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

Y|Çx j|Çx
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 ポール ピヨ ブルゴーニュ アリゴテ 2019
平均樹齢20年のブドウを使用。空圧式の圧搾機で圧搾後、低温で10-12時間デブルバージュ。シュールリーで12ヶ月
熟成。丁寧に造られた品格のある味わいのアリゴテで特有のフレッシュ感はありながら、もちっとした飲みごたえもあり
ます。
〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：ドメーヌ ポール ピヨ ○ブドウ品種： アリゴテ100％ ○白 辛口

商品コード210939

ドメーヌ ソメーズ ミシュラン プイィ フュイッセ パンタクリーヌ 2018
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で、所有する全ての畑でビオディナミ栽培を行っていま
す。「パンタクリーヌ」は、この地でしばしば見つかる貝の化石にちなんだ名前。熟した柑橘系果実の香り、まるみのある
ふくよかな味わい、ジューシーな酸のバランスが非常に良く、コストパフォーマンスに優れています。
〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 マコネー ○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210940

ドメーヌ モンジャール ミュニュレ エム ヴァン ド フランス マルベック 2018
マルベック好きの当主がフラジェ・エシェゾー村のACブルゴーニュ畑に0.18haに植樹したマルベックから醸造。全房
で発酵、ドゥミ・ミュイと呼ばれる中樽で熟成させます。熟した黒系果実に、スパイスやスギ、タバコ、リコリス、カカオや
フローラルなニュアンスの香り。豊かな果実味とフレッシュ感のある酸、シルキーなタンニンのバランスが秀逸。
〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：ドメーヌ モンジャール ミュニュレ ○ブドウ品種： マルベック100％ ○赤 ミディアムボディ

商品コード210941

ドメーヌ モンジャール ミュニュレ ブルゴ－ニュ ル－ジュ 2019
寿命の長い見事なワインを造ることで知られる有力生産者。ヴージョ村とフラジェ・エシェゾー村の3つの区画の樹齢3
0-55年のブドウから造られます。ブラックベリーやブラックチェリーなどの黒い果実を思わせる香りと優しく落ち着きあ
る口当たりを楽しめる、親しみやすい赤ワインです。
〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：ドメーヌ モンジャール ミュニュレ ○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210943

Bordeaux ボルドー
マダム ド ボーカイユ 2018
サン・ジュリアンにある格付け2級、デュクリュ ボーカイユが造るワイン。醸造もシャトー・デュクリュ・ボーカイユの醸造チ
ームが全力で精魂を込めて行います。果実味が心地よく、落ち着いたタンニンがありますが若いうちから楽しめます。
デュクリュ ボーカイユのスタイルを気軽に味わえる1本。
〇産地：フランス ボルドー地方 メドック ○生産者：シャトー デュクリュ ボーカイユ ○ブドウ品種： メルロ 39%、カベルネ ソーヴィニヨン 37%、
カベルネ フラン 21%、プティ ヴェルド 3% ○赤 フルボディ

商品コード210942

ロスピタレ ドガザン 2013
バイヤンクール家が経営するシャトー ガザンのセカンドラベル。伝統的なブドウ栽培の手法を取りつつも、オーガニック
栽培なども取り入れ優れたワインを産出しています。73.5%と例年に比べてもメルロの比率が高く、赤系果実や野性的
なニュアンス、スモーキーさ。ソフトな口当たりと果実味が楽しめます。
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 ガザン ○ブドウ品種： メルロ、カベルネ フラン、カベルネ ソーヴィニヨン
○赤 フルボディ

商品コード210946
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当社売上シェア№1！
MUSSOシリーズ終売目前大特価！
5：1条件 （1月末まで）

同一銘柄一括納品に限ります。プレゼント分の納品は後日となりますので予めご了承ください。

ムッソ ソーヴィニヨン・ブラン
ソーヴィニヨンブラン特有の青りんご、グレープフルーツ、桃のシロップ漬けのような
アロマに、摘みたてのハーブを思わせる爽やかな香りが鼻を抜けます。しっかりとした
骨格とバランスの取れた味わいはシーフード、とりわけ甲殻類を使ったお料理によく合
います。
□生産国：スペイン □ブドウ品種：ソーヴィニョン・ブラン □辛口

商品コード: 900569

ムッソ テンプラニーリョ
ルビーのような輝きを持つガーネット色の深い赤。イチゴ、ラズベリー、チェリーとい
ったフルーティさの中に、ローストの芳ばしい香り。柔らかなタンニンと複雑味がバラ
ンスよく感じられます。
□生産国：スペイン □ブドウ品種：テンプラニーリョ □ミディアムボディ

商品コード: 900480

ムッソ シャルドネ
色合いはゴールドがかった淡い黄色。リンゴや桃、トロピカルフルーツが香ります。
柔らかく滑らかな口当たり、フレッシュで綺麗なフィニッシュが感じられます。
□生産国：スペイン □ブドウ品種：シャルドネ □辛口

商品コード: 900568

ムッソ メルロー
色は濃密なチェリーレッド。熟した果実の複雑な香り。エレガントで親しみやすい仕
上がりのワインです。
□生産国：スペイン □ブドウ品種：メルロー □ミディアムボディ

商品コード: 900506
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当社売上シェア№1！
MUSSOシリーズ終売目前大特価！
5：1条件 （1月末まで）
同一銘柄一括納品に限ります。プレゼント分の納品は後日となりますので予めご了承ください。

ムッソ ピノ・ノワール
ラズベリーレッド。イチゴなどの赤いベリー、チョコレートやスパイスのアロマが
広がります。熟した赤い果実を煮詰めたような濃厚な味わい。フレッシュでエレガ
ント、そして優しいタンニンのワインです。
□生産国：スペイン □ブドウ品種：ピノ・ノワール □ミディアムボディ

商品コード: 900505

ムッソ ロゼ
繊細でエレガントな見た目通りアロマが広がります。印象的な野イチゴの香りと、か
すかなスパイスのアクセント、心地よい新鮮さが、食事の最初から最後まで寄り添い
ます。
□生産国：スペイン □ブドウ品種：ガルナッチャ □辛口

商品コード: 900272

ジ インビジブル マン
上品で、果実味と複雑味の調和を感じさせる、紳士のワイン。フルーティさと複雑
さ、由緒とエレガンスの狭間の完全なバランスを感じさせる味わいです。このワイ
ンのイメージは、未来と遺産が出会う場所です。オーク樽で9か月熟成。
□生産国：スペイン □ブドウ品種：テンプラニーリョ □ミディアムフルボディ

商品コード: 900512

ラドロン
樹齢130年の古木から収穫したメンシアで造られる、他とは全く被らない個性的なワイ
ン。その土地に存在している酵母で醸造。無濾過で樽熟成は施していません。ブラッ
クベリーのアロマ。トリュフや森を思い起こさせる豊かな香り。ミネラルを感じ、口
中に赤系果実やラズベリージャムの風味が広がります。
□生産国：スペイン □ブドウ品種：メンシア □フルボディ

商品コード: 900278
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25カ国、690銘柄がエントリー
「フランクフルト・インターナショナル・トロフィー 2021」で最高金賞受賞

Y.MARKETBREWING
直引き取り開始！お安くなりました
ワイマーケット

ヒステリックIPA 370ml 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、⻘りんごのようなホ
ップキャラクターが複雑に絡み合う。
■Alc.:7.0％ ■スタイル：アメリカンIPA
370ml 商品コード 148046

ワイマーケット

10L 商品コード 260108

パープルスカイペールエール 370ml 缶/10L樽

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。
■Alc.:5.5％ ■スタイル：アメリカンスタイル・ペールエール
370ml 商品コード 148044

ワイマーケット

10L 商品コード 260109

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。
■Alc.:5.5％ ■スタイル：フルーツペールエール
370ml 商品コード 221119

10L 商品コード 260110

2014年1月、名古屋市内唯一のクラフトビールブルワリーとして名古屋の玄
関口「名駅」で醸造を開始。名古屋駅前で明治時代から続く「柳橋中央卸
売市場」がその名の由来です。クラフトビールを初めて飲んだときに感じ
た 味への驚きと感動、奥深さ、ビールの楽しさ。美味しいのはもちろん、
個性的で挑戦的、感動、そしてビールの楽しさを多くの人に感じていただ
きたいと考えています。
5

年始おすすめアイテム
⻩桜 LUCKY TIGER

330ml

瓶/10L 樽

⻩桜 LUCKY TIGER 330ml瓶/10L樽
～「幸運」が私のそばにいつもある、私の「相棒」ラッキービール～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 ※別途保証⾦2,000円

山口地ビール 山田錦ラガー 330ML 瓶
6割磨きの山田錦を使用。吟醸の香り、お米のまろやかな味わいが楽しめます。少しぬるめの14℃くらいで味わ
うと、フルーティーなアロマが開き特に楽しめます。白身の魚のお刺身や寿司、野菜の素焼きなど、繊細な味
わいのものとよく合います。
■醸造所： 山口地ビール（山口県）■Alc.:7.5％

■スタイル：ピルスナー

330ml 商品コード170903

定番在庫商品 追加アイテム
志賀高原ビール 山伏 壱（やまぶし

いち）セゾンワン 瓶 750ML

「山伏」とは志賀高原ビールがベルギーのビールにインスパイアされつつも、日本オリジナルな味を追求するプ
ロジェクト。自家栽培のホップ「信州早生」をふんだんに使用。自家栽培の酒米「美山錦」をつかった爽快な味
わいの無濾過・非熱処理、瓶内二次醗酵のビールです。
■醸造所：玉村本店（長野県）■Alc.:6.5％

■スタイル：セゾン

750ml商品コード220178

シメイグリーン

330ML 瓶

150年以上の歴史をもつトラピストビール「シメイ」に、さらに力強い味わいの「シメイグリーン」が新たに
加わりました。丸みを帯びたボディーに、ミントやベルガモット、ライム、ユーカリを思わせる香り、さらに
はローズマリーやクローブ、ジンジャーなどのスパイシーさが加わった飲みごたえ抜群のビールです。
■醸造所：スクールモン修道院（ベルギー）■Alc.:10.0％

■スタイル：トラピスト

330ml商品コード211297

バラデン POP 缶 330ML
1986年創業の、イタリアを代表するブルワリー。タンジェリンとベルガモットのほんのりとした香りが感じら
れます。異なる缶デザインが12種類同梱されており、それぞれのデザインも楽しめます！
■醸造所：バラデン（イタリア・ピエモンテ州）■Alc.:6.5％

330ml商品コード154142

6

■スタイル：アメリカンペールエール

【2022年新春】続々入荷！ 新酒特集Vo.2
天吹 恋するバナナ 純米吟醸 生
花酵母で有名な天吹酒造の「バナナ酵母」を使ったジューシーでフレッシュな完熟バナナ感はじける日本酒。バナ
ナ酵母は実はバナナから抽出されているわけではないというから驚き。飲みやすく面白い1本で、毎年大人気・売切
れ御免な商品です。
■蔵元：天吹酒造（佐賀） ■原料米：－ ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：-5 ■酸度：2.0
1800ml︓商品コード121228

720ml︓商品コード121229

仁井田本家 しぜんしゅ 生しぼり
口の中で弾けるフレッシュ感と美味しい甘みが絶品！発酵由来の炭酸ガスを含み、バナナ様香味と生もと仕込みの
酸が米の旨みを引き立てています。※『しぜんしゅブランド』は全て、生もと造りに加え、蔵独自の「汲み出し四
段」仕込みを行っています。
■蔵元：仁井田本家（福島）

■原料米：自然栽培トヨニシキ ■精米歩合：60％(麹)80％(掛) ■アルコール度数：16.5度 ■酒度 酸度：非公開

1800ml︓商品コード133054

720ml︓商品コード133055

雪の茅舎 山廃純米酒 生酒
この価格帯では十分過ぎるほどのふくらみを備え、ただ素直に「旨い」と思える山廃純米酒の逸品。常温・お燗酒
もバッチリ！香り穏やかで口に含むと、旨味が滑り込むタイプです。
■蔵元：齋彌酒造店（秋田県）

■原料米：山田錦・酒こまち ■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195452

720ml︓商品コード195451

NAGARA-GAWA 純米吟醸生原酒 限定 しぼりたて
海外向けに仕込まれた、「長良川 三代目シリーズ」の搾りたて。岐阜県の酒米「飛騨ホマレ」55％と、香気酵母
AK25で仕込んだ1本！華やかな吟醸香にしっかりとした旨みがある、スーパーフレッシュ原酒です。
■蔵元：小町酒造（岐阜）

■原料米：ひだほまれ ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+3 ■酸度：1.6

1800ml︓商品コード183434

720ml︓商品コード183435

長良川 -Ultimate Dry- 超辛口純米 無濾過生原酒 うすにごり
岐阜の酒米と清流長良川伏流水で仕込み、日本酒度+20・酸度2.0・アルコール分20度とトリプル20にこだわった究極
の超辛口タイプ。「辛口の純米酒ある？」に100％答えられる究極の辛口純米酒です。
■蔵元：小町酒造（岐阜）

■原料米：岐阜県産酒造好適米 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：20度 ■酒度：+20 ■酸度：2.0

1800ml︓商品コード161030

720ml︓商品コード161031

木戸泉 ピンクラベル 特別純米 華吹雪 無濾過生原酒
無農薬・無化学肥料、植物性の堆肥のみを使用し育てた華吹雪を全量使用した贅沢なしぼりたて。うまみたっぷりの
味わいが口にひろがります。木戸泉特有の爽やかな酸味がキレを感じさせ、お料理との相性も良い1本です。
■蔵元：木戸泉酒造（千葉）

■原料米：華吹雪 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：18度 ■酒度 酸度：非公開

1800ml︓商品コード161097

720ml︓商品コード161098

百十郎 純米吟醸 大辛口生原酒 冬のオリオン
清涼感のある華やかな香り。つややかなテクスチャーで、透き通った酸とクリアな爽快感が特徴です。フレッシュ
ながら凛としたドライな後味。かに鍋、ブリしゃぶ、あん肝、寿司（特に光物）、天ぷらなどと相性抜群です。
■蔵元：林本店（岐阜） ■原料米：五百万石 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度
1800ml︓商品コード121240

■酒度 酸度：非公開

720ml︓商品コード121241

玉川 純米吟醸 福袋
その年最初の純米吟醸を化粧なしでそのまま詰めた、切れ味のいい辛口生原酒。新酒があがる時期、「今年はどんな
酒だろう」と期待でドキドキしながら飲んでみてほしい、年末年始にふさわしく縁起の良いネーミングのお酒です。
■蔵元：木下酒造（京都）

■原料米：五百万石 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17～17.9度 ■酒度 酸度：非公開

1800ml︓商品コード160944

720ml︓商品コード160945
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【2022年新春】続々入荷！ 新酒特集Vo.2
龍力 特別純米 しぼりたて
無濾過で瓶詰したしぼりたて生原酒。新酒らしい酵母由来の炭酸ガスを適度に含み、華々しいフルーティな香り、龍
力らしい米由来のしっかりとした旨味と酸味がバランス良く、後味のスッキリとしたやや辛口タイプの純米酒です。
■蔵元：本田商店（兵庫） ■原料米：特別栽培米五百万石 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：18.8度 ■酒度：±0 ■酸度：1.9
1800ml︓商品コード140243

720ml︓商品コード140200

いづみ橋 雫ラベル 生酛・純米吟醸（生原酒）
爽やかかつ重厚な香りとフレッシュで濃厚な旨みが特徴。生酛造りの純米吟醸生原酒は、発酵系調味料や牛肉や赤
身魚、ローストした食材など味付けのしっかりとしたお料理と合います。冷酒か40～45℃のぬる燗がおすすめ。
■蔵元：泉橋酒造（神奈川）

■原料米：神奈川県海老名市産山田錦100％ ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：17度 ■酒度 酸度：非公開

1800ml︓商品コード150803

720ml︓商品コード120561

陸奥八仙 芳醇超辛 純米 生原酒
超辛ですが、飲み口はフルーティーで穏やかな含み香があります。飲んだ直後に酸と豊かなコクがしっかりと伝わ
り、超辛口な切れ味を残して引いていきます。「香りのある超辛口」という一味違った味わいの1本です。
■蔵元：八戸酒造（青森）

■原料米：青森県産米 ■精米歩合： 55％(麹)65％(掛)

1800ml︓商品コード154249

■アルコール度数：16度 ■酒度：+5 ■酸度：1.2

720ml︓商品コード154250

うまからまんさく 番外品 特別純米生原酒
「うまからまんさく番外品」は槽しずくと全く同じ材料で醸していますが、配合の割合、お米の吸水歩合と温度管
理を変えています。しっかり旨味を持った今だけのとびきり超辛口です。
■蔵元：日の丸醸造（秋田） ■原料米：秋田県産米 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：18度 ■酒度：+15 ■酸度：1.8
1800ml︓商品コード195450

720ml︓商品コード195449

富久長 辛口純米本生
軽快な飲み口とキレのよい辛口が特徴の純米酒。柔らかく、繊細な旨味ときれいな香りのある、富久長ならではの
辛口に仕上げています。思わずもう一杯！ とグラスがすすみます。和食との相性のよさには定評があります。
■蔵元：今田酒造本店（広島） ■原料米：山田錦・広島県産米 ■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121294

720ml︓商品コード220966

新規取り扱い

フランス・パリ生まれの新酒が入荷！

ペアリング
料理︓ハードチーズ、⽩⾝⿂（鯛、スズキ
）のカルパッチョ、トマトのカプレーゼ、
柚味噌大根、生牡蠣、パテドカンパーニュ
食材︓チーズ、トマト、チキン、レバー、
鯛、スズキ、柚子、レモン、山椒

720ml︓商品コード154270
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