
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 ド ラ ボングラン　マコン  ヴィラージュ  テヴネ カンテーヌ 2017
このドメーヌの他のワインよりも熟成期間を若干短くしリリースされるコスパのよいアイテム。ビオロジック農法で
栽培され、手収穫されたドメーヌのブドウだけを使って造られています。レモンの蜂蜜漬けやハーブなどの香り
があり、ほどよいボリュームがあります。

〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　　○生産者：ドメーヌ ド ラ ボングラン　○ブドウ品種： シャルドネ100％　○白　辛口　

商品コード211142
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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 ポール ピヨ ブルゴーニュ  ピノ ノワール2019
白ワインのスペシャリストが造るピノらしく果実味に富んだ滑らかな味わい。粘土石灰質土壌の平均樹齢約
35年のブドウを使用。100%除梗後にコンクリートタンクで12-15日の発酵・醸しを行い、タンクと樽で熟成させ
ます。ブルーベリーやカシスなどの黒系果実のアロマにタンニンは柔らかく溶け込んでなめらか。洗練された
ブルゴーニュ ピノ ノワールです。     
〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　　○生産者：ドメーヌ ポール ピヨ　○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211140

 シャトー　キュルトン　ラ　ペリエール　 2018
ブルーベリーなどの黒系ベリーの豊かな果実味とチョコレートのニュアンス。程よい骨格があり、タンニンも滑ら
かで、スムーズな口当たりのワイン。

〇産地：フランス　ボルドー地方　　○生産者：シャトー 　キュルトン　○ブドウ品種： メルロ100% ○赤　ミディアムボディ

商品コード211139

限定24本

限定12本

Loire ロワール

ドメーヌ デ カールアンジュー  ヴィラージュ  トラディシオン2018
2007年にセドリック、ヴェロニック夫妻がドメーヌを取得し、その後の改革を通し品質が大幅に向上。ベリー系
の赤果実の香り。スパイスのニュアンスも感じられます。なめらかで丸みを帯びた、果実味と酸のバランスが
いいワイン。 
〇産地：フランス　ロワール地方　　○生産者：ドメーヌ デ カール　○ブドウ品種：カベルネ フラン100％ 　○赤　ミディアムボディ

商品コード211141

限定24本

限定36本

新
定番商品

Lombardia  ロンバルディア

 1701（ディチャセッテウノ）  フランチャコルタ  ブリュット ナチュール  NV
【フランチャコルタで唯一ビオディナミ認証を取得した造り手】
1701年に最初のキュヴェを生み出した歴史あるワイナリー。澱と共に規定より長い30ヵ月間熟成。青
リンゴや熟したリンゴといった果実のフレッシュさとミネラル感がバランスよく融合しています。爽やかか
つ複雑な印象。シャルドネのエレガンスとピノ・ネロのふくよかさが絶妙に絡み合った、調和の取れたフ
ランチャコルタです。瓶内二次発酵。

〇産地：イタリア　ロンバルディア州　　○生産者：1701（ディチャセッテウノ）　○原産地呼称：DOCG. FRANCIACORTA
○ブドウ品種：シャルドネ、 ピノ・ネロ　○白　スパークリング　辛口

商品コード221445
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イタリア最大のオーガニック・ビオディナミを実施する自然派ワイナリー
「Cantina Orsogna」に新しい仲間が加わりました！

　　　　　ビオディナミ（デメテール認証）

　　　　ルナリア　ブチェファーロ　オレンジ
蜂蜜のような味わいと、ギリシャのルーツにより “神のネクター”（古代ギリシャ神話におけるネクタル、神々が常食
とする生命の酒・不老不死の霊薬である薬酒・滋養のある飲み物）がその語源と呼ばれることもあるマルヴァジ
ア。味わい深く、地中海のハーブを思わせる複雑な香り。ベルベットのような上品な舌ざわりに、シロップのような
粘性を感じます。余韻は長く、心地の良い爽やかな甘みが印象的です。
[生産国]イタリア　アブルッツォ州
[品種]マルヴァジア
[タイプ]やや辛口　 [サーヴ温度] 10-12℃

商品コード: 900607  

　　　　オーガニック認証済み（ユーロリーフ）

　　　　ピクニック　パッセリーナ　 BIB 5L
緑がかったライトイエロー。アカシアやサンザシのような白い花のような穏やかなフローラ
ルのブーケ。フレッシュな酸と軽やかな柑橘系の味わい。 ※750㎖換算＠578円
[生産国]イタリア　アブルッツォ州
[品種]パッセリーナ85%以上
[タイプ]辛口　[サーヴ温度] 9-11℃

商品コード: 900613  

　　　オーガニック認証済み（ユーロリーフ）

　    ピクニック　プリミティーヴォ　 BIB 5L
濃いルビーレッド色。フルーティさとフローラルさが香り、口中では温かみとしっか
りと骨格があるフルボディを感じます。※750㎖換算＠578円
[生産国]イタリア　アブルッツォ州
[品種]プリミティーヴォ100%
[タイプ]辛口　[サーヴ温度] 14-16℃

商品コード:900614  

●●● コク深ジューシー  ●●●

既存ラインナップから秋におすすめの商品をご紹介！　

     ビオディナミ（デメテール認証）  
     ブチェファーロ  ロッソ

光を通さない濃いルビーレッド。赤い果実、ジャム、アー
モンドの香り。ほんのり甘く、まろやかで柔らかく濃厚。
フィニッシュはワインの特長となるアーモンドの風味を楽
しめます。
[生産国 ]イタリア　アブルッツォ州
[品種 ]モンテプルチアーノ 100％
[タイプ ]フルボディ  　 [サーヴ温度 ] 14-16℃

商品コード: 900305  

     ビオディナミ（デメテール認証）  
     ルミナット プリミティーヴォ

プラムやチェリー、スミレの香り。まろやかな口当たり
で、タンニンは優しくバランスの良い酸。余韻には赤系
果実のジャムを感じます。
[生産国 ]イタリア　アブルッツォ州
[品種 ]プリミティーヴォ 100％
[タイプ ]フルボディ  　 [サーヴ温度 ] 14-16℃

商品コード: 900527  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商品コード: 148667 

商品コード: 181854 

商品コード: 149424 

商品コード: 117757 

深まる秋に…
自然派オレンジワインのすすめ

商品コード210553 

オレンジワインはアプリコットやオレンジピールといったアロマ
ティックな白ワインを思わせる香りと、赤ワインのような渋味と
苦味を併せ持った飲みごたえ。冷やしすぎず、じっくり味わっ
てみてください。

【オーガニック】ピノグリージョを主体にフードルで発酵後、アンフォラと木樽で熟成。ルビー色の外観に、ハーブやチェリーの

香り、さくらんぼを連想する愛らしい果実に控えめな酸が印象的です。19世紀後半に母から娘や義娘に受継がれた月形イ

ヤリング「sciacquajje」がラベルに描かれています。

□生産国：イタリア　アブルッツォ州　 □ブドウ品種：ピノグリージョ 85% その他15%　□ヴィオディナミ

ファビュラス フォエミネ ピノグリージョ

【オーガニック】オレンジピール、黄桃、シェリーの深みのある香り。まるみのある酸味と果実味。マセラシオン由来の旨みと

コクがあり、余韻がほんのりスパイシーでドライなワイン。温度管理されたステンレスタンクによる発酵（天然酵母）シュール

・リー。ステンレスタンク熟成。

□生産国：イタリア　トスカーナ州　 □ブドウ品種：トレッビアーノ 100% 

カルロ タンガネッリ　アナトリーノ

【オーガニック】個性は「完全なもの」よりもはるかに美しい。自然派オーストリアワインの特別プロジェクト。

除梗率80%。天然酵母のみで発酵。ステンレスタンクでスキン・コンタクトを行ったオレンジワインです。2～4ヴィンテージの

ブレンド。ビン詰め時にのみ極少量のSO2を使用。

□生産国：フランス  アルザス地方　 □ブドウ品種：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% 　

ワビ サビ　オレンジムーン

【オーガニック】アンフォラと樽で自然発酵。金色をおびたオレンジ色。みかんの花、柑橘類、微かにバニラの香り。ドライな

がら、蜂蜜を思わせるまろやかな風味。アペタイザーとして、また、タパスやサーモン、鶏のグリル、ラムチョップとの相性を

お楽しみください。

□生産国：スペイン　ラマンチャ　 □ブドウ品種：ヴェルデホ 100% 　

エル　トロヤノ　オレンジ　ワイン

【オーガニック】コスタ・ディ・ラは伝統的なプロセッコの製法によって造られます。現代の製法とは異なり、コルフォンドと呼ば

れ、酵母添加や澱引きを伴わない瓶内二次発酵方式です。熟した桃やアプリコットのような濃いイエロー 強いミネラルノー

ト 複雑味 ほろ苦いフィニッシュ。

□生産国：イタリア　 □ブドウ品種：モスカート・ジャッロ、グレラ　 □微発泡

コスタ ディ ラ　モツ　NV　　



商品コード115509　 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※別途保証金￥3,000

限定商品！

【限定72本】Far Yeast TAPECUT2 DDH IPA 350ml 缶 
Far Yeast Brewing会社設立10周年を記念として作られたビール、第 2弾です。

「ホッピーかつドリンカブル」  をテーマにトロピカル、シトラス、ベリーなど多様なアロマプロファイルを持つ 6種類の

ホップをふんだんに投入。ドライホップの量を大幅に増量した DDH（Double Dry Hopped）製法で、ホップアロマを前

面に押し出しました。

■醸造所： Far Yeast Brewing （山梨県）■Alc.:6.5％　■スタイル： DDH IPA

新定番商品

 350ml商品コード149735 

【限定48本】Far Yeast CBD Vanilla Milkshake IPA 350ml 缶 

ホップと乳糖を贅沢に使用。バニラが加わり、スムーズな口当たりとジューシーな飲み口です。心地よいホップのアロ

マ・フレーバーに加え、リラックス効果が期待される “CBD”を配合したビールです。

※CBD（カンナビジオール） …大麻の種子や茎から抽出される大麻草特有の成分カンナビジオールとのこと。近年アメ

リカの美容・健康業界で大ブームとなっている。

■醸造所： Far Yeast Brewing （山梨県）■Alc.:6.5％　■スタイル： Milkshake IPA

 350ml商品コード149734 

MEET²（ミート＆ミート）Session IPA　330ml 瓶/15L樽 

～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～
『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）」 。

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。

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。

■醸造所：ベアードブルーイング（静岡県）■Alc.:5.0％　■スタイル： セッションIPA

柴田屋酒店×ベアードブルーイング

 350ml商品コード210797 

 15L商品コード210796 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伊勢角屋麦酒　ヒメホワイト350ml 缶/10L樽  
天然酵母の出すナチュラルな酸味、小麦麦芽による軽やかな口当たり。特徴的なコリアンダーの香りと天然

酵母のスパイシーな香りに、柚子の皮のかすかな香りがアクセント。

■醸造所：二軒茶屋餅角屋本店（三重県）■Alc.:5.0％　■スタイル：ベルジャンスタイル・ヴィットビール

国内ブルワリー【缶ビール】
新規取り扱い開始！

 350ml商品コード183227 　10L商品コード151956 

伊勢角屋麦酒　ペールエール350ml 缶/10L樽  
権威ある英国の国際大会で二回連続で金賞受賞。フレッシュなグレープフルーツの果汁を思わせる柑橘系の

香り。

■醸造所：二軒茶屋餅角屋本店（三重県）■Alc.:5.0％　■スタイル：アメリカンスタイル・ペールエール

 350ml商品コード183226 　10L商品コード131403 

伊勢角屋麦酒　Hazy IPA350ml 缶/10L樽  
にごりある特徴的な外観。すっきりとしたパッションフルーツの香りと柑橘のドライな香りが爽やかに広がりま

す。

■醸造所：二軒茶屋餅角屋本店（三重県）■Alc.:6.5％　■スタイル：ヘイジーIPA

 350ml商品コード183228 　10L商品コード181760 

ワイマーケット　ヒステリックIPA370ml 缶/10L樽  
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。

■醸造所：Y.MARKET BREWING（愛知県）■Alc.:7.0％　■スタイル：アメリカンIPA

ワイマーケット　パープルスカイペールエール370ml 缶/10L樽  

 370ml商品コード148046 　10L商品コード148173 

ライトミディアムなボディーにシトラホップが爽やかに香る。 苦味は控えめで、ごくごく飲める仕上がり。

■醸造所：Y.MARKET BREWING（愛知県）■Alc.:5.5％　■スタイル：アメリカンスタイル・ペールエール

ワイマーケット　イエロースカイペールエール370ml 缶/10L樽  

パープルスカイペールエールをベースに、ゆず皮をたっぷり漬け込んだフルーツエール。ゆずの柑橘感溢れ

る仕上がりに、若干抑え気味に使用したCitraホップがバランスよく香る。

■醸造所：Y.MARKET BREWING（愛知県）■Alc.:5.5％　■スタイル：フルーツペールエール

 370ml商品コード148044 　10L商品コード148175 

 370ml商品コード221119 　10L商品コード210639 

"伊勢から世界へ " を合言葉に世界中のビールコンペティションで金賞の常連

伊勢角屋麦酒

名古屋駅前、柳橋（ Y）市場（MARKET）で産まれた名古屋唯一のクラフトビール醸造所

 Y.MARKET BREWING



7 ※いずれの商品も開栓後は冷蔵保存をお願いします。

出雲月山 純米酒 ひやおろし

島根県産の酒造好適米『五百万石』を使って醸した米の旨みがたっぷり詰まった辛口の純米を、低温貯蔵庫にて一夏かけじっく
り熟成させたひやおろしです。旨みが濃いのにスッキリ飲める不思議な酒です。

■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：16度

720ml：商品コード196213   1800ml：商品コード145604  

いよいよ本番！秋酒・限定酒特集 第二弾

菊の司 季楽 純米原酒 茜
「ひとめぼれ」など飯米仕込みの純米酒を季節で楽しむ限定商品です。茜（あかね）はひと夏を越えて旨みを増した、
秋上がりの純米原酒です。
■蔵元：菊の司酒造 （岩手県） 　■原料米：ひとめぼれ等飯米 　　■精米歩合：65％　　■アルコール度数：16度

720ml：商品コード145636   1800ml：商品コード145635  

刈穂 純米吟醸 秋 kawasemi－カワセミー

kawasemiシリーズの秋商品。春夏を蔵内でゆったりと低温で貯蔵熟成し、香味鮮やかで旨味の凝縮した味わいに仕上がって
います。
■蔵元： 秋田清酒（秋田県）  　■原料米：秋田酒こまち　　 ■精米歩合：50％　　■アルコール度数：16度

720ml：商品コード196195   1800ml：商品コード196194  

今代司 トックリくれないといたずらしちゃうぞ

何とも愉快で楽しそうなラベルですが、中身は料理に合わせやすい正真正銘の純米酒。秋の味覚が並ぶ日本の食卓には日本
酒が似合いますが、このお酒でハロウィン気分も盛り上がります。
■蔵元：今代司酒造（新潟県）  　■原料米：国産米　　■精米歩合：65％　　■アルコール度数：15度

1800ml：商品コード121212  

にいだしぜんしゅ  秋あがり

新酒を春先に火入れし、タンクで貯蔵。ひと夏越して外気と貯蔵庫の中の温度が同じ位になった頃に生詰しました。ふくよかで口
にすると不思議とホッとできる、濃醇で優しい味わいを秋の味覚と共にお楽しみください。

■蔵元：仁井田本家酒造（福島県）  　■原料米：自然栽培トヨニシキ　　 ■精米歩合：80％　　■アルコール度数：16.5度

720ml：商品コード196209   1800ml：商品コード196208  

寒菊 Monochrome 純米大吟醸生原酒（吟ぎんが 50）

進化の止まらない寒菊銘醸の新限定商品です。岩手県産の酒造好適米「吟ぎんが」の50％精米を使用した、純米大吟醸無濾
過生原酒です。

■蔵元：寒菊銘醸（千葉県）  　■原料米：吟ぎんが100％　　■精米歩合：50％　　■アルコール度数：15度

1800ml：商品コード121790  

陸奥八仙 オレンジラベル  純米吟醸 ひやおろし

香り穏やかでキレイな酸とほんのりお米の旨味も感じられます。キリッとシャープな印象です。冷やでもぬる燗でも楽しめます。
秋の夜長にお楽しみください。

■蔵元：八戸酒造（青森県）  　■原料米：青森県産米 　■精米歩合：55％　　■アルコール度数：16度

1800ml：商品コード153974  

八海山 純米吟醸 55％
今や大手スーパーやコンビニエンスストアでも購入可能なまでになった八海山ですが、今回、完全特約店限
定の特別な一本が発売されます！穏やかながらしっかりとした味わいと香りは、単なる新潟系淡麗辛口とは
一線を画した素晴らしい仕上がりです。
■蔵元：八海醸造慢（新潟県） 　■原料米：新潟県産米　■精米歩合：50％　　■アルコール度数：16度

720ml：商品コード121789  

720ml：商品コード121791  

720ml：商品コード181808  

1800ml：商品コード154206  720ml：商品コード154205  

あの八海山より業務用限定の新商品が誕生！
～10月6日よりお届け開始～



“たおやか“な美しいお酒であること。

喜多酒造（滋賀県）
文政３年（1820年）創業。当時は屋号を天満屋と称し、近隣の農家より米を
買い受け、酒造りをしていたそうです。
琵琶湖の東側に位置する「東近江市」に蔵を構え、鈴鹿山脈の水系である
愛知川の伏流水による、軟水の柔らかでまろやか、そして「たおやか」さの
あるお酒を目指して、日々技術研鑽と進化をされている蔵元です。
　『喜楽長』という銘柄は、お客様に喜び、楽しく、酒を飲みながら、長生きを
していただけるようにと、念じつつ名づけたとのこと。
　明確な酒質設計のもと、柔和でしなやかな「たおやか」さを持たせるべく醸
された美酒は、完成度の高い逸品ばかりです。
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喜楽長 辛口純米

商品コード1800㎖：154184

クラシックながら、しっかりとしたボディ感のある辛口酒です。
麹を山田錦にすることで、膨らみと味の奥行きが生まれ、トップからシャープか、しっかり
とした飲みごたえの後、後キレの良い純米酒です。
冷や燗どちらでもお楽しみいただけます。1800mlのみの展開。

定番常時在庫 

喜楽長 純米吟醸 
山田錦麹による柔らかな旨味を吟吹雪によって醸されるキレある酸味が味わいに深み
と軽快さの調和を演出しています。
香りは穏やかな酢酸イソアミル系で、程良い香味は、食中酒としても良好。
デザインは、喜楽長のメインイメージでもある朱靄。酒造りの神々しさを表現していま
す。

定番常時在庫  商品コード1800㎖：154186

喜楽長 辛口純米吟醸
「旨味のある辛口酒が呑みたい」このお酒は、そんな想いから醸しました。
トップには、麹由来の米の旨味が感じられ、その後、口中で広がる辛味の余韻が特徴で
す。喜楽長ならではの造りこまれた深い味わいの麹によって、米の旨味と日本酒度
＋１４の辛味が両立した唯一無二の味わいです。

商品コード1800㎖：154181定番常時在庫 

喜楽長 純米吟醸 たわわ

商品コード1800㎖：154191

すっきりとした吟醸香と味わいの深まりが特徴の14号系自家酵母を採用！秋にかけて旬
を迎える巨峰のような、さわやかな酸が深みのある甘味旨味をやわらかく包み込んだ、
日本酒の旬を感じる味わいに仕上がりました。秋の深まりとともに楽しみたい脂がのった
魚や甘味が詰まった栗などとの相性はもちろん抜群！

秋季限定品 
商品コード720㎖  ：154192

新
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「新酒」とは？

します。

Tasting Bar 柴田屋酒店 通信
Tasting Bar柴田屋酒店本店です。当店では、お酒の業界で話題になっている「タイプ」や「専門用語」をわかりやすく解説した内容で新
聞を作成し、ご来店いただいたお客様に配布したり店内に掲示するなどしています。今号より、飲食店様向けに一層深掘りしたバージョ
ンを連載させていただきます。みなさまの知識充実のお手伝いに少しでもなればうれしいです！

13

皆様こんにちは、本店の滝口です。

季節はすっかり秋へ移り変わり、街の色あいも変化してきましたね。秋とい
えば紅葉や落ち葉からオレンジ色を連想します。ということで、今回はそん
な色味を持ったワイン「オレンジワイン」を掘り下げたいと思います。

【商品コード30383/360円】

🍷オレンジワインって何？

柴田屋おすすめワイン①

ルナリア　
ブチェファーロ　オレンジ
 【商品コード900607】

蜂蜜のような味わいと上品なベルベットのよう
な舌ざわりに、シロップのような粘性を感じます。
余韻は長く、心地の良い爽やかな甘みが印象
に残るオレンジワインです。
オススメの料理：シーフード料理、エビチリや酢
豚といった中華、鶏や豚肉のグリル、中期熟成
のチーズ

原産国：イタリア　アブルッツォ州
品種：マルヴァジア

「白ブドウを赤ワインのように造ったワイン」のことです。
果物のオレンジから造られたフルーツワインと想像された方もいるのでは？オレンジワ
インと言われるようになった理由はずばりワインの色です。（右図参照）
ワイン造りのテクニックに「スキン・コンタクト」というものがあります。ブドウの粒（又は房
ごと）を数時間から数日漬け込むことで、果皮の色や香りを得る効果があります。白ブ
ドウで造られたのにオレンジ色をしているというところから、2004年にイギリスのイン
ポーターが言い始めたことが始まりだそうです。
オレンジワインは、ワイン発祥の地であるジョージアで元々造られていました。　そして
数世紀経てイタリア、スロベニアでも自然発酵ワインとして広まっていきます。その伝統
的なワイン製法が2013年にユネスコ世界遺産登録されたことで、日本でも少しずつ知
られるようになりました。（参考文献：仏ジュランソン生産者　Château Lafitte 
https://chateau-lafitte.com/quest-ce-que-le-vin-orange/)

　（参考：「科学者が書いたワインの秘密」清水健一農学博士著

🍷オレンジワインのキャラクターとは

柴田屋おすすめワイン②

グレープリパブリック　
アランチョーネ　2020
 【商品コード149686 】
デラウェアを全て除梗し4日間皮と醸したもの、全房
発酵させ8日間皮と醸したもの（いずれもステンレス
タンク）、全房発酵でアンフォラにて9日間皮と醸した
ものと3つに分けて醸造。それらをブレンドしました。
醸造、旨味と渋み、そして果実味のバランスがいい
オレンジワインです。
オススメの料理：スパイスの効いたスペアリブ、揚げ
た鶏皮のポン酢がけ 

原産国：日本　山形県
品種：デラウエア100％

白い花やアプリコットなどの香り、味わいはコクがあってまろやか。まれに収れん性（口
の中がキュッとする感じ）があるものもありますが、少し熟成させることで角が取れてい
きます。
さて、どんなお料理に合わせて楽しみましょうか？甘みのある魚介類のサラダ、スモー
クサーモン、ホタテのバターソテー、鶏肉のグリル、セミハード系チーズなどがおすすめ
です。
提供温度も12℃前後とあまり冷やさないことがポイント。冷やしすぎは渋みが際立ちす
ぎる原因になり、せっかくのボリューム感が半減してしまいます。グラスは赤・白どちら
にも使えるような万能型でお試しください。


