
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
Loire ロワール

ドメーヌ デ ロッシュ ヌーヴ ソミュール ブリュット ビュル ド ロッシュ NV

平均樹齢は60年。南向きの畑で3ha所有。メトード トラディショネル、3ヶ月間228L樽で熟成させた後、瓶内二次発
酵。9ヶ月間瓶内熟成。ブドウの木で描かれた脳内、ユニークなエチケットが印象的。ノンドサージュで辛口、ぎゅっとし
た果実味とコクが楽しめる満足度の高いスパークリング。食前酒にも最適です。 【農法：ビオロジック】

〇産地：フランス ロワール地方 ○生産者：ドメーヌ デ ロッシュ ヌーヴ ○ブドウ品種：シュナン・ブラン90%、カベルネ・フラン10％ ○白 泡 辛口

商品コード221991
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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

メゾン ウィリアム フェーブル プティ シャブリ (オイスターラベル) 2017

250年の歴史があり最も多くのグランクリュの畑を所有する名門。1998年にアンリオ家が所有してから、シャブリでは
圧倒的少数の手摘みと選果台導入で品質が向上。全体量の98％が機械収穫のシャブリで手摘みは極めて異例。短
時間プレスし、低温にて軽く清澄。 ステンレス発酵100％。8-10ヶ月熟成しリリース。みずみずしくシャブリらしいシャ
ープな酸と、果実由来の甘みが心地よい。クセがなく、どんな食事にも合わせやすいワインです。

〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：メゾン ウィリアム フェーブル ○ブドウ品種：シャルドネ100％ ○白 辛口

商品コード221990

Bordeaux ボルドー

※価格はすべて税抜です。

シャトー クロワ ムートン 2018

1997年にジャン フィリップ ジャヌエックスが手に入れたシャトーで、2003年まではシャトー ムートンと名乗っていまし
たが、2004年からは現在のクロワ ムートンに改名。ドルドーニュ川の右岸フロンサックに近いリュゴンに位置、樽との
接触面の多いラグビーボール型をした樽で熟成させる事で有名。赤黒系の凝縮した果実に加え、ドライハーブのニュア
ンスも。非常に濃厚で飲み応えのあるワインです。毎年エチケットの「M」のデザインが変わります。

〇産地：フランス ボルドー地方 ○生産者：シャトー クロワ ムートン ○ブドウ品種： メルロ 97%、カベルネ ソーヴィニヨン 3% ○赤 ミディアムボディ

商品コード221992

【飲み頃ボルドー】シャトー ピエール ド モンティニャック 2014
メドック北部、ジロンド川にほど近い場所に位置するシャトー。現在は三代目のロマンが両親と共にシャトーを運営して
います。毎ヴィンテージ各地のコンクールでメダルを受賞するなど安定した評価を獲得。ラズベリーやブラックベリーに
加え、モカやシダーなど幅広い香り。タンニンは柔らかく、ほどよい酸味がワインのバランスを取っています。とてもきれ
いに熟成した飲み頃の1本。

〇産地：フランス ボルドー地方 ○生産者：シャトー ピエール ド モンティニャック ○ブドウ品種：カベルネ ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ フラン、
プティ ヴェルド ○赤 ミディアムボディ

商品コード221993

【飲み頃ボルドー】シャトー ド リュサック 2006 

ラヴィアール夫妻が2000年に購入してから、リュサックのアペラシオンで最も主要なシャトーとなっています。ロースト
したナッツのリッチで複雑味あるアロマ。その後スパイスやブラックチェリーの甘みを伴う香りも出てきます。シルキーで
まろやかなアタックで、黒系果実のニュアンスがありボディも感じられる味わい。

〇産地：フランス ボルドー地方 ○生産者：シャトー ド リュサック ○ブドウ品種：メルロ 77%、カベルネ フラン 23% ○赤 ミディアムボディ

商品コード221994

BEST 

PRICE

BEST 

PRICE
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デルハイムは、1949年にハンス・ホーハイゼンによって設立されたケープワインランドでは特に古く、著名な家族経営のワイナリーです。
1971年ステレンボッシュ ワインルートの設立、1976年にはピノタージュのロゼを世界で始めて生産するなど、ワイン業界に多くの伝
説を残しています。また、WWFの環境保全の中心でもあり、環境やそこで働く人の人権にまで配慮した、サスティナブルなワイナリ
ーの在り方を実践しています。 また、社会貢献事業にも取り組んでおり、スタッフたちのために、保育所やアフタースクール・クラブを
設けています。

輝かしいライトピンク。凝縮したクランベリーとザクロのアロマが、花のような香りとともに広がりま

す。口中ではバランスのとれた酸によってフレッシュで快活な印象。フィニッシュに向かって、熟した

ベリーの味わいが続きます。

□生産国：南アフリカ □品種：ピノタージュ96%、マスカット・デ・フロンティニャン4% □ロゼ 辛口

デルハイム ピノタージュ ロゼ

商品コード: 900223 

デルハイム シャルドネ シュール リー
明るい麦色と緑色の輝き。シトラスと桃そしてトロピカルなアロマが、口中にもほんのりと感じられま

す。ミネラル感のあるエレガントで調和のとれたフィニッシュ。ボトル熟成も楽しめます。

□生産国：南アフリカ □品種：シャルドネ □白 辛口

商品コード: 900222 

デルハイム グランドリザーブ

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：南アフリカ □品種：カベルネ・ソーヴィニヨン85%、カベルネ・フラン10%、メルロー5% □フルボディ

商品コード: 900225 

ダークプラムやブラックベリーのアロマの中に、スパイスやスミレ、スモーク、鉄っぽいミネ

ラルの香り。口中では、存在感のある滑らかなタンニンが黒系果実と共に濃厚に広がり、フィ

ニッシュには心地良い酸が感じられます。

□生産国：南アフリカ □品種：シラーズ □フルボディ

デルハイム ヴェラ クルーズ シラーズ [在庫限り] 

商品コード: 900226 

終売
特価

※価格はすべて税抜です。



ロウブラード ボルドー ロゼ

ほんのりピンク色。繊細な花の香り、パイナップルや南国フルー

ツ、赤系果実のアロマ。フレッシュさとまろやかさのバランスが

良く、長い余韻が続きます。

□生産者：シャトー・ド・ロウブラード（フランス） □品種：

カベルネ・フラン60%、メルロー20%、カベルネ・ソーヴィニョン

20% □辛口

商品コード: 900416 

トゥガーナ ロゼ ピノノワール

サワーチェリー、赤系ベリー（ラズベリー、ブラックベリー）の

香り。フサスグリのような味わいがまるで地中海の夏のよう。

□生産者：キリアン・フン（ドイツ） □品種：シュペート

ブルグンダー（ピノ・ノワール）100% □辛口

商品コード: 900540 

パッチワイン ピノグリージョ ロゼ

ピンク色がかったカッパー色。鮮烈かつ複雑なフローラルブー

ケに赤いベリーの香り。柔らかくエレガントでバランスのとれ

た味わいで長めの余韻。

□生産国：カンティーナ・オルソーニャ（イタリア）

□品種：ピノグリージョ85%以上 □辛口

商品コード: 900535 

ペッティロッシェ チェラスオーロ ダブルッツォ

鮮やかではっきりとしたチェリーレッド色。花やサクランボ、

ストロベリーの香り。味わいはフレッシュで温かみがあり、フ

ィニッシュにはアーモンドを感じます。

□生産国：カンティーナ・オルソーニャ（イタリア） □品種：

モンテプルチアーノ100% □辛口

商品コード: 900650 

ハル

大好きな日本を想って「HARU(春)」と命名。ラズベリーのよう

なロゼカラー。花々や甘酸っぱいイチゴ、フェンネル、ピュア

なラズベリーと繊細なプラムの柔らかな香りは、フレッシュな

赤系果実を思い起こさせます。

□生産国：カサ・ロホ（スペイン） □品種：モナストレル、シラー、

ガルナッチャ □辛口

商品コード: 900641 

気持ち華やぐ
さくら色

春を感じる
ロゼワイン

特集

※価格はすべて税抜です。 4
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-カーボンブリュース(香港)-

ビールがビールの枠を超える時。
そんな新しい発見を提供することがカーボンブリュースのモットーです。

2018年、香港の工業地帯・火炭（フォータン、炭＝カーボンは社名の由来）にある地上10階にまた

がるユニークな醸造施設からスタート。アジアと西洋が交差するミックスカルチャーの香港で、多

様性あるチームからは個々の想像を超えるアイデアが次々と生まれ、革新的な醸造へとつながりま

す。そんなアイテムを、弊社がいち早く取り扱いを開始しました！
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Earth People アース ピープル ①
クリーンでクリスプ、モルト感とドライホップのバランスを上手くとり、主流のラガー

よりもレシピが複雑で、それゆえ豊かなフレーバーが口中に広がリます。

■Alc.:4.3％ ■スタイル：ドライホップラガー

330ml商品コード260709 20L商品コード260716

※①～④の缶は柴田屋常時在庫、それ以外（⑤⑥缶および全てのKeg）はお取り寄せ商品となります。

KEY KEGは Sタイプのカプラーです。全て要冷蔵商品となります。

Feels Good Man フィールズ グッド マン ②
シトラス、カルダモン、オレンジピールのアロマ。グレープフルーツ、レモン、オレン

ジピールが主体となった、クリスプで口当たりが良い、非常に爽快なウィート。

■Alc.:4.5％ ■スタイル：ウィート

330ml商品コード260710 20L商品コード260717

Baby Rich Luplins ベイビー リッチ ルプリンズ ③
低アルコールながらフルーティーなホップがぎっしり詰め込まれ、まるでアルコール6%

程度のビールのようなジューシーで飲みごたえのある、まさに理想的なセッションIPA。

■Alc.:3.9％ ■スタイル：セッションヘイジーIPA

330ml商品コード260712 20L商品コード260719

Sour Punch サワーパンチ ④
ヘイジーな濃いピンク色。パイナップル、マンゴー、クランベリー、パッションフルー

ツを組み合わせたトロピカルな香りをアクセントに加え、ラズベリーとグアバ由来のジ

ューシーさ。酸味がクセになります。■Alc.:4.5％ ■スタイル：ベルリナーヴァイセ

330ml商品コード260713 20L商品コード260720

Staying Alive ステイイング アライブ ⑤
アメリカ産ホップを混合した、青々しいパイニーさが後ろに隠れ、レモン、グレープフ

ルーツ、オレンジの柑橘系アロマがメインで際立つ、クラシカルなセッションIPA。

■Alc.:4.6％ ■スタイル：セッションIPA

330ml商品コード260714 20L商品コード260721

Crazy Rich Luplins クレイジー リッチ ルプリンズ ⑥
マンゴー・パパイヤの完熟系トロピカルフルーツのアロマから始まり、より濃縮された

トロピカルフルーツのフレーバーが後に続きます。

■Alc.:8.2％ ■スタイル：ダブルヘイジーIPA

330ml商品コード260711 20L商品コード260718

5 ※価格はすべて税抜です。
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2019年9月、横浜ベイエリアで開業した
｢アパホテル＆リゾート〈横浜ベイタ
ワー〉｣（神奈川県横浜市中区）の１階に、
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の誕生は、母体である株式会社トリプルアール代表、樫埜由昭氏のルーツがも

とになっています。実家が酒屋ということもあり、以前より酒造りに興味を持っていました。その後、米国を
訪れた際にクラフトビールに出会い、多彩な味わいや日常生活と共にある文化へ強く感化されたことが、ブル
ワリー立ち上げのきっかけとなりました。

ONE（ワン） 350ML 缶

※3月4⽇〜納品可能
350ml 商品コード260837

※価格はすべて税抜です。

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。Vic 

Secretと Mosaicホップによるフレッシュなオレン

ジやマンゴーといった香りとオーツ麦由来のとろみ

が絡み合い芳醇な味わいです！！

■スタイル：Hazy IPA ■Alc.:6.8％

15L商品コード199332

定番商品

Lager（ラガー）15L樽

ニュージーランドのホップMotuekaを使用。柑橘やフ

ローラルなホップの香り、そしてモルト由来のクリスピ

ーな味わい。クリーンなモルトの甘みにスパイシーでし

っかりとした苦み、フィニッシュは非常にドライ で何杯

でも飲める仕上がりです。

■スタイル：ラガー ■Alc.:5.0％

15L商品コード260842

限定商品

新発売
ブルワリーレストランならではの1本!
自分たちのつくりたいビールと、みんなが飲みたいビールを

融合すべく、日々研究を重ねて誕生しました。ライブ感と熟

練の技を一つの形にした「ONE」は、強いインパクトを残しな

がらも、あらゆる料理ともマリアージュ。これなら間違いな

い!と思える1杯をご提供します。

タンジェリン、トロピカルフルーツにライムのような強烈か

つ気品あるアロマ、シャープな苦味とキレのある味わいを実

現しました。

■スタイル：West Coast Style IPA

■Alc.：7.0% ■IBU：59

■モルト：Pale、Cara Pils、Wheat

■ホップ：Simcoe、Citra、Mosaic、Motueka



まだまだ楽しめるフレッシュな冬酒

山形正宗 生酒 純米吟醸 稲造

予約分のみ瓶詰めした数量限定、今だけの生酒ver.です。マスカットや柑橘系思わせるフレッシュで爽やかな若い香り。お米の旨
味がぎゅっと詰まった飲み口で、キリリとした酸味とほろ苦さが心地良いドライな後口です。

■蔵元：水戸部酒造（山形） ■原料米：出羽燦々 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開 ■酵母：蔵付酵母

1800ml︓商品コード154403 720ml︓商品コード154404

とんぼ1号 純米吟醸 生原酒 山田錦

大切に育てた海老名産山田錦で造った新酒が出荷。槽場でビンに直接採りをし、ほとんど酸素に触れない生まれたままのピチピチ
のお酒ができあがりました。溶け込んでいる炭酸ガスを逃がすように、ゆっくりと空気に触れさせてからお飲みください。

■蔵元：泉橋酒造（神奈川） ■原料米：山田錦 ■精米歩合：58％ ■アルコール度数：18度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開 ■酵母：きょうかい9号

1800ml︓商品コード121395 720ml︓商品コード121396

大那 超辛口純米 無濾過生酒

ただ辛いだけではなく、シャープな印象のラインを和らげる、しっかりとした米味が楽しめます。後半には鋭いキレがあり、口の
中をスッキリとさせてくれる見事な出来映えです。バランスも良く、スムーズにギアチェンジしていく大那らしい１本。

■蔵元：菊の里酒造（栃木） ■原料米：栃木県那須産酒造好適米 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16.4度 ■酒度：+10 ■酵母：栃木酵母

1800ml︓商品コード195476 720ml︓商品コード195477

玉川 純米吟醸雄町 無濾過生原酒 21BY

濃厚な強い酒質を得意とするイギリス出身の杜氏フィリップ・ハーパー氏が手がける、雄町米の酒が登場です。雄町米のコク深さ
が引き立ち、甘旨い濃厚な味わいに。酒質がしっかりしているのでお燗にしても崩れず美味しくいただけます。

■蔵元：木下酒造（京都） ■原料米：雄町 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17～18度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開 ■酵母：きょうかい1号

1800ml︓商品コード154333 720ml︓商品コード154334

播州一献 純米吟醸 ののさん 生酒

「ののさん」とは但馬地方の方言で、観音様を指し、「播州一献の中でも最も柔らかさと透明感を表現した」という蔵元の言葉ど
おり、滑らかな舌触りとともに、膨よかで円みのある米の旨味が楽しめます。後味はさっぱりとしていてキレの良い辛口。

■蔵元：山陽盃酒造（兵庫） ■山田錦・兵庫夢錦 ■精米歩合：60% ■アルコール度数：16度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開 ■酵母： 901、1801

1800ml︓商品コード154376 720ml︓商品コード154377

富久長 純米吟醸 山田錦 直汲み 本生

超軟水の柔らかさをベースに、山田錦の旨味と深みがでています。フルーティで華やかな吟醸香がたち、直汲みならではのボリュ
ーム感がスーッと消えていく、綺麗で心地の良い後口です。日本酒を飲みなれていない方にも勧めやすい1本。

■蔵元：今田酒造本店（広島） ■原料米：山田錦 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開 ■酵母：広島吟醸酵母

1800ml︓商品コード154279

天の戸 純米酒 美稲八〇 生

低精白の秋田酒こまちで造る美稲八〇の生酒です。雑味は極めて少なく米の旨味は十分、純米酒としてのふくらみも備えた文句無
しの美味しさです。純米酒でも気軽に買える価格でコスパに優れた優秀な1本。

■蔵元：浅舞酒造（秋田） ■原料米：秋田酒こまち ■精米歩合：80％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+3.0 ■酸度：2.0 ■酵母：AK-1（秋田流花酵母）

1800ml︓商品コード119169

天吹 純米吟醸 HANAE（ハナエ）

華やかなメロンや青バナナを感じ、白い花や黄色い花を連想させる穏やかな香りも感じます。意外とボディがありしっとりとした
上質な甘味と旨みに、すっきりとした後切れの良い酸があります。春の花、イチゴから抽出した花酵母を使用しています。

■蔵元：天吹酒造（佐賀） ■原料米：佐賀の華 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+2 ■酸度：1.6 ■酵母：花酵母（月下美人、イチゴの花）

1800ml︓商品コード154165 720ml︓商品コード154166

7

※価格はすべて税抜です。



田野々地区の農家との繋がり
1999年に「米作り」を酒造りにおける指針の一つに掲げ、酒造好適米の栽培に適した観音寺市田野々
地区の米農家さんに酒米の栽培をお願いすると、「川鶴は米作りを知らない」と門前払い。ならばと、自
分たちで蔵の道向かいにある田圃で山田錦を育てはじめました。その甲斐あって、今では農家さんのみな
らず地域の学校と協力し田植え体験を行うなど、地域活性化を目指し地元に根差した酒蔵となっていま
す。実はこの話には面白い裏話があって…？（続きはSAKE-YAonlineでご覧ください）

さぬきオリーブ酵⺟
柴田屋オリジナル「川鶴 No.315 OLIVE EAST 純米吟醸」に使われています！
もともと⾹川には県独自の酵⺟がなく、 ⾹川県産業技術センター発酵食品研究所が約5年をかけ
2018年にオリーブの実から⾼アルコール生成酵⺟を発見。採取・開発し「さぬきオリーブ酵⺟」と名付け
られました。地域に根差す川鶴酒造にとっても思い入れの強い存在で、蔵の通年商品にもオリーブ酵
⺟を使ったお酒があります。

酒造りは米作りにあり。
年間1,000石を醸す香川県代表蔵

【柴田屋オリジナル】川鶴 No.315 OLIVE EAST 純米吟醸
気候風土を表現した酒質は、華やかで青々とした香りが漂い、豊富かつ上質な酸と優しい甘さを湛えています。口に含めば地中海と
瀬戸内海の情景が広がり、和食はもちろんのことイタリア料理や地中海料理と驚くべきペアリングを魅せてくれること間違いなし！

■原料米：香川県田野々地区 山田錦 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：17度 ■酒度：-1 ■酸度：1.6 ■酵母：さぬきオリーブ酵母

1800ml︓商品コード154179 720ml︓商品コード154177

【柴田屋オリジナル】川鶴UMAMI（ウマミ）
日本を発祥とし、共通語として確立されたUMAMI。香川県は、いりことうどんの名産地。出汁(UMAMI)を日常的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たまさに“UMAMI”専用の日本酒です。出汁料理との相性をぜひお試しください。

■原料米：オオセト ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+2.0 ■酸度：1.8 ■酵母：協会9号

1800ml︓商品コード120962 720ml︓商品コード120963

讃岐くらうでぃ
地元のB級グルメ骨付鶏から着想を得た、まるでカルピスのようなドリンカブルで新しい日本酒。麹由来のアミノ酸が通常のお酒の3
倍量あり、疲労回復効果のある白麹由来のクエン酸もたっぷり。日本酒では超低アルコールな度数6％。ロック飲みもおすすめ！

■原料米：国産米 ■精米歩合：70％ ■アルコール度数：6度 ■酒度：-70 ■酸度：5.0 ■酵母：非公開

1800ml︓商品コード141241 720ml︓商品コード180607

＜インタビュー＞洋食に合う日本酒造りに挑戦
洋業態の飲食店様が多い柴田屋とのコラボ第二弾ということで、 「川鶴 No.315 OLIVE EAST 純
米吟醸」は、オリーブ酵⺟を使⽤した蔵の既存商品と造りを変え、一部白麹を加えることで洋食に
もなじむような酒質にチャレンジ。フレッシュ感を逃さないよう、絞った翌日には瓶詰を全蔵人総出で
行うなど大変な作業もありました。
20〜30代蔵人が中心となって造る、いつもの川鶴とは一味違う味わいをこそ、日本酒になじみの
ない方にも飲んでいただけたら嬉しいです。（左：川人社⻑ 右：営業島津さん）

SAKE-YAonlineで
もっと詳しく

8 ※価格はすべて税抜です。


