
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

ジャン シャルトロン  ブルゴーニュ  オート コート ド ボーヌ VV ブラン2018
1859年設立と、古くからピュリニーに本拠地を置く名門ドメーヌで、創設者はピュリニー村の村長だった時
に村名をピュリニー・モンラッシェ村とする正式な許可を得た人物。樽で発酵、シュール リーで8ヶ月熟成、
その後タンクで3ヶ月熟成させます。柑橘類やモモなどのピュアでエレガントな果実味と丸み、豊かなミネ
ラルを思わせる風味が特徴です。いきいきとした酸の心地よさがあり、若いうちから魅力を放つバランス
の良いワインです。
〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　オート　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100％　○白　辛口

商品コード250613

ルネ ルクレール  ブルゴーニュ  ルージュ 2018
ジュヴレ・シャンベルタン村で、極めて「手づくり」感のあるワイン造りをするドメーヌ。比較的若いうちからバ
ランスのとれた風味で、長熟しても良さを失わないのが、ルネのワインづくりの特長です。 100％除梗。タン
クで醸造後、樽で約12ヶ月熟成。清澄もフィルターもせず、瓶詰めします。単なるブルゴーニュＡＣとは思え
ない見事な凝縮味。味わいはクラシックで、果実味、酸味、タンニン共にしっかりとしていて端正な印象で
す。
〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　　○生産者：ドメーヌ ルネ ルクレール　○ブドウ品種： ピノ・ノワール100％　○赤　ミディアムボディ

商品コード250612

ラ ガバール ド クロワゼ バージュ 2011
メドック格付け５級クロワゼ バージュのセカンドワイン。平均樹齢10年で、作付け面積はメルロ40%、カベ
ルネ ソーヴィニヨン40%、カベルネ フラン20%。12ヶ月樽熟。ブラックベリーやカシスなどの黒系果実や、
バラなどの花のニュアンス。　風味豊かで、やわらかい口当たりのフルボディ。鴨のローストとの相性は抜
群です。

商品コード250615
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Bordeaux ボルドー

商品コード250614

〇産地：フランス　ボルドー地方　メドック　○生産者：シャトー クロワゼ バージュ　○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　フル
ボディ

限定24本

限定24本

限定24本

ドメーヌ ルネ ブーヴィエ ブルゴーニュ  ルージュ モントル キュ2018
1910年にアンリ ブーヴィエにより設立。1950年にルネ ブーヴィエがドメーヌを引継ぎ、現在は、その息子の
ベルナール ブーヴィエが担っています。2005年にはオスピスで「5人の有望な若手生産者」に選出されてい
ます。「モントル キュ」とは「お尻が見える」という意味で、斜面が険しく山側で作業する人のお尻が見えること
から名付けられたと言われています。サクランボの香りが広がり、空気に触れる度に果肉から種の香りに変
わり、同時にスパイスや赤い花のニュアンスが加わって、果実味とうまく調和します。アタックはソフトでタンニ
ンも柔らかく、構成力のあるワインです。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　　○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100％　○赤　ミディアムボディ

限定24本



Nature 
Wine

Nature 
Wine
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スワートランドきっての暴れん坊で、ファンキーかつクレイジーな造り手ヤルゲン。その性格とは裏腹な、繊細でユニークなタイ

プのワインを造っています。ステンレスタンクで6カ月間、固形物（ぶどうのカス）と一緒に発酵と熟成させ、その後ボトリング。

□生産者/生産国：インテレゴ/南アフリカ　□品種：シュナン・ブラン100％　□白

ザ・ストーリー・オブ・ハリー  2019　【オーガニック】

商品コード: 119372 

ザ・アフリカン・ブラザーズは「南アフリカのナチュラルワインの造り手は皆、兄弟」という思いのもと、一人でも
多くのお客様の心に響くようにつなげていくという造り手と伝達人がともに歩んでいくプロジェクトです。
※ニビルは2021年から始まった東欧兄弟という東ヨーロッパのワインを中心に扱うプロジェクトで、インポーターは同じです。

全房プレスしたワインをシュールリーにて熟成。 青リンゴ、洋梨のような甘みのある爽やかさに、アカシアの花の華やかさ、

ハーブ、スパイス感。ぶどうの甘み、酸味、ミネラルが微かな苦みによってまとめられています。

□生産者/生産国：ニビル/オーストリア　□品種：リースリング　□白

ニビル グルンステイン  リースリング　 【オーガニック】

商品コード: 149038 

シラーが骨格を形成しフレッシュさを与え、サンソーがキュートな赤いベリー系の味わい、ムールヴェードルはタンニンと深み、

黒いベリー系の味わいを加えます。果実味、骨格、フレッシュ感が素晴らしいバランスです。

□生産者/生産国：インテレゴ/南アフリカ　□品種：シラー66%、サンソー26%,ムールヴェードル8%　□赤

ケドゥング 2017　【オーガニック】

商品コード: 119373 

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。さわやかさの中に複雑さが顔を出します。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ています。

□生産者/生産国：ラムズフック/南アフリカ　□品種：シュナンブラン52%、ヴィオニエ29%、シャルドネ19%　□白

ワン・ハーベスト・モーニング  2014　【オーガニック】

商品コード: 118479 

グレープリパブリックは、2017年設立の新しいワイナリーで、山形県南陽市の風土を活かして作られたぶどうによ
る、“Made of 100% Grape.”のナチュラルワインを手がけています。土地ごとの気候、地勢、土壌のみならず、そこ
に暮らす人や、人々が育んできた文化をも含めたテロワールという概念を第一に考えたナチュラルワイン造りを
行っています。

山形県産のデラウェアを100％使用。12時間スキンコンタクトの後プレスしたものに、ダイレクトプレスしステンレスタンクで発酵

させたものをブレンド。 瓶詰前にデラウェアのジュースを戻し入れ瓶内にて再発酵。 フレッシュで果実の熟度と酸味のバランス

がとれたフリッツァンテ。

□生産者/生産国：グレープリパブリック/山形県　□品種：山形県産デラウェア　□白　極微発砲

デラ フレスカ フリッツァンテ  2019　【オーガニック】

商品コード: 201903 

房ごと圧搾したデラウェアを軸に、除梗し9日間皮と醸したデラウェア、12時間スキンコンタクトをした甲州、ダイレクトプレスをし

たスチューベンをブレンド。フレッシュな造りのワインに9日間皮と醸したデラウェアをブレンドすることにより奥行きを与えてい

る。 軽やかでどんなシーンでも飲めるイージードリンキングワイン。

□生産者/生産国：グレープリパブリック/山形県　□品種：山形県産デラウェア他　□白

ビアンコ 2019　【オーガニック】

商品コード: 201905 

山形県産のデラウェアを除梗し8日間皮と醸したものと全房で5日間醸したナイアガラ、ロザリオビアンコ、ゲヴェルツトラミネー

ル、ピノグリを軸に自園で収穫し、14日間皮と醸したデラウェアをブレンド。全てアンフォラで発酵させ6ヶ月のアンフォラ熟成を

経てブレンド。ステンレスタンクで数ヶ月落ち着かせた後ボトリング。心地よい渋みとぎゅっと詰まった果実味、アンフォラ由来

のじんわりと広がる旨みがあるオレンジワイン。

□生産者/生産国：グレープリパブリック/山形県　□品種：山形県産デラウェア他　□オレンジ

アンフォラ アランチョーネ  2019　オレンジワイン　【オーガニック】

商品コード: 201906 

山形県中山町産のジョナゴールドを100％使用。例年よりも小ぶりだったが酸味があり香り豊かなりんごを収穫し、すぐに圧

搾。 発酵中に1日2回のポンプオーバーで酸素供給と澱の攪拌を行う。しっかりとした酸味があり、低アルコール（6％）でスル

スルと飲めるシードル。

□生産者/生産国：グレープリパブリック/山形県　□品種：山形県中山町産ジョナゴールド　□果実酒（発泡性）

ジョナップル 2019　シードル【オーガニック】

商品コード: 201904 

全て数量限定商品のためご注文はお早めに

NE
W

※王冠の商品は常温で抜栓すると吹きこぼれる可能有り



①メニューに採用しようと思った決め手は？
「一升瓶のワイン」ということでお客様へのインパクトも強く、目で見ても楽しんでいただけ
ると思ったからです。特に外国人のお客様の受けはいいですね。また、  コストパフォーマン
スがいい点も気に入っています。

②お客様はどんな点に魅力を感じて注文されるのでしょう？
日本ワインは興味を持っていらっしゃる方が多く、まるきは価格がリーズナブルなので、注
文への敷居が低く「飲んでみよう！」となるようです。
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現存する日本最古のワイナリー「まるき葡萄酒」 
明治10年、まるき葡萄酒創業者・土屋龍憲は日本人で初めてワイン醸造技術習得のためフランスへ。本場の栽培・醸造
技術、料理とのマリアージュに感銘を受け、不眠不休で技術習得に励みました。「フランスワインがフランス料理に合うよ
うに、甲州ぶどうが日本食に合わないはずがない」。今日のまるき葡萄酒は龍憲の志に立ち戻り、ワインと料理のマリ
アージュを追及しています。そのワインの原料となるブドウが育つ畑では、羊が自由に動き回り、地表を掘り起こし、雑草
を食べます。そして羊の排泄物が健康的な肥料となり、土地循環を起こします。まるき葡萄酒ではワインづくりを通して、
美しい自然環境への配慮を心がけています。

山梨県産葡萄100％で仕込みました。 ベーリーAに樽熟成させたアリカントをブレンドし、少し重

みを持たせた造りのテーブルワインです。熟したイチゴ、ブルーベリーに、コーヒー、トースト香、

ビターチョコレートといったほんのりとした樽香。穏やかな渋みと軽快な酸味をお楽しみください。
□生産国：日本　山梨県　□ブドウ品種：マスカット・ベーリーA/ベーリー・アリカントA　□赤　ミディアムボディ

まるきブラン　NV

720ml 商品コード: 138835 

1800ml 商品コード: 138836 

山梨県産葡萄100%で仕込みました。甲州とデラウェアを独自にブレンド。みかん、りんごや洋

梨のフレッシュな香りとスッキリとした味わい。価格を抑えながらも十分に飲みごたえのある白ワ

インです。
□生産国：日本　山梨県　□ブドウ品種：甲州/デラウェア/他　□白　やや辛口

まるきルージュ　NV

720ml 商品コード: 136360 

1800ml 商品コード: 138834 

③提供方法は？
一升瓶というビジュアルもアピールポイントなので、グラス
ワインで提供する際も、ボトルを持って行きお客様のテー
ブルで注いでいます。

②お客様へおすすめする際の売り文句は？
軽やかで旨味のあるワインと伝えています。ワイナリーが
提案している通り、様々な料理に合わせやすいことも魅力
ですね。

メニューに採用しているお客様の声
KNOCK（ノック）様各店舗-業態：イタリアン -
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ブルックリンラガー 330ml 

ビールの期待を超える感動のおいしいさを提供し続けるブルックリンブルワリーで一番人気の商品。しっかりしたカラメ
ル麦芽の風味と、ホップ由来のすっきりした苦味とフローラルな香りで、また次の一杯が飲みたくなるおいしさです。
■醸造所：ブルックリンブルワリー（アメリカ）■Alc.:5.0％　■スタイル：アメリカン・アンバーラガー

商品コード113691

ビールメニューの充実は暑い時期の集客に欠かせません！

クラフトビール瓶充実のすすめ

ブルックリン ソラチエース 330ml 

北海道空知郡が起源のホップ「ソラチエース」由来の個性的な香りを特長とした、北海道生まれ・ニューヨーク育ちのセ
ゾンスタイルビール。柑橘・レモングラス・ハーブを思わせる爽やかな香りでスパイシーな料理や魚介類と非常に相性が
良く、和食とのペアリングも楽めます。
■醸造所：ブルックリンブルワリー（アメリカ）■Alc.:7.0％　■スタイル：セゾン

商品コード199282

ハナレイ アイランド IPA 330ml 

パッションフルーツ・オレンジ・グアバ の３種のフルーツ（総称POG）を使ったトロピカルなＩＰＡスタイル。Easy-Drinking
でハワイを感じる一杯です。 
■醸造所：コナブルーイング（アメリカ）■Alc.:4.5％　■スタイル：IPA

商品コード113086

ビッグウェーブ ゴールデンエール 330ml 

繊細なホップの風味とほんのりフルーティな味わいの、まろやか・軽快なビール。軽快な飲み口はビールの苦みが苦手
な方にもおすすめです。
■醸造所：コナブルーイング（アメリカ）■Alc.:4.5％　■スタイル：ゴールデンエール

商品コード11382

ファイアロック ペールエール 330ml 

濃厚でどっしりとした味わいのハワイアンスタイルのペールエール。ラベルデザインはKONAビールの本社があるハワ
イ島のキラウエア火山が描かれています。
■醸造所：コナブルーイング（アメリカ）■Alc.:6.0％　■スタイル：ペールエール

商品コード11380

ロングボード アイランド ラガー 330ml 

スタンダードなラガースタイル。ほどよいキレと爽やかな喉ごしが楽しめる、どんな料理ともよく合うビール。ラベルデザ
インは、ワイキキビーチとダイヤモンドヘッドがモチーフです。
■醸造所：コナブルーイング（アメリカ）■Alc.:4.5％　■スタイル：ラガー

商品コード11381

サランヘ ホワイトエール 330ml 

韓国発のプレミアムビール。栓を開けるとバナナを思わせるほんのり甘い香りに、ふわっとした口当たり。優しく甘い味
わいと華やかな香りが口の中いっぱいに広がり、フィニッシュには甘みの余韻が残ります。
■醸造所：サランへ（製造はドイツ）■Alc.:5.0％　■スタイル：ヴァイツェン

商品コード119756

コニシ ジャパン エール ホワイト 330ml 

オレンジピールやコリアンダーの香りを引き出しながら、酵母がつくり出す香りと絶妙にマッチング。麦芽と磨いた小麦を
使用することで、すっきりとしたおいしさに。爽やかに薫り高い、きれいな味わいのホワイトビールです。
■醸造所：長寿蔵（兵庫県）■Alc.:5.0％　■スタイル：ホワイトビール

商品コード210425



コエド毬花 -Marihana-330ml 

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。低めのアルコール度数にクリアな飲み口のドリンカビ
リティを両立させた味わいです。
■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

商品コード191934

コエド白 -Shiro-330ml 

無濾過ビールならではの明るくなめらかな白濁色が特徴の小麦のビール。酵母が醸し出す甘い香りは果実を思わせ、
さわやかながらもコクが感じられる滑らかな舌触りと喉越しをお楽しみいただけます。
■醸造所：コエドブルワリー（埼玉県）■Alc.:5.5％　■スタイル：へフェ・ヴァイツェン

商品コード43007

ファーイースト 東京 IPA 330ml 

ベルジャン酵母と柑橘を感じさせるアメリカンホップによる華やかな香り、ほのかな焙煎モルトのフレーバーが心地よい
ベルジャンIPA。
■醸造所：ファーイーストブルーイング（日本）■Alc.:6.0％　■スタイル：ベルジャンIPA

商品コード190172

ファーイースト 馨和 KAGUA セゾン 330ml 

贅沢なかぐわしさは、産地指定の「和」のハーブ・ゆずと山椒や特別な酵母など、選び抜いた素材によるもの。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

【限定】ベアード クールブリーズピルス 330ml 

ホップを贅沢に使用した、ベアードビールらしいボヘミアンスタイルのピルスナービール。クリーンでモルティなボディ、フ
ローラルなアロマ、すっきり爽快で後味はキレのある苦味が心地良い味わい。
■醸造所：ベアードブルーイング（静岡県）■Alc.:5.5％　■スタイル：ピルスナー

商品コード153008 

【限定】ベアード日本物語エール 330ml 

ベアード・ブルーイングの季節限定商品。主に日本国産のソフトな地下水、小麦、氷砂糖、梅を使用し造られた。軽めの
ホップ使用で、程よい甘酸っぱさが特徴。※賞味期限2021年8月末
■醸造所：ベアードブルーイング（静岡県）■Alc.:5.0％　■スタイル：フルーツビール

商品コード131334 

ベアード シングルテイク セッションエール 330ml 

ベアードのレギュラーアイテムの一つ。「飲みやすさを維持しつつクラフトビールの醍醐味を味わってもらう」というブル
ワーの強いメッセージが込めれている。爽やかで、素晴らしくアロマティック。
■醸造所：ベアードブルーイング（静岡県）■Alc.:4.7％　■スタイル：セッションエール

商品コード15167 

【6月末まで】1銘柄10本お買い上げごとに現物2本プレゼント！

差し込みメニュー無料作成いたします！

サンプル①～③よりお好きなデザインをお選びいた

だき、担当営業までお伝えください 。

※無料作成は弊社指定のデザインに限ります。

また、納品まで２週間程度かかります。

ご了承ください。 サンプル①　　　　　サンプル②　　　　　　　サンプル③
6

・お得な条件はキャンペーン申し込みされた方のみ適用/右記QRコードより要参加申し込み・詳細は担当営業までお問い合わせください



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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千代むすび 純米酒 無濾過原酒

グラスに注ぐと、まるでメロンやリンゴを思わせる華やかな香りが立ちます。クリーンなアタックから、余韻で広がる旨
味が印象的です。お魚料理のムニエルや、グリルチキンなどと非常に良く合います。

1800ml：商品コード153913  

※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。

■蔵元：千代むすび酒造 (島根県）   　■原料米：鳥取県産  五百万石　　 ■精米歩合：55％　　■アルコール度数： 17度

720ml：商品コード220808  

天吹 夏に恋する 特別純米 生
日本酒度+12と、数字的には超辛口ですが、口当たりは優しくみずみずしく清涼感のある美味しさ。余韻がシャキッと
していて、夏にオススメの美味しさです。おすすめの温度：5～15℃、20～25℃

■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： 16度

東力士 酔夏 トロピカル純米 限定おりがらみ生原酒

華やかな香りとスイカを思わせるほんのりとした甘み、程よいうまみ。よく冷やして、淡いおりをからめて飲めば爽快感
満載！生原酒の弾けるシュワシュワ感も楽しめます。

■蔵元： 島崎酒造（栃木県）   　■原料米：酒造用国産米　　 ■精米歩合：65％　　■アルコール度数： 17-18度

720ml：商品コード153923   1800ml：商品コード195810  

■蔵元：冨士酒造（山形県）   　■原料米：出羽の里　　 ■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 15度

720ml：商品コード153929   1800ml：商品コード195807  

刈穂　夏純米吟醸 　六舟 -Summer Mist- 
伝統の槽掛けしぼりで上槽した酒を、おりがらみのまま瓶詰めしました。夏の朝の霞（Mist）のようにキメ細かくさわや
かな美味しさです。よく冷やしてお召し上がりください。

■蔵元：秋田清酒株式会社（秋田県）   　■原料米：美山錦 /ぎんさん　　 ■精米歩合：55％　■アルコール度数： 16-16.9度

720ml：商品コード160653   1800ml：商品コード160649  

横山五十 純米大吟醸 WHITE うすにごり生

マスカットの様なジューシーな香り。口に含むと甘さが広がり、余韻にはキレがあります。ぜひワイングラスでお楽しみ
ください。■蔵元：重家酒造（長崎県）   　■原料米：山田錦　　 ■精米歩合：50％　■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード250531   1800ml：商品コード250530  

惣誉 純米吟醸50 夢ささら

栃木県農業試験場にて新たに誕生した酒米「夢ささら」を使用し、豊かで幅のある味わいに仕上がっています食事の
邪魔をせず、一層際立たせる酒です。

■蔵元：惣誉酒造（栃木県）   　■原料米：夢ささら　　 ■精米歩合：50％　■アルコール度数： 15度

720ml：商品コード193770   1800ml：商品コード193769  

竹葉 純米吟醸 冷美酒（クールビシュ） 
果実を思わせるトロピカルな旨味とすっきりとした酸味がバランス良く、軽快な味わい。さっぱりとした和食はもちろ
ん、夏野菜のグリルやバーベキューにも好相性です。

■蔵元：数馬酒造（石川県）   　■原料米：石川門　　 ■精米歩合：60％　■アルコール度数： 16度

1800ml：商品コード220809  

720ml：商品コード153906   1800ml：商品コード195817  

720ml：商品コード153914     

栄光冨士 純米大吟醸 無濾過生原酒 七星 
山形酵母ならではの甘やかで華やかな吟醸香に、透明感のある味わい。酸も少なくスイートでジューシーな味わい
は、ぜひ冷酒でお楽しみ下さい。

720ml：商品コード183092   1800ml：商品コード183091  

楯野川 純米大吟醸 飛切濃厚仕込 
1832年創業当時の『楯野川』の復刻版。仕込みに使用する水を極力減らす事によって、香り・旨み・甘味・酸味などあ
らゆる味わいの要素にボリュームを持たせるという古くから伝わる製造方法を採用。これぞ濃厚！冷やしてどうぞ。

■蔵元：楯の川酒造（山形県）   　■原料米：山形県産  出羽燦々　　 ■精米歩合：50％　■アルコール度数： 17-18度

弾ける爽快感！夏酒第一弾 &  限定醸造の逸品



720ml：商品コード121647   1800ml：商品コード121646  

いづみ橋 夏ヤゴ ブルー 山田錦 純米原酒 火入れ

飲み口は辛口ながらジュワっとジューシーな酸があり旨みを引き立てています。しっかり冷やしてロックや炭酸割りで
もお楽しみください。おすすめの温度：5～15℃、45～50℃

■蔵元：泉橋酒造（神奈川県）   　■原料米：海老名産山田錦　　 ■精米歩合：65％　　■アルコール度数： 18度

720ml：商品コード98541   1800ml：商品コード98542  

いづみ橋　夏ヤゴ 13 山田錦 純米 生もと火入れ

アルコールが低いながらも程良い旨味があるタイプです 柔らかなふくみとスムーズな喉越しをお楽しみ下さい。

■蔵元：泉橋酒造（神奈川県）   　■原料米：海老名産山田錦　　 ■精米歩合：  65％ 　■アルコール度数： 13度

720ml：商品コード 201881   1800ml：商品コード201880  

ニャン齢 無濾過 生原酒

食事のスタートに飲んでもらうことを想定した、優しく癒してくれるような甘めの低アル酒。コンセプトは「癒し」です。ラ
ベルの5匹の猫たちはそれぞれ小松酒造のスタッフをモチーフに描かれているとか。

■蔵元：小松酒造（佐賀県）   　■原料米：非公開　　 ■精米歩合：55％　■アルコール度数： 14度

720ml：商品コード 153938   1800ml：商品コード195813  

七賢　夏純吟　純米吟醸　生酒

果実味のフレッシュな清涼感を 前面に引き出しながらも、 「生」ならではの柔らかな 口当りと喉越しに仕上げました。 
渓谷の若葉風のようなこの爽やかさ、 キーンと冷やして、 ワイングラスでお楽しみください。

■蔵元：山梨銘醸（山梨県）   　■原料米：夢山水　　 ■精米歩合：57％　■アルコール度数： 15度

柴田屋オリジナル 濃厚果実酒

フルン

Fulun  いちご 300ml

大分県産のブランド苺「サマープリンセス」をふんだんに使用しました。  グラスに注いだとた
ん、苺ジャムのようなあま～い香りが漂います。口に含むと苺のジューシーな果肉をしっか
り感じる、夢のようなお酒です。　

【商品コード121609】

Fulun  れもん 300ml

愛媛県宇和島産レモンをふんだんに使用しました。  （※防カビ剤不使用）フレッシュ感
あふれる爽やかな香りと味わいです。唐揚げなど揚げ物にもよく合います。

【商品コード121608】

Fulun  ラ・フランス 300ml

山形県の天然ラ・フランスを贅沢に使用しました。  芳醇な香りと濃厚な甘味、そして滑らか
な舌触りが魅力です。  女性はもちろん、男性にもお楽しみいただける上品な味わい。　

【商品コード121607】
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Fulun
　　

おすすめの飲み方＆メニュー
サンプルがご覧いただけます


