
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

ドメーヌ ミショー クレマン ド ロワール   NV
コンクールでメダルを欠かすことのないソーヴィニョン トゥーレーヌと、常に高評価を得ているクレマンを産する優良ドメー
ヌ。まろやかな果実味を出すために白品種2種、赤品種2種をブレンド。上品にワイン全体に溶け込んだ果実の存在感は、
より深く香りを吸い込みたい気持ちにさせます。滑らかでまろやかな味わいです。

〇産地：フランス　ロワール地方　　○生産者：ドメーヌ ミショー　○ブドウ品種：シャルドネ、ピノ ノワール、カベルネ フラン、シュナン ブラン　○白 泡 辛口

商品コード250669

ドメーヌ ミシェル ノエラ ブルゴーニュ  ブラン シャルドネ 2017
エレガントで美しいストラクチャーのワインを生み出している、ヴォーヌ・ロマネの5世代に渡る家族経営ドメーヌ。オート 
コート ド ニュイのヴィレ・ラ・フェイ村にある粘土石灰質土壌の1.87haの自社畑のブドウ。平均樹齢30年。樽25％、ステ
ンレスタンク75％で醸造。心地よい厚みと酸味にこだわるノエラらしさがフュージョンした、芳ばしく豊かでグラ(もっちり感)
に富んだ味わいが楽しめます。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　　○生産者：ドメーヌ ミシェル 　○ブドウ品種： シャルドネ100％　○白　辛口

商品コード250668

プティット シレーヌ 2015
シャトー ジスクールの醸造チームが厳選したワインを購入して造り出しています。赤果のベリー系果実の味わいと酸味、
タンニンのバランスが絶妙にとれた気軽に楽しめるボルドーワイン。ジスクールの現代性と古典的味わいがリーズナブル
な価格で楽しめます。

商品コード250671
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Bordeaux ボルドー

〇産地：フランス　ボルドー地方　○生産者：シャトー ジスクール　○ブドウ品種：メルロ70％、カベルネ ソーヴィニヨン30％  ○赤　ミディアムボディ

 Loire ロワール

限定24本

限定24本

ドメーヌ フィリップ シャルロパン  シャブリ 2018
ブルゴーニュのスター生産者。シャブリ村とマリニー村にある3.3haの区画の樹齢30-60年のブドウから造られます。タン
クにて発酵、樽で12ヶ月熟成。柑橘系果実ミネラルを思わせる風味にクリスピーな酸。厚みやまるみを感じバランスのと
れた口当たり。シャルロパンらしさ溢れるシャブリです。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　シャブリ　　○生産者：フィリップ シャルロパン 　○ブドウ品種： シャルドネ100％　○白　辛口

商品コード250667

限定24本

限定24本

シャトー トゥール サン ボネ 2012
ジロンド川に面したメドック最北のエリアに位置し、砂利質の丘にあるシャトー。クリュ ブルジョワの中でも特に本格的な
ワインとして人気を集めています。黒スグリやタバコ、森の下土やシダーの香り。しっかりとしたタンニンを持ち、手ごろな
価格ながら非常に満足度の高い1本です。

商品コード250670

〇産地：フランス　ボルドー地方  メドック　○生産者：シャトー  トゥール サン ボネ 　○ブドウ品種：メルロ65％、カベルネ ソーヴィニヨン30％、プティヴェルド
5％  ○赤　ミディアムボディ

限定24本



 

①モルトネグレを採用した決め手は？
飲み口が爽やかで料理に合わせやすい点です。

②お客様におススメするときのポイントは？
白の辛口を希望されている方に、しっかりと冷えた状態でご提供するようにしています。また、少しいいワインを
探している方に、ほかのワインとの違いを説明に加えてご案内しています。

③おススメのペアリング
あっさりした肉料理、特に鶏のタタキ、炭火炙りローストポークとの相性は抜群です。またチーズとの組み合わせ
も良く、カマンベールやパルミジャーノ・レッジャーノは試していただきたいですね。
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柴田屋直輸入アイテムで支持率 №1ワイナリー「カサ  ロホ」

5：1キャンペーン

メニューに採用しているお客様の声 －チキンレッグ中野店様－

微かにピンクがかったゴールド。洋ナシや柑橘系の深みのある表情豊かなアロマ。エレガントでリッチなフルーティさがありな
がら、ドライな味わいです。長い余韻はシャンパーニュ製法によるもの。他とは違う、しっかりとした味わいを併せ持つ辛口ス
パークリングワインです。
□生産国：スペイン　ペネデス　□品種：トレパット　□ごく淡いロゼ　泡　辛口

カヴァ モルト ネグレ【Tシャツプレゼントキャンペーン対象】※詳細はP6参照

商品コード: 900334 

緑がかった明るい麦わら色。リンゴ、桃、アプリコット、そして非常にフレッシュで香り高いハーブの申し分ないアロマ。ステンレス
タンクにて、ワインを約4か月間オリと共に置くことで、心地よい香りとボリュームが与えられます。なめらかで柔らかなベルガ
モットの余韻が続きます。
□生産国：スペイン　ルエダ　□品種：ヴェルデホ　□白　辛口

エル ゴルド デル シールコ 2018【Tシャツプレゼントキャンペーン対象】

商品コード: 900502 

緑がかった明るい麦わら色。ブラッドオレンジ、ワイルドポメロ、ドライパイナップルの香り。アルバニーリョは海洋的で塩気を感
じるブドウ品種ですが、このオ・ロサル地区のものはトロピカルフルーツの特徴があり、余韻のある辛口白ワインです。
□生産国：スペイン　リアス・バイシャス　□品種：アルバリーニョ　□白　辛口

ラ マリモレーナ 2018【Tシャツプレゼントキャンペーン対象】

商品コード: 900478 

濃い麦わら色。洋ナシ、アプリコット、桃、そして何千本ものオレンジの木に囲まれた畑に由来するオレンジピールの様な苦みを
思わせる香り。口に含むと程よい酸とミネラルがバランスよく感じられ、余韻にほんのりとした苦みがあります。飲みごたえのあ
るワインです。
□生産国：スペイン　ガリシア　□品種：ゴデーリョ　□白　辛口

ジ オレンジ リパブリック 2018【Tシャツプレゼントキャンペーン対象】

商品コード: 900503 

濃いダークチェリーレッド。トースト香、タバコ、リコリスの香り。徐々に熟した果実香が表れ、口に含むと力強くかつ丸みのある
味わいが広がります。樽と新鮮な果実の香りがバランス良く、長い余韻を残すフルボディの飲み心地です。
□生産国：スペイン　リベラ・デル・ドゥエロ　□品種：テンプラニーリョ　□赤　フルボディ

アレクサンダーVSハムファクトリー 2015【Tシャツプレゼントキャンペーン対象】

商品コード: 900279 

輝きのあるルビーレッド色。プラム、ブラックベリー、カシスなど黒系果実にオーク樽やバニラの香りが溶け込んでいます。口に含
むと上品で、果実味と複雑味が調和し、余韻には丸みのあるタンニンが感じられる紳士的なミディアムボディの赤ワインです
□生産国：スペイン　リオハ・アルタ　□品種：テンプラニーリョ　□赤　ミディアムボディ

ジ インビジブル マン 2016【Tシャツプレゼントキャンペーン対象】

商品コード: 900512 

Coming 
soon!

【7月末まで】対象商品1銘柄5本お買い上げごとに現物1本プレゼント！
             ご注文はQRコードから　　　　

LINE発注ご利用の方はこちら
・7/1～31間の納品数を集計し、現物条件は8月に納品致します。　
・詳細は担当営業までお問い合わせください CLUB SHIBATA-YA



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。前菜や貝類と一緒に。

□生産国：フランス

□ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン

□白　辛口

ルイファブル　ソーヴィニヨン・ブラン

①ルイファブル　ソーヴィニヨン・ブランをメニューに採用しようと思ったきっかけは？
ワインの造りを含め、環境への意識を持って製造にあたっているというワイナリーだという点で
す。また、リーズナブルで使いやすいところもいいですね。

②採用されているワインのお気に入りポイントは？
お料理を選ばず何にでも合わせやすく、味わいがわかりやすいところです。お客様にも特長を
伝えやすいため、スタッフの間でも好評です。

③料理とのマリアージュはいかかでしょうか？
ハーブのようなニュアンスがある白ワインですので、お野菜の前菜
やお魚にあわせるのがオススメです。当店のメニューですと、カル
パッチョやレモンヴィネグレットソースとの相性がいいですね。ま
た、自家製ハーブソーセージやお肉の前菜とも楽しんでいただい
ています。

ブラックベリー、赤い果実、レッドペッパー、シダーの香り。口中

ではバランスのいい、ベルベットの様なタンニンを感じ、余韻に

はフレッシュさがあります。 □生産国：フランス

□ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
□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

商品コード: 900499  商品コード: 900401 

ヘーゼルナッツとハニーサックル (スイカズラ )の香り。

複雑で上品なサンザシ等の白い花のアロマを感じることがで

き、フィニッシュは上品かつエレガント。

□生産国：フランス

□ブドウ品種：ルーサンヌ、グルナッシュ・ブラン

□白　辛口

シャトークーロンコルビエール  ブラン

商品コード: 900582  商品コード: 900583 

赤い果実とチェリーのやわらかな香り。カシスとブラックベリーの

鮮やかなアロマとコクが口中に広がり、なめらかなタンニンが心

地よい余韻へと導きます。

□生産国：フランス

□ブドウ品種：シラー、グルナッシュ、カリニャン、ムールヴェードル

□赤　ミディアムボディ

シャトークーロンコルビエール  ルージュ
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メニューに採用しているお客様の声  SHE（シー）様

１４世代もの伝統が受け継がれる
フランス・ラングドック地方最古のワイナリーのひとつ

「ファミーユ  ファブル」

レモングラスとレモンピールの香り。口中では、白い花やサク

ラ、新鮮なリンゴ、サンザシのアロマが広がります。フィニッ

シュは繊細でエレガント。

□生産国：フランス

□ブドウ品種：ピノ・ノワール、ソーヴィニヨン・ブラン

□白　泡　辛口

ランスタン  ビュル

商品コード: 900148  商品コード: 900500 

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。味わい軽やかで白ワ

インのように使えるロゼです。

□生産国：フランス

□ブドウ品種：グルナッシュ、サンソー

□ロゼ　辛口

シャトークーロンコルビエール  ロゼ

【下記６アイテムTシャツプレゼントキャンペーン対象】 ※詳細はP6参照



志賀高原 インディアン サマー セゾン 330ml 

セゾンのIPA的な立ち位置で、IBUは通常のIPAよりもやや低めの50程度。セゾン酵母により度数を感じさせないドライ
さと嫌みのないフルーティさ。青い柑橘類を思わせる爽快な香りが特徴です。
■醸造所：玉村本店（長野県）■Alc.:7.0％　■スタイル：ベルジャンIPA

商品コード89708

この夏のビールは「爽やかさ」で選ぶ！

セゾン デュポン 330ml 

デュポン醸造所は、農業の傍ら「セゾン」と呼ばれるビール造りが盛んに行われていたエイノー州で、1850年からセゾン
ビールをはじめとする伝統的なビールを造り続けています。ホップの苦味と旨味、酸味のバランスが秀逸。さわやかな
がら十分なボディを感じることができる、すばらしい味わいです。
■醸造所：デュポン醸造所（ベルギー）■Alc.:6.5％　■スタイル：セゾン

商品コード30230

常陸野ネストビール 塩梅エール 330ml 

国産の新鮮な青梅を使用した爽やかな酸味が特徴のビール。ほどよいホップの苦味、アクセントにもちいた塩の旨味が
絶妙なバランスです。 
■醸造所：木内酒造（茨城県）■Alc.:7.5％　■スタイル：発泡酒　(麦芽使用率75%)

商品コード151497

サンクトガーレン パイナップルエール 330ml 

約600Kgのゴールデンパインを使用した夏季限定のフルーツビール。ベースはシャンパンの辛口（ブリュット）からイン
スパイアされたブリュットIPAにしたことで、パイナップルのジューシーさが一層際立っています。
■醸造所：サンクトガーレン（神奈川県）■Alc.:5.0％　■スタイル：フルーツエール

商品コード94221

商品コード43856

【10：2対象商品】ブルックリンサマーエール 330ml 
ブルックリン・ブルワリーの大人気夏季限定品！明るく華やかな香りとスッキリとした後味が特長で、暑い夏に気軽に楽
しむのにピッタリの爽快なペールエールです。そのままでももちろん、ビアカクテルなどのアレンジもおすすめ。
■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：ペールエール

商品コード137745

【10：2対象商品】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

【7月末まで】対象商品1銘柄10本お買い上げごとに現物2本プレゼント！　　　ご注

文はQRコードから　　　　

LINE発注ご利用の方はこちら

・10：2条件は各銘柄1店舗2回まで。7/1～31間の納品数を集計し、現物条件は8月に納品致します。　
・詳細は担当営業までお問い合わせください

CLUB SHIBATA-YA5

サンクトガーレン 湘南ゴールド 330ml 

神奈川産“幻のオレンジ”湘南ゴールドをふんだんに使用。瑞々しくジューシーな風味が口中に広がり、後味には柑橘の
皮特有のマーマレードのような苦味を感じます。
■醸造所：サンクトガーレン（神奈川県）■Alc.:5.0％　■スタイル：フルーツビール



【7月末まで】Tシャツプレゼントキャンペーン！

LINE発注ご利用の方はこちら 6

①お得な条件はキャンペーン申し込みされた方のみ適用/QRコードより要参加申し込み　　②詳細は担当営業までお問い合わせください

LINE発注以外の方

①あのラベルがTシャツに！柴田屋直輸入アイテム 

オリジナルデザインTシャツ 
販売スタート！ 

② ③

④ ⑤
⑥

⑦

　  Tシャツ種類 / サイズ   商品コード 

① 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｵｯﾊﾟｰﾚ  Sｻｲｽﾞ  800012 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｵｯﾊﾟｰﾚ  Mｻｲｽﾞ  800013 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｵｯﾊﾟｰﾚ Lｻｲｽﾞ  800014 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｵｯﾊﾟｰﾚ XLｻｲｽﾞ  800015 

② 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｱｳﾀﾞｰﾁｪ Sｻｲｽﾞ  800020 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｱｳﾀﾞｰﾁｪ  Mｻｲｽﾞ  800021 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｱｳﾀﾞｰﾁｪ  Lｻｲｽﾞ  800022 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｱｳﾀﾞｰﾁｪ XLｻｲｽﾞ  800023 

③ 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｸｰﾙﾐ  Sｻｲｽﾞ  800016 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｸｰﾙﾐ  Mｻｲｽﾞ  800017 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｸｰﾙﾐ  Lｻｲｽﾞ  800018 

32 ｳﾞｨｱ ﾃﾞｲ ﾋﾞｯﾗｲ ｸｰﾙﾐ  XLｻｲｽﾞ  800019 

④ 

CR ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ vs ﾊﾑ ﾌｧｸﾄﾘｰ  Sｻｲｽﾞ  800000 

CR ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ vs ﾊﾑ ﾌｧｸﾄﾘｰ  Mｻｲｽﾞ  800001 

CR ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ vs ﾊﾑ ﾌｧｸﾄﾘｰ  Lｻｲｽﾞ  800002 

CR ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ vs ﾊﾑ ﾌｧｸﾄﾘｰ  XLｻｲｽﾞ  800003 

⑤ 

CR ﾏｯﾁｮ ﾏﾝ Tｼｬﾂ Sｻｲｽﾞ  800008 

CR ﾏｯﾁｮ ﾏﾝ Tｼｬﾂ Mｻｲｽﾞ  800009 

CR ﾏｯﾁｮ ﾏﾝ Tｼｬﾂ Lｻｲｽﾞ  800010 

CR ﾏｯﾁｮ ﾏﾝ Tｼｬﾂ XLｻｲｽﾞ  800011 

⑥ 

CR ｼﾞ ｵﾚﾝｼﾞ ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ  Sｻｲｽﾞ  800004 

CR ｼﾞ ｵﾚﾝｼﾞ ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ  Mｻｲｽﾞ  800005 

CR ｼﾞ ｵﾚﾝｼﾞ ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ Lｻｲｽﾞ  800006 

CR ｼﾞ ｵﾚﾝｼﾞ ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ  XLｻｲｽﾞ  800007 

⑦ 
BH ｱﾌﾞﾗ  Sｻｲｽﾞ  800050 

BH ｱﾌﾞﾗ  Lｻｲｽﾞ  800051 

今なら対象商品を12本購入毎にTシャツ1枚プレゼント！※混載可 

商品カタログはコチラ↓（カテゴリー「OTHER」掲載商品は対象外です）

キャンペーンはエントリー制となります。担当営業または下記QRコードからお申し込みください。  



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。

7 ※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。

栄光富士  純米大吟醸  無濾過生原酒  星祭

コシヒカリ・ひとめぼれを祖先にもつ飯米「まなむすめ」を使用。飯米を感じさせる米の甘みと旨味が十分に感じられ、無濾過生原酒らしい
飲みごたえのあるお酒です。フレッシュな果実味あふれる吟醸香とスッキリとした旨味をお楽しみ下さい。

■蔵元：冨士酒造（山形県）  　■原料米：宮城県産まなむすめ　　 ■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 16.7度

720ml：商品コード153924   1800ml：商品コード195811  

旨みしっかり、切れ味シャープ！　 

季節の日本酒「夏酒」第2弾

百十郎 純米吟醸  Limited CREAMY
洋梨のような果実香とハーブのような清涼感ある香りが調和しています。綺麗な甘みと酸が口中で広がり、クリーミィで深みある味わ
い。スムーズにキレて後を引く余韻が感じられます。

720ml：商品コード121677   1800ml：商品コード121675  

■蔵元：林本店（岐阜県）  　■原料米：五百万石　　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 15度

洌 純米大吟醸  無濾過生原酒

酒造好適米「山田錦」を使用し、約 3カ月蔵で冷蔵貯蔵した純米大吟醸の無濾過生原酒。しゅわしゅわとしたガス感があり、心地よい飲
み口。山田錦の旨みと含み香がありつつも、洌のドライでキレのあるしっかりとした辛さが、次の杯を誘います。冷やして飲むのがおす
すめです。

720ml：商品コード120980   1800ml：商品コード106386  

■蔵元：小嶋総本店（山形県）  　■原料米：山田錦　　 ■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 17度

玉川 純米吟醸  無ろか生原酒  Ice Breaker 2020BY
Ice Breaker（アイスブレーカー）の顔といえば涼しげなペンギン。とにかくロックで旨い。氷の溶け具合にしたがって温度とアルコール度
数がエンドレスに変化し、それにともなう味の変化の楽しさもエンドレス。 ”Ice Breaker”は英語で「場や雰囲気を和らげるもの」の意味。ま
さに日本酒の役割です。

500ml：商品コード119778   1800ml：商品コード180648  

■蔵元：木下酒造（京都府）  　■原料米：滋賀県産日本晴　　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 17-17.9度

八仙 Mixseed Series Digestif (ミクシードシリーズディジェスティフ ) 食後酒 
八戸酒造の若手蔵元がテーマを決め醸す限定銘柄「 Mixseed(ミクシード )」。 「混ぜる・交わる」を意味する “Mix”と、「種」を意
味する“Seed”を併せた造語で、これから芽を出す種のように大きな可能性を秘めた若手蔵人が力を合わせ表現した銘柄で
す。ディジェスティフはフランス語で「食後酒」の意味。青森県の酒造好適米「華吹雪」を使用し、程よい甘さときれいな酸味
のバランスを保った 1本を目指して造られました。バニラアイスと一緒にいただくのがおすすめ。甘党の皆様、ぜひお試しくだ
さい。

720ml：商品コード183049  

■蔵元：八戸酒造（青森県）  　■原料米：青森県産華吹雪　　 ■精米歩合：－　　 ■アルコール度数：－

角右衛門  純米吟醸  夏酒 荒責 シロクマラベル

純米吟醸の荒走りと責めの部分をブレンドし、うすにごりの状態で瓶詰。にごりがアクセントになった爽やかな 1本。豊かな味わいをすっ
きりと楽しませてくれる、清涼感を伴った夏酒です。

720ml：商品コード119837   1800ml：商品コード119838  

■蔵元：木村酒造（秋田県）  　■原料米：美山錦　　 ■精米歩合：55％　　■アルコール度数： 15度

若駒 馬夏ンス（バカンス）無濾過生酒

香りは比較的穏やか。ほのかに完熟フルーツなどのトロピカルなニュアンスも感じられます。口当たりは瑞々しく、　ほんのり甘やかな飲
み口に、軽いビターさがアクセント。濃い味付けのスタミナ料理と相性抜群です。

720ml：商品コード196109   1800ml：商品コード196108  

■蔵元：若駒酒造（栃木県）  　■原料米：八反錦　　 ■精米歩合：70％　　■アルコール度数： 15度



720ml：商品コード154172 

1800ml：商品コード154171 

このお酒は、柴田屋に在籍する日本酒プロジェクトチームの女性陣が考案、施策、蔵元さんとのやりとりにより
カタチになりました。“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。味わいは
華やかでフルーティなだけではなく、酒通も納得のバランスに仕上がっています。県産酒造好適米である佐賀
の華を60％に精米、月下美人といちごの花酵母を使用して醸しました。全体的な味わいはミディアムボディほ
どのボリューム感。華やかで甘やかな香気が漂うも、心地よい爽快な酸と透明感を伴った後キレが共存してい
ます。

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

天吹 花笑 Hanae(ハナエ) 純米吟醸 

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

日本酒を飲んだことがない方が心から美味しいと感動し、酒通になった時にも忘れられない味わいと香りのあ
る美酒を造りたい…。そんな情熱溢れる醸造家・阿部 龍弥の若き感性とセンスが見事に形となった渾身の一
本。華やかでフルーティーなアロマ、そして果汁を思わせるような透明感と瑞々しい味わいを存分に楽しめる
14Cに、さらにフレッシュさを演出させた生バージョンが登場。甘酸のバランスも素晴らしく、最高に心地よい酒
質に仕上がっています。

■蔵元：奥羽自慢株式会社（山形県）  　■原料米：出羽燦々　　■精米歩合：70％　■アルコール度数：14-14.5度

吾有事14C（わがうじジューシー）生酒  

1800ml：商品コード154140    

8※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。

あの酒蔵とのコラボも実現！

『ココでしか手に入らない』 柴田屋オリジナル日本酒3選

【開発までのストーリー】
「辛口ちょうだい！」日本酒オーダー時に一度は耳にする言葉ではないでしょうか。人気の味わいはその時々で変わっても、根強い「辛
口支持」。そんな辛口フリークを驚かせたい、納得させたい、そして喜んでほしいと思い、栃木県の銘酒「大那」の蔵元・菊の里酒造の阿
久津さんと一緒に造ったお酒です。目指したのは「洗練された辛口」。糖分が残らないよう完全発酵させた分、まっさらで誤魔化しがきき
ません。技術的に難しいことをお願いしましたが、ただ辛いだけではない、シャープさや透明感のバランスが整った、綺麗な酒質に仕上
げていただきました。まさに「辛口ここに極まれり」を体現した1本です。

大那 超辛口 純米吟醸 キレッキレ！ 

【気になる味わいは？】
輪郭冴えわたる、くっきりとしたシャープさと、冷涼さすら感じる透明感。麴由来の穏やかな香気、ほのかに漂う
吟醸香は、白い花々を思い起こさせます。さらりとしたテクスチャーは清涼感のある飲み口を演出。しっとりとし
た甘味、淡いながらも整った旨みの後は、ドライに切れていきます。どんなジャンルの料理でも切れ良くすっき
り受け止めてくれる、人と食をつなぐ食中酒です。

〈よく合う食材・料理〉ホッケの塩焼き、刺身（白身、青物、貝類、甲殻類）、オクラと
長芋の浅漬け、焼鳥（塩）、砂肝のコンフィ、タン塩　※塩のうま味を引き出した料理に特によく合います

■蔵元：菊の里酒造（栃木県） ■原料米：那須産五百万石　■精米歩合：60％　
■アルコール度数：15度


