
商品コード　151781

納品価格14,700円（税別）

飲むたびに春感じる 桜のビールで乾杯！
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桜はるいろ 310ml 瓶
【限定24本】ブルワリーの敷地内に咲く桜のエキスを使用した、上面発酵タイプです。ほんのりと感じる甘味

からは、桃やレモンなどのフルーティーな味わいがあり、その後に程よい酸味とホップの苦みが追いかけます。
※副原料として桜エキスを使用しているため酒税法上の区分けは発泡酒となっています。

■醸造所：新潟麦酒（新潟県） ■Alc.:4.5％　■スタイル：発泡酒

サンクトガーレン さくら 330ml 瓶

 商品コード130588

【限定48本】「天下第一の桜」と称される長野県伊那市高遠の桜の花と葉を使った、桜餅風味のビール。

苦味の基になるホップの使用は抑え、高遠の桜の花びらと葉で風味付けをしました。
※副原料として桜エキスを使用しているため酒税法上の区分けは発泡酒となっています。

■醸造所：サンクトガーレン（神奈川県） ■Alc.:5％　■スタイル：発泡酒

 商品コード82910

柴田屋ビール担当厳選

この春おすすめIPA 4選

松本ブルワリー セッションIPA 330ml 瓶
数種類のアメリカンホップを使用することで、柑橘系の爽やかな香りとシャープな味わいに仕上げました。クラフトビールの楽しさを感じて
いただけるビールです。

■醸造所：松本ブルワリー（長野県） ■Alc.:5％　■スタイル： IPA
 商品コード210100

伊勢角屋麦酒 DANK DANK DANK!! IPA 330ml 瓶
「Dank」と表現されるアメリカのクラフトビールを参考に、モザイク、エクアノットを大量に使用。ホップアロマとフレーバーが跳ね回るように
感じられます。飲みごたえのあるIPAをお探しの方に。

■醸造所：伊勢角屋麦酒（三重県） ■Alc.:7％　■スタイル：アメリカンスタイル IPA
 商品コード182123

ブリュードッグ　エルビスジュースIPA 330ml 瓶
5種のホップとグレープフルーツピール（皮）を絶妙なバランスで組み合わせたフルーティなIPA。とてもジューシーなこのグレープフルーツ
IPAは、創業者のジェームズ・ワットも「ビールファンへの挑戦」と表すほどです。

■醸造所：ブリュードッグ（スコットランド） ■Alc.:6.5％　■スタイル：グレープフルーツ IPA

 商品コード192077

ミグレイション　モヘイジック 330ml 缶
1バレルに対しモザイクホップ3ポンドを使った、まさにジューシーでトロピカルホップのご馳走といえます。モザイク全開！な柑橘感じるヘ
イジーIPA。

■醸造所：マイグレーションブルーイング（アメリカ） ■Alc.:6.1％　■スタイル：ヘイジー IPA

 商品コード161987

（左から）



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。

果物の香りがたまらない！

フルーツ感じるクラフトビール特集

カーボンブリューズ サワーパンチ 缶 330ｍｌ 
にごりのあるピンク色。ラズベリーやグアバの香りが特徴的なベルリナーヴァイセ。
パッションフルーツ、パイナップル、マンゴー、クランベリーなどのトロピカルフルー
ツの爽やかな香りが溢れます。
■醸造所：カーボンブリューズ（香港）
■Alc.:4.5％ 
■スタイル：ベルリナーヴァイセ

商品コード201339

独歩 ピーチピルス 瓶 330ｍｌ 
岡山産の桃の天然果汁を加えて作ったフルーツビール。同社のピルスナーがベー
スとなっており、色合いは薄い麦わら色。濃すぎず、甘すぎず、すっきりとした味わ
いが印象的。桃の甘い香りが口いっぱいに広がります。■醸造所：地ビール独歩
（岡山県）
■Alc.:5.0％ 
■スタイル：発泡酒

商品コード94441

お寺の庭 ゆずエール 瓶 330ｍｌ 
ライとオーツを少し加えることにより、ゆずの甘酸っぱく香り高い個性が際立つこのビー
ルは、ホップは助手役に徹しています。深みと複雑さを秘めたニュアンスのあるフレー
バーと,
インパクトのある華やかなアロマが魅力です。
■醸造所：ベアードブルーイング（静岡県）
■Alc.:6.0％ 
■スタイル：フルーツビール

商品コード153797

「馨和 KAGUA」Saison 瓶 330ｍｌ 
ややオレンジがかった黄金色、クリーミーな泡立ち。強い柚子のアロマ、スパイ
シーな山椒の香りが全体をキリッと鋭くさせています。鮮烈な柚子の香りとジュー
シーさを感じさせる味わいです。
■醸造所：ファーイーストブルーイング（ベルギー）
■Alc.:6.0％ 
■スタイル：セゾン

商品コード138762
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柴田屋ビール LINE@
はこちら→



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
 Bourgogne ブルゴーニュ

フランソワ ミクルスキ クレマンド ブルゴーニュ  NV
ムルソーのトップ生産者の1人として、テロワールを生かした見事なワインを造り出すミクルスキ。さわや
かな柑橘類の香りが広がり、しっかりしたボディと芯を支えるミネラルを思わせる風味が口内を満たしま
す。歴史は浅いながら、瞬く間にムルソーのスタードメーヌとなったミクルスキの実力を存分に感じさせてく
れる1本です。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　○生産者：ドメーヌ・フランソワ・ミクルスキ　○ブドウ品種：ピノ ノワール / シャルドネ / アリゴテ / ガメイ
（年により比率は変更あり）　○白　泡　辛口

商品コード199609

限定24本

ドメーヌ ラリュー サン トーバン ブラン レ コンブ 2018
サントーバンを拠点に15haの畑を所有する家族経営のドメーヌ。「レ コンブ」はサン・トーバンの南、シャ
サーニュ・モンラッシェに隣接する区画です。オーク樽（新樽率20%）で10ヶ月シュール　リー熟成。早いう
ちからバニラやバターの華やかな香りが漂います。まろやかで厚みのある口当たりで、繊細で余韻が長く
続くワインです。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　コート・ド・ボーヌ　○生産者：ドメーヌ ・ラリュー　○ブドウ品種： シャルドネ100％　○白　辛口

商品コード199612

ピエール ラベ ブルゴーニュ  ピノ ノワール ヴィエイユ ヴィーニュ 2018 
クロ ド ヴージョの最大所有者、シャトー ド ラ トゥールのオーナーのフランソワ ラベが父から引き継いだラ
ベ家のドメーヌ。1992年以来ビオロジックで栽培をし、2015年からビオディナミを実践しています。ショレイ
・レ・ボーヌ村の樹齢約50年のブドウを使用。野生酵母のみでコンクリートタンクで全房発酵。228L樽（新
樽10%）で20ヶ月熟成させ、清澄もフィルターもかけず、瓶詰めします。赤系果実のチャーミングな香り。
適度なタンニンがあり、緻密で肉付きがよいブルゴーニュAC。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　○生産者：ピエール・ラベ　○ブドウ品種：ピノ ノワール 　○赤　ミディアムボディ

商品コード199610

フォンテルートリ  キャンティ クラシコ 2017
1435年より24代に渡りキャンティ クラシコでワイン生産を行うマッツェイ家。トスカーナの名門貴族がエレ
ガンスを追求したワイン造りを行っています。サンジョヴェーゼらしい酸と均整が取れていてエレガントな
ボディ。ラズベリーやブラックベリー、スパイスの凝縮感がある風味と滑らかな口当たり。食事に合わせて
楽しみたい、フードフレンドリーなワインです。 

〇産地：イタリア　トスカーナ州　○生産者：マッツェイ ・フォンテルートリ　○ブドウ品種：サンジョヴェーゼ 90%、マルヴァジア ネーラ 5%、メルロ 3%
コロリーノ 2% 　○赤　フルボディ

商品コード199611
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限定24本

限定24本

Toscana トスカーナ

限定24本
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世界のワイナリー編

KLINKER BRICK クリンカー・ブリック（アメリカ）

ローダイでブドウ栽培を行って5代目のスティーヴとローリが設立したワイナリー名「クリンカー ブリック」は、焼きすぎたレンガ
（Over-fired bricks）が地面に落ちる音（klink-ing）に由来し、そのレンガを使用して家とワイナリーが建てられました。古木から生まれる
格別なジンファンデルをお楽しみください。

商品コード: 900518

ネクタリンやアプリコット、洋梨の新鮮なアロマ。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。  

□ブドウ品種：アルバリーニョ100％　□白　辛口

クリンカー ブリック アルバリーニョ

商品コード: 900561

クリンカー  ブリックのフラッグシップ的ワイン。使用される

ジンファンデルは 18カ所の畑から。エリア特有の気候か

らもたらされる、冴えたチェリーやラズベリーの香り。樽発

酵によりワインに厚みが加えられます。低収量による甘

いタバコとココアのノートが、バランスの良さと複雑さを醸

し出しています。

□ブドウ品種：ジンファンデル100％　□赤　フルボディ

クリンカー ブリック オールドヴァイン 
ジンファンデル

アルゼンチン国内で第2位の生産量を誇るサン・ フアン州に1992年設
立。ブドウの育成に適した地域のため、凝縮したアロマと十分なアルコール度
数、個性をもったワインが生まれます。ブドウは全て自社畑で栽培、収穫は手
摘み。農薬は使っておらず、自然派です。

CASA MONTES カサ・モンテス（アルゼンチン）

バラやオレンジの花、オレンジピール、繊細なハーブといった、トロンテ

ス種の上品なアロマ。口中では、フレッシュで愛らしい完璧なバランスの

酸がもう一杯へと導きます。余韻は甘くゆっくりと残ります。樽未使用。

□ブドウ品種：トロンテス100％　□白　辛口

アンパカーマ トロンテス

商品コード: 900496

甘酸っぱいチェリーの、赤系果実のアロマ

が複雑に香ります。舌触りはスムーズでフ

レッシュ、フルーティーで柔らかなタンニン

を感じます。赤身の肉と組み合わせるには

理想的なワイン .樽未使用。

□ブドウ品種：マルベック100％　□赤　

ミディアムボディ

アンパカーマ マルベック

商品コード: 900450

商品コード: 900393

緑がかった輝きのある黄色。フレッシュな、シト

ラス、パイナップル、ライムのアロマ。口中では

白桃の香りが広がります。バランスの良い酸と

すっきりとした後味は、まさに料理のためのワ

イン。

□ブドウ品種：シャルドネ100％　□白　辛口

シヴァー　シャルドネ

商品コード: 900399

ジューシーなプラム、カシス、よく熟したブルー

ベリー、そして微かなスパイスの香り。加えて

うっとりするコーヒーの香りが丸みを与えてい

ます。リッチな口当たり、力強いスパイスの風

味が長く続きます。

□ブドウ品種：シラーズ100％　□赤　フルボディ

スクリーム　シラーズ

 プレゼント※巻末の専用発注用紙からご注文願います

柴田屋ワイン LINE@
はこちら→
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ワインでGO TO！

「キリビンビン」とは、オーストラリア先住民アボリジナ
ルの人々の言葉で“あるものをより良い魅惑的なもの
にする”という意味。ブドウからワインにする工程は、
まさにこの言葉通り。キリビンビンの感覚を刺激する
きらめく味わいは、ラベルのイメージにも表れていま
す。   

KILLIBINBINキリビンビン

（オーストラリア）

デルハイムは、1949年にハンス・ホーハイゼンによって設立、ケー
プワインランドでは特に古く、著名な家族経営のワイナリーです。
1976年にはピノタージュのロゼを世界で始めて生産するなど、ワイ
ン業界に多くの伝説を残しています。また、サスティナブルなワイナ
リーの在り方を実践しています。 

DELHEIM デルハイム（南アフリカ）

商品コード: 900476

白桃、黄桃、グアバ、そしてパイナップルのトロピカルなアロマ。

軽快で、フレッシュな酸と様々な果実のすっきりとした味わい。

清澄のプロセスに動物性由来のタンパク質を使用していないため、ヴィー

ガンの方にもお楽しみいただけます。  

□ブドウ品種：シュナン・ブラン　□白　辛口

デルハイム シュナン・ブラン アンウデッド 

FAMILLE FABRE ファミーユ・ファブル（フランス）

1605年よりワインを作り続けてきたラングドックで最も古いワイナリーのひとつ。オーガニックへの転向を決意したのは、今のようにトレンド
になる以前の1991年。「あなたはあなたの飲むものでできている」という考えの下、環境への意識を高く持っています。

商品コード: 900499

ツゲやグレープフルーツ、エキゾチックなフルーツの香り。爽快な

舌触りで、フィニッシュはレモンやミネラル感で締まります。前菜

や、貝類と一緒に。

□ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン100％　□白　辛口

ルイ　ファブル　ソーヴィニヨン・ブラン

商品コード: 900401

爽快な赤いフルーツとすみれの香り。タンニンは優しく、黒系果

実を感じさせます。丸く、バランスの取れたフィニッシュ。ハム

のタパスや、お肉のグリルと一緒に。

□ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニョン100％　□赤　ミディ

アムボディ

ルイ　ファブル　カベルネ・ソーヴィニヨ
ン

お好きな組み合わせ12本一括購入＆納品でワイングラス6脚 

LA TUNELLA ラ・トゥネッラ（イタリア）

1986年創立の家族経営ワイナリー。 土地に古くから根付く土着品種を主に取り扱っています。フリ
ウリ特有の土壌「ポンカ」で育つブドウから造られるワインは、しっかりとした骨格とミネラルが魅力
で、世界中でその素晴らしさが認知されています。

商品コード: 900295

上品で力強い異なるヴィンテージのワインをブレンド。ブラックベリー、チェリー、バルサ

ウッド、レザーそしてリコリスのフルーティでスパイスの効いた鮮烈な香り。味わいは複雑

で丸みがあり、スムーズでバランスの良いタンニンが特長です。非常に豊かで長い余韻

が続きます。

□ブドウ品種：ピニョーロ50%、スキオッペティーノ50%　□赤　フルボディ

ラ　トゥネッラ　ラルチョーネ

商品コード: 900487

フリウラーノはフリウリで育つ素晴らしい土着品種。ビターアーモンドや洋梨、

野の花、アカシアの花の典型的な香り。スムーズで滑らかな酸による素晴ら

しい構成のワイン。驚くほど長い余韻は、品種の個性由来の忘れがたいビ

ターアーモンドの香りによるもの。

□ブドウ品種：フリウラーノ100％　□白　辛口

ラ　トゥネッラ フリウラーノ　
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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。
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こちらのアイテムは、弊社WEB発注システム「CLUB　SHIBATA－YA」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、ID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。

 谷川岳 純米吟醸 一意専心

角田副杜氏が醸すシリーズ。今年の味わいは、落ち着きのある上品でエレガントな酒質です。程良い甘みと旨味を調
整
し、スッキリとした飲み口は飽きずに楽しめて食中向け。数量限定商品です。

1800ml：商品コード146602

･･･春を告げる美酒のお便りVol.1･･･

楯野川無我 クリアボトル 純米大吟醸

ブラウン、ブラック に続く第3弾「楯野川無我」はクリアボトル。山田錦を使用し、しぼりたての新酒らしく、ピリッとガス
感のある舌触りです。淡麗でスッキリとした味わいですが、温度が上がると旨味が増してきます。

■蔵元：楯の川酒造（山形県）   　■原料米：山田錦  　■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 16度

1800ml：商品コード146667  　

1800ml：商品コード250396

※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。

■蔵元： 永井酒造（群馬県）   　■原料米：五百万石　　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 15度

七田 純米 おりがらみ

「七田」の純米無濾過生原酒にオリをからめ、瓶内二次発酵により軽快な味わいに仕上げました。青りんごのような
香りと口の中に広がる爽快感が癖になる、大人のクリーミーソーダ。

■蔵元：天山酒造（佐賀県）   　■原料米：山田錦 /レイホウ  　■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 16度

■蔵元：結城酒造（茨城県）   　■原料米：山田錦  　■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 16度

結ゆい　純米吟醸酒　山田錦　亀口直汲み無濾過生原酒　

亀口より直接瓶詰めしたピッチピチの生原酒。程良い立香、フレッシュでスッキリ華やかな味わいに、後味はシャープ
で心地よい余韻。山田錦の魅力を存分に味わえる結らしい一本です。

1800ml：商品コード220610  　720ml：商品コード220611 　

月山 特別純米 出雲

ワイングラスで美味しい日本酒アワードで最高金賞。上品で華やか香り、口に含むと最初は軽快な飲み口ですが、後
から程よい旨味と酸がバランス良く広がります。

■蔵元：吉田酒造（島根県）   　■原料米：五百万石　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 15～16度

1800ml：商品コード92833  　720ml：商品コード195590 　

刈穂　純米吟醸生酒　春 kawasemi
刈穂蔵「kawasemi label」の新酒を酒槽（さかふね）でしぼり、そのままボトリングしました。刈穂蔵周辺に桜が咲く
頃、カワセミが戻ってきます。フレッシュで鮮やかな香味と、生まれたて新酒の春を呼ぶ味わいをお楽しみ下さい。

■蔵元：秋田清酒（秋田県）   　■原料米：秋田酒こまち　 ■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 16～16.9度

1800ml：商品コード146813  　720ml：商品コード146814 　

七賢　純米生酒　春しぼりおりがらみ

グラスに注ぐと、きめ細かいオリがお酒の中を優雅に舞い、青リンゴのような爽やかな香りが漂います。春の訪れを
実感する味わい。ぜひ冷やでお楽しみください。

■蔵元：七賢（山梨県）   　■原料米：ひとごこち　 ■精米歩合：70％ （麹米57％） 　　■アルコール度数： 15度

1800ml：商品コード146823  　

柴田屋和酒 LINE@
はこちら→

720ml：商品コード146603    

720ml：商品コード210193 　

720ml：商品コード146824 　

720ml：商品コード146668 　

■蔵元：山陽盃酒造（兵庫県）   　■原料米：  吉川産  山田錦　■精米歩合：55％　　■アルコール度数： 15度

播州一献 純米吟醸 SPRING SHINE
「春の輝き」というその名にピッタリの味わいの春酒。爽やかで綺麗な春風のように、軽快な口当たり。控えめながらも
主張のある甘みと、スッキリさを演出してくれる酸。度数は食中酒としても飲みやすい少し軽めの15度に設定されて
います。

1800ml：商品コード146808  　720ml：商品コード146809 　
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こちらのアイテムは、弊社WEB発注システム「CLUB　SHIBATA－YA」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、ID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）

若手の夜明けを率いたパイオニア！オンリーワンの造りで新たな日本酒シーンを牽引

八戸酒造（青森県）
「ココがすごい！八戸酒造」① 日本酒造りは黄麹が主流のなか、2016年から白麹で全量仕込みに変更 ②白麹造り+高温糖化酒
母を採用により酒質の安定感が抜群 ③①②によって乳酸無添加の酒造りを可能に！

差別化ならお任せください！柴田屋オリジナル日本酒

武勇 八百万ノ魚専用 ひたち錦 純
米吟醸 滓絡み 生原酒

魚達と本気で向き合っている方たちの為の酒は
ないものか？そんな想いから武勇さんとの ご縁
あって生まれたお酒。 原料のお米はもちろん、
酵母、水、そして醸す人もオール茨城。さらに
「中取り」と、いいとこ取りです。
 ■蔵元：武勇（茨城県） ■原料米：茨城県産ひたち錦

■精米歩合：58％■アルコール度数：15度（原酒）
 

1800ml：商品コード139860  　

竹葉 八百ﾉ肉専用特栽米
生もと 純米生原

減農薬特別栽培農家さんが作る能登さんゆ
めみづほを使用。軽快かつ血合いにも合う
酸が、肉類のタンパク質や濃い味にもしっか
りペアリング。深くボディのある旨味が特徴
です。

1800ml：商品コード134331  　

■蔵元：数馬酒造（石川県） ■原料米：特別栽培米ゆめみづ
ほ■精米歩合：70％■アルコール度数：18度

吾有事（わがうじ） 14C ～ジューシー
～フルーティでジューシーな酒質を本気で突き詰
めたい。情熱溢れる醸造家“阿部 龍弥“の若き
感性とセンスが見事に形になった渾身の一本。
カプレーゼやシーザーサラダ等洋食にも合いま
す。

1800ml：商品コード153956  　

■蔵元：奥羽自慢 （山形県） ■原料米：山 形県産出羽燦々
■精米歩合：70％■アルコール度数：14度（原酒）

720ml：商品コード153957  　

川鶴 ＵＭＡＭＩ～ウマミ～

日本を発祥とし、共通語として確立された
UMAMI。川鶴酒造がある香川県は、いりこ
の名産地。出汁を日常的なものとしている
感性とノウハウを最大限に活かして醸され
たまさに“UMAMI”専用の日本酒です。

1800ml：商品コード120962 　

720ml：商品コード120963  　

■蔵元：川鶴酒造（香川県） ■原料米：香川県産オオセト
■精米歩合：65％■アルコール度数：16度

裏 陸奥八仙 純米大吟醸　※３月中旬入荷予定

陸奥八仙 華想い50のあらばしりと責めの部分をブレンドして作った「裏・陸奥八仙」。ややガス感があり、すっきりとし
た清涼感のある旨味と酸、程良い苦味が調和しています。

1800ml：商品コード 121449

■原料米：華想い　　 ■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード 121450   

裏 男山 陸奥男山 超辛純米 生原酒　 ※３月中旬入荷予定

華やかで柔らかいお酒が中心の「八戸酒造」のラインナップの中では異色の存在。非常にキレがありスッキリとした味
わいが特徴的です。冷酒だけではなく、燗酒にしても楽しめる1本です。

1800ml：商品コード121442

■原料米：麹 :華吹雪　掛 :まっしぐら　　 ■精米歩合：麹 :55%　掛:65% 　　■アルコール度数： 16度

陸奥八仙 URARAラベル 純米酒　 ※３月中旬入荷予定

華やかな香りと柔らかく優しいほんのり甘やかな味わいが、麗らかな気分にさせてくれる季節・数量限定酒。

1800ml：商品コード 180485

■原料米：青森県産米　　 ■精米歩合：―％　　■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード 180484

陸奥八仙 ISARIBI 特別純米

「漁師さんの食中酒」というイメージで作られた1本。スッキリとした後味、キレがいい為、特にイカやサバといった八戸
の名産品と相性が抜群です。

1800ml：商品コード96877

■原料米：青海露県産米　　 ■精米歩合：50％/60％　　■アルコール度数： 15度

陸奥八仙 特別純米

ブランド設立時から八戸で長く愛され続けている定番のお酒です。味わいのバランスもとれていて、どの様な料理にも
合わせやすく、親しみやすいのが魅力です。全国燗酒コンテスト2018~2020連続最高金賞！

1800ml：商品コード96435

■原料米：青森県産米　　 ■精米歩合：  55％/60％ 　■アルコール度数： 15度

720ml：商品コード96436


