
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 フランソワ ラキエ ブルゴーニュ  ルージュ 2018
15世紀からワイン造りに携わる家系で、ジャン ラキエにより1961年ドメーヌ設立。平均樹齢25年、面積
0.94ha。メルキュレ地区のすぐ近くに位置する東向きの畑「ヴィーニュ デ シャン」から造られます。半分のワイ
ンは2-5年樽で熟成、残りはステンレスタンクで10ヶ月間熟成させます。イチゴやカシスなどの果実味豊かな香
りで味わいにはメルキュレ地区特有のミネラルを思わせる風味もあり、気軽に楽しみたい一本。焼いた赤身の
肉によく合います。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　　○生産者：ドメーヌ フランソワ ラキエ　○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109211
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Bordeaux ボルドー

毎回完売、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。

ドメーヌ ジャクソン リュリー ルージュ レ シャポニエール  2018
リュリーに拠点を置く高名な造り手、ドメーヌ ジャクソンはコート シャロネーズで最も優れたドメーヌの1つとし
て知られています。「シャポニエール」に植えられた樹齢約30年のピノ ノワールから造られます。クランベリー
やラズベリーなどのいきいきとした果実のニュアンスと綺麗な樽香を漂わせるミディアムボディのワインです。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　　○生産者：ドメーヌ ジャクソン　○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109212
 

ドメーヌ ルネ ブーヴィエ フィサン クレ ド シェーヌ  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、息子のベル
ナールが担っています。 「クレ」とは石を多く含む土壌のことを意味し、斜面がなだらか(3%)ですが、小石の混
ざった粘土質土壌はブドウ栽培に最適です。18ヶ月間樽熟成(新樽30%)。香りがほのかに野生的で、ワインを
空気に触れさせるとより複雑になり、花のニュアンスが加わります。厚みがありミネラルを思わせる風味も感じら
れます。余韻が長く、最後に赤い果実のアロマが感じらます。

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

商品コード109214 

 ラ ドモワゼル ド ソシアンド マレ 2017
格付けシャトーに匹敵する評価を得ているシャトー ソシアンド マレのセカンドワイン。リュットレゾネ農法を取り
ながら、丁寧にブドウを栽培。適葉やグリーンハーヴェストは行いません。深みのある色合いで湿った土、ク
ローブ、ブラックペッパー、コーヒーなどのニュアンスを持った複雑な香り。味わいには丸みがあり、高い密度の
果実味がボルドーワインを飲んでいる充足感を感じさせてくれます。

〇産地：フランス　ボルドー地方　　○生産者：シャトー ソシアンド マレ　○ブドウ品種： メルロ 65%、カベルネ ソーヴィニヨン 35% 　
○赤　ミディアムボディ

商品コード109213 

限定24本

限定24本

限定12本

限定24本
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自然派の父『マルセル・ラピエール』の意思を
継ぐ３人のヴィニュロン（ワインの造り手）

限
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ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾊﾟｶﾚ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ ｳﾞｧﾝ ﾄ ﾞﾌﾟﾘﾑｰﾙ

もはやヌーヴォーを越えた
自然派の代名詞とも呼ばれる注目の醸造家、フィリップ パカレ。しっかりとしたエキスと

美しい酸味は、ヌーヴォーとは思えないフィネスを感じさせます。入荷後すぐに飲んで

美味しいだけでなく、翌年以降も素晴らしい熟成をします。 

■生産地：フランス　ボジョレー　■ブドウ品種：ガメイ　■生産者：フィリップ・パカレ

商品コード　210805

ｼﾞｮﾙｼﾞｭ ﾃﾞｺﾝﾌﾞ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ﾇｰｳﾞｫｰ

最高峰ヌーヴォーのひとつ
マルセルの1番弟子とも言われるジョルジュ・デコンブ。彼のヌーヴォーは、熟度の高

い果実を口いっぱいに感じることができます。アタックは濃厚で力強い果実で始まり、

綺麗な酸と優美な甘味が、優しく口中に長く残ります。 

■生産地：フランス　ボジョレー　■ブドウ品種：ガメイ　■生産者：ジョルジュ・デコン
ブ

商品コード　210806

M ﾗﾋﾟｴｰﾙ / Ch.ｶﾝﾎﾞﾝ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ ﾇｰｳﾞｫｰ

旨み溢れる究極ヌーヴォー
天然酵母がもたらす、グラスから溢れる様な赤系果実の香りと旨味が特徴的。60歳と

いう若さで亡くなってしまったマルセル・ラピエール。マルセルのヌーヴォーは、最も近く

でそれを学んだ家族の手で、今年も変わらぬ品質で造られます。

■生産地：フランス　ボジョレー　■ブドウ品種：ガメイ　■生産者：マルセル・ラピ 
エール/Ch.カンボン

商品コード　210807　 

限定120本

限定60本

限定60本



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。

今年の解禁日は11月21日（木）！ご予約はお早めに！

フレッシュ＆果実味溢れる新酒の季節がやってきた！

Vino Novello & 
Beaujolais Nouveau

～ご予約受付スタート！～

コンティ・ゼッカ　
ノヴェッロ・サレント2021

プーリアの名門コンティ・ゼッカが地
ブドウ“ネグロアマーロ ” で造るノ
ヴェッロ。ベリーやチェリーを思わせ
るアロマ、もぎたての果実がそのま
まつまった、南イタリア独特のふくよ
かな味わい。

□生産国：イタリア　プーリア州
□生産者：コンティ・ゼッカ
□品種：ネグロアマーロ

商品コード　210803

ファルネーゼ　
ヴィーノ・ノヴェッロ2021
ファルネーゼは、イタリアワインの評
価本「ルカ　マローニ　ベストワイン年
鑑」で、これまでに 9回、最優秀生産
者に選出されています。新酒ならで
はフレッシュさとファルネーゼが造り
出す
力強い果実味が味わえるのが彼らの
ノヴェッロの魅力です。

□生産国：イタリア　アブルッツオ州
□生産者：ファルネーゼ
□品種：モンテプルチャーノ、サンジョヴェーゼ

商品コード　149506

フランスの新酒「Beaujolais Nouveau」の解禁日は11月18日

ジャン・ボワスリエ　
ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォ　2021
思わず驚くお得な価格ですが、中身は本格派です！
すべてのロットを試飲し、最良のものを選出、ブレンドしたこだわりの
ヴィラージュ。ボージョレ全体の 70％が管理下にあり、高い品質で
毎年ボージョレを創り出す生産者です。

□生産国：フランス　ボジョレー
□生産者：ジャン・ボワスリエ
□品種：ガメイ100％

商品コード　210804 

イタリアの新酒「Vino Novello」の解禁日は10月30日
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限定140本 限定140本

限定
600本
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B!E WHAT 
YOU WANNA

B!E

ワインウィズスピリット  B！シリーズ新入荷！

B!とはポルトガル語でGOOD(良い）という意味。

B!E WHAT YOU WANNA B!E (あなたのなりたいものになろう！)、本当の自分や楽しみといったB!面を

忘れず大切にしようといったメッセージが込められています。難しく考えず、キンキンに冷えたB！を片手に

乾杯！

B!ヴィーニョヴェルデ
ヴィーニョヴェルデ（緑のワイン）という名前の通り緑がかっ
たライトイエロー。ライム、アプリコット、リンゴの香り。若々
しいフレッシュさと爽やかな余韻が感じられます。
[生産国]ポルトガル
[品種]ロウレイロ、トレイジャドゥーラ、アリント
[タイプ]白・辛口　 [サーヴ温度] 6ºC - 8ºC

商品コード: 900610 

B!WHITE 白
輝くレモンイエロー色。エレガントかつフレッシュでフルー
ティーなブーケに、青りんごやライムの香り。ミネラル感と果
実味、ふくよかさが感じられる。オールラウンダーなワイン。
[生産国]ポルトガル
[品種]アンタン・ヴァズ、アリント
[タイプ]白・やや辛口　 [サーヴ温度] 8ºC - 10 ºC

商品コード: 900611 

B!RED 赤
深みのある濃い赤。チェリーやチョコレートのアロマ。口中では
赤系果実、イチジク、スパイス感が広がります。しっかりとした
まろやかなタンニンと、長くクリーミーさのあるフィニッシュのフ
ルボディワインです。
[生産国]ポルトガル
[品種]ティンタ・ロリス、トウリガ・フランカ
[タイプ]赤・やや辛口　 [サーヴ温度] 16ºC - 18ºC

商品コード: 900612 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ユニークなラベルは一度見たら忘れられないと、リピート率 №1スペインのワイナリー
「CASA ROJO（カサ・ロホ）」より、新ラインナップが到着！

ラ・ガバチャ
明るい麦わら色。マンゴーやパイナップルのようなトロピカル
フルーツの鮮烈な香り。シトラスを思わせるヒント、そしてソー
ヴィニヨンブラン特有のハーバルな香りが続きます。果実の甘
味としっかりとした酸味のバランスが素晴らしいフレッシュさあ
ふれるワインです。
[生産国]スペイン・カスティーリャ・レオン
D.O. ルエダ
[品種]ソーヴィニヨン・ブラン 100%
[タイプ]白・辛口　  [サーヴ温度 ] 8ºC-10ºC

商品コード: 900584  

CL98
濃厚なチェリーレッド。ティントフィノ種由来の、赤系果実のコ
ンポートやタイムのようなハーブの香り。口中では丸みとボ
リュームをしっかり感じ、香りと同様の赤系果実が素晴らしい
バランスを創り出します。余韻はフレッシュかつ長く、タンニン
とバルサミコのような酸が骨格を作っています。
[生産国]スペイン・カスティーリャ・レオン
D.O. リベラ・デル・ドゥエロ
[品種]ティンタ・フィノ  (テンプラニーリョ )100%
[タイプ]赤・ミディアムフル　 [サーヴ温度 ] 14ºC

商品コード: 900585  

エネミゴミーオ
チェリーレッド色。若々しい野生の赤系果実、リコリス、バルサ
ミコ、メントールの香り。トーストされた木の香ばしさ、野生の
ハーブ、スパイスを控えめに感じ、エレガントさが漂います。口
中ではフレッシュさを感じ、タンニン、果実由来の甘味、そして
素晴らしい酸のバランス。余韻は長く続きます。
[生産国]スペイン・ムルシア　 IGP ティエラ・デ・ムルシア
[品種]ガルナッチャ
[タイプ]赤・ミディアムフル　 [サーヴ温度 ] 14ºC

商品コード900586  

ラス ヴィーニャス バスタルダス濃いル

ビーレッド。ブルーベリーやブラックベリー等黒系果実の香り。
果実由来のジューシーさとフルーティさにあわせてシナモンや
白コショウといったスパイスが口中で広がります。素晴らしい
酸のバランスで、タンニンも心地よく感じます。
[生産国]スペイン・ムルシア　
[品種モナストレル 33%、カベルネ・ソーヴィニョン 33%、テンプ
ラニーリョ33% 
[タイプ]赤・ミディアムフル　 [サーヴ温度 ] 14ºC

商品コード: 900587  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伝統あるワイナリーが挑んだ
新たな挑戦

ギュスターブ・ロレンツ新商品
◇６代続く家族経営自然派ワイナリー
◇航空各社ファーストクラス採用実績
◇輸出実績50カ国以上

何でこんなの作ったの？ 甲殻類を楽しむために生まれた

キ・リュ・クリュ　
オレンジワイン

クリュスタセ

“クリュスタセ ” とは海老やカニなど甲殻類の意
味。まさにラベルの絵にあるものと抜群のマリ
アージュ。グレープフルーツの繊細なフルーティー
さと、かすかにアカシアなど白い花のニュアンス。
フレッシュで爽やかな味わいで、僅かな塩味も感
じられます。余韻にはレモンの皮のような風味が
残り、良質な酸がワインに活き活きとした張りを与
えています。

[生産国]フランス
[品種]ピノ・ブラン100％
[タイプ]白・辛口　  [サーヴ温度 ] 8ºC-10ºC

商品コード: 900609  

クラシックなスタイルが魅力のギュスターブ・
ロレンツが手掛けたオレンジワインは、エレガントさす
ら漂う1本。バラの花びらやアカシアの蜂蜜などフロー
ラルなアロマ。スパイス、マンダリンオレンジの皮、ホッ
トワインの香りも感じられます。味わいはフレッシュで、
タンニンがワインに骨格を与えています。余韻は長く
デリケートで最後に僅かな塩味を感じます。

[生産国]フランス
[品種]ピノブラン30%、ピノグリ30%、ゲヴェルツトラミ
ネール 20%、シルヴァーナー  20%
[タイプ]オレンジ・辛口　  [サーヴ温度 ] 8ºC-10ºC

商品コード: 900608  



9月中旬発売開始！
～ビール×人×料理 すべての出会いを祝福するクラフトビールがリニューアルして再登場～

もともとのコンセプトでもあった「肉に合う」を突き詰めた結果、肉に負けないくらいのボ
ディがありつつ、脂をスッと切ってくれるような爽快感のあるビールという答えに行きつき
ました。
飲むほどに、もう一口飲みたくなるドリンカビリティーを追求し、アルコール度数は抑え目
の5%。ホップはアメリカ産のものを数種類使用することによって、グレープフルーツやレ
モンの爽やかな香り、ベリーやスパイスのような複雑なアロマを演出。原料のライ麦から
は、黒コショウに似たスパイス香がほのかに漂い、濃色モルトによるコクも感じるボディ
に仕上げました。
華やかな香りと共に、爽快感のあるフレッシュなビールをお楽しみください。

[生産者 ]ベアードブルーイング（静岡県）
[モルト]ペールモルト、ライ麦、アンバー、ブラックモルト等
[スタイル ]セッション IPA
[Acl.]5％

330ml商品コード 210797 

15L商品コード 210796 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『おいしいビールがあると食事が一層華やかになる。会話だってさらに弾む。』

人との繋がりがこれまで以上に大切だと思うようになった今、誰かと囲むテーブルをもっと楽しんでほしいという願いから誕生したビール

「MEET²（ミート＆ミート）」。

きっかけは、自社輸入しているポルトガルのワイナリー「ワインウィズスピリット」の赤ワイン「MEET＆MEAT」との出会い。フレッシュでフ

ルーティーかつ凝縮感のある味わいは、お肉の風味を引き立たせ、カジュアルにワインを楽しむ場を盛り上げてくれると、人気の商品で

す。「クラフトビールも同じように明確なコンセプトがあるものがいいのでは？」社内からそんな声があがったことからスタート、前作が生

まれました。

今回、リニューアルに際し、かつての商品名「MEET＆MEAT」から、「MEET²」に表記を変更しました。（読み方はミート＆ミートのまま）

飲食店さん、お客様、生産者さんといった食を介して繋がる人との出会いや、あらゆる料理との組み合わせなど、様々なMEET(出会い)
を祝福するビールであってほしいとの意味が込められています。

新
定

番
商

品



ファイアストーン ウォーカー ユニオンジャック 355ml 

王道のウェストコースト・スタイルIPAらしく、ガツンとホップを効かせながらも際立ったバランスの良さも持ち合わせてい

ます。圧巻なまでのグレープフルーツ、パイナップル、タンジェリン、アプリコット、シトラスのフレイバー。それとは対照的

なペールモルトの甘味により全体的なバランスが保たれています。

■醸造所：ファイアストーン ウォーカー ■Alc.:7.0％　■スタイル： India Pale Ale
商品コード161860

ファイアストーン ウォーカー マインド ヘイズ 355ml 

グラスに注ぐとホップ由来の草や樹脂のような香り。すぐ後にシトラスゼスト、トロピカルフルーツの香りが追いかけ、微

かに甘いビスケットのようなモルトアロマを感じ取ることができます。フルーティーさとマイルドな苦みが絶妙なバランス

で、ジューシーでありながらもすっきりとした飲み心地。

■醸造所：ファイアストーン ウォーカー ■Alc.:6.2％　■スタイル：Hazy IPA
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ホフブロイ オクトーバーフェストビア500ml
オクトーバーフェストビア500ml 6本+グラス6脚セット

ドイツ・ミュンヘンで開催されるドイツ最大・世界最大のビールの祭典
「オクトーバーフェスト」。そのお祭りのためだけに製造されるビール
です。濃厚なモルト感、苦味、爽やかなのど越しが特長です。
※9月中旬発売

■醸造所：ホフブロイ（ドイツ）　 ■Alc.:6.3％　■容量：500ｍｌ
■グラス容量：300ml　

【セット】商品コード149591 　 

超特価！アメリカ缶ビール特集

限定60本

【単品】商品コード94781 　 

商品コード147281

マウイ ビッグ スウェル IPA 355ml 

パッケージラベルの大波は、幾重にも重なるホップの香味に見立てています。アメリカンホップ由来のシトラス、松といっ

たクラシックなウエストコーストスタイルの味わいを持ちながら、ハワイらしいトロピカルな味わいも楽しめる傑作。どんな

日に飲もうとマウイ島の陽気な雰囲気が体感できるビール。

■醸造所：マウイブルーイング ■Alc.:6.8％　■スタイル：IPA
商品コード183229

マウイ パイナップル マナウィート 355ml

地元マウイ産の新鮮なゴールドパイナップルを使用した無濾過のウィートエール。たっぷりのパイナップルアロマが楽し

め、フルーティさとほんのりとした酸味が同居する。軽やかなホップと爽やかなパイナップルの甘みと酸味が絶妙のバラ

ンスで、非常に飲みやすい仕上がりです。

■醸造所：マウイブルーイング ■Alc.:5.5％　■スタイル：Wheat
商品コード87512

シエラ ネバダ ペールエール 355ml 

1980年より醸造されている全米No.1の伝説的なペールエールであり、ブリュワリーの看板商品。数えきれないくらいの

醸造家達に多大な影響を与えたペールエールであり、そのユニークなホール・カスケードホップの松、グレープフルーツ

やシトラスのアロマとフレイバーは30年以上にわたって飲む人々を虜にしてきました。永遠の名作。

■醸造所：シエラ ネバダ ■Alc.:5.6％　■スタイル：American Pale Ale

商品コード161920
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1800ml：商品コード154179  

720ml：商品コード154177  

新商品 柴田屋酒店 ×

　　　　　　　　川鶴酒造

川鶴 No.315 
OLIVE EAST 純米吟醸

オリーブで有名な香川県小豆島で2016年から開発を計画
し、その実から発見された「オリーブ酵母」。
そんな珍しい酵母を使って、柴田屋が川鶴酒造さんとタッ
グを組み開発した1本。ネーミングの由来は、東洋（EAST)
の地中海と呼ばれている瀬戸内海と、酵母（YEAST）とをか
けています。そして「315」は、オリーブの日である3月15日
を指すと共に、エンジェルナンバーと呼ばれる「人生に素
晴らしい変化を与えてくれる数字」という意味合いもありま
す。

透明感のあるほのかなレモンイエロー。白ブドウを思わせる清々
しい香りを中心に、白い花やグァバのような甘い香りも。甘みの
後、上品で溌溂とした柑橘様の酸が抜けていく爽快な後口です。
和食はもちろんのことイタリア料理や地中海料理と驚くべきペア
リングを魅せてくれることまちがいなし。【よく合う食材・料理】白
身魚のカルパッチョ、アンチョビパスタ、白カビ系のチーズ、アク
アパッツァ、牡蠣のアヒージョ等
■蔵元：川鶴酒造（香川県）　■原料米：香川県田野々地区 山田
錦　■精米歩合：58％　■アルコール度数：15度

取り扱いは柴田屋だけ！ オリジナルPB特集
果実酒  Fulun れもん 300ml
 瀬戸内の愛媛県宇和島産レモンを使用。フレッシュ感あふれる香りと味わい。

果実酒  Fulun いちご 300ml
大分県産のサマープリンセスを使用。苺のジューシーな果肉をしっかり感じます。

果実酒  Fulun ラ・フランス  300ml
山形県産ラ・フランスを使用。芳醇な香りと濃厚な甘味、滑らかな舌触りです。

商品コード121608  

商品コード121609  

商品コード121607  

大那 大辛口  純米吟醸酒  キレッキレ！

冴えわたるシャープさと冷涼さすら感じる透明
感。ほのかな麹の香りと清涼感のある味わい
で、どのジャンルの料理でも、キレよくスッキリと
受け止めます。

■蔵元：菊の里酒造（栃木県）  　
■原料米：栃木県産五百万石 100％　　
■精米歩合： 60％　■アルコール度数： 15度

1800ml：商品コード154171  

720ml：商品コード154172  

天吹 花笑 Hanae(ハナエ) 純米吟醸  

月下美人といちごの花酵母を使用して醸造。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

1800ml：商品コード154165  

720ml：商品コード154166  

川鶴 UMAMI（ウマミ）

香川県は、いりこの名産地。出汁(UMAMI)を日
常的になものとしている感性とノウハウが最大
限に活かされています。繊細かつ多様な出汁に
合う“UMAMI”専用の日本酒です。

■蔵元：川鶴酒造（香川県）  　
■原料米：オオセト　
■精米歩合： 65％　■アルコール度数： 15度

1800ml：商品コード120962  

720ml：商品コード120963  

吾有事  14C（わがうじジューシー）

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。甘酸の
バランスも素晴らしい仕上がり。生酒はさらにフ
レッシュさを演出させたバージョンです。

■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

1800ml：商品コード153956  

720ml：商品コード153957  

【生酒】1800ml：商品コード154140 
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陸奥八仙 特別純米 緑ラベル
甘く華やかな香りは少し落ち着いた感じを思わせるものの、存在感は健在。優しい香り、旨味と程良い酸を感じるバラ
ンスの取れた味わいに仕上がりました。
■蔵元：八戸酒造（青森県）  　■原料米：麹 :華吹雪　掛 :まっしぐら　　 ■精米歩合：麹 :55%　掛:60%　■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード96885   1800ml：商品コード96879  

季節の移ろいを感じる初秋の限定酒 第一弾 

竹葉 純米ひやおろし
しっかりとした米の味わいと穏やかな酸味がバランス良く調和し、旨口の余韻が食を進めます。香ばしく焼いた季節の
魚やきのこと合わせて。
■蔵元：数馬酒造（石川県）  　■原料米：能登産山田錦 100%　　■精米歩合：55%　■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード194371   1800ml：商品コード194370  

栄光冨士 純米大吟醸 熟成蔵隠し(ひやおろし) 
やや軽く感じてしまいがちな五百万石を熟成させ深みを持たせ、原酒のまま瓶詰めしました。ひやからぬる燗までさま
ざまな温度でお楽しみください。
■蔵元：栄光冨士（山形県）  　■原料米：五百万石　　 ■精米歩合：50%　■アルコール度数： 16.3度

720ml：商品コード121794   1800ml：商品コード153970  

天吹　純米　雄町ひやおろし
コスモス酵母で醸造。爽快な酸味が味の幅を広げ、くどくない旨味は、脂っけのある料理にも良い相性をみせます。
ぬるめの燗もおすすめです。
■蔵元：天吹酒造（佐賀県）  　■原料米：雄町　　 ■精米歩合：65%　■アルコール度数： 15.5度

720ml：商品コード121788   1800ml：商品コード121787  

天吹　秋に恋する純米
米の旨みがたっぷり詰まった辛口の純米を低温熟成させました。旨みが濃いのにスッキリいただけます。

■蔵元：天吹酒造（佐賀県）  　■原料米：非公開　　 ■精米歩合：65%　■アルコール度数： 15.5度

720ml：商品コード196201   1800ml：商品コード196200  

水芭蕉 純米吟醸 ひやおろし
瓶火入れ後、ゆっくり蔵の中で熟成させた円熟した味わいです。優しい香りのなかに、丸みをおびた味わいが口中に
ひろがります。
■蔵元：永井酒造（群馬県）  　■原料米：兵庫県三木市別所地区産山田錦　　 ■精米歩合：60%　■アルコール度数： 15度

720ml：商品コード191120   1800ml：商品コード99975  

谷川岳 純米ひやおろし
永井酒造の『谷川岳』シリーズの定評ある超辛純米酒をほど良く熟成させました。円熟された旨みを秋の旬物と一緒
にお楽しみください。常温または冷やしてお召し上がりください。
■蔵元：永井酒造（群馬県）  　■原料米：国産米　 ■精米歩合：65%　■アルコール度数： 15度

720ml：商品コード131388   1800ml：商品コード131389  

七賢　純米　ひやおろし
搾りたての新鮮でフルーティな香りは残しつつ、角のとれた柔らかな口当り。冷やで、常温で、燗で良し、お好みの温
度帯でどうぞ。冷やした場合は、ワイングラスですと個性を鮮明に味わうことができます。
■蔵元：山梨銘醸（山梨県）  　■原料米：ひとごこち・あさひの夢　 ■精米歩合：70%　■アルコール度数： 15度

720ml：商品コード115227   1800ml：商品コード26615  

山川牛男
2021年第三弾は米沢牛。山形では芋煮が内陸（牛肉×醤油）と海側（豚肉×味噌）で全く違うため、終わりなき芋煮戦
争が繰り広げられています。小嶋総本店が取り組む酒四段を活用し、軽快ながらも複雑な味わいが、米沢牛の柔ら
かな味わいによく合います。
■蔵元：小嶋総本店（山形県）  　■原料米：山形県産米　 ■精米歩合：50%　■アルコール度数： 14度

720ml：商品コード153977   1800ml：商品コード153976  


