
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。

黄金色に輝くビールで新生活に乾杯！

マツモト・オーサム！ペールエール 瓶 330ｍｌ 
数種類のアメリカンホップを使用し、フルーティーなアロマと豊かな味わいを
お楽しみいただけるペールエールです。アメリカの若者たちが、嬉しい事と出
会った時に叫ぶ“Awesome！”なワクワクするビールを目指しました。
■醸造所：松本ブルワリー（長野県）
■Alc.:5.0％ 
■スタイル：ペールエール

商品コード210102

いわて蔵ビール 金色堂 ゴールデンエール 瓶 330ｍｌ 
ヨーロピアンホップが醸し出すグレープのようなフローラルなアロマとスッキリ
した味わいが特徴。ごくごく飲めて、美味しい金色のビールとして人気です。
■醸造所：いわて蔵ビール（岩手県）
■Alc.:5.0％ 
■スタイル：ゴールデンエール

商品コード138642

MINOH BEER おさるIPA 瓶 330ｍｌ 
ゴールデンエールのIPA。5種類のアメリカンホップを使用し苦味と香り
が特徴的です。淡色モルトを使用しキレも良く仕上がっています。野生
の猿が住むことで知られる箕面。ビールの王冠やラベルにもお猿さんが
キャラクターとして描かれています。
■醸造所：箕面ビール（大阪府）
■Alc.:6.0％ 
■スタイル：ⅠPA

商品コード172011

COEDO 毬花-Marihana- 瓶 330ｍｌ/20L樽 
淡い黄金色と純白の泡にシトラスを想わせるアロマホップが華やかに香る
セッションIPA。香り高いホップを贅沢に投入しその香りを丁寧に引き出し
ました。洗練された苦味のあるしっかりとしたフレーバーと、低めのアル
コール度数にクリアな飲み口。
■醸造所：コエドブルワリー（埼玉県）
■Alc.:4.5％ 
■スタイル：セッションIPA

330ml商品コード191934
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旬のクラフトビールをはじめ、いま提案したいビール情報をお届け！柴田屋ビール LINE@はこちら→

20L商品コード15546 納価13,000円（税別）※別途保証金 1,000円



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

ドメ－ヌ ルネ ブ－ヴィエ マルサネ ブラン ル クロ モノポ－ル 2018
クシェ村に単独所有する3haの畑の樹齢約30年のブドウから造られます。「ニュイのシャルドネ」が持つ涼
やかなミネラル感を表現する為に圧搾時には一切除梗せず､600Lの大樽で発酵、18ヶ月（新樽率30％）
熟成させます。フレッシュな香りに、白い花や炒ったナッツのニュアンスの華やかさがあり、奥行きと繊細
さを感じます｡土壌由来の塩味やミネラルを思わせる風味と共に、クリーンな広がりや厚みが感じられま
す。
〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　コート　ド　ニュイ　○生産者：ドメ－ヌ　ルネ　ブ－ヴィエ　○ブドウ品種： シャルドネ100％　○白　辛口

商品コード250472

ドメ－ヌ クリスチャン  モロ－ シャブリ プルミエクリュ  ヴァイヨン 2018
1814年創業のネゴシアン、J.モロー　エ　フィスの5代目クリスチャン　モローが2002年に立ち上げたド
メーヌ。クロ　デ　ゾスピスを単独所有するなど、シャブリの第一人者として名声を築いています。2008年
からビオロジック農法を実践し、2013年には認証取得。カリンや熟したレモンの風味、ほどよいミネラルを
思わせる風味と樽のニュアンスのあるワインに仕上がっています。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　シャブリ　○生産者：ドメ－ヌ クリスチャン モロ－ 　○ブドウ品種： シャルドネ100％　○白　辛口

商品コード250473
 

トロワ ド ヴァランドロ－  2013
シャトー ヴァランドローとヴィルジニーのセカンドワインとして位置付けられています。 ヴァランドローが所
有する畑の若木のブドウを用いて醸造。この価格帯としては贅沢に新樽を100%使用しており、樽に由来
する香りと旨みを感じる味わいが高級感を一層引き立たせています。

商品コード250475
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Bordeaux ボルドー

限定24本

限定24本

シャトー ドーゲ 2007
ドーゲは、1816年に創立され、1867年のパリ万国博覧会で金賞を受賞した輝かしい歴史を持つシャトー
です。ブドウは温度管理されたステンレスタンク内で発酵後、50％を1年樽、残りを大樽にて18～20カ月
熟成します。メルローがもたらすフルーティーさと、凝縮感やスパイスのニュアンスが感じられます。しなや
かな口当たり、適度な熟成感が楽しめます。

〇産地：フランス　ボルドー地方　サン　テミリオン　○生産者：シャトー　ドーゲ 　○ブドウ品種：メルロ 65%、カベルネ フラン 28%、カベルネ ソーヴィニヨン 
7%　○赤　フルボディ

商品コード250474

〇産地：フランス　ボルドー地方　サン　テミリオン　○生産者：シャトー　ドーゲ 　○ブドウ品種：メルロ、カベルネ フラン　○赤　フルボディ

限定24本

限定24本
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【オーガニック】明るい麦わら色。青りんごや白桃のような包み込まれる香りに、ミネラル感とシトラスのアロマ。風味豊か

で、酵母由来のほんのりパンの皮のような香ばしさも感じます。前菜や魚介のフリットとよく合います。ノンフィルター。瓶内

二次発酵（デゴルジュマン無し）。

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□ブドウ品種：グレラ　□白　微発泡　辛口

ワイルドネイチャー　プロセッコ　 DOC　フリッツァンテ　コルフォンド

商品コード: 900571  

自然に敬意を払いおよそ 50年にわたり

オーガニック栽培を続けるイタリア・ヴェネト州の自然派ワイナリー

ラベル描かれているのは、ヴェネツィアとヴェネトにあるワイナリー所有敷地内で出会える動物たちです。

【オーガニック】ゴールデンアップルや白い花のアロマ。フレッシュで香り高くフルーティ、心地いい余韻。繊細でエレガントか

つブドウのストレートな味わいです。アペリティフとして、シーフードや白身の肉、軽めのチーズと合わせても。

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□ブドウ品種：グレラ　□白　泡　辛口

ワイルドネイチャー　プロセッコ　 DOC　スプマンテブリュット

商品コード: 900570  

【オーガニック】輝く黄色。フルーティでミネラル感があり、リンゴや白い花のアロマが感じられます。味わいがしっかりしてい

るエレガントな白ワイン。お米やパスタを使用した料理、シーフードとベストマッチ。

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□ブドウ品種：ピノ・グリージョ　□白　辛口

ワイルドネイチャー　ピノグリージョ　 DOC　ヴェネツィア　2019

商品コード: 900572  

【オーガニック】チェリーやバラのアロマにコルヴィーナ種由来のほんのりコショウのような香り。溌剌としたフレッシュさ、ドラ

イさ、そして少しタンニンを感じる優しい味わい。毎日でも飲みたくなるワインです。鶏肉やシャルキュトリーと合わせるのが

おすすめです。

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□ブドウ品種：コルヴィーナ65%、コルヴィノーネ25%、ロンディネッラ10%　□赤　フルボディ

ワイルドネイチャー　ヴァルポリチェッラ　 DOC　2018

商品コード: 900573  

【オーガニック】ガーネットが見え隠れするルビーレッド色。ブラックチェリー、赤い果実、完熟したフルーツの香りもわずかに

感じます。調和のとれたドライな味わいとヴェルヴェットのような舌触り。スパイスやハーブを使った赤身肉のロースト、グリ

ル、煮込み、ハードまたはセミハードのチーズと。（事前の抜栓推奨）

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□ブドウ品種：コルヴィーナ65%、コルヴィノーネ25%、ロンディネッラ10%　□赤　フルボディ

ワイルドネイチャー　ヴァルポリチェッラ　リパッソ　 DOC　2016

商品コード: 900574  

【オーガニック】ガーネットがかった濃いルビーレッド。完熟プラムにスパイスやドライフルーツの複雑な香り。温かみを感じ

る力強い味わいでフィニッシュは上品。牛肉、ラム、ジビエを使った料理、脂肪分の高いチーズ、甘酸っぱい味付けの料

理ともよく合います。（事前の抜栓推奨）

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□ブドウ品種：コルヴィーナ65%、コルヴィノーネ25%、ロンディネッラ10%　□赤　フルボディ

ワイルドネイチャー　アマローネ　デッラ　ヴァルポリチェッラ　 DOCG　
2012

商品コード: 900575  

「ワイルドネイチャー」日本初上陸！
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The best rose wine for spring

【オーガニック/ビーガン】繊細でエレガントな見た目通りのアロマが広がります。印象的な野イチゴの香りと、かすかなスパイス

のアクセント。心地よい新鮮さが、食事の最初から最後まで寄り添います。

□生産国：スペイン　ティエラ・デ・カスティーリャ　□生産者：カサ　ロホ　□ブドウ品種：ガルナッチャ100％※VTにより変更有　□ロゼ　辛口

ムッソ　ロゼ  

お得な条件が付いている商品のご注文は、最終ページの専用発注書をご利用ください。

商品コード900272 

【オーガニック移行中】フルーティで気軽に飲めるタイプ。後味には、桃の風味を感じるフレッシュなシェリーの様な生き生き

とした風味、柑橘類やチェリーを思わせる軽い酸味を伴います。野菜を使った軽い前菜、ソーセージやミート・パイと共に。

特にシーフード料理との相性は抜群です。また、地中海やエキゾチックなアジア料理ともお楽しみいただけます。

□生産国：フランス　プロヴァンス　□生産者：シャトー　モントー　□ブドウ品種：グルナッシュ50％、サンソー40％、シラー10％　

□ロゼ　辛口

シャトー　ロアシス　ロゼ　 2018

商品コード900404

すっきりとした刺激、新鮮な赤い果実、特にイチゴの香りがほのかに漂います。繊細でフレッシュな泡。自然で爽やかな味

わいが口中に広がります。最適温度6～8度。

□生産国：ポルトガル　 □生産者：ワイン　ウィズ　スピリット　□ブドウ品種：バガ、メルロー　□ロゼ　泡　辛口

バスタ！NV

商品コード900461

大好きな日本を想って「HARU（春）」と命名されたロゼ。ラズベリーのようなロゼカラー。ピュアなラズベリーと繊細なプラム

の柔らかな香りは、フレッシュな赤系果実を思い起こさせます。花々や甘酸っぱいイチゴ、フェンネルが感じられ、上品で美

しく新鮮な味わいです。オリと共に熟成させることで滑らかな口当たりとなります。□生産国：スペイン　フミリア □生産者：カサ　ロホ　□ブド

ウ品種：モナストレル、シラー、ガルナッチャ※VTにより変更有　□ロゼ　辛口

カサ　ロホ　ハル　2017

商品コード900212

美味しそうなメロン、グレープフルーツ、そしてみずみずしい花の香りが、口当たりのいきいきとした、爽やかな柑橘類とミネ

ラル感に続きます。ツナ入りのニースサラダやローストチキン、ヤギのチーズを使ったサラダとよく合います。

□生産国：アメリカ　カリフォルニア　 □生産者：クリンカー　　□ブドウ品種：グルナッシュ38％、カリニャン30％、シラー24％、ムールヴェードル8％　□ロゼ　辛口

ブリックス＆ローゼズ  ロゼ　2018

商品コード900467
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･･･知ってほしい！ロゼワインのおすすめポイント･･･
1.温度：きりっと冷やしてフレッシュ感を、温度の上昇と共に飲みごたえも感じられるのが魅力。1本で前菜からメインまで
カバーできます。

2.食材：合う食材の範囲が広いのがロゼの特長。淡い色のものは野菜や魚介なら素材を活かしたシンプルな調理法の料
理全般に、濃い色合いのものは鴨肉やラム、バーベキュー、エスニック、中華料理などとの相性も楽しめます。

お得な条件が付いている商品のご注文は、最終ページの専用発注書をご利用ください。

ほんのりピンク色。繊細な花の香り、パイナップルや南国フルーツ、赤系果実のアロマ。フレッシュさとまろやかさのバランスが

良く、長い余韻が続きます。前菜はもちろん、グリルした肉、アジア料理、パエリアにも合います。□生産国：フランス　ボルドー　□生産者

：シャトー　ド　ロウブラード　□ブドウ品種：カベルネ・フラン60％、メルロー、カベルネ・ソーヴィニョン各20％　□ロゼ　辛口

シャトー　ド　ロウブラード　ボルドー　ロゼ　 2018

商品コード900416

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。

□生産国：南アフリカ　ステレンボッシュ　□生産者：デルハイム　□ブドウ品種：ピノタージュ 96%、マスカット デ フロンティニャン4% 

□ロゼ　辛口

デルハイム　ピノタージュ  ロゼ 2018

商品コード900223

【オーガニック】輝きのある淡いサーモン色。わずかに酸味のある果実の鮮烈な香り。口に含むと、ライチやツルモモのアロマ

がたっぷりと感じられます。焼き牡蠣やグリルした海老、ロブスターによく合います。

□生産国：フランス　ラングドック　□生産者：ファミーユ　ファブル　□ブドウ品種：グルナッシュ80％、サンソー20％　□ロゼ　辛口

シャトー クーロン コルビエール　ロゼ   2019

商品コード900500

【オーガニック】鮮やかではっきりとしたチェリーレッド色。花やサクランボ、ストロベリーの香り。味わいはフレッシュで温かみが

あり、フィニッシュにはアーモンドを感じます。サラミやトマトソースを使ったピザやパスタ、シーフード、軽めの肉料理に合いま

す。最適温度12-14度。

□生産国：イタリア　アブルッツオ州　□生産者：カンティーナ　オルソーニャ　□ブドウ品種：モンテプルチアーノ100%　□ロゼ　辛口

ペッティロッシェ　チェラスオーロ　ダブルッツォ　 2019

商品コード900494

【オーガニック移行中】樹齢の若いネッビオーロを、白ワインと同様の醸造方法で仕込みます。典型的なイタリアのロゼの色合

い。はっきりとしたバラやスミレの香り。口に含むと、わずかなタンニンを感じるフルボディの飲み心地です。アペリティフとし

て、または、ややしっかり目の魚介料理によく合います。

□生産国：イタリア　ピエモンテ州　□生産者：カッシーナ　アルベルタ　□ブドウ品種：ネッビオーロ100％　□ロゼ　辛口

カッシーナ　アルベルタ　ランゲ　ロザート  DOC 2018

商品コード900347
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Foo Fighters×楯野川 純米大吟醸 半宵 碧（はんしょう あお）

米国を代表するロックバンド・Foo Fighters（フー・ファイターズ）とのコラボ商品で、バンドのポップな面にフォーカスし
て醸造。華やかな香りと軽快な甘みが、日々の疲れを癒してくれる様。

1800ml：商品コード161509  

アーティストコラボに牡蠣専用⁉
あっと目を引く限定酒集めました

※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。

■蔵元： 楯の川酒造（山形県）   　■原料米：山形県産出羽燦々 100%　　■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 15度

720ml：商品コード121447  

Foo Fighters×楯野川 純米大吟醸 半宵 銀（はんしょう ぎん）

米国を代表するロックバンド・Foo Fighters（フー・ファイターズ）とのコラボ商品で、バンドのロックな面にフォーカスし
て醸造。しっかりとした骨格のある口当たりと凛とした佇まいが、明日への活力を与えてくれます。

■蔵元： 楯の川酒造（山形県）   　■原料米：岡山県産雄町 100%　　■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 15度

720ml：商品コード121448  
角右衛門 特別純米 直汲み ピンクラベル

フレッシュなガス感を残すように槽場で搾った直後の純米酒を即詰めしました。完熟前のメロンをかじったような優しく
程よい甘み。若々しさと果実感の重層をお楽しみください。

■蔵元： 木村酒造（秋田県）   　■原料米：麹 /吟の精、掛 /ぎんさん　　 ■精米歩合：55％　　■アルコール度数： 17度

720ml：商品コード182180      1800ml：商品コード143121  

会津中将 特別純米 生 うすにごり

できたてのお酒らしく、口に含んだときに感じる微量のガス感が爽快です。オリを絡めて霞がかったフレッシュなお酒
は、ふきのとう、たらの芽など山菜にピッタリの味です。

■蔵元：鶴乃江酒造（福島県）   　■原料米：福島県産米　　 ■精米歩合：55％　　■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード250466   1800ml：商品コード250465  

惣誉 しぼりたて 純米生酒

新酒の季節を感じされる、フレッシュな純米酒です。兵庫県A地区産山田錦を使用し、きょうかい7酵母使用。バナナ
様の香りで、旨味とコクがありながらも、すっきりとした飲み口です。しっかりと冷やしてお楽しみください。

■蔵元：惣誉酒造（栃木県）   　■原料米：麹 /兵庫県特A地区産山田錦、掛 /国産米　　■精米歩合：－　 ■アルコール度数： 15度

720ml：商品コード220737   1800ml：商品コード220736  

天の戸 亀の尾仕込 純米吟醸 無濾過生酒

口に含むと、しっかりしたうまみの中にかすかなフルーティな含み香が、甘みと酸味を包み込むように広がります。温
度が上がってくると、味のふくらみはより大きくなり、存在感ある味わいになります。

■蔵元：浅舞酒造（秋田県）   　■原料米：亀の尾　　 ■精米歩合：55％　■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード220739   1800ml：商品コード220738  

天の戸 純米酒 じゃごたろ おり生

秋田弁で「じゃごたろ」は田舎者の意味。純米大吟醸から純米酒まで数種類の日本酒の「おり」をブレンド。とろりとし
た口当たりにフレッシュな炭酸が心地よく、濃いめのお料理にも相性のいい純米スパークリングにごり酒です。

■蔵元：浅舞酒造（秋田県）   　■原料米：秋田県産米　　 ■精米歩合：80％　■アルコール度数： 17-17.9度

720ml：商品コード201676   1800ml：商品コード201675  

龍力 特別純米 オイスター

牡蠣に合うお酒を目指しました。お酒の甘味が牡蠣の風味をまろやかに、神力特有の酸が後味をさっぱりと流しま
す。１０℃～１５℃でいただくのがおすすめ。

■蔵元：本田商店（兵庫県）   　■原料米：神力　　 ■精米歩合：65％　■アルコール度数： 16度



9※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。

ただドライなだけじゃない！
辛口党以外の人にも知ってほしい定番辛口酒

水芭蕉 純米吟醸辛口スパークリング 

初春の尾瀬の氷雪の下を流れる清水を思わせる味わい。シュワっとしたのど越しが心地よく、辛口でエレガント。食中酒
としても人気です。フルートグラスなどでお楽しみ下さい。
■蔵元：永井酒造（群馬県）  ■原料米：兵庫県三木市別所産山田錦　 ■精米歩合： 60％　■アルコール度数： 15度

雁木 純米 ひとつ火

雁木の持ち味である凝縮した米の旨味・味わい・独特の香り・コクを残しながら、口当たりはやわらか。冷やしても常
温でもおいしいのですが、「お燗」で本領を発揮します。ぬる燗（40度位）でこのお酒のもっている妙味がうまく引き出さ
れます。

1800ml：商品コード 84580 

■蔵元：八百新酒造（山口県）　 ■原料米：麹 /山田錦、掛 /五百万石　 ■精米歩合：60％/58％　　■アルコール度数： 15-16度

720ml：商品コード 143130  

山形正宗 辛口純米

旨みがありふくよかな定番純米酒の味をそのままに、長期もろみで味の幅と辛口のバランスが抜群の、飲み飽きしな
いお酒です。「銘刀の切れ味 山形正宗」 料理を引き立てる名脇役です。幅広い温度帯でお楽しみください。

1800ml：商品コード 143129 

■蔵元：水戸部酒造（山形県）　 ■原料米：出羽燦々（山形県産）　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード 196058  

天吹 超辛口 特別純米 火入れ

辛口と言ってもただ単に薄辛いだけでは不満足、さらりと流れる内に旨みもほんのりと感じたい。日本酒度+12まで発
酵させ甘味はなく、完熟した味わいと後味の切れが素晴らしい一本です。5℃～25℃の温度帯がおすすめです。

1800ml：商品コード 153889 

■蔵元：天吹酒造（佐賀県）　 ■原料米：山田錦　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 15度

長良川 ultimate dry 超辛口純米+20
日本酒度＋２０、酸度２．０、Ａｌｃ度２０％！超辛口を超えた究極の辛口純米酒。飲み口は熟成による程よい米の旨味
と余韻があり、ラストにかけて鋭いキレ味。辛口好きに１００％応えられる究極の辛口酒です。

1800ml：商品コード 145076 

■蔵元：小町酒造（岐阜県）　 ■原料米：岐阜県産米　 ■精米歩合：65％　　■アルコール度数： 20度

三井の寿 純米吟醸 大辛口+14
辛口ではありますが、旨みもしっかりと残しています。穏かな香りとスッキリした酸が全体を引き締め、輪郭のハッキリ
した味わい。透明感のある辛口酒として和食との相性も抜群です。両A面ラベルで、もう一方はスラムダンクの三井寿
を連想させるラベルです。

1800ml：商品コード 196057 

■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

世界が注目する「AWA SAKE」～麗らかな春を彩る“美”発泡酒～
※微発泡のものはございません。全てしっかりとガスを感じる、滑らか上品な活性清酒です。

300ml：商品コード 95758   720ml：商品コード 95757  

七賢 スパークリング 山ノ霞

うっすらと霞のように舞うオリの中に立ち上る、瓶内二次発酵ならではのキメの細かい泡、フルーティーな吟醸香。
■蔵元：山梨銘醸（山梨県）  ■原料米：国産米　 ■精米歩合：－　 ■アルコール度数： 11度

360ml：商品コード 102072   720ml：商品コード 26921 

瓶内二次発酵酒 あわ 八海山

グラスに注いだとき繊細な一筋泡が立つ透明な日本酒です。フルーティーな香りと上品な甘み、爽やかな口当たり。

■蔵元：南部美人（岩手県）  ■原料米：国産米　 ■精米歩合：  － 　■アルコール度数： 14度

720ml：商品コード 153868 

360ml：商品コード 146581   720ml：商品コード 119828 

南部美人あわさけスパークリング

心地よい吟醸香、優しい口当たり、スパークリングの爽やかさもありながら、後味にしっかりと米の旨味が残るバランスの
良いawa酒です。

■蔵元：八海醸造（新潟県）  ■原料米：麹 /山田錦、掛 /山田錦、五百万石、美山錦他　 ■精米歩合： 50％　■アルコール度数： 13度


