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 ソメーズ ミシュラン マコン ウ゛ィラージュ 2018
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。ビュシエール村に位置している泥土・粘土質の土壌の畑のブドウから造られる村名マコネ
です。まるみがありバランスがとれた味わい、トーストやバニラのニュアンスとレモンのような爽やかな余韻を持ちます。

限定24

本

〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 マコネ ○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

商品コード109283

Côtes du Rhône コート デュ ローヌ
ドメーヌ デ セネショー シャトーヌフ デュ パプ ブラン 2017
20世紀初頭にレノー家により設立されたドメーヌ。ルーサンヌは樽内で、その他の品種はステンレスタンクで発酵を行
います。明るく緑色を帯びた黄金色の色調で、白桃や白い花のアロマ、樽熟成のルーサンヌに由来するスパイスが複
雑に溶け込んでいます。エレガントでありながら南国フルーツの風味が余韻として残ります。
〇産地：フランス コートデュ ローヌ地方
○白 辛口

限定12

本

○生産者：ドメーヌ デ セネショー ○ブドウ品種：ルーサンヌ、クレレット、グルナッシュブラン、 ブールブーラン

商品コード109284

Bordeaux ボルドー
シャトー シオラック 2014
ラランド ド ポムロールにあるシャトー。平均樹齢は34年。ビオロジック、ビオディナミの農法も取り入れてブドウを栽
培。非常になめらかな口当たり。香りにはブラックチェリーなどの黒系果実に加えてスパイシーなニュアンス。メルロの
果実味とフランの涼やかさ、マルベックの旨みとタンニンが見事にかみ合ったバランスのとれた1本です。

限定12

本

〇産地：フランス ボルドー地方 ポムロール ○生産者：シャトー シオラック ○ブドウ品種：メルロ80%、カベルネ フラン 15%、マルベック 5% ○赤 ミ
ディアムボディ

商品コード109285

サン テステフ ド カロン セギュール 2017
カロン セギュールのサードラベル。マルキ ド カロンに比べてボルドーでの販売元が限定されていますので希少性は非
常に高いです。果実味、タンニン、酸味のバランスが良く、黒系果実や土っぽさ、シルキーなタンニンがあり、スパイス
のニュアンスも感じられます。エレガントな酸がワインにフレッシュ感を与え、熟成のポテンシャルもあります。

限定12

本

限定12

本

〇産地：フランス ボルドー地方 サンテステフ ○生産者：シャトー カロン セギュール ○ブドウ品種： メルロ 59%、カベルネ ソーヴィニヨン 41% ○赤 フ
ルボディ

商品コード109286

シャトー ルジェ 2018
18世紀に建てられたシャトーで、マコン出身のラブリュイエール家が
1992年に取得。発酵には木桶とステンレ
スタンクを使用し、区画ごとに醸造を実施。発酵は全体の
40%は樽で、残りの60%は木桶で行い熟成は新樽
30%で18ヶ月行います。上品で実のつまった黒系果実の香りにスパイスやトリュフのニュアンス。口に含むと
ジューシーなブラックベリーやプラムのような果実味が広がり、しっかりした酸が全体を引き締めます。
〇産地：フランス ボルドー地方 ポムロール○生産者：シャトー ルジェ ○ブドウ品種： メルロ 85%、カベルネ フラン 15% ○赤 ミディアムボディ

商品コード109287
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1年の締めくくりはやっぱり・・・泡！
12月末まで 5：1条件付き
同一銘柄一括納品に限ります。
プレゼント分のご納品は後日となりますので予めご了承ください。
カヴァ モルト ネグレ NV
素晴らしく調和のある泡を持つ、ほんのりとピンク色がかったカヴァ。ブリオッシュの風味と地中海特有の酸が感じられ、そ
れでいて反抗的でユニーク。他とは違う、しっかりとした味わいを併せもつスパークリング界の厄介者です。
■生産者：カサ・ロホ（スペイン） ■品種：トレパット ■Alc.:11.5% ■味わい：辛口
商品コード：900517

リッジビュー ブラン ド ブラン 2014
繊細な淡いライトゴールド色。途切れることのない永続的な泡。レモンや白系のトロピカルフルーツの香りとミネラル感が口
中をリフレッシュさせます。熟成とともに、ハチミツやブリオッシュのブーケが現れます。
■生産者：リッジビュー（イギリス） ■品種：シャルドネ ■Alc.: 12% ■味わい：辛口
商品コード：900285

リッジビュー ブラン ド ノワール 2014
良いピノ種ができたときのみ作られる限定アイテム。深い黄金色に舞い上がる細やかな泡。濃厚で、野生の赤系果実、
フレッシュハーブ、甘めのスパイスのアロマに続き、トースト香が複雑味を演出。バランスの良い、長い余韻が感じられ
ます。
■生産者：リッジビュー（イギリス）■品種：ピノノワール、ピノムニエ ■Alc.: 11% ■味わい：辛口
商品コード：900286

ミッレジマート プロセッコ スペリオーレ EXドライ 2017
上品な草原の花のようなニュアンス。リンゴや洋梨、桃の心地よい香りが感じられます。控えめな甘みと、清冽なフルー
ティさが絶妙なバランスで楽しめます。
■生産者：プロジェッティディヴィーニ（イタリア） ■品種：グレラ ■Alc.: 11% ■味わい：辛口
商品コード：900193

ワイルドネイチャー プロセッコ DOC スプマンテ ブリュット NV
薄い藁のようなイエロー。フレッシュでフルーティ、ゴールデンアップルや白い花のアロマ。香り高くフルーティ、繊細でエレ
ガントかつストレートな味わいとちょうどいい余韻。
■生産者：ワイルドネイチャー（イタリア） ■品種：グレラ ■Alc.: 11% ■味わい：辛口
商品コード：900570

ランスタン ビュル ブリュット ＮＶ
淡い黄色。レモングラスとレモンピールの香り。口中では複雑で繊細な白い華やサクラ、新鮮なリンゴ、サンザシのア
ロマが広がります。濃厚でありながらスッキリとした感覚があり、フィニッシュは優しくエレガントなワインです。
■生産者：ファミーユ・ファブル（フランス） ■品種：ピノノワール、ソーヴィニョンブラン ■Alc.:12.5% ■味わい：辛口

商品コード：900148
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クリスマスから年末年始は特別な1本を・・・

Seasonal Wine
特級、1級に匹敵する “別格の村”
100％樽発酵＆樽熟成のシャンパーニュ
シャルリエ エ フィス ミレジム セリグラフィ バッカス ブリュット 2015

0

9
限定
本

ヴァレ・ド・ラ・マルヌの東側、モンターニュ・ド・ランス南側のグランド・ヴァレ・ド・ラ・マルヌは、ブ
ドウの熟度も高く特級・一級畑が集中する一帯です。西側の内陸部に入ると谷間が狭まり、日
照が遮られ霜も降りやすいのですが、ごく一部「谷間が大きく開け、日照豊かで霜も降りにくい」
特殊なテロワールが存在します。その別格の村が「モンティニー・ス・シャティヨン」であり、この
地のトップ・レコルタンが「シャルリエ」です。シャルリエは一部のトップ・メゾン同様「100％樽醗酵
＆樽熟成」を行う稀有なドメーヌ。ベーシック・キュヴェでもシュールリーで7カ月間の長めの熟成
を行うことから、大樽内での緩やかな酸化熟成に由来する複雑な香りが楽しめます。

〇「内陸ヴァレ・ド・ラ・マルヌ」の特殊な地形
「モンティニー・ス・シャティヨン」＝谷が大きく開けて日照良
い

×「一般的なヴァレ・ド・ラ・マルヌ」
＝Ｖ字谷で谷が狭く日照悪い

■生産国：フランス シャンパーニュ地方 ■生産者：ドメーヌ シャルリエ ペールエフィス
■品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ ■その他：リュットレゾネ

商品コード：149981

2022年の干支は「寅」
新しい年の始まりに干支ラベルのワインで乾杯！
シャトー デ ザドゥーズ ル ティグル 寅ラベル 2018

限定
70本

【12月中旬入荷予定】濃いルビーレッド色。カシスとラズベリーの香りにコショウやスパイスの
要素。フルーツのフレーバーとバランスの良いストラクチャーで滑らかな口当たり。リュットレゾ
ネ。手摘み。グルナッシュとシラーは除梗せず全房で、カリニャンは100%除梗して、品種毎に
別々にコンクリート製タンクで醸造。無清澄、ノンフィルターでビン詰め。
■生産国：フランス ラングドック地方 ■生産者：シャトー デ ザドゥーズ
■品種：カリニャン 35％、グルナッシュ 35％、シラー 30％（いずれも樹齢 90年以上）
■その他：リュットレゾネ
殺虫剤と防腐剤は一切使用しない

商品コード：149982

大人気マネキネコ 迎春ラベル！
クレマン クリュール クレマン キュヴェ マネキネコ 迎春 NV

限定
70本

【12月中旬入荷予定】ピノ・ブラン50%、ピノ・グリ30%、シャルドネ15%、リースリング5%のブレンド
による自家醸造のクレマンです。平均樹齢40年。ビン熟成は12ヶ月間以上。ドザージュは
3g/l。昔、弟さんを訪ねてクリュールさんが観光で来日した際、土産物屋で左手を挙げている
招き猫と出会い、「人を招く」という話が大変気に入って購入。今でもドメーヌの試飲用スペー
スに飾ってあるその招き猫に着想を得て、「クリュール流に」ラベルデザインをアレンジしたの
がこのマネキネコです。
■生産国：フランス アルザス地方 ■生産者：レオン ハイツマン（クレマン クリュール）
■品種：ピノ・ブラン 50％、ピノ・グリ 30％、シャルドネ 15％、リースリング 5％
■その他：ビオディナミ（ demeter認証）

商品コード：201525
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ベアードブルーイング グラスプレゼントキャンペーン
肉料理との相性を突き詰めた MEET2(ミート&ミート)を基本に、
人気アイテムと特製グラス（ 330㎖）のセットをご用意しました！
②ライジングサンペールエール330㎖ 6本
MEET2(ミート&ミート)330㎖6本セット

①MEET2(ミート&ミート)330㎖
12本セット

×3脚
プレゼント

×12本

×各6本

× 2脚
プレゼント

ライジングサンペールエール

MEET2(ミート&ミート)
柴田屋酒店×ベアードブルーイングのオリジナルビール！

ホップの風味に富んだ、イキイキと爽快なペールエール。 言葉にできないほど複雑で

「肉料理に合う」「人とビールの出会いを祝福する」というコンセプトをもとに、ボディがあ

奥が深く、 日本の美学の究極の価値「バランス」をしっかりととらえている。 今でも、後

りつつ、脂をスッと切ってくれるような爽快感のある仕上がり。ホップはアメリカ産のもの

でも、明日でも、その次の日でも 毎日でも飲みあきない理想的なビール。

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といった柑橘の爽やかな香

■Alc.:5.5％ ■スタイル： ペールエール

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
たスパイシーさがほのかに漂い、華やかな香りが楽しめる。
■Alc.:5.0％ ■スタイル： セッションIPA

【セット】商品コード260158
【単品】MEET2(ﾐｰﾄ&ﾐｰﾄ) 商品コード210797

【セット】商品コード260159
【単品】ライジングサン 商品コード15161

④黒船ポーター330㎖ 6本
MEET2(ミート&ミート)330㎖6本セット

④帝国IPA 330㎖ 6本
MEET2(ミート&ミート)330㎖6本セット

×各6本

× 2脚
プレゼント

×各6本

× 2脚
プレゼント

黒船ポーター

帝国IPA
英国の伝統を基に醸造された複雑で奥深いニュアンスのインディア・ペールエール。ホッ

黒船ポーターは滑らかで力強く、口の中にチョコレートやコーヒーのビタースウィートな味

プの風味とリッチでビスケットのようなモルトの個性が完璧なバランス。

わいの余韻を残します。

■Alc.:5.8％ ■スタイル： アメリカンIPA

■Alc.:6.0％ ■スタイル：ロブストポーター

【セット】商品コード260160
【単品】帝国IPA 商品コード15159

【セット】商品コード260161
【単品】黒船ポーター 商品コード15166

MEET²特製POP4種ご用意し
ました！ご希望の方は担当営
業までお声がけください

5

季節の限定商品
【限定120本】デリリュウム クリスマス 瓶 330ML
5種類のスパイスが絶妙な味わいを作り出しています。3種類のフランス産ダークモルトとベル
ギー産ホップを使用したアンバータイプです。シナモン、クローブといったハーブ＆スパイスの芳
香と共に、濃厚なコクと確かな苦味が口中に広がります。 ※ラベルの図柄はいくつかありランダ
ムにお届けします。予めご了承ください。
■醸造所： ヒューグ醸造所（ベルギー） ■Alc.:10.0％

330ml商品コード202060

黄桜 LUCKY TIGER 330ml 瓶/10L 樽
白ワインのようなフルーティーなアロマと心地の良いモルト感が幸せな気分を運んでくれます。
日本酒に用いる米を一部使用することでホップ感をより強調し、アルコール度数5％の味わいや
すいビールとなっています。2022年の寅年を迎えるにあたり、幸運を運ぶビールとしてお楽しみ
ください。
■醸造所： 黄桜株式会社（京都府） ■Alc.:5.0％ ■スタイル： ペールエール

330ml商品コード260072
10L 樽 商品コード260073

「伊勢角屋麦酒」直引き取り開始！お安くなりました
伊勢角屋麦酒 ヒメホワイト 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

商品コード260104

伊勢角屋麦酒 ペールエール 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

商品コード260103

伊勢角屋麦酒 Hazy IPA 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

商品コード260107

【新定番！】伊勢角屋麦酒

ねこにひき 10.4L樽

米ポートランドのCulmination brewing（カルミネーション ブルーイング）とのコラボで生まれたビール。トロ
ピカルジュースのようにフルーティーでジューシーな香りと風味、苦味を抑えた柔らかな飲み心地が特徴。
■醸造所： 二軒茶屋餅角屋本店（三重県） ■Alc.:8.0％ ■スタイル：ニューイングランド IPA

商品コード260112
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新酒・しぼりたて
陸奥八仙 ヌーボー 特別純米生原酒 直汲み
低温発酵させた醪をしぼり、そのまま瓶詰め。ピチピチしたガス感と共に、口中に弾ける華やかな香り、新酒ならではのフレッシュさが
美味しい 1本。開栓後もまろやかになっていく変化をお楽しみ頂けます。
■蔵元：八戸酒造（青森県）

■原料米：青森県産米 100％ ■精米歩合： 55％(麹)60％(掛) ■アルコール度数： 16度 ■酒度±0 ■酸度：1.5

1800ml：商品コード183368

720ml：商品コード183369

陸奥八仙 ヌーボー 特別純米生原酒 おりがらみ
新酒ならではのピチピチ・チリチリ感に加え、爽やかな酸味とお米の旨味をダイレクトに感じられるおりがらみ生原酒です。澱が絡む
ことにより、生原酒ながらもまろやかさも感じられます。
■蔵元：八戸酒造（青森県）

■原料米：青森県産米 100％ ■精米歩合： 55％(麹)60％(掛) ■アルコール度数： 16度 ■酒度±0 ■酸度：1.8

1800ml：商品コード154016 720ml：商品コード183370

栄光冨士 辛口純米 アスタリスク シルキースノータイム*

*粉雪のようになめらかな冬季限定の火入れ（加熱殺菌処理）日本酒

栄光冨士の冬の辛口限定酒。山形県産の「出羽の里」を 80％まで磨き上げ、クリアでクセのない軽快な味わいでコストパフォーマンス
の高い一本です。アスタリスク：古代ギリシア語「小さい星」の意。
■蔵元：富士酒造（山形県）

■原料米：山形県産美山錦 100％ ■精米歩合： 80％ ■アルコール度数： 15.5度 ■酒度：+2 ■酸度：1.5

1800ml：商品コード197140

720ml：商品コード197141

水芭蕉 新酒直汲み 純米吟醸生原酒
しぼりたての生原酒を空気に触れさせないよう瓶に直汲みし、ガス感のある新酒らしいフレッシュな味わいに仕上がっています。きれ
いで爽やかな飲み口に、さらさらと盃が進みます。
■蔵元：永井酒造（群馬県）

■原料米：兵庫県産山田錦 ■精米歩合： 60％ ■アルコール度数： 17度 ■酒度+3 ■酸度：1.4

1800ml：商品コード145738 720ml：商品コード145739

まんさくの花 純米酒 シルキースノータイム*

*粉雪のようになめらかな冬季限定の火入れ（加熱殺菌処理）日本酒

地元酒米研究会栽培米を 60％まで自家精米し、厳寒期にじっくりと醸し上げた純米酒。暖かい部屋・暖房のきいた居酒屋等で夏同様
に飲みたくなる、すっきり軽めでなめらかな冷酒をコンセプトに誂えた限定酒です。
■蔵元： 日の丸醸造（秋田県）

■原料米：秋田県産酒造米 ■精米歩合： 60％ ■アルコール度数： 15度 ■酒度+4.5 ■酸度：1.5

1800ml：商品コード195193 720ml：商品コード195194

竹葉 しぼりたて生原酒
米の甘く上品な香り、きれいな水を感じる透明感、芳醇でキレのある酒質に、新酒ならではのフレッシュさが加わっています。能登の
冬の味覚である寒ぶり、蟹、牡蠣などと相性のよい数馬酒造のしぼりたて生原酒です。
■蔵元：数馬酒造（石川県）

■原料米：国産米

■精米歩合： 67％ ■アルコール度数： 18～19度

1800ml：商品コード195177 720ml：商品コード195178

竹葉 活性にごり酒
少量のもち米を使い、柔らかな甘味を表現。にごりならではのもろみの旨み、爽やかな微発泡、スッキリとした後口が特徴。瓶詰めし
た後も瓶内での発酵が続くため、県外にはほとんど出回らない希少な酒です。
■蔵元：数馬酒造（石川県）

■原料米：国産米 ■精米歩合： 67％ ■アルコール度数： 18.5度

720ml：商品コード195396

百十郎 純米大吟醸 シェア
エレガント、華やかで繊細な香り。きめ細かいスムーズなテクスチャー。上品な甘みと穏やかな旨みが心地よく、きれいな後味の酸が
透明感を演出しています。
■蔵元：林本店（岐阜県）

■原料米：あいちのかおり ■精米歩合： 50％

■アルコール度数： 15度 ■酒度+3 ■酸度：1.0

1800ml：商品コード121887 720ml：商品コード121888

総乃寒菊 純吟生 Ocean99銀海-Departure季節ごとに様々な表情を見せる千葉県九十九里浜海岸をコンセプトにしたのが「
OCEAN99」。九十九里の力強い冬の海を思い浮か
べながら、清涼感あふれるフレッシュな香りと軽やかな旨味、そしてサラリとした喉越しが楽しめる
1本です。
■蔵元：寒菊銘醸（千葉県）

■原料米：国産米 ■精米歩合： 55％

■アルコール度数： 16度

1800ml：商品コード153524 720ml：商品コード153531

月山 純米 TSUKIYUKI シルキースノータイム*
出荷まで低温貯蔵庫にてじっくり熟成させた純米酒です。米のしっかりとした旨みとそれをスッキリと切らす爽やかな酸のバランスが
心地よい飲み飽きしないお酒です。
■蔵元：吉田酒造（島根県）

■原料米：島根県産酒造好適米

■精米歩合： 70％

1800ml：商品コード121224 720ml：商品コード121225
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■アルコール度数： 16度 ■酒度+2 ■酸度：1.7

～新しい年を日本酒で乾杯！～

年末年始の限定酒
42本限定

84本限定

12/7入荷予定

ゆく年くる年 吟醸新年 1800㎖

1/5お届け開始

元旦しぼり 生酒 2022 1830㎖

淡麗辛口の味わいに、まろやか旨味が特徴の
お酒です。大晦日の除夜の鐘とともに、ゆく年
を振り返り、くる年を望む時間をお楽しみくださ
い。

除夜の鐘を合図に朝日酒造の社員が総出で搾り
瓶詰したフレッシュ＆フルーティーで味わい豊かな
生原酒。朝日神社で御祓いを受けた絵馬付きで
す。

■蔵元：朝日酒造（新潟県）
■原料米：五百万石 ■精米歩合： 50％(麹)55％(掛)
■アルコール度数：15度 ■酒度+6 ■酸度：1.1

■蔵元：朝日酒造（新潟県）
■原料米：県産米 ■精米歩合： 65％(麹)60％(掛)
■アルコール度数：18度

商品コード111000

商品コード111001

72本限定

1800ml24本/720ml30本限定

谷川岳 純米吟醸 福迎
お米本来のふくよかな味わいと柔らかい酒質の酒
造好適米・五百万石で醸された純米吟醸酒。1年の
慶事にふさわしいお酒として「福を迎えながら飲む」
を想像して醸された限定酒です。
■蔵元：永井酒造（群馬県）
■原料米：五百万石 ■精米歩合：60％
■アルコール度数：17度 ■酒度+1 ■酸度：1.3

12/6入荷予定

水芭蕉 純米大吟醸 干支ボトル 寅 2022
720㎖
水芭蕉純米大吟醸の新酒のフレッシュな味わいと、
少し高い16％のアルコール分に調整し、ボディ感を
しっかり感じる味わいに仕上がっています。
■蔵元：永井酒造（群馬県）

■原料米：兵庫県山田錦 ■精米歩合：50％
■アルコール度数：16度 ■酒度±0 ■酸度：1.6

1800ml：商品コード195204
720ml：商品コード195203

商品コード183375

繊細な泡と米の旨味が織りなす至福の時間
七賢 スパークリング 山ノ霞 720㎖

七賢 スパークリング 杜ノ奏 箱付
720㎖
2020年「クラマスター」サケスパークリング部門プ

澱をあえて残すことによって、麹の甘味とまろや
かな酸味、フルーティな吟醸香が上手に生かさ
れたうすにごりのスパークリング。食前食後、い
つもの乾杯にどうぞ。

ラチナ賞受賞。タンクで一次発酵させた低アル日
本酒をウイスキー樽に寝かせてから瓶内二次発
酵。香りは芳醇、味わいは山ノ霞よりも辛口です。

■蔵元：山梨銘醸（山梨県）
■原料米：国産米
■アルコール度数：11度

■蔵元：山梨銘醸（山梨県）
■原料米：国産米
■アルコール度数：12度

商品コード26921

商品コード146563

南部美人 あわさけ スパークリング
720㎖
世界一の市販酒を決めるコンテスト「SAKE

八海山 瓶内二次発酵 白麹あわ 720㎖
喉をやさしく通り過ぎるきめ細やかな泡と、白麹・酵
母がつくりだす酸味が調和した軽快な味わいが特
徴。柴田屋社員からも「これは美味しいい」と絶大な
人気を誇る、定番スパークリング。

COMPETITION2017」発泡清酒部門で1位受賞。
シャンパン製法を取り入れた瓶内二次発酵で、心
地よい吟醸香と米の旨味を感じるバランスの良い
1本。

■蔵元：八海醸造（新潟県）
■原料米：五百万石 ■精米歩合：50％
■アルコール度数：12度 ■酒度+1 ■酸度：6.5

■蔵元：南部美人（岩手県）
■原料米：国産米
■アルコール度数：14度 ■酒度-20 ■酸度：1.6

商品コード119828

商品コード154046
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