
商品コードをご記入のうえご注文下さい。価格は税別です。

商品コード220926 

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

2

東北6県のお祭りを応援！
 各県ごとに特別醸造した ALE（エール）で YELL（エール）を送る 

コエドブルワリー「祭エール -Matsuri Ale-」

新型コロナウイルスの感染拡大により中止となった東北 6県の祭を応援し復活を祈念す
べく、「祭エール  –Matsuri Ale-」は開発されました。

① 各県産のお米を原料に使用 。すっと溶け込むように馴染む、スッキリとした飲み口

の、バランスの取れた味わい。

② 1本あたり20円が各お祭りの関係者に寄付 されます。

③ ラベルには各祭りのポスターデータ が使用されています。

【商品詳細】

■原材料：麦芽、米（各県産）、ホップ (Tettnanger(テトナンガー ),Saphir(サファイア), Smaragd(スマラグト）　■スタ

イル：ペールエール　 ■IBU：19.5　■Alc.：5％　■内容量：350ml
青森ねぶた祭

祭エール-Matsuri Ale-

秋田竿燈まつり

祭エール-Matsuri Ale-
盛岡さんさ踊り

祭エール-Matsuri Ale-

福島・わらじまつり

祭エール-Matsuri Ale-

仙台七夕まつり

祭エール-Matsuri Ale-
山形・花笠まつり

祭エール-Matsuri Ale-

商品コード220927  商品コード220928 

商品コード220929  商品コード220930  商品コード220931 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ベアード　ベアード フルーツフル ライフ シトラス IPA
330ml 瓶/15L樽  

柑橘系の個性を持つホップをふんだんに使用したインディアペールエール。今年は、地元産のだいだい

と夏みかんの2種類を加えた。そしてその個性は、弾けるようにいきいきとし、スパイシーで、喉の渇きを

最高に癒してくれる。

■醸造所：ベアードブルーイング（静岡県）■Alc.:7.0％　■スタイル：IPA

 15L商品コード108323 330ml商品コード152816

伊勢角　Low-Cal(ローカル) IPA 330ml 瓶/10.4L樽  

極限まで切れた、ウルトラ・ドライ・ボディに華やかなホップアロマを乗せた「Burt (ブリュット) IPA」スタイ

ル。イセカド定番IPAよりも、1本あたりのカロリーが37%低くなりました。グレープフルーツやパッションフ

ルーツなど華やかでフルーティーな香りが広がり、後味はすっきりシャープ。

■醸造所：伊勢角屋麦酒（三重県）■Alc.:4.5％　■スタイル：BrutIPA

 10.4L商品コード183069  330ml商品コード183064 

ジャパニーズエール山椒 330ml 瓶

岩手・一関産の山椒の実を使用したエール系ビール。ホップの代わりに、一部山椒の実を使用することでスパ

イシーで柑橘系の爽やかな味わいになりました。山椒の香りが広がる新鮮な喉ごしは、和食にもぴったりです。

■醸造所：いわて蔵ビール（岩手県）■Alc.:5.0％　■スタイル：オリジナルエール

 330ml商品コード38038 

MONSTER HAZY (モンスターヘイジー) IPA 330ml 瓶

福島県会津地方の農産物を根付かせるため生産者自ら農業の魅力、働くことの楽しさを発信。農業という垣根

を超え、ジャンルレスにコラボレーションしています。アロマホップの華やかな香りに小麦、オーツ麦などからくる

柔らかな口当たりを追及しました。数量限定。 

■醸造所：グラムスファーム株式会社（福島県）■Alc.:5.0％　■スタイル：ヘイジーIPA
 330ml商品コード220760 

グワイロ バスベリー グース 330ml 缶  

バジルとストロベリーのフルーティーなコンビネーションの爽快な軽いビール。ベースとなる塩味を感じるグース

に、弾けるストロベリーの甘い香りと、スパイシーで香り高いバジルのアロマが広がります。

■醸造所：グワイロ（香港）■Alc.:4.2％　■スタイル：バジル＆ストロベリーグース

 330ml商品コード201859 

暑くなるこれからの季節にピッタリ！
ドリンカブルなビール集めました



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

ブシャール  ペール エ フィス サン ロマン 2017
創業1731年。コート・ドールを中心に約130haの畑を所有する最大級のドメーヌ。1995年にシャンパー
ニュ「アンリオ」を所有するアンリオ家が経営を引き継ぎ、最新施設でワイン造りを行う。シャルドネに特に
適した泥灰土石灰岩から造られるこのワインは、レモンの爽やかな香りと少し石灰由来の印象。フレッ
シュで飲みやすく、しなやかでエレガントさも感じられる味わいです。グリルや蒸した魚料理や、香りのある
チーズと好相性。
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：ブシャール ペール エ フィス　○ブドウ品種： シャルドネ100％　○白　辛口

商品コード250563 

ドメーヌ ソメーズ ミシュラン プイィ フュイッセ ヴィーニュ ブランシュ 2017
プイィ・フュイッセの高品質ワインの作り手として代表的な存在。所有する全ての畑でビオディナミ栽培を
行っています。ヴィーニュ ブランシュと呼ばれている畑を含む、ヴェルジッソンのいくつかの畑の平均樹齢
約60年のブドウのアサンブラージュ。洋梨などのジューシーな果実の凝縮感とキラキラした美しい酸味の
バランスが良くとれたワインです。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　マコネー　○生産者：ドメーヌ ソメーズ ミシュラン　○ブドウ品種： シャルドネ100％　○白　辛口

商品コード250562 
 

シャトー カプベルン 2013
ハートラベルでおなじみの格付3級シャトー・カロン・セギュールの元オーナー「マダム・ガスクトン」が所有し
ていたシャトー。畑はカロン・セギュールと同様にサンテステフに位置し、土壌は砂利質と粘土質。醸造は
ステンレスタンクで発酵後、100％樽（新樽60%、1年樽40％）で18ヶ月熟成。プラムやハーブのふくよかな
アロマ。果実味と力強さのバランスが絶妙なワインです。

商品コード250475
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Bordeaux ボルドー

ル ベー パー モーカイユ 2015
シャトー モーカイユが2003年に取得したガロンヌ河沿いに位置するシャトー ボーリバージュの区画のブド
ウを使用。ワイン造りにはシャトーモーカイユの醸造チームが携っています。ステンレスタンクで醸造を
行った後、オーク樽にて18ヶ月間の熟成。非常に滑らかで、メルロのしなやかさがよく表現されているワイ
ン。しっかりとした骨格があり、15年らしい果実の強さも感じますが口当たりはとても柔らかく幅広いシー
ンでお楽しみいただけます。

〇産地：フランス　ボルドー地方　○生産者：シャトー モーカイユ　○ブドウ品種：カベルネソーヴィニヨン、メルロ、カベルネフラン　○赤　ミディアムボディ

商品コード250564 

〇産地：フランス　ボルドー地方　サン　テステフ　○生産者：シャトー カプベルン　○ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニョン、メルロ、プティ・ヴぇルド　
○赤　フルボディ

限定24本

限定24本

限定24本

限定24本
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低アルコールながら余韻は長く、ホップの苦みやコク、コリアンダーやオレンジの皮から感じられるスパイシーさが特長。

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□Alc.3.2％　□スタイル：セッションホワイトエール

トレ・ピュウ・ドゥエ 【オーガニック/ビーガン】

商品コード: 900441 

ルビー⾹の琥珀ビール 。キャラメルのような甘めの焙煎風味に、ほのかなベリーやトマトの酸味が食欲をそそります。

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□Alc.6.3％　□スタイル：レッドエール

アドミラル【オーガニック/ビーガン】

商品コード: 900436 

柑橘系の酸味にピーチのような甘味が感じられる、スパイシーなストロングペールエール。（オーガニック・オレンジピール使用）

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□Alc.8.4％　□スタイル：ストロングペールエール

アウダーチェ 【オーガニック/ビーガン】

商品コード: 900437 

雲がかった黄金色のビールは爽やかで香り高くフルーティ。ほのかな酸味の中にスパイシーさも感じられます。

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□Alc.5.8％　□スタイル：ホワイトエール

クールミ【オーガニック/ビーガン】

商品コード: 900440 

コーヒーやダークチョコレートの香ばしい香り 。焙煎大⾹の苦みの中に、ふとキャラメルの甘さが感じられます。

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□Alc.7.3％　□スタイル：ダークビール

アトラ【オーガニック/ビーガン】

商品コード: 900438 

32 Via dai birrai

通常の4倍のホップが使用されており、トロピカルフルーツの⾹りの後に確かな苦みが残ります。

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□Alc.5.5％　□スタイル：ベルジャンペールエール

オッパーレ 【オーガニック/ビーガン】

商品コード: 900439 

キャラメル風味の甘味の後に、花の香りの余韻を感じるデリケートな味わい。（オーガニック・エルダーフラワー使用）

□生産国：イタリア　ヴェネト州　□Alc.8.0％　□スタイル：スペシャルハーブエール

ネブラ【オーガニック/ビーガン】

商品コード: 900442 

メニューに採用しているお客様の声
Evolute様

東京都文京区大塚 4-51-3 tel 03-6902-1281

①トレンタドゥエ（通称 32ビール）のお気に入りポイントは？
オーガニックかつビーガンのイタリア産クラフトビールで、市場に多く出回っていない点。卓上
に並んだ時にかっこいいデザイン性も気に入ってます。ワインのように、料理とのマリアージュ
をビールでもできるところ。

②お客様が 32ビールをオーダーするきっかけは？
店内にボトルを並べているので、目に留まり聞かれることが多いです。あとはメニューを見て興
味を持つ方もいらっしゃいます。

③どのように提供されていますか？
ワインと同じようにワインクーラーに入れています。グラスもワイングラスを使用しています。

④お客様へのオススメの仕方は？
味わいは軽めがいいのか、重めがいいかなど、お客様の好みを聞いて提案しています。栓に使
われているコルクは付属のキットを使ってキーホルダーにして渡すと、初めての方は「え！何こ
れ？」と驚いてくれますし、リピーターさんは、「これ楽しみなんだよね！」と喜んでくれています。

左から

商品コードをご記入のうえご注文下さい。価格は税別です。



オレンジの花や柑橘類の鮮烈な香りのフレッシュなワイ

ン。食事のスタートに、シーフードやグリルした白身の肉

とお楽しみください。

□生産国：ポルトガル

□ブドウ品種：フェルナン・ピレス、マルヴァジア・フィーナ

□白　辛口

1143 WHITE 白

①採用されているワインのお気に入りポイントは？
1143は、エチケットにポルトガルの伝統的なタイルの装飾柄『アズレージョ』を使用しており、クラフト感
やこだわりを感じさせてくれる点。ミート＆ミートは「肉料理と合わせたい
な」とシンプルに思える、わかりやすいネーミングが気に入ってます。

②商品を知ったきっかけは？
当店は汁なし担々麺の専門店なのですが、昨年の 11月より、夜は一品の中華料理も楽しんでいただ
けるお店になりました。「美味しい日常をご提供する」というコンセプトのもと、料
理やドリンク決めていくなかで、 WWSのワインを試飲する機会がありました。どちらのワインもシンプ
ルでわかりやすい当店の料理と相性が良かったので、メニューに取り入れました。

③料理とのマリアージュはいかかでしょうか？
1143は揉合麺荘（ロウフゥメンソウ  ）の焼売、エビマヨ。
ミート＆ミートは濃縮感があり、なめらかでタンニンのバ
ランスが良いので、黒酢のスペアリブやレバニラと合わ
せるのがおすすめです。汁なし担々麺はどちらのワイン
にもよく合います！

ラズベリーなどのフルーティーさ。バランスのとれた酸味と

コク深さが広がります。特にステーキやラムチョップなど赤

身肉の料理と相性抜群です。

□生産国：ポルトガル

□ブドウ品種：トウリーガ・ナシオナル、シラー、アラゴネス

□赤　ミディアムボディ

1143 RED 赤

商品コード: 900358  商品コード: 900359 

新鮮な赤い果実の⾹りが際立ち、口に含むと繊細かつまろ

やかなタンニンが感じられます。フレッシュでいて力強い、

名前通りの肉（ミート）に合うワイン。

□生産国：ポルトガル

□ブドウ品種：アラゴネス40%、トリンカデイラ40%、カステラン20%

□赤　ミディアムボディ

ミート＆ミート

商品コード: 900556  商品コード: 900555 

イチゴなど赤系の果実、カシスが織りなすフルーティな香り。

心地よい酸味とソフトなタンニンが魅力。

もつ煮、トリッパ、牛すじなど煮込み料理に合わせて。

□生産国：ポルトガル

□ブドウ品種：カステラン75%、トリンカデイラ13%、アラゴネス12%

□赤　ミディアムボディ

フェイジョアーダ＆カンパニー

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。前菜、軽

くソテーした魚介、サラミなどとお楽しみください。 
□生産国：ポルトガル

□ブドウ品種：バガ、メルロー

□ロゼ　辛口　泡

バスタ！

商品コード: 900461 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メニューに採用しているお客様の声
揉合麺荘（ロウフゥメンソウ）様
東京都渋谷区幡ケ谷 2-8-6 tel03-5843-5725

商品コードをご記入のうえご注文下さい。価格は税別です。



天盃は、明治31年の創業で、現在では主流となっている「大麦100％の本格麦焼酎」を常圧蒸留を用いて日本で最初に製品化しま

した。「地焼酎」を自負する天盃では、地元で出来る原料を使用し、日本で唯一の常圧二回蒸留（※）を行う「天盃式蒸留器」を自社

開発するなど、手間暇を惜しまず理想の麦焼酎を追い求め続けている、職人気質を守る小さな蔵元です。

「クラフトマン多田」は、天盃が料理の味わい毎に選べる本格麦焼酎造りに挑戦し、そこから食中酒としての“天盃らしさ”を考え誕

生した醸造酒のように飲めるクラフト焼酎です。

※ 2回蒸溜すると、蒸発する分出来上がりの焼酎の欠減が多くなりコスト高になります。しかしクラフトマン多田は、味わいの核とな

る部分を凝縮し取り出すほうを選びました。ちなみに世界に誇る蒸留酒「コニャック」や「スコッチ」も 2 回蒸溜です。
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新規取り扱いスタートブランド

Craftsman多田  
-天盃（福岡県）-

What’s Craftsman(ｸﾗﾌﾄﾏﾝ) 多田

 クラフトマン多田 スパニッシュオレンジ 麦 25度

スパニッシュオレンジは、日本酒の純米吟醸の技法をとり入れ造られています。 香り味わい共に軽
やかで、吟醸酒や白ワイン的な軽さがあります。（春・夏向き）
甘い香りとスムースな口当たり、なめらかでリッチな味わいを表現。軽い味わいの料理、塩や酸味の
味付け料理とともにお楽しみください。オンザロック、ソーダ割り、または 水割りがおすすめです。
【蔵元オススメペアリング】
白身魚のカルパッチョ、一夜干し、天ぷら、焼き鳥(塩）、牛タン(塩・レモン）、ささみの青じそ梅肉巻き

720ml：商品コード154156   1800ml：商品コード154155  

 クラフトマン多田 キャンティブラウン 麦 25度

キャンティブラウンは、日本酒の生酛純米の技法を取り入れ、乳酸菌の特性を生かした本格麦焼酎
です。生酛純米や赤ワインのように、シルキーな味わいの中に旨みと甘味を表現しています。（秋・冬
向き）
濃い色合いの料理、タレやソース、煮込みの料理とともにお楽しみください。飲み方は、前割りのお
燗やお湯割り、オンザロックがおすすめです。
【蔵元オススメペアリング】
ゴマ鯖、鰻の蒲焼、ぶりの照り焼き、焼き鳥（タレ）、焼肉（タレ）、ミートローフ、酢豚

720ml：商品コード154158   1800ml：商品コード154157  

天盃 コーヒー スペシャリテ 25度

標高1,500mの高地で栽培した、完熟手摘みのホンジュラス産最高品質のコーヒー豆、それをダイレ
クトトレードで支援する「カトラッチャ珈琲焙煎所」。福岡県筑前町の完全無添加、有機栽培の「さとう
きび釜焚き黒蜜」。本格麦焼酎専門「天盃」の蒸溜技術。コーヒースペシャリテはそんな生産者との出
会いや、モノづくりに対する真摯な想いを昇華させ誕生しました。厳選された素材のハーモニーは、
コーヒー好きにも蒸留酒の愛飲家も虜にする、今までにない大人のリキュールです。バニラアイスに
かけると至高のオトナスイーツに早変わり！

700ml：商品コード154161  



300年の長い歴史を持つ天吹は、佐賀平野で収穫された酒米と脊振山系のまろやかな伏流水、新しい酵母である花酵母、そして
蓄積された技を引き継いだ蔵人たちが、真摯に美酒造りを追求しています。お酒造りに欠かせない酵母はアルコールの発酵を促
す重要な役割を担った微生物の総称。通常は清酒酵母を利用しますが、天吹では花の中から分離された花酵母を使います。花酵
母は、フルーティでキレのあるアベリアや、上品な香りとしっかりとした味わいでお燗にぴったりのマリーゴールドなど、それぞれ味
わいや香りにはっきりとした違いがあり、個性が豊かです。柔らかく華やかな香りのものから力強く味わい深いものまで多種多様な
顔を持つ花酵母は、天吹を鮮やかに彩り飲む人の心を和ませてくれます。
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天吹　hanaeちゃん-柴田屋オリジナル -
【NEW】花笑 ～hanae～とは“咲いた花のように、華やかな笑顔”という意味があります。花から取れた酵

母で酒を醸す佐賀県の天吹酒造さんと一緒に、笑顔溢れる場所にそっと寄り添うお酒を造りました。春夏秋
冬 色とりどりの笑顔の花が咲きほころびますように…。
このお酒は、柴田屋の日本酒プロジェクトに参加する女性陣が考案、蔵とのやりとりによりカタチになったお
酒です。女子会で飲みたい、眺めていたい、女性達が集まるお酒の席を素敵に彩りたい、そんな想いが込め
られています。※5月11日より出荷開始
■原料米：佐賀の華　 ■酵母：月下美人・いちご　 ■精米歩合： 60％　■アルコール度数： 15度　■日本酒度 /酸度：+2/1.6

720ml：商品コード154166   1800ml：商品コード154165  

天吹酒造（佐賀県）

天吹 純米大吟醸  バナナ酵母  生
仕込みタンクから漂う完熟バナナ風味「これはいいね〜」発酵中そんな気持ちになったオンリーワンの逸品
です。名前やラベルから連想されるバナナ感を裏切りません。火入れしない生酒なのでとびきりフレッシュで
す！
■原料米：寿限無　 ■酵母：バナナ　 ■精米歩合： 50％　■アルコール度数： 16度　

1800ml：商品コード153887  

天吹 純米大吟醸オシロイバナ酵母  ホワイトラベル  
華やかで親しみやすさが特長のオシロイバナ酵母を用いた純米大吟醸。上品で軽快な香り、優しい甘味を
基調とした滑らかな飲み心地のお酒です。酸がキュッと締めてくれますので、後キレはスッキリ！飲みすすむ
味わいに仕上がっています。
■原料米：佐賀県産ヒノヒカリ　 ■酵母：オシロイバナ　 ■精米歩合： 50％　■アルコール度数： 16.5度　

1800ml：商品コード153894  

天吹 超辛口 特別純米 ベゴニア酵母  
天吹売り上げNO.1の商品。これを飲まずして天吹は語れません。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。酒度+12まで発酵させて甘味はなく、完熟した味わ
いと後味の切れが魅力です。冷や～常温がおすすめです。
■原料米：山田錦　 ■酵母：ベゴニア　 ■精米歩合： 60％　■アルコール度数： 15度　

1800ml：商品コード153889  

天吹 吟醸粕取り焼酎  
口に含んだ途端、花酵母が醸す独特の芳香が口いっぱいに漂います。メロン、白桃、リンゴに似た華やかな
香り。純米吟醸、吟醸酒などの酒粕を搾った直後タンクで仕込み、再醗酵させ、蒸留した焼酎です。お米の
磨きは55%以上、材料の良さが活かされています。オンザロックで飲むのがおすすめです。
■原料米：国産米、酒粕　 ■アルコール度数： 25度　

1800ml：商品コード102033  


