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

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。

Bourgogne ブルゴーニュ
ドメーヌ ベルサン ブルゴーニュ コート ドーセール シャルドネ 2019

限定36

ドメーヌ ベルサンはサン・ブリでも最も名の知られた生産者のひとつ。
2009年よりビオロジック農法に転換、
2012年に認証を取得しました。選果後、除梗せずに空気圧式の40 hL圧搾にて圧搾し、500Lの温度管理付
きのステンレスタンクにて発酵。約8ヶ月熟成。フレッシュさと豊かな果実味に加え、余韻にミネラルを思わせ
る味わいがある、親しみ易いワインです。

本

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

商品コード211181

シャトー ド ラ マルトロワ シャサーニュ モンラッシェ ルージュ 2013
ダニエル ピカールが15世紀に造られたシャトーを1940年に入手し設立。1992年から孫にあたるジャン・ピ
エール クルニュが担っており、現在ではシャサーニュ村でトップクラスの高評価を得ているドメーヌです。白
ワインが有名ですが、赤ワインも見事なレベル。いくつかの区画からのブレンドで造られます。伸びやかな酸
味、ほのかなスパイス香の混じったリッチな果実味、ほどよいタンニンの調和のとれた深みのあるワインで
す。

限定12

本

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：ピノ・ノワール100％ ○赤 ミディアムボディ

商品コード211183

ドメーヌ フィリップ シャルロパン ブルゴーニュ ルージュ コート ドール キュ
ヴェ プレスティージュ 2018
ジュヴレ・シャンベルタンというよりブルゴーニュのスター生産者。故アンリ ジャイエの薫陶を受けたことは
有名ですが、ワインへの情熱的かつ真面目な姿勢とディテールに執着する典型的な天才肌の生産者で
す。 ジュヴレ・シャンベルタン村、マルサネ村、そしてわずかにクーシェ村に広がる合計
3haの畑から造られ
ます。豊かな果実味と程よい樽香が楽しめ、このクラスのワインでも十分にシャルロパン氏の華やかなスタ
イルを満喫することができます。

限定24

本

〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：ドメーヌ フィリップ シャルロパン○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211184

Bordeaux ボルドー

限定36

レ ザレ ド カントメルル 2013
比較的手ごろな価格で楽しめるメドック格付け5級「カントメルル」のセカンドワイン。主にシャトーの若木から造
られ、グランヴァンより早くから楽しめます。繊細なタンニン。赤い果実のアロマが心地よく、全体的に丸みを帯
びた味わいでほどよい熟成が感じられます。
〇産地：フランス ボルドー地方 ○生産者：シャトー カントメルル ○ブドウ品種：カベルネソーヴィニヨン 75%、メルロ 25%
○赤 ミディアムボディ

商品コード211182

2

本

本物のテロワールを感じ、環境に感謝したくなるワインを造りたい。
1974年より有機農法のパイオニアで、ワイルドネイチャーを通じてこの土地に対する敬意と労りを払い、サスティナブルな
取り組みを行っています。エチケットにはヴェネツィアとヴェネトに位置する我々の所有敷地内で出会うことのできる動物
たちをデザインしています。

プロセッコ DOC ロゼ ブリュット ナチュール
可愛らしいライトピンク。ゴールデンアップルのようなフレッシュなフルーティさ、白い
花、バラ、赤系果実が香ります。口中では香り高さとフルーツを感じ、バランスの良い
すっきりとした味わいです。余韻は繊細かつエレガント。
[生産国]イタリア [品種]グレラ90%、ピノネロ10% [タイプ]ロゼ・泡 ・辛口
[サーヴ温度] 6ºC - 8ºC
商品コード: 900663

NEW ARRIVALS ₋今月の新商品₋
HABLAのワインは全て唯一無二。テロワールの特徴を偽ることなく表しています。ワイン造りの過程におい
て、またブドウの生育や環境によって最適を求めるからこそ、HABLAは各々のナンバーが名前になってい
ます。それ故限定品となり、同じものは二度と造られません。
※ブランドコンセプトにより毎年セパージュ（使っているブドウ品種、またその使用割合）が変わります。ご了
承ください。

アブラ No.20（ヌメロ ヴェインテ)
紫がかった輝きのある色。熟した苺やグレープフルーツ、オレンジブロッサム、ロー
ストナッツの香り。ほんのりとしたブドウ由来の甘味と、フレッシュな酸のバランスが
非常に良く、余韻は長め。凝縮された果実の熟した味わいと柔らかなタンニンが心
地よく感じられます。
[生産国]スペイン [品種]シラー [タイプ]赤・フルボディ
[サーヴ温度] 16-18℃
商品コード: 900605

アブラ No.21 (ヌメロ ヴェインティ ウノ)
いきいきと深く輝くマホガニーレッドにガーネット色のヒント。ミントのようなフレッシュ
さ、バルサミコ香、シダーウッドを感じる香りから複雑なミネラル感、セイヨウカリンの
ようなフルーツの香りへと続きます。繊細でシルクのようなエレガントな口当たり。ふ
くよかながらフレッシュさもあり、より杯がすすみます。
[生産国]スペイン [品種]カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、マルベック、プ
ティ・ヴェルドー [タイプ]赤・フルボディ
[サーヴ温度 ] 16ºC - 18ºC

商品コード: 900606
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料理を引き立て注文杯数もUP！
食欲の秋におすすめワインセット

ジューシーコク旨赤セット

肉に野菜に魚に！白セット

商品コード：109246

商品コード：109247

ｶｻ ﾓﾝﾃｽ ｱﾝﾊﾟｶｰﾏ ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ 2019

ｷﾘﾋﾞﾝﾋﾞﾝ ｼｳﾞｧｰ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 2019

ﾃﾞﾙﾊｲﾑ ｼﾗｰｽﾞｶﾍﾞﾙﾈ 2017

ｼｬﾄｰ ｸｰﾛﾝ ｺﾙﾋﾞｴｰﾙ ﾌﾞﾗﾝ 2019

ｸﾘﾝｶｰﾌﾞﾘｯｸ ﾌﾞﾘｯｸﾒｲｿﾝ ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 2017

ﾗ ｶﾞﾊﾞﾁｬ ｿｰｳﾞｨﾆｮﾝﾌﾞﾗﾝ 2020

素直な果実味赤白セット

バランス＆コスパ抜群赤白泡セット

商品コード：109249

商品コード：109248

ﾌﾟﾛｾｯｺ DOC ﾌﾞﾘｭｯﾄ 2019

ｶﾝﾃｨｰﾅ･ｵﾙｿｰﾆｬ ﾌﾞﾁｪﾌｧｰﾛ ﾋﾞｱﾝｺ ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ
ｶﾝﾃｨｰﾅ･ｵﾙｿｰﾆｬ ﾊﾟｯﾁﾜｲﾝ ﾊﾟｯｾﾘｰﾅ 2020

CL98 ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ 2020

ｱﾏｽﾄｩｵｰﾗ ｱﾏ ﾛｯｿ ﾌﾟｰﾘｱ 2016

ﾏﾈﾛ ﾋﾞｱﾝｺ 2016
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新規取り扱いスタート！

VECTOR BREWING
ベクターブルーイング （東京都）は、飲食店を展開するライナ株式会社の一事業部からスタートしました。
2013年に「Vector Beer」という国産のクラフトビールを扱うビアレストランを新宿御苑に開業。1年後、その隣に２
号店「Vector Beer Factory」を出店しています。「せっかくなら自分たち造ったビールをお客様に飲んでもらいた
い！」という想いから、ビール醸造がスタートしました。紆余曲折を経て、計画から１年後に無事醸造免許がおり
「新宿Beer Brewing」が始動します。その後、好評を得て年間生産量7Kでは足りないほどになり、モノづくりの町
「浅草橋」に新工場を設立しました。気軽で自由に楽しめる、今よりもっとビールを飲むのが楽しくなる、そんな
ビールを目指しています。

VECTOR BREWING ねこパンチ 330ml 瓶/15L 樽
ねこパンチのような可愛らしい苦味。ほのかな酸味とさっぱりとした飲み口。柑橘を思わせる爽
やかなホップの香りが特徴の小麦を使ったペールエールです。
■Alc.:5.0％ ■スタイル： ウィートペールエール

330ml商品コード：260049
15L商品コード：260050

VECTOR BREWING ～猫結び～ インディアピンクエール
330ml 瓶
ビーツを使ったピンク色のHazy IPA。グレープフルーツのような柑橘系の香りが特徴的です。
IPAにしてはアルコール度数が低めで飲みやすい仕上がりに。
■Alc.:5.0％ ■スタイル： ピンクIPA
330ml商品コード：260051

トムキャットヘイジーIPA 330ml 瓶
王道なHazy IPA。El Dorado、Strataの2種のホップをふんだんにドライホップ。マンゴーや
パッションフルーツを思わせる、濃厚でジューシーなアロマを引き出し、小麦のまろやかなコク
も相まって飲みごたえも十分な自信作です。
■Alc.:5.0％ ■スタイル： ヘイジーIPA
330ml商品コード260052

5

溢れる個性で人気急上昇中！
マイクロブルワリー特集 Vol.2
横浜ベイエリアに2019年9月開業した ｢アパホテル＆リゾート〈横浜ベイタワー〉｣の１階で、ホテルと同時オープンしたレストラン併設のマイクロブルワリー。

REVO BREWING（レボブルーイング）

Neutral Wheat 15L樽
ヴァイツェン酵母特有の青リンゴや洋ナシを感じる芳醇な香り、コリアンダーシードによりスパイシーなニュ
アンスも楽しむことができる、新感覚ホワイト系ビール。ドライなフィニッシュ、フルーティーな香りで飲み飽
きない仕上がりです。

限定3樽

■Alc.:5.0％ ■スタイル：ヴァイツェン
15L商品コード260053

横浜家系 IPA 15L樽
濃厚なビール界の家系！霞みがかった橙色にマンゴーやオレンジなどのトロピカルなアロマが香ります。
酵母とホップによるジューシーな香りとオーツ麦由来のとろみが絡み合い芳醇な味わい。
■Alc.:6.8％ ■スタイル：IPA

15L商品コード199332

Green Room 15L樽
明るい黄金色にオーツ麦によるやわらかい口当たり、大量のホップによるシトラスやグラッシーな香りが楽
しめます。3%というアルコール度数ながら飲みごたえのある味わい。
■Alc.:3.0％ ■スタイル：Session IPA
15L商品コード199333

限定3樽

「ベルギー＋アメリカ」スタイルのビールに特化した醸造所として、
2015年に京都で製造開始。
ベルギースタイルの伝統にアメリカスタイルの息吹を加えて新たな解釈をほどこす。

京都醸造

京都醸造 一期一会 缶 350ML 缶
ベルジャン酵母とモダンなホップの組み合わせにより、華やかかつ爽やかな柑橘系アロマとドライな飲み
口が特徴。
■Alc.:5.5% ■スタイル：セゾン

330ml商品コード221367

京都醸造 黒潮の如く 350ML 缶
黒色麦芽由来のロースト感とベルジャン酵母由来のフルーツ感がうまくまとまっていて、アルコール度数を
上回る深い味わい。しっかりとした満足感が得られるスタウト。
■Alc.:6.0% ■スタイル：ベルジャンスタウト
330ml商品コード221368

京都醸造 一意専心 缶 350ML
ベルジャン酵母＋アメリカンホップで造る酵母が自慢のipa。一般的にIPAと言えば苦味だが、一意専心はク
ラシックホップのシャープでここちよい柑橘香の特徴が、ベルジャン酵母のフルーツ感とバランスよくまとまっ
ています。これまでのIPAとは違った味わいが欲しい方に。
■Alc.:6.5% ■スタイル：ベルジャンIPA

330ml商品コード221369
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お燗番の太鼓判！燗酒で“温度のおもてなし”
龍勢 夜の帝王 特別純米 1800ML
ＩＷＣ（インターナショナルワインチャレンジ）で最高賞トロフィーを受賞するなど、世界的に高い評価を受けている蔵元のフラッグシップ。
米のエキスを最大限引きだした純米酒は、濃醇辛口ファンを集めています。
■蔵元：藤井酒造（広島県） ■原料米：八反錦 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：16度 ■酒度+8 ■酸度：1.7
1800ml：商品コード83272

木戸泉 自然舞 純米酒 1800ML
無農薬・無化学肥料はもちろん、堆肥も動物性ではなく植物性のもののみ使用。土がもつ本来の力を充分に発揮した、自然農法で育
てられたお米を原料にした純米酒です。燗にすると味わいが膨らみより甘みを感じます。
■蔵元：木戸泉酒造（千葉県） ■原料米：自然農法華吹雪・五百万石

■精米歩合： 65％ ■アルコール度数： 16度 ■酒度+2 ■酸度：2.2

1800ml：商品コード150519

八戸酒造 陸奥八仙 特別純米 1800ML
上立香は控えめながらトロリとした口当たり。バランスがとれた濃厚旨口タイプですが、後口に酸のスッキリとしたキレがあるので、とて
も飲みやすく誰もが美味しく感じる純米酒です。2019年～2021年 全国燗酒コンテスト最高金賞！
■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96435

川鶴酒造 川鶴 純米酒 UMAMI 柴田屋ｵﾘｼﾞﾅﾙ 1800ML
うどん県香川にて出汁(UMAMI)を日常的になものとしている感性とノウハウを最大限に活かして醸されました。範囲の広いミドルレンジ
の味のトーンと繊細かつ多様な出汁(スープストック)に、合わせられるではなく、「合わせる」という針の穴を通すような素晴らしい酒質設
計をしっかりと感じる事ができます。ぬる燗と温かい御出汁との相性は癒しのマリアージュです。
■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：16度 ■酒度+2 ■酸度：1.8
1800ml：商品コード120962

木下酒造 玉川 特別純米 1800ML
蔵元から程よい熟成を経て、円やかさと旨みをしっかりと演出させた燗映えする純米酒です。たっぷりの旨みに程よい酸、そしてあと切
れの良い辛口な仕上がりが見事！飲み頃の温度帯も常温から上燗をお勧めいたします！(ハーパーさんは「70度以上でもフツウにうま
いよ！」とか言ってます笑)
■蔵元：木下酒造（京都府） ■原料米：五百万石（兵庫県、京都府） ■精米歩合： 60％ ■アルコール度数： 15度■酒度・酸度：非公開

1800ml：商品コード180279

小町酒造 三代目長良川 純米酒 1800ML
「日本酒はお米の旨味を味わう酒」を主旨に、赤味噌文化圏の酒としてしっかりと旨味を醸しだしました。豊潤な旨味・甘味・酸味のバラ
ンス。軟水仕込によるスッキリとした後口。「シンプルな旨み」が堪能できます。
■蔵元：小町酒造（岐阜県） ■原料米：飛騨ホマレ /掛米：岐阜産米 ■精米歩合： 65％ ■アルコール度数： 15度 ■酒度+5 ■酸度：1.7

1800ml：商品コード145071

惣誉 生酛仕込 特別純米 1800ML
伝統的な生もとで仕込んだ特別純米酒。密度の高い綺麗な旨味。生もと由来のしっかりとした酸が、全体の味わいを引き締めます。濃
い味の料理や揚げ物、香りの強い料理と合わせても引けを取らず、口中をサッパリとしてくれます。常温から上燗につければ、解けるよ
うな旨みとなめらかさに魅了されること間違いなしです。
■蔵元：惣誉酒造（栃木県）

■原料米：特 A地区山田錦

■精米歩合： 60％

■アルコール度数： 15度 ■酒度+4～5 ■酸度：－

1800ml：商品コード121790

喜多酒造 喜楽長 辛口純米酒 1800ML
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。
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。温度を高くすれば爽快感も併せ持つ燗酒に！
■蔵元：喜多酒造（滋賀県） ■原料米：日本晴 /山田錦(滋賀産) ■精米歩合： 65％ ■アルコール度数： 16度 ■酒度+8 ■酸度：1.6

1800ml：商品コード154184

【飲食店様限定】玉乃光 純米吟醸 旨辛 1800ml
純吟でこの価格！？京都の名門、玉乃光が出す特約のみの限定純米吟醸です！妥協の無い食中向けに仕上がっています。酒質は完全
な辛口ですが、濃厚な旨みもあるため美味しい余韻もあとを引きます。燗酒、常温、冷やと、どう転んでも美味しく楽しめるのがこのお酒の
強み。まさにシーンを選びません。
■蔵元：玉の光酒造（京都府） ■原料米：国産酒造好適米 ■精米歩合： 60％ ■アルコール度数： 15度 ■酒度・酸度：非公開

1800ml：商品コード154145
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再注目！
お湯で、ソーダで「割って美味しい」焼酎特集
天盃 ｸﾗﾌﾄﾏﾝ多田 麦 1903 25度 720ml
Craftman クラフトマン 多田シリーズより、今回はワイン酵母を使用した19シリーズコレクション。ベースはスパ
ニッシュオレンジ、使用するワイン酵母は「1903」。爽やかでほどよいビターな香味にスッキリした余韻。ソーダ割
りやロックがオススメです。
720ml：商品 コード154213

天盃 麦焼酎 ありがとうございます 35度 720ml
コニャックやウィスキーと同じ二回蒸留、そして福岡県と佐賀県産の二条大麦のみを使用したこだわりの麦焼酎
・・・なんと3年以上熟成したプレミアムな逸品です。深みと香ばしさのある麦のエキスが熟成により円熟しており、
芳醇にして滑らかな味わいとコクを存分にお楽しみいただけます。
720ml：商品 コード154167

天盃 ｸﾗﾌﾄﾏﾝ多田 2020ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞｺﾚｸｼｮﾝ 300ml×3 化粧箱
こんな麦焼酎は見たことも聞いた事もない・・・！未体験のプレミアムな
3本セット限定品！！！
①なんと!清酒用9号酵母、②県外初、日本酒以外初、門外不出の酵母、③脅威の出麹酸度を誇る酵母で仕込
み！！
1セット：商品 コード154176

天盃 ｸﾗﾌﾄﾏﾝ多田 ｽﾊﾟﾆｯｼｭｵﾚﾝｼﾞ麦 25度 1800ml・720ml
柑橘類を思わせる軽やかかつ爽やかな香りが特徴です。口当たりはとても滑らかで、香りと似た柑橘系のスッ
キリ感の後、二条大麦のリッチな余韻を楽しめます。タイ・アジ・マグロなどのサッパリした味わいの魚、焼き鳥・
タンなどの脂身少な目のお肉、塩やレモンをあしらったお料理などと抜群の相性を発揮します！
720ml：商品 コード154156

1800ml：商品 コード154155

天盃 ｸﾗﾌﾄﾏﾝ多田 ｷｬﾝﾃｨﾌﾞﾗｳﾝ 麦25度 1800ml・720ml
麦焼酎しか造らない職人が、「食」と「和」を追求した焼酎「クラフトマン多田」を創りました。キャンティブラウンは、
香り柔らかく甘みや旨味、深みのあるシルキーな味わい。濃厚な味の料理に、お湯割り、前割り燗、ロックで合わ
せるのがおすすめ！
720ml：商品 コード154158

1800ml：商品 コード154155

高橋酒造 The SG Shochu KOME 750ml
SGとは「 Sip & Guzzle」 のこと。Guzzleは「気軽に飲む」、Sipは「味わって飲む」の意味があります。Sipでも
Guzzleでも楽しめるようにデザインされたこのお酒は、カジュアルなバースタイルで、クラシックなカクテルでと、
より自由で創造的な焼酎の楽しみ方を提案します。米の蒸留酒ににしか出せない吟醸の華やかな香りとコク、
旨味を両立させた、カクテルベース用に開発した本格米焼酎です。
750ml：商品 コード172382

三和酒類 The SG Shochu MUGI 750ml
世界中のカクテルコンペティションで数々の受賞歴を持つバーテンダー、後閑信吾
(ごかん しんご)氏が率い、世
界的なバーアワードでその店舗が上位に名を連ねる
SG Group監修の元、「カクテル利用」を主目的として開発さ
れた本格麦焼酎です。カクテルでもシンプルな飲み方でも、多様なスタイルで美味しく楽しめる新しい焼酎像を提
案いたします。
750ml：商品 コード172384

重家酒造 ちんぐ 白麹仕込み 25度 1800ml・720ml
麦焼酎発祥の地で造られる、壱岐焼酎。壱岐産米と大麦で仕込んだ麦焼酎です。減圧蒸留と常圧蒸留のブレ
ンド。スッキリとした飲み口で、フルーティーな味わいをお楽しみいただけます。特に魚料理との相性が抜群で
す。オススメの飲み方は、ロック、水割り、そしてソーダ割り！焼酎
1：炭酸3でその名も「シュワッちんぐ」、ご賞味
あれ！
1800ml：商品 コード160623
720ml：商品 コード160625

重家酒造 ちんぐ 黒麹仕込み 25度 1800ml・720ml
常圧蒸留ならではの麦の香ばしさ、まろやかで優しい甘みが広がります。肉料理など味が濃い料理と相性抜
群です。オススメの飲み方は、ロック、水割り、お湯割りなど。冬は前割り熱燗がオススメです。
720ml：商品 コード160627
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1800ml：商品 コード160626

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！

皆様こんにちは、本店の滝口です。
ワインの話題として必ずと言っていいほど出てくる酸化防止剤や亜硫酸といった
ワード。「頭が痛くなる」「身体に悪いのでは？」といった声が日本では聞かれます
が、果たして本当でしょうか？正しく知ってお客様にワインを楽しんでいただきま
しょう！
参考図：きた産業 ワイン醸造の基礎 亜硫酸のはなし

🍷亜硫酸（SO２）とは何ぞや？
亜硫酸はワインの裏ラベルに酸化防止剤として表示されて
います。働きとしては、①酸化による劣化を防止②殺菌作用
③バクテリアの抑制の３つが挙げられます。
図１のように果汁やワインに添加された亜硫酸は、その一部が
糖やアルデヒド、アントシアニンなどと結合し、亜硫酸としては
ほとんど効果のない結合型になります 。抗酸化作用を示すもの
は、遊離亜硫酸と言われる SO2（二酸硫黄）と HSO3-（重亜硫酸イオン）。殺菌作用は SO2のみです。 ボトル詰めされた後の遊離
亜硫酸は、酸素と結合し酸化防止効果として 結合型に変化してゆきます 。ワインは、ボトリング後数か月後以降に飲まれるこ
とが多いので、 真の亜硫酸である遊離亜硫酸は、ほぼ存在していない状態 になります。

🍷身体によくないってホント？
WHOによる亜硫酸の最大無毒性の基準は、 1日に体重 1㎏あたり70mg摂取です。例えば、ボ
トリング後の最終 SO2含有量で最大 350mg/L（貴腐ワインの場合）として、 体重50㎏の人が 1日
に10Ｌ（13本分）近く飲んでも無害 という計算になります。
さて、ワインを飲むと頭が痛くなるというお話も聞きますが、最近になり その原因はチラミンと
いう物質であることが分かってきたそうです。このチラミンの大部分は乳酸発酵（ MLF）中に乳
酸菌によって作られますが、乳酸菌の種類によっても生成が抑えれられる物もあるのだと
か。

します。

（参考資料「科学者が書いたワインの秘密」清水健一農学博士著、きた産業 「ワイン醸造の基礎 亜硫酸のはなし」）

オーガニックワインだから酸化防止剤を使っていない、というわけではありません。オーガニックワインは、 EUの規定で定め
られた基準を守って作られたワインのことで、自然な有機栽培で育てられたぶどうを使用します。規定量までなら亜硫酸を
使うことが認められており、添加してはいけないという決まりはないので、全く入っていないわけではないのです。ただ、ビ
オロジック農法やビオディナミ農法でつくられたブドウを使ったワインは、亜硫酸塩を一切使用しないものもあります。
（参考：神の雫https://kaminoshizuku.jp/）

柴田屋おすすめワイン①

柴田屋おすすめワイン②

カンティーナ・オルソーニャ
ルナリア チビタス

ファミーユ ファブル
シャトー クーロン コルビエール ブラン

【商品コード900493】
藁色。力強い香りはほんのりとエニシダ
と白い果実を感じさせ、次第に空気のよ
うに軽やかになっていきます。フレッシュ
で力強く、フルーティなフルボディの白ワ
インです。デメテール認証/ビーガン
オススメの料理：シーフード料理、中期熟成
のチーズ、ペペロンチーノパスタ、白身の肉
のグリエ

【商品コード900582 】
ヘーゼルナッツやスイカズラの甘い花の香り。
口に含むとサンザシの白い花の様な、複雑で
繊細な香りが広がり、上品でエレガントな余
韻へと続きます。 オーガニック
オススメの料理：前菜や、魚介、貝類
原産国：フランス ラングドック地方
品種：ルーサンヌ70％、グルナッシュ・ブラン30％

原産国：イタリア アブルッツォ州
品種：ペコリーノ
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