
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
 自然派 
Bourgogne ブルゴーニュ

シャトー ド ラ マルトロワ ブルゴーニュ  アリゴテ 2018
シャサーニュ村にある粘土石灰質土壌の区画の、樹齢38年のアリゴテから造られます。ステンレスタンクにて
シュール リーで約12ヶ月熟成。マルトロワのアリゴテはシュール リーの熟成を得て、アリゴテらしいフレッシュさ
を持ちながら、複雑味と力強さをもつワインに仕上げられています。魚のテリーヌ、ホタテのグリル、豚肉のパ
テ、チーズと一緒に。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　　○生産者：シャトー ド ラ マルトロワ　○ブドウ品種： アリゴテ100％　○白　辛口　〇リュットレゾネ農法

商品コード250738
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自然派
Languedoc-Roussillon ラングドック・ルーション

毎回完売のため限定本数を増やしましたが、早い段階で売り切れが予想されます。
お早めにご注文ください。

限定36本

ドメーヌ ソメーズ ミシュラン サン ヴェラン レ クレッシュ 2017
ドメーヌ　ソメーズ　ミシュランはプイィ・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。平均樹齢35年と45年と2つの区画のブドウから造られます。白い花や完
熟した洋梨、リンゴの蜜などの芳醇なアロマが心地よい、ボリューム感のあるワインです。複雑味も備えており、
ほどよい樽香とのバランスも良く取れています。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　　○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　〇ビオディナミ農法

商品コード250739　 

限定36本

ドメ－ヌ ジャン シャルトロン ブルゴ－ニュ ピノ ノワ－ル ヴィエイユ ヴィ－ニュ 2018

古くからピュリニーに本拠地を置くドメーヌで、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。ピュリニー・モンラッシェ村のブドウを木桶で発酵、樽(新樽25%）で
12ヶ月熟成。赤スグリやブラックチェリー、カシス等の赤黒系果実にキルシュや樽のニュアンス。シルキーなタン
ニンを感じるチャーミングな赤ワイン。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　　○生産者：ドメ－ヌ ジャン シャルトロン　○ブドウ品種： ピノ・ノワール100％　○赤　ミディアムボディ
　〇ビオディナミ農法

商品コード250741

限定36本

 ジェラール ベルトラン ドメーヌ ド レーグル ピノ ノワール 2018
南仏ラングドックを代表するプレミアム ワインメーカー。この地域の様々なテロワールを表現すべく複数のワイ
ナリーを所有。レーグルではリムーの高い標高を活かした冷涼品種でテロワ―ルを表現。手摘みで収穫、除梗
後コールドマセラシオンを5日から8日間実施。ピジャージュを行いながら発酵させた後、フレンチオークの樽に
移してマロラクティック発酵を行います。フレンチオークの新樽で6ヶ月間熟成。ブルゴーニュのような冷涼感の
あるピノノワールで、粘性のある土壌からくるしっとりとした果実味とタンニンが感じられます。

〇産地：フランス　ラングドック・ルーション地方　　○生産者：ジェラール ベルトラン　○ブドウ品種： ピノ・ノワール100％　○赤　フルボディ
　〇ビオディナミ農法

商品コード250740

限定36本
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再入荷

ビオワイン「ルナリア」が人気の生産者が造る
980円以上の味わいのオーガニックワイン

「Patch wine」シリーズ再入荷

お待たせしました！

【オーガニック】黄緑がかったライトイエロー。アカシアや白い花のデリケートなブーケが香ります。シトラスと酸のバランスが素晴

らしい、フレッシュでライトな味わい。

□生産国：イタリア　□ブドウ品種：パッセリーナ85%以上　□白　辛口

パッチワイン  パッセリーナ  2020

商品コード: 900532  

【オーガニック】明るい麦わら色。洋ナシなどの完熟した果実の香り。しっかりとした骨格と酸のバランスが、口中を包み込みま

す。魚介のカルパッチョ、サラミ、リゾット、鶏肉、チーズとお楽しみください。

□生産国：イタリア　□ブドウ品種：ペコリーノ85%以上　□白　辛口

パッチワイン  ペコリーノ 2020

商品コード: 900533  

【オーガニック】輝く明るい藁色。白い花やナッツのような繊細な香り。フレッシュさに加えて味わい深さとミネラルが感じられます。

シーフードとの相性は抜群です。※8月中旬～下旬のお届けとなります

生産国：イタリア　□ブドウ品種：トレッビアーノ100%　□白　辛口

パッチワイン  トレッビアーノ  ダブルッツォ  2019

商品コード: 900534  

【オーガニック】ピンク色がかったカッパー（銅）色。鮮烈かつ複雑なフローラルブーケにチェリーのような赤いベリーの香り。柔らか

くエレガントでバランスのとれた味わい。野菜を使った前菜とよく合います。

生産国：イタリア　□ブドウ品種：ピノグリージョ85%以上　□ロゼ　辛口

パッチワイン  ピノグリージョ　ロゼ  2020

商品コード: 900535  

【オーガニック】生き生きとしたルビーレッド。プラム、チェリーのような華やかな香り。赤い果実のジャムのようなフィニッシュ。力強

さとタンニンのバランスが素晴らしく、肉料理を引き立てます。

生産国：イタリア　□ブドウ品種：プリミティーヴォ100%　□赤　フルボディ

パッチワイン  プリミティーヴォ  2019

商品コード: 900536  

【オーガニック】紫がかった輝く深いルビー色。赤系果実やスパイスのアロマ。しっかりとした味わいで、ドライさ、タンニンのバラン

スが良いワイン。蒸し煮料理やローストした肉、鶏もも肉を使った料理、ハードチーズと。

生産国：イタリア　□ブドウ品種：モンテプルチアーノ100%　□赤　フルボディ

パッチワイン  モンテプルチアーノ  ダブルッツォ  2019

商品コード: 900537  

【オーガニック】ルビーのような輝きを持つアマランサスレッド。赤いチェリーやプラムの穏やかなアロマにジャムやシナモンのよう

なスパイスの香り。ヴェルヴェットのような柔らかい口当たりで、赤系果実とスパイス、バルサミコの味わいがバランスよく感じられ

ます。

生産国：イタリア　□ブドウ品種：ネロダーヴォラ100%　□赤　フルボディ

パッチワイン  ネロダーヴォラ  2018

商品コード: 900538  

【下記7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 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ブドウは手摘みで収穫、エル・ヤバリヴィンヤードのものは樽発酵、その他はステンレス樽で発酵させます。その後、オリと共

にフレンチオークの旧樽で14カ月熟成。

黄緑がかった明るい黄金色。洋梨、完熟メロン、フレッシュなリンゴのアロマ。ほんのりと白桃、ライチ、そしてバニラの香りが

鼻を抜けます。まるでレモンやライムのようなシトラス風味の酸がリンゴのニュアンスと溶け合い、フルーツとハーブを感じる

余韻へと続きます。チキンや豚といった白身の肉や、サーモン、マグロなど旨みの強い魚によく合います。

□生産国：アメリカ　カリフォルニア　□原産地呼称：AVAサンタリタヒルズ　□品種：シャルドネ100％　□Alc.：13.9％　□白　辛口　

□適温：～9℃

アルマローザ　サンタリタヒルズ　シャルドネ　 2017

商品コード: 900603 

ブドウは手摘みで収穫、厳選した酵母と一緒にステンレス樽で発酵させます。その後、1/3の量はフレンチオークの新樽で、残

りの2/3は2回、3回使用した旧樽で14カ月熟成。

色はガーネット。カシス、プラム、ブラックベリーやブルーベリーといった黒い果実、土、杉のような香り。そこに果汁たっぷりのブ

ラックチェリー、桜の花、ローズマリーやマジョラム、タイムといったハーブのアロマが追いかけます。口中では丸みのある柔ら

かさが広がり、黒系果実とかすかにドライオレンジピール、ルートビア、そしてスパイスを感じます。フィニッシュには熟したラズ

ベリーが弾け、レッドカラントのニュアンスが混ざり合います。牛肉やジビエ、鶏肉を使った料理と合わせるのがおすすめです。

□生産国：アメリカ　カリフォルニア□原産地呼称：AVAサンタリタヒルズ　□品種：ピノ・ノワール100％　□Alc.：13.9％　□赤　ミ

ディアムボディ　□適温：～13℃

アルマローザ　サンタリタヒルズ　ピノ・ノワール　 2017

商品コード: 900604 

新世代のワインメーカーがカリフォルニアのテロワールを表現したワイン

『アルマローザ』新規取り扱いスタート！
歴史

創業者のリチャード・サンフォードは、40年前に、フランス
の最高のワインに匹敵するものを作り
たいという願望を持って、サンタイネスバレー
にやって来ました。サンタリタヒルズ（現在は
正式に認定されたアメリカブドウ栽培地域）の
可能性にいち早く注目し、ピノ・ノワールを最
初に植えたパイオニアです。2005年、リチャー
ドは妻のTheklaと共に「アルマローザ」を設立。エル・ヤバ
リヴィンヤードに焦点を当て、最終的には他のサンタリタ
ヒルズ単一畑のワインを提供できるようにするために拡
大しました。 

醸造家
若手ワインメーカーのサムラ=モリス
は、ボスニアのサラエボ大学ワイン醸
造科学の学位を所持。その後ワイン
造りのキャリアを追求し始めます。
2017年にラボアシスタントとしてフ
リーフローワインチームに加わり、翌
年にはラボスーパーバイザーに昇
進、2019年にはQCマネージャーとし
て頭角を現しています。 

哲学
目標は、リチャードがこの地域にピノ・ノワールを植えることを決定的にしたテロ
ワールを完全に表現すること。サンタリタヒルズAVAは、南緯の光の強さと、その
ユニークな横断山脈によってもたらされる冷たい太平洋からの風にとても恵まれ
ています。それにより、温暖な地域に多い果実味のしっかりとした力強さと、冷涼
な地域ならではのしっかりとした酸と活き活きとした味わいが共存しています。 

畑
アルマローザのすべてのワインは、

太平洋に最も近いサンタ・イネス渓

谷の最西部地域に位置するAVAサ

ンタリタヒルズです。

【下記2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 



ベアード 沼津ラガー 330ml瓶/20L樽 

クリーンでソフトな沼津の水とフロアモルテッド（地面に敷きつめられ発芽させた）の大麦麦芽、そして世界のホップを組
合わせて誕生したラガー。エールのようにリッチでフルボディ。まろやかで凛として、ゴクゴク飲める味わい。
■醸造所：ベアードブルーイング（静岡県） ■Alc.:5.5％　■スタイル：ラガー

330ml商品コード11206

Y.MARKET Hysteric IPA ヒステリック IPA 370ml缶/10L樽

 アルコール度数はやや高め。パッションフルーツ、シトラス、グレープフルーツ、ライチ、青りんごのようなホップキャラク
ターが複雑に絡み合う。IBU（苦味の基準）74.56とこのスタイルでは並だが、苦味の質にはかなりこだわっています。
■醸造所：Y.MARKET BREWING（愛知県）■Alc.:7.0％　■スタイル：アメリカンIPA

リパブリュー 69IPA  330ml/15L樽 
えぐみは極限まで少なく、しっかりと苦いのにサラッと流れる。名前にもある通りIBUが69。強烈なホップのインパクト、ク
リアな味わい、とてもドライでドリンカブルを目指しました。タンジェリンやピンクグレープフルーツを思わせる複雑な柑橘
系の香りがメインです。
■醸造所：リパブリュー（静岡県）■Alc.:6.9％　■スタイル：ウエストコーストIPA

ラグニタスIPA 355ml 

ラグニタスの100回目の醸造を祝うビールとして造られたとてつもない量のホップを投入したIPA。ブリュワリーで造られ
るビールの実に50%以上を占め、IPAスタイルの宝庫アメリカでもトップクラスの販売数を誇ります。
■醸造所：ラグニタスブリューイング（アメリカ）■Alc.:6.2％　■スタイル：アメリカンIPA

商品コード1902565

伊勢角 ホップカルテット IPA 330ml瓶/10.4L樽

ホップ好きブルワーが厳選した4種の異なる特徴を持つホップを配合することで、今まで味わったことのない厚みのある
フレーバーに仕上がりました。まずレモンやライムの爽やかな柑橘系のアロマが感じられ、口に含めばミントのような清
涼感が加わります。温度が上がってくると甘いトロピカルフルーツのようなアロマも加わり、リッチな味わいに。
■醸造所：伊勢角屋麦酒（三重県）■Alc.:6.5％　■スタイル：アメリカンスタイルIPA

20L商品コード160233

370ml商品コード148046 10L商品コード148173

330ml商品コード183193 10.4L商品コード183194

330ml商品コード198902 15L商品コード198996



ご好評につき延長します！！
【8月末まで】Tシャツプレゼントキャンペーン！
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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

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 

どれでも1枚

￥2,980（税抜）

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。

百十郎 Limited DRY 純米吟醸酒

五百万石をを60％まで磨き、岐阜G酵母で仕込み超辛口に仕上げた限定酒。柑橘系の香りと、綺麗で爽やかな飲み
口と後キレの良いドライな味わいが特徴です。冷酒〜燗酒でお楽しみ下さい。

■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： 15-16度

720ml：商品コード121679   1800ml：商品コード121678  

いよいよ夏本番！多彩に涼やかに、潤いの夏酒大集合 

天吹 純米吟醸 ひまわり酵母 生
秋田県の酒造好適米である酒こまちを原料としひまわり酵母で辛口の酒質に仕上げた逸品です。暑い夏にひんやり
すっきりスパッとキレる後味の良さをお楽しみ下さい。

■蔵元：天吹酒造（佐賀県）  　■原料米：酒こまち　　 ■精米歩合：55％　　■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード121719   1800ml：商品コード121718  

山川豚男（やまかわぶたお）2021 なつ

2021年第二弾のテーマは、庄内の豚。お酒単体でも、お肉と合わせても肉の強い旨味に負けないしっかりした味の
純米大吟醸です。豚肉と合わせても、もちろんお酒単体でも十分楽しんでいただける造り。花冷え～常温と、やや冷
やすのがおすすめです。

■蔵元：楯の川酒造（山形県）  　■原料米：山形県産酒造好適米美山錦 100％　　■精米歩合：50％　　■アルコール度数： 15度

720ml：商品コード121639   1800ml：商品コード121638  

純米吟醸 ナツノコトブキ

香りも味わいもラベルの女性通り、クールビューティーな媚びない、凛とした味わい。爽やかで軽快、スムースな飲み
口で夏の暑さを吹き飛ばしてくれる生酒です。

■蔵元：松井酒造店（栃木県）  　■原料米：五百万石 100％　　■精米歩合：55％　　■アルコール度数： 15.4度

1800ml：商品コード183161  

播州一献 純米 夏辛

暑い夏の日でもスッキリと飲めるよう、原酒ながらアルコール度数は15度に抑えられています。立ち香は控えめで、
味わいもスッキリとしており、食中酒として料理を選ばず楽しめます。超辛口でありつつも、米の豊かな旨みも存分に
感じられます。■蔵元：山陽盃酒造（兵庫県）  　■原料米：兵庫北錦  　　■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 15度前後

720ml：商品コード181720   1800ml：商品コード118241  

山形正宗 夏ノ純米 昼の部

日本の夏を意識し、暑い季節も楽しめるような酒質設計と、夏の夜をイメージしたラベルで毎年大好評の一本。穏や
かでみずみずしい香りとすっきりした後味が夏の食卓を彩ります。

■蔵元：水戸部酒造（山形県）  　■原料米：雪女神（自社栽培米）　　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 16度

1800ml：商品コード108148  

おだやか 夏の純米吟醸 中汲み

2021年夏からラベルがリニューアル。フレッシュな吟醸香に、甘味と酸味のバランスが良く、ジューシーな旨味。口の
中で弾ける発酵由来の炭酸ガスの爽快感に美味しい甘みが絶品です。夏らしく氷を浮かべたロックスタイルで。

■蔵元：仁井田本家（福島県）  　■原料米：有機栽培米五百万石　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 15.5度

1800ml：商品コード153921  

吾有事（わがうじ）純米大吟醸　夏辛+10
酒造米に山田錦を使用した辛口酒。山田錦らしい柔らかな旨味を感じながらも酵母由来の南国フルーツの様な爽や
かな香り、キレのある味わいは暑い夏にピッタリです。冷でいただくのがおすすめです。

■蔵元：奥羽自慢（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183093  



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。

8※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。

刈穂 ホワイトラベル 白麹仕込み 純米生酒

白麹を仕込みの一部に使用して、クエン酸を多く生成することで爽快でジューシーな風味に仕上げました。リースリン
グ種の白ワインを思わせる、果実味豊かで心地良いあざやかな酸をお楽しみください。生酒のしぼりたて直詰め品の
ためオリがうすく絡み、微かなガス感があります。

■蔵元：秋田清酒（秋田県）  　■原料米：美山錦　　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード121578     1800ml：商品コード195808  

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

1800ml：商品コード195811  

栄光冨士 SHOOTING STAR 純米吟醸無濾過生原酒

山形県の代表的な飯米「はえぬき」で仕込んだ限定酒。栄光冨士らしい華やかでフルーティな吟醸香に飯米ならでは
の柔らかく舌を包む米の旨味。山形酵母ならではのさらりとしたキレ味。流れ星の如く、爽やかさが駆け抜ける一本で
す！■蔵元：冨士酒造（山形県）  　■原料米：はえぬき　　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 16.2度

1800ml：商品コード153925  

月山 涼夏 純米

暑い日でも飲みやすいようにアルコール度数を15度台にして出荷された夏季限定酒です。爽やかで優しい香り、口に
含むとスゥ～と入っていく軽快な飲み口。優しい旨味と綺麗な酸が広がる透明感のある味わいです。

■蔵元：吉田酒造（島根県）  　■原料米：五百万石　　 ■精米歩合：70％　　■アルコール度数： 15度

1800ml：商品コード195815  

洌 純米吟醸 雄町 夏生

雄町の豊かな旨味と、洌らしい見事なキレのある辛口に仕上がっています。岡山県産雄町を55％まで磨いた贅沢仕
様。フレッシュでありながらも、雄町の奥深い味わい、キレの良さを感じられるバランスのよいお酒です。 食中酒に
ピッタリ、冷やしてどうぞ。

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

1800ml：商品コード120951  

洌 純米大吟醸 無濾過生原酒

洌、それは真冬の小川のように清く冷たき中にも、しっかりと芯のある辛口。純米大吟醸　無濾過生原酒は、引き締
まったドライな質感の中に山田錦の豊かな旨味と程よい含み香が感じられる、数量限定酒です。

■蔵元：小嶋総本店（山形県）  　■原料米：山田錦　 ■精米歩合：60％　　■アルコール度数： 16度

1800ml：商品コード106386  

陸奥八仙 純米吟醸 V1116 ワイン酵母仕込み

デンマーク産の、主に白ワインに多く用いられる、フレッシュでミネラリィな味わいをもたらす「V1116」酵母を使用した
夏酒。デリシャスリンゴのような清涼感溢れる香り、酵母由来の爽やかな酸味と優しい旨みが広がります。アルコール
度数は13度と、軽快に、カジュアルに楽しむことが出来ます。よく冷やして、まさに白ワインを楽しむ時のようにお楽し
みください。
■蔵元：八戸酒造（青森県）  　■原料米：華吹雪　 ■精米歩合：麹 55%　掛60% 　■アルコール度数： 13度

1800ml：商品コード144044  

会津中将 夏吟醸

暑い夏の夜、「風鈴の音を聞きながら夕涼みのお供にしていただければ・・」という思いで造られたお酒です。心地よい
スイカ程度のほんのりとした甘さ。のどを通りぬけた後のスッキリとしたキレの良さ。飲んで優しく癒される夏吟醸で
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： 14度

1800ml：商品コード200049  

720ml：商品コード120980  

720ml：商品コード144043  


