
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。

※別途保証金3,000円

Fish Story

限定 本

Chocolate beer
💛インペリアルチョコレートスタウト 330ml 
皇帝の名をもつ黒ビールの王様！泡まで真っ黒！特濃ビターチョコ風味。通常の黒ビールの約3倍の材料

を使用し、フルボディの赤ワインに負けない飲み応えとリッチな余韻が楽しめます。アルコールも9％と高く、

ワインのように2年間熟成可能です。

■醸造所：サンクトガーレン（神奈川県） ■Alc.:9.0％　■スタイル：インペリアルスタウト
 商品コード92065 　

💛スイートバニラ スタウト バレンタインVer. 330ml 
エスプレッソのように濃厚な黒ビールにバニラの甘くやさしい香りが溶け込んでいます。一流パティシエも使

用するパプアニューギニア産Aグレードバニラを使用し、エッセンスなどの人工物は一切使用しておりませ

ん。

■醸造所：サンクトガーレン（神奈川県） ■Alc.:6.5％　■スタイル：ハーブ＆スパイスビール
 商品コード182071 　

💛ル レクチェ チョコレートスタウト 330ml 
幻の洋梨ル レクチェとベルジャン酵母のフルーティーな風味が凝縮したチョコビール。1回の醸造に約

350kgのル レクチェを使用しました。果実と酵母の相乗効果で真っ黒い色からは想像もできない、フルー

ティーな香りが広がります。

■醸造所：サンクトガーレン（神奈川県） ■Alc.:7.0％　■スタイル：フルーツビール
 商品コード92066 　

💛オレンジ チョコレートスタウト 330ml 
しっかりオレンジ。しっかりビター。香りも後味もマーマレードそのもの！オレンジピールにチョコレートをコー

ティングしたお菓子“オランジェ” のような味わいのビールです。

■醸造所：サンクトガーレン（神奈川県） ■Alc.:6.5％　■スタイル：フルーツビール

 商品コード182070 　

 商品コード210495 　

💛ベアレン ミルクチョコレートスタウト 330ml 
原材料に乳糖を使用したほのかな甘みのチョコレートスタウト。香料やカカオなどの副原料は一切使用せず

製造した大人のミルクチョコレートスタウトです。

■醸造所：ベアレン（岩手県） ■Alc.:5.0％　■スタイル：スタウト

 商品コード121407 　

💛ベアレン チョコレートスタウト 330ml 
チョコレートもカカオも、ましてや香料も入っていません。秘密は原料のチョコレートモルト。職人の技で作り上

げる甘くないチョコレートビール。

■醸造所：ベアレン（岩手県） ■Alc.:6.5％　■スタイル：スタウト

 商品コード121406 　

💛COEDO x Dandelion Chocolate チョコレート・デュンケル 333ml 
ダンデライオン・チョコレートのタンザニア産カカオ豆のカカオニブとチョコレートを使用。茶褐色の色合いに、

モルト由来のふくよかな甘みとカカオの芳醇な香味のバランスと、下面発酵ならではのスッキリとした味わい

をお楽しみください。

■醸造所：コエドブルワリー（埼玉県） ■Alc.:5.5％　■スタイル：デュンケル
 商品コード182095 　

💛SNOW FLAKES “CHOCOLATE”MEMORIES 樽10L 
小麦・大麦・オーツ麦を使用し、麦の甘味と柔らかな口当たりのビールをベースに、ホワイトココアパウダーでホワイトチョコ

レートを思わせる風味を表現した白ビール。雪の結晶（SNOW FLAKES）が一つとして同じ形がないように、ひとりひとりこの

ビールを飲んだ時の楽しさや思い出を形付けてもらえたらと願いを込めて名付けました。

■醸造所：浅草ビール工房（東京都） ■Alc.:5.0％　■スタイル：スペシャル



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。

商品コード210441

柴田屋一押し
国産クラフトビール

沼津クラフト クリームラガー 瓶 330ｍｌ 
柿田川の湧き水をイメージした、心地よい喉ごしのラガービール。キレとは真逆の、柔らかくまろやかな味わ
い。
■醸造所：柿田川ブリューイング（静岡県）■Alc.:5.0％/IBU:21　■スタイル：ラガー

商品コード210442

沼津クラフト 千本ペールエール 瓶 330ｍｌ 
伝統的なモルティなブリティッシュスタイルにブリューマスターのアレンジを加えたビール。
■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：ペールエール

商品コード210443

沼津クラフト バイカモIPA 瓶 330ｍｌ 
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210444

沼津クラフト マージーサイドESB 瓶 330ｍｌ 
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：EXスペシャルビター

商品コード210445

沼津クラフトラヴァポーター 瓶 330ｍｌ 
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

松本ブルワリー ニューホライズンIPA 瓶 330ｍｌ 
たっぷりの麦芽とホップをつかった贅沢なIPA。新しい時代をビールで乗り越えて！と願いを込めました。ホップの
香りが炸裂するフルボディな味わいをお楽しみください。
■醸造所：松本ブルワリー（長野県）■Alc.:8.0％　■スタイル：IPA

商品コード220568

松本ブルワリー ホップジェニックモザイクマイクロIPA 瓶 330ｍｌ 
単一ホップによる味わい・香りの違いを「ホップ映え（HOP-GENIC）」と表現しました。モザイクホップのフルーツ
やハーブなど様々な香りの複雑さをお楽しみください。
■醸造所：松本ブルワリー（長野県）■Alc.:3.5％　■スタイル：IPA

商品コード220569



■蔵元：男山本店（宮城県）   　■原料米：山田錦　 ■精米歩合：55％　■アルコール度数： 17～18.9度

ラ プティット マルキーズ  デュ クロ デュ マルキ 2016

Bordeaux ボルドー

偉大な2級シャトー「レオヴィル・ラス・カーズ」が所有する専用区画のブドウから造るクロ・デュ・マルキの
セカンドラベル。主要な畑は有名な1級シャトー・ラトゥールに隣接する好立地で、ジロンド川によって運ば
れた砂利が多く堆積しているため、非常に水はけが良く、最良のブドウを生み出します。バラ、プラム、
チェリーのジャムのようなアロマ、ハーブやタバコのニュアンス。果実味が口一杯に広がりをみせ、酸と緻
密なタンニンのバランスが見事な仕上がりです。

〇産地：フランス・ボルドー地方・サンジュリアン地区　○生産者：シャトー レオヴィル ラス カーズ　○ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニヨン61%、メルロー
38％、カベルネ・フラン1％　○赤　フルボディ

商品コード250350

ドメ-ヌ フランソワ ミクルスキ ブルゴーニュ  ブラン シャルドネ　2015

 Bourgogne ブルゴーニュ

1991年設立と歴史は若いながら、瞬く間にムルソーのスタードメーヌになったフランソワ ミクルスキ。比
類なきワインを生み出すドメーヌとして人気です。オーク樽にて10ヶ月熟成後、澱引きをし、タンクにて2ヶ
月熟成してから瓶詰め。熟した果実の凝縮味を感じることができ、いきいきとしてエレガント。余韻に豊か
なミネラルを思わせる風味があり、世にある凡庸なムルソーよりはよほど美味しいブルゴーニュ ブランで
す。

〇産地：フランス・ブルゴーニュ　○生産者：ドメーヌ フランソワ ミクルスキ　○ブドウ品種：シャルドネ100%　○白　辛口

ワインを知るうえで飲んでおきたい王道の産地から生まれる

Fine Wine
限定 本

限定 本

商品コード250352

バローロ ジッラルディ   2013

Piemonte　ピエモンテ

バローロの南、ドルチェット ドリアーニ生産地域内のファリリアーノに位置。現当主の祖父はコート デュ 
ローヌでワイン造りを経験、1928年“コルサレット”と呼ばれる丘陵(標高500m)で創業しました。伝統的な
醸造方法を用い、オーストリアオークの樽にて熟成させます。バローロ村のブドウと、ラモッラの畑のブド
ウをブレンドして造られる、エレガントな果実のニュアンスと力強さを併せ持った複雑味もある味わいのバ
ローロ。

〇産地：イタリア・ピエモンテ州　○生産者：ジッラルディ　○ブドウ品種：ネッビオーロ100%　○赤　フルボディ

商品コード250351

限定 本



ワインでGO TO！
----- 日本のワイナリー -----

まるき葡萄酒（山梨県勝沼町）＆DOMAINE RAISONドメーヌ・レゾン（北海道富良野市）

歴史は明治１０年からと、現存する日本最古のワイナリー。創業者・土屋龍憲（つちやたつのり）氏が日本人で初めてフランスに渡り、栽培・
醸造技術、料理とのマリアージュに大きな感銘を受け、帰国後は日本固有種である甲州ぶどうを用いた日本ワインにこだわり、醸造をつづ
けてきました。その技術は、日本ワインの父・川上善兵衛にも伝授されたといわれています。また、同グループのドメーヌ・レゾンは『やぎと
つくる ワイナリー』というコンセプトで、サステイナブルをモットーにしています。

果汁濃縮を行い、香りが引き立つ酵母を採用し発酵させ、樽熟成させる事で凝縮感のある味わいとすっきりした後味に仕上がりました。気品高

い酸味が余韻を引き締める飲みごたえのある白ワイン。

□ブドウ品種：甲州　□白　辛口

ラフィーユ 樽甲州 2017

商品コード: 145971

ブラックベリー、オリエンタルなスパイスのアロマにオーク樽由来のトースト香とバニラのニュアンスが見事に調和。細やかなタンニン

と上品な酸が熟成のポテンシャルを物語っています。

□ブドウ品種：甲斐ノワール/カベルネ・ソーヴィニヨン/メルロー　□赤　ミディアムボディ

ラフィーユ 樽甲斐ノワール 2018

商品コード: 201428

摘みたてのマスカットを頬張ったような瑞瑞しく清涼感をともなう甘やかな香りが特徴。口中に溢れる果実感、やや控えめながらも凜とした酸、

アフターに拡がる上品なアロマが心地よい味わいです。

　□ブドウ品種：ナイアガラ、デラウエア、ポートランド（国産100%）　□白　やや甘口

メリメロ・ブラン 2019 

商品コード: 147179

シャルドネと、中富良野町で育ったソーヴィニヨン・ブランをアロマのアクセントにブレンドした上品な白ワインです。レモンやライムの

ような爽やかな香りと、程よいコクで、食事にもあわせやすい仕上がりです。

□ブドウ品種：シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン（国産100%）　□白　辛口

アッサンブラージュ・ブラン
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商品コード: 147181

domaine tetta ドメーヌ・テッタ（岡山県 哲多町）

年設立、ワイン醸造は自社原料 ％。ぶどうのポテンシャルを最
大限引き出すため 醸造は人間の手を極力介さず、野生酵母でのゆっく
り優しく発酵させ、補糖・補酸はしない、テロワールを映し出すワイン造り
をしています。基本は飲食店と直接取引ですが、柴田屋の社員である滝
口が以前醸造家として働いていたご縁で、今回お取り扱いが実現しまし
た。

tetta のシャルドネらしい白桃や黄色い柑橘、晴れた日の青草

の香り。甘さと酸味はおとなしく、どこか吟醸酒のような雰囲気

があります。繊細でやさしい料理と一緒に楽しみたくなります。

【限定12本】

□ブドウ品種：シャルドネ91%・ピノグリ他9％　□白　辛口

tetta シャルドネ 2019

商品コード: 199363

フレッシュな赤黒系果実やベリーのコンポート、ブリオッシュや優しい

樽の香り。甘さはなく酸がしっかりとしたドライな味わいでローストし

た鶏肉や豚肉と相性が◎。 【限定12本】

□ブドウ品種：マスカット・ベーリーA 99.75%、カベルネフラ

ン0.25%　□赤　ミディアムボディ

tetta マスカット・ベーリーA 2019

商品コード: 173630

YELLOW MAGIC WINERY
イエローマジックワイナリー

年開設の新進気鋭ワイナリー。「農薬無散布」「自然
酵母による自然発酵」をキーワードに、身体にしみるうま
味を感じるワイン作りをめざしています。

（山形県南陽市）

芳しい香り中に野生的な味わいでジューシー。楽しくエロい

「微発泡ワイン」。もちろん泡感が少なくなってもスティルワイ

ンとしても楽しめます。 【限定24本】

□ブドウ品種：スチューベン60%、有核完熟デラウエア35％ 

シャインマスカット5％南陽市自社農園産　□微発泡ロゼ　辛口

ヒップホップ ミックス2020

商品コード: 148489

デラウェア主体でナイアガラを一部使い深い果実の色合い

を出した一次発酵の自然スパークリング。この果実感の

ニュアンスの濃厚さは驚愕！ 【限定24本】

□ブドウ品種：有核デラウエア90%、有核ナイアガラ10％山形県山形市

本沢産　□発泡オレンジ　辛口

ミュージック ノンストップ テフノポップ 2020

商品コード: 148490

限定12本



数量限定

ビオワイン「ルナリア」が人気の生産者
カンティーナ・オルソーニャから

「 」シリーズ日本初上陸
Patch（パッチ）とはあて布、布片のこと

【オーガニック】黄緑がかったライトイエロー。アカシアや白い花のデリケートなブーケが香ります。シトラスと酸のバランスが素晴

らしい、フレッシュでライトな味わい。

□生産国：イタリア　□ブドウ品種：パッセリーナ85%以上　□白　辛口

パッチワイン  パッセリーナ  2019

商品コード: 900532

【オーガニック】明るい麦わら色。洋ナシなどの完熟した果実の香り。しっかりとした骨格と酸のバランスが、口中を包み込みま

す。魚介のカルパッチョ、サラミ、リゾット、鶏肉、チーズとお楽しみください。

□生産国：イタリア　□ブドウ品種：ペコリーノ85%以上　□白　辛口

パッチワイン  ペコリーノ 2019

商品コード: 900533

【オーガニック】輝く明るい藁色。白い花やナッツのような繊細な香り。フレッシュさに加えて味わい深さとミネラルが感じられます。

シーフードとの相性は抜群です。

生産国：イタリア　□ブドウ品種：トレッビアーノ100%　□白　辛口

パッチワイン  トレッビアーノ  ダブルッツォ  2019

商品コード: 900534

【オーガニック】ピンク色がかったカッパー（銅）色。鮮烈かつ複雑なフローラルブーケにチェリーのような赤いベリーの香り。柔らか

くエレガントでバランスのとれた味わい。野菜を使った前菜とよく合います。

生産国：イタリア　□ブドウ品種：ピノグリージョ85%以上　□ロゼ　辛口

パッチワイン  ピノグリージョ　ロゼ  2019

商品コード: 900535

【オーガニック】生き生きとしたルビーレッド。プラム、チェリーのような華やかな香り。赤い果実のジャムのようなフィニッシュ。力強

さとタンニンのバランスが素晴らしく、肉料理を引き立てます。

生産国：イタリア　□ブドウ品種：プリミティーヴォ100%　□赤　フルボディ

パッチワイン  プリミティーヴォ  2016

商品コード: 900536

【オーガニック】紫がかった輝く深いルビー色。赤系果実やスパイスのアロマ。しっかりとした味わいで、ドライさ、タンニンのバラン

スが良いワイン。蒸し煮料理やローストした肉、鶏もも肉を使った料理、ハードチーズと。

生産国：イタリア　□ブドウ品種：モンテプルチアーノ100%　□赤　フルボディ

パッチワイン  モンテプルチアーノ  ダブルッツォ  2019

商品コード: 900537

【オーガニック】ルビーのような輝きを持つアマランサスレッド。赤いチェリーやプラムの穏やかなアロマにジャムやシナモンのよう

なスパイスの香り。ヴェルヴェットのような柔らかい口当たりで、赤系果実とスパイス、バルサミコの味わいがバランスよく感じられ

ます。

生産国：イタリア　□ブドウ品種：ネロダーヴォラ100%　□赤　フルボディ

パッチワイン  ネロダーヴォラ  2018

商品コード: 900538

【 Patch wineシリーズ日本初上陸キャンペーン　】
お好きな組み合わせ12本でワイングラス6脚プレゼント！

※専用発注書で注文、一括納品に限ります。キャンペーン期間： 2月末まで



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。

こちらのアイテムは、弊社 発注システム「 　 － 」にて先行販売しておりますので、完売の場合もございます。最新情報をご
覧になりたい方は、 ならびにパスワードを無料で発行しますので、担当営業までお申し付けください。

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。

1800ml：商品コード121230 　

･･･個性溢れる冬の限定酒集めました･･･

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  　

1800ml：商品コード195177 　

木戸泉 初しぼり 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。

■蔵元：木戸泉酒造（千葉県）   　■原料米：千葉県いすみ市産  総の舞　■精米歩合：65％　　■アルコール度数： 19度

1800ml：商品コード195179 　

※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。

■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

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

■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

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。

1800ml：商品コード182018 　720ml：商品コード182019 　

し ぼ り た て

惣誉 吟醸 初しぼり

日本最高峰の品質といわれる兵庫県加東市東条特A地区産の新米山田錦を全量用いた惣誉の初しぼり。出来立て
の新鮮な香りを感じる、上質な味わいをお楽しみください。

■蔵元：惣誉酒造（栃木県）   　■原料米：山田錦　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 16度

1800ml：商品コード153517 　720ml：商品コード153516 　

天吹　恋する春の純米大吟醸

華やかでキュンとくる愛らしいハートラベル。あふれ出る情熱を感じさせるリッチな旨みと初恋を思い出すような爽や
かな酸味はまさに恋の味わい。

■蔵元：天吹き酒造（佐賀県）   　■原料米：非公開　 ■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 16度

1800ml：商品コード146827  　720ml：商品コード146828  　

燗 酒

洌 燗酒純米

ほんのりとバナナやメロン系の優しい含み香があり、麹の豊かな旨みを感じることができます。程よい旨味のボリュー
ムと滑らかな質感が楽しめるお燗酒です。

■蔵元：小嶋総本店（山形県）   　■原料米：―　■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 16度

1800ml：商品コード121389 　

個 性 的

柴田屋和酒 LINE@
はこちら→



こちらのアイテムは、弊社 発注システム「 　 － 」にて先行販売しておりますので、完売の場合もございます。最新情報をご
覧になりたい方は、 ならびにパスワードを無料で発行しますので、担当営業までお申し付けください。

※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。
商品コード　111000 納品価格2,970円（税別）

720ml：商品コード108518

酒造りの神様・松尾大社のご祈祷済みのありがたい日本酒
『酒-1(さけわん)グランプリ』は、お酒の神様を祀る京都の松尾大社で開催され、毎年全国から蔵元が集まり、日本酒ファンによ
る試飲でナンバーワンが決まります。2015年から18年の歴代優勝蔵が特別に提供してくださったのがこちらです！！

神蔵 KAGURA 純米酒
無濾過生原酒
【2017年優勝】 松井酒造(京都)
米の旨みが濃く、それでいて、甘い
香りがあります。うっすらと黄金色に
輝く、樽からそのままの、生まれたて
の酒。純米ならではの“甘酸辛苦
渋”の味わいが口中に複雑にあらわ
れます。

紀土 KID 無量山 純米吟醸
【2016年優勝】平和酒造(和歌山) 
 

500ml：商品コード154020

Beau Michelle BLISS（ボーミッシェル ブリス） 貴醸酒
【2015年優勝】伴野酒造(長野県) 
仕込み水の代わりに「ボー ミッシェル」を使用した貴醸酒タイプ。通常の
ミッシェルとはまた違う、より濃厚で上質な最上級の甘みが感じられる
“至福”の一本です。

720ml：商品コード108519

英勲 純米大吟醸原酒
【2018年優勝】 齊藤酒造(京都)
京都府産米を100％使用し、伏見の
白菊水で醸した純米大吟醸はフ
ルーティーな吟醸香とふくらみのあ
る味わいの純米大吟醸原酒です。

残り僅かお急ぎください！

日本酒担当が強烈に推す！ハイクラス&ハイクオリティ定番酒

鶴齢 純米吟醸

淡麗辛口のイメージが強い新潟清酒の中
にあって、鶴齢の伝統的手法により醸し上
げられた、酒の旨みが存分に引き出され
た旨口の純米吟醸。冷やも美味しいです
が、ぬる燗もお薦めです。

1800ml：商品コード152864 　

■蔵元：青木酒造（新潟県） ■原料米：越淡麗　
■精米歩合：55％■アルコール度数：15-16度

720ml：商品コード162422 　

南部美人 特別純米酒

受賞！南部美
人の定番酒。ふわっとやさしい果実の香り
と上品な米の旨みで後味すっきり。幅広い
料理に合う究極の食中酒を目指して造っ
たお酒です。

1800ml：商品コード181729 　

720ml：商品コード119826 　

■蔵元：南部美人（岩手県） ■原料米：ぎんおとめ他　
■精米歩合：55％■アルコール度数：15-16度

モダン仙禽 無垢

仙禽のスタンダードである「モダン仙禽無
垢」。 ％精白の山田錦を使用し、クリア
でフルーティーな味わいは、万人におすす
めできます。白ワインのようなニュアンスも
あり、従来の日本酒の枠にとらわれず洋
食とのペアリングも自在です。

1800ml：商品コード119209 　

■蔵元：せんきん（栃木県） ■原料米：山田錦　
■精米歩合：50％■アルコール度数：15度（原酒）

720ml：商品コード119260 　

山形正宗 稲造（いなぞう）

自社田で蔵人自ら減農薬栽培した出羽
燦々 で醸した純米吟醸酒。上品で爽
やかな、硬水由来の涼しげな香りと、噛ん
で含みたくなるような旨みの後の名刀で切
られたようなキレが特長です。

1800ml：商品コード168246 　

720ml：商品コード168247 　

■蔵元：水戸部酒造（山形県） ■原料米：出羽燦々　
■精米歩合：60％■アルコール度数：15度

SOLD 

OUT


