
南アフリカ ステレンボッシュ/シラーズ90%、カベルネ・ソーヴィニョン10％/合う料理：エスニック料理、インドカレー、チーズ
フォンデュ、焼き菓子

商品コード:900477

【赤】デルハイム グランドリザーブ 2014 （デルハイム）
濃いルビーレッド色。マルベリーやカシス、スパイスの香りは、ワインが開くにつれ、赤系果実から黒系果実へと心地良く変
化していきます。ベルベットのように滑らかなタンニンが口中を覆い、余韻には、プルーンや赤い果実の風味が長く続きま
す。フレンチオークのホッグスヘッドバレル樽で 16 ヶ月熟成。
南アフリカ ステレンボッシュ/カベルネソーヴィニヨン85%、カベルネ・フラン10%、メルロー5%
/合う料理：鹿肉などジビエ

商品コード:900225

P5-6掲載商品お好きな12本でグラス6脚プレゼント
※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。

6

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。

新酒第二弾！個性豊かな限定酒集めました
大那 特別純米 初しぼり 生酒
奥ゆかしい立香があり、フレッシュさを感じさせます。口当たりはやさしめで舌に吸い込まれていくかのような滑らか
さ。含み香もおとなしめですが、酸味の主張があるために凝縮した旨みを感じます。
■蔵元： 菊の里酒造（栃木県）

■原料米：契約栽培 那須五百万石

■精米歩合： 55％

■アルコール度数： 16度

1800ml：商品コード121230

720ml：商品コード121231

まんさくの花 純吟生原槽しずく
新米新酒一番しぼりの上品な香りと豊かな米の旨みのフレッシュな純米吟醸生原酒です。
■蔵元： 日の丸醸造（秋田県）

■原料米：吟の精

■精米歩合： 55％

■アルコール度数： 17度

1800ml：商品コード146702

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。フレッシュなバナナのような香味がとろりとジュー
シー。
■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

三井の寿 純米吟醸 バトナージュ 山田錦
「バトナージュ」とはワインを造る製法のひとつ。山田錦本来の旨味や、日本酒の酸味が凝縮されたお酒に仕上がっ
ています。フルボディタイプの純米吟醸酒をぜひお楽しみください。
■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： 15度

1800ml：商品コード181282

竹葉 しぼりたて生原酒

米の甘く上品な香り、きれいな水を感じる透明感、芳醇でキレのある酒質に、新酒ならではのフレッシュさが加わりま
す。追熟させて甘みを出したり、味わいの重心を落ち着かせてみたりするのも楽しみのひとつです。
■蔵元：数馬酒造（石川県）

■原料米：米（国産）

■精米歩合： 67％

■アルコール度数： 18度

1800ml：商品コード195177

木戸泉 初しぼり 本醸造 無濾過生原酒
地元いすみ市で育てられた千葉県産酒造好適米（総の舞）を全量使用した旨味のあるしぼりたて生原酒。
■原料米：千葉県いすみ市産 総の舞 ■精米歩合： 65％

■蔵元：木戸泉酒造（千葉県）

■アルコール度数： 19度

1800ml：商品コード195179

万齢 裏・冬の酒

【1月初旬入荷予定】＋10の超辛口ですが、生詰めの為ややふっくらしており余韻も柔らかな口当たり。ぬる燗推奨。
■蔵元：小松酒造（福岡県）

■原料米：山田錦 ■精米歩合： 65％

■アルコール度数： 15度

1800ml：商品コード153629

KAWATSURU Olive 純米吟醸生原酒

オリーブの果実から採取した酵母によって醸された純米吟醸の生原酒。柔らかな甘さと張りのある酸、コクをもたらす
ような苦みの調和が力強くも爽やかに楽しませてくれる逸品です。
■蔵元：川鶴酒造（香川県）

■原料米：香川県産オオセト

■精米歩合： 55％

■アルコール度数： 14度

720ml：商品コード182019

1800ml：商品コード182018

越乃景虎 梅酒
「清酒 越乃景虎」をベースに仕込んだ、糖分控えめな梅酒。きれいな甘味が引き立ちます。良く冷やしてストレート
で。
■蔵元：諸橋酒造（新潟県）

■アルコール度数： 12～13度

1800ml：商品コード61100
※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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