
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
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Loire ロワール

ドメーヌ デュ ノゼ サンセール ブラン ラ プラント フロワード 2019

DRC共同経営者オベール ド ヴィレーヌの妹夫婦が設立したドメーヌ。手摘みで収穫し、長く、ゆっくりと圧搾を行うこ
とで厚み、アロマ、果実味を最大限に引き出しています。ステンレスタンクと樽で発酵、熟成させます。白い花や柑橘果
実にハーブのニュアンスの繊細な香り。いきいきとした果実とエレガントな酸、ほのかな塩味が調和。繊細ながら骨格
があるエレガントなワイン。 【農法：ビオディナミ ビオロジック 認証： デメテール、ユーロリーフ】
〇産地：フランス ロワール地方 ○生産者：ドメーヌ デュ ノゼ ○ブドウ品種： ソーヴィニョン・ブラン100％ ○白 辛口

商品コード221916
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Languedoc-Roussillon ラングドックルーション

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。

ジェラール ベルトラン プリマ ナチュール シラー 2019
プリマナチュールは、亜硫酸塩無添加で造るオーガニックワインのシリーズで、こちらはヴィーガンワインでもあります。
健全で熟したブドウから、果実とテロワールの本来の味わいを表現したワインを生み出しています。美しい果実味の瑞
々しいシラー。和食のような繊細な料理との相性も楽しめます。【農法： ビオロジック 認証： AB,ヴィーガン】

〇産地：フランス ラングドック・ルーション地方 ○生産者：ジェラール ベルトラン ○ブドウ品種： シラー100% ○赤 ミディアムボディ

商品コード221919

Bourgogne ブルゴーニュ

アンリ ボワイヨ ブルゴーニュ シャルドネ 2019

ヴォルネーで最も古い家系の１つでドメーヌは1885年設立。ムルソー、ピュリニー・モンラッシェのACブルゴーニュ畑、
サン・ロマンやオーセイ・デュレスの村名クラスのブドウを使用。新樽5%、残りは1-2年の樽を使用して熟成させていま
す。白い花や柑橘系果実のエレガントなアロマにスパイスのニュアンス。美しい力強さとボリューム感があり、ミネラル
を思わせる風味と果実味の調和がすばらしい高いクオリティーのACブルゴーニュ。

〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：アンリ ボワイヨ ○ブドウ品種：シャルドネ100％ ○白 辛口

商品コード221918

アンリ ボワイヨ ブルゴーニュ ピノ・ノワール 2019

ヴォルネーで最も古い家系の１つでドメーヌは1885年設立。サントネ1級、シャサーニュ・モンラッシェ村名、ヴォルネー
村名のブドウをACブルゴーニュに格下げして使用。1-2年の樽を使用して熟成させています。サクランボやイチゴなど
のフレッシュな赤い果実のアロマ。繊細なタンニンがあり、味わいはいきいきとフレッシュでエレガント。余韻も長く、ハ
イクオリティーのACブルゴーニュです。

〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：アンリ ボワイヨ ○ブドウ品種：ピノ・ノワール100％ ○白 辛口

商品コード221920

Jura ジュラ

ドメーヌ ベルテ ボンデコート デュ ジュラ ラ スルス 2019

シャルドネとサヴァニャンから造られる、安定感のある、透き通ったクリーンなスタイルのナチュールワイン。樹齢約25年
のシャルドネ3/4とサヴァニャン1/4を使用。ステンレスタンクで10ヶ月熟成。柑橘系の果実や果皮に白い花やハーブ
のニュアンス。溌剌とした酸とミネラルを思わせる風味豊か。引き締まってドライな印象です。 シーフードプレート、魚介
のグリル、アペリティフとして。【農法： ビオロジック 認証： AB,ユーロリーフ】

〇産地：フランス ジュラ・サボワ地方 ○生産者：ドメーヌ ベルテ ボンデ ○ブドウ品種：シャルドネ 75%、サヴァニャン 25% ○白 辛口

商品コード221917
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6世代続くワイン造り
5世代目にあたるスティーヴ・フェルテンと
妻のローリは、彼らの先祖が1900年初
頭に植えた古木のジンファンデルを伝統
的な栽培方法で育て続けています。

ワイナリー名の由来
クリンカーブリックは、焼きすぎたレンガ
（ Over-fired bricks）が地面に落ちる
音（ klink-ing）に由来し、そのレンガを
使用して家とワイナリーが建てられました。

樹齢120年の古木も
フェルテン家が所有またはマネージしてきた
15の単一畑で古木のジンファンデルが育
てられており、その樹齢は40年から古いも
のでは120年というものも存在します。

赤系果実の深いアロマが、しっかりとしたタンニンと力強い構成の芳ばしいバニラのノートへ繋がり

ます。ブリックメイソンとはレンガ職人のことで、20世紀初頭、ローダイの農家のために建物を建て

る際、クリンカーブリックを敷いたことがワインの名に由来しています。ついつい杯が進む、ほんの

り果実由来の甘みが感じられるブレンド。

□生産国：アメリカ □品種：ジンファンデル80%、シラー10%、プティ・シラー5%、カベルネ・ソーヴィニヨン5%

□フルボディ

ブリックメイソン レッドブレンド

商品コード: 900557 

待望の再入荷！
古木から生まれる格別なジンファンデル

はっきりとしたレッドチェリーや黒系ベリーの香りが、わずかなユーカリやシナモンの香りによって

引き立ちます。たっぷりとした口当たりで、ブルーベリー、香ばしいトースト、白胡椒の風味が感じ

られます。余韻は長く、十分な酸と適度なタンニンがワインに丸みを与えています。

□生産国：アメリカ □品種：ジンファンデル100% □フルボディ

マリサヴィンヤード ジンファンデル

商品コード: 900684 

樹齢100年以上の古木のブドウから造られる、ワイナリーのその年ベストなジンファンデルを象徴する

ワイン。ブラックベリー、アニス、クローブ、エキゾチックなスパイスの香り。この区画の畑から収

穫される小さなブドウの実は、より果皮が厚く、なめらかでありながらしっかりとしたタンニンとス

トラクチャーをワインに与えます。Tボーンステーキやラムのグリルと相性抜群です。

□生産国：アメリカ □品種：ジンファンデル100% □フルボディ

オールド ゴースト ジンファンデル

商品コード: 900564 
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樹齢30年のシングルヴィンヤードのワイン。プラム、カカオ、スモーキーなオークのアロマが、さり

げないアーシーでフローラルな香りと共に感じられます。口に広がる活気のあるブラックベリー、ア

ニス、エキゾチックなスパイスの風味。しなやかなタンニンと優れたバランス、長い余韻が続くコク

のある、新しいシラーをお楽しみください。

□生産国：アメリカ □品種：シラー100% □フルボディ

ファラー シラー

商品コード: 900560 

ネクタリンやアプリコット、洋梨の鮮烈なアロマ。口中では白桃の丸みとしっかりしたミネラル感を

感じます。レモンを思わせるシトラスですっきりとした後味です。

□生産国：アメリカ □ブドウ品種：アルバリーニョ100％ □辛口

クリンカーブリック アルバリーニョ

商品コード: 900518 

美味しそうなメロン、グレープフルーツ、そしてみずみずしい花の香りが、口あたりのいきいきとし

た爽やかな柑橘類とミネラル感に続きます。

酸とライトなストラクチャーのバランスは素晴らしく、爽快な後味です。

□生産国：アメリカ □ブドウ品種：グルナッシュ38%、カリニャン30%、シラー24%、ムールヴェードル8%

□辛口

ブリックス＆ローゼズ ロゼ

商品コード: 900558 

ユニークなボルドースタイルのワイン。香り高いブラックカラント、リコリス、黒胡椒のヒントが、

そそられるアロマを作り出しています。口に含めばラズベリーやプラム、シナモンといったスパイス

が密に幾重にも広がります。余韻はスムーズでエレガント。1850°とはクリンカーブリック（過加熱

レンガ）が生まれる温度です。

□生産国：アメリカ □品種：品種：カベルネ・ソーヴィニヨン60%、プティ・シラー30%、ジンファンデル10% □フルボディ

1850 ディグリーズ

商品コード: 900562 

ブラックベリー、香ばしいスパイス、そしてクローブのアロマが幾重にも重なり、複雑な構成を生み

出しているドライな赤ワイン。チェリーとレッドカラントの風味が、樽由来のしっかりとしたタンニ

ンとよく相まって広がります。

□生産国：アメリカ □品種：カベルネ・ソーヴィニヨン100% □フルボディ

クリンカーブリック カベルネ・ソーヴィニヨン

商品コード: 900559 
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Dandelion × COEDO チョコレートデュンケル
アメリカ・サンフランシスコの Bean to Bar チョコレート『ダンデライオン・チョコレート』と埼玉

・川越のクラフトブルワリー『COEDO』のコラボレーション︕ダンデライオン・チョコレートの

2018 年に収穫されたドミニカ共和国産カカオ⾖のカカオニブとチョコレートを使⽤しました。モルト

由来のほのかな甘みとカカオニブの芳醇な香味とチェリーを想わせる穏やかな酸味のバランスをお楽し

みください。

■醸造所︓ ㈱協同商事コエドブルワリー（埼玉県）■Alc.:5.5％ ■スタイル︓ デュンケル

【限定96本】333ml 商品コード 182095 【限定5本】 10L 樽 商品コード 152399

限
定

サンクトガーレン グレープチョコレートスタウト
⼭梨県産のマスカット・ベーリーＡを使⽤した2022年限定チョコビール。マスカット・ベーリーAは

苺キャンディーを連想させるような甘い香りが特徴で、ビールからもその果実感をふんわり感じるこ

とが出来ます。ビターな風味の中に赤ワイン特有のタンニン感も印象を残します。

■醸造所︓サンクトガーレン（神奈川県）■Alc.:8.5％ ■スタイル︓フルーツビール

限
定

330ml 商品コード 260596 10L 樽 商品コード 260597

※サンクトガーレンの樽は受発注商品となります。いずれも別途保証⾦5,000円

サンクトガーレン オレンジチョコレートスタウト
マーマレードに使われるオレンジの皮 “橙（だいだい）” を皮ごと細かく刻み、ジャムをつくるように

⻑時間煮込んで風味を凝縮。それを⻨汁に合わせて発酵させました。オレンジピールにチョコレート

をコーティングしたお菓子“オランジェ”のような味わい。

■醸造所︓サンクトガーレン（神奈川県）■Alc.:6.5％ ■スタイル︓フルーツビール

330ml 商品コード 92066
10L 樽 商品コード 260599 15L 樽 商品コード 260600

サンクトガーレン インペリアルチョコレートスタウト
通常の⿊ビールの約3倍の材料を使⽤している超特濃⿊ビール。⿊ビールの中で最も多くの原料を使い

最も濃厚、最も強い個性をもつ“⿊ビールの王様”。フルボディの赤ワインに負けない飲み応えと、リ

ッチな余韻が楽しめます。

■醸造所︓サンクトガーレン（神奈川県）■Alc.:9.0％ ■スタイル︓インペリアルスタウト

330ml 商品コード 92065
10L 樽 商品コード 260601 15L 樽 商品コード 260602
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ベルギービール特集

人気のレッド・ビール「ドゥシャス・デ・ブルゴーニュ」の姉妹品。ミルクチョコレートの
香りが甘いデザートを連想させますが、チェリーのフルーティーな酸味により余韻に爽やか
さも感じられるビールです。
■醸造所︓ ヴェルハーゲ醸造所（ベルギー）■Alc.:6.8％ ■スタイル︓スペシャルビール（フルーツ
ビール/レッドエール）

商品コード260009

チョコレート ドゥシャス チェリー 330ML 瓶
限定72本

野⽣酵⺟による⾃然発酵のビールにハーブを加え、更に発酵。泡⽴ちは少なく⻩⾦⾊で、ほのか
に感じる発酵の香りと、ランビック特有の酸味が魅⼒的。飲み⼝はフルーティーで、特に⼥性に
好まれています。
■醸造所︓ティママン醸造所（ベルギー）■Alc.:4.5％ ■スタイル︓ホワイトランビック
商品コード85574

ティママン ブランシェ 375ML 瓶
新定番

20世紀前半に英国人ジョン・マーティン氏により醸造が開始。英国伝統のドライホッピングを
駆使して風味付けられる香りと、瓶内⼆次発酵による複雑な製法により、それぞれ個性の異なる
ビール王国である英国とベルギーの特徴を併せ持ったIPAに仕上がっています。
■醸造所︓ジョン マーティン醸造所（ベルギー）■Alc.:6.9％ ■スタイル︓IPA
商品コード140190

マーティンズIPA 330ML 瓶

オーク樽で2年間熟成させたビール1/4と、約半年しか熟成させていない非常に若いビール3/4の
ブレンドです。濃い赤⾊で、とてもしっかりした味わいのように⾒えますが、⼀⼝飲むとさわや
かで軽く、適度な酸味でまさに喉の渇きを癒します。 酸味とフルーティーな香りの組み合わせ
は、軽めの赤ワインに匹敵します。
■醸造所︓ローデンバッハ修道院（ベルギー）■Alc.:5.2％ ■スタイル︓レッドエール
商品コード30082

ローデンバッハ クラシック 250ML 瓶

モルトの甘みとうまみが特徴のハイアルコールなスコッチエールにランビックをブレンドした珍
しいスタイル。オーク樽で半年以上熟成させることにより、苦味と甘味と酸味が上手く調和。
■醸造所︓ティママン醸造所（ベルギー）■Alc.:5.0％ ■スタイル︓スペシャルランビック
商品コード48242

ブルゴーニュ デ フランドル 330ML 瓶
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七田 七割五分磨き 山田錦 無濾過生 2022

酒米の王様「山田錦」をあえてあまり磨かず、お米の力を最大限に引き出しています。搾りたてのいきいきとした味わいとガス感
が杯を進めたくなります。ホイコーロー、青椒肉絲、唐揚げなど、コク旨やジューシーな肉料理と良い相性です。

■蔵元：天山酒造（佐賀） ■原料米：山田錦 ■精米歩合：75％ ■アルコール度数：17度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開

1800ml︓商品コード154313 720ml︓商品コード154314

七田 純米吟醸 無濾過生 2022 

ほのかに香るスミレや白桃の香りと舌に残る甘みとガス感が、生酒ならではのしっかりとした味わいが特長です。よく冷やして、
鯛やカンパチなどの白身魚のお刺身、スモークサーモン等と合わせてご提供してみてはいかがでしょうか！

■蔵元：天山酒造（佐賀） ■原料米：山田錦/佐賀の華 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開

1800ml︓商品コード154317 720ml︓商品コード154318

仁井田 おだやか 純米吟醸 しぼりたて生

おだやかシリーズは、白麹を酒母に使用した自然派酒母仕込み。フレッシュさと上質な米の旨味、メロンを感じる甘味が絶品！し
っかり酸を感じられ抜群にキレのある瑞々しいお酒です。ワイン評論家ロバート・パーカー氏から「傑作品」と認定されました。

■蔵元：仁井田本家（福島） ■原料米：有機ＪＡＳ認定の栽培米美山錦 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16.5度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開

1800ml︓商品コード197169 720ml︓商品コード197170

天の戸 純米酒 醇辛超辛口＋18 生

天の戸の定番商品のひとつ「天の戸 醇辛純米酒」の限定版、日本酒度+18度の超辛口生酒です。湧水の柔らかさと槽搾りの手作業
により、あと味の鋭いキレを持ちながらも旨味ののった辛口酒に仕上がっています。

■蔵元：浅舞酒造（秋田） ■原料米：吟の精 / 美山錦 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17～17.9度 ■酒度：+18 ■酸度：1.6

1800ml︓商品コード119170

総乃寒菊 Ocean99 凪 Spring Misty 生

春の九十九里浜の雰囲気を表現するために、うっすらとオリを絡めた薄にごり酒です。雄町らしい旨味と酸味とがバランスよくま
とまり滑らかな口当り、膨らみのある味わいです。生酒らしい、清涼感のある爽やかな香りとフレッシュさも楽しめる一本。

■蔵元：寒菊銘醸（千葉） ■雄町 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：-4 ■酸度：1.4

1800ml︓商品コード122003 720ml︓商品コード122004

山形正宗 お燗純米

山形正宗初のブレンド酒。お燗酒の落ち着き・柔らかさ・丸みをバランスよく表現するため、熟成させた60%精米出羽燦々純米酒と
マロラクティック発酵純米酒を絶妙にブレンド。マロラクティック発酵は水戸部酒造が全国に先駆けて取り入れたワイン製法。

■蔵元：水戸部酒造（山形） ■原料米：国産米 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開

1800ml︓商品コード108544 720ml︓商品コード108545

喜楽長 純米吟醸 ゆる燗

上品で優しい「燗酒専用酒」です。滋賀県産玉栄を用いて、玉栄独特の旨味と酸を低温で寝かすことで、お燗酒としての深みへと
変化させました。程良い旨味が柔らかに広がり、優しい味わいを醸し出します。43度のぬる燗でお楽しみください。

■蔵元：喜多酒造（滋賀） ■原料米：玉栄 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+2.1 ■酸度：1.7

1800ml︓商品コード154319 720ml︓商品コード154320

万齢 裏 冬の酒 全量山田錦 生詰

「裏 冬の酒」は、お燗に向くよう「冬の酒」から酵母を変更、日本酒度を+9の辛口で設計しています。生詰めですが常温保存が可
能。山田錦の存在を発揮する味わいをこの価格で楽しめるハイコスパ商品です。※全量山田錦ですが未検定米のため純米酒表記なし

■蔵元：小松酒造（佐賀） ■原料米：未検定米（福岡糸島産） ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+9 ■酸度：1・8

1800ml︓商品コード154273 720ml︓商品コード154274

YOU、お燗番になっちゃいなYO！
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「世界酒蔵ランキング2021」第1位に選出！
2021年に開催された様々な⽇本酒のコンテストで⼊賞を果
たした酒蔵をランキング。⼋⼾酒造は「陸奥⼋仙」シリー
ズ8種で受賞し2021年最も評価された蔵として讃えられま
した。

♦風土

蔵があるのは⼋⼾の港から約5分の海辺。⻘森県の地酒と
して県産⽶と酵⺟にこだわり、仕込み⽔は蟹沢地区の名⽔
を使⽤。大正に建設された漆喰土蔵や赤レンガ蔵は和と洋
の建築形式が混在する貴重なもので「文化庁登録有形文化
財」「⼋⼾市景観重要建造物」に指定されています。

1775年創業。伝統を受け継ぎながらも酒造り
の効率化を徹底追及。気鋭の蔵が集まる「若
手の夜明け」チームのパイオニア的存在です。

陸奥八仙 ピンクラベル 吟醸 生原酒

陸奥八仙ピンクラベルの新酒が入荷いたしました！メロンやバナナのような香り高さが芳醇な旨味とマッチし、口の中でじっくりと広がっていき
ます。厚みのある味わいは日本食だけではなく、洋食にも合わせやすい一本です。

■原料米：青森県産米 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16度 ■酒度：±0 ■酸度：1.1

1800ml︓商品コード161090 720ml︓商品コード181527

陸奥八仙 シルバーラベル 吟醸あらばしり 生原酒

新酒ならではの溌剌としたキャラクターが強く表現され、フルーティーな香りがシャープに広がる無濾過無調整の生原酒。やや強めのアルコー
ル分によるキレがありながらも盃が進んでしまう飲みやすさで、原酒らしいボリューム感にも大満足です。

■原料米：青森県産米 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17度 ■酒度：-1 ■酸度：1.6

1800ml︓商品コード154247 720ml︓商品コード154248

陸奥八仙 特別純米

陸奥八仙を知るには、このレギュラー純米酒は外せません！ブランド設立時から八戸で愛され続けている一本。香りは控えめ、しっかり感じられ
る柔らかな甘味と旨味こそが陸奥八仙らしさ。全体のバランスが良く、どんなお料理にも合わせやすい大活躍選手。

■原料米：まっしぐら ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+3.0 ■酸度：1.4

1800ml︓商品コード96435 720ml︓商品コード96436

陸奥八仙ISARIBI 特別純米 火入れ
夜の海に煌々と灯る、イカを誘い出すための「漁火（いさりび）」。イカの水揚量日本一の八戸港にほど近い八戸酒造が生んだ、地魚料理に合わ
せる食中酒。他の陸奥八仙に比べ、異色のやや辛口と言えます。赤身白身問わず刺身も煮付けもバッチリ合います。

■原料米：華吹雪 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+5 ■酸度：1.9

1800ml︓商品コード96877

陸奥男山 超辛純米

非常にキレがありスッキリとした味わいが特徴です。冷酒だけでなく、お燗にしても楽しめます。昔から地元の漁師さんに親しまれてきた陸奥男山
なのだから、小難しいことは考えず、美味さに酔いしれましょう。合うお料理の幅も広く、気軽に提供できる万能酒。

■原料米：青森県産米 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開

1800ml︓商品コード96437

～商品ラインナップ（一部抜粋）～
“陸奥八仙らしい旨味（甘味）”という表現が伝わるようになったとき、あなたはもう立派な陸奥八仙通です！

♦八戸酒造の推しポイント

・全量⽩麹仕込み
⼀般的な⽇本酒造りで使われる⻩麹ではなく、焼酎⽤の
「⽩麹」を酒⺟に使⽤することでクエン酸を⽣成。乳酸添
加不要な強酸環境を作り健全に酵⺟を増殖させる手法を、
2016年以降すべての酒⺟で⾏っている、⽩麹仕込みの代
表蔵です。
さらに、⾼温糖化酒⺟を採⽤し、酒⺟造りにかかる時間、
費⽤、場所を削減。効率化することで新しいことにチャレ
ンジし続けられる体制は、柴⽥屋も⾒習っていきたいお蔵
です。

・代表銘柄︓陸奥⼋仙と陸奥男⼭
1910年に「陸奥男⼭」が誕⽣。全国で最初で唯⼀の「男
⼭」の名が付く商標です。味わいは、地元の漁師さんに愛
される辛⼝です。
「陸奥⼋仙」は1998年よりスタートしたブランド。中国
の故事、酔⼋仙(⼋人のお酒の仙人の物語)が由来。 飲む方
が酒仙の境地で酒を楽しんでいただきたいとの思いが込め
られています。

定番商品

季節限定商品
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	ビール工房プレス2月
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