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
クレマン ド ブルゴーニュ ル ジャルダン デ ザンファン ブラン ド ブラン NV
テロワールやブドウを取り巻く環境を尊重したワイン造りを行っているドメーヌ。繊細な泡。柑橘系果実に白い花の香
り。爽やかな酸味としっかりとした芯のあるミネラルを思わせる風味。シャルドネの繊細さとエレガントさを感じさせてく
れるクレマンです。手摘み収穫。瓶内2次発酵、熟成12-16ヶ月。 【農法：リュットレゾネ】

限定24

本

限定12

本

〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：ドメーヌ ラ クロワ トレシャン ○ブドウ品種：シャルドネ100％ ○白 泡 辛口

商品コード222054

ブルゴーニュ オート コート ド ボーヌ ブラン スー ゼギゾン 2016 (スクリューキャップ)
シャサーニュ・モンラッシェの名門として知られるドメーヌ ジャン・ノエル ガニャール。オート コート ド ボーヌでは80%
ピノ ノワールが植えられていますが、素晴らしいシャルドネも育ちます。「スー ゼギゾン」とは畑の上にある崖の名前
に由来。0.41haの畑から造られ、生産量は4,000本のみ。驚くべき緻密さを備えており、いきいきとした酸と心地よい
厚み、集中力のある果実味がバランスした味わい。 【農法：ビオロジック】
〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：ドメーヌ ジャン ノエル ガニャール ○ブドウ品種：シャルドネ100％ ○白 辛口

商品コード222055

ドメーヌ ルネ ブーウ゛ィエ ブルゴーニュ ルージュ シャピートル スュイウ゛ァン 2016
1910年にアンリ ブーヴィエにより設立。2005年にはオスピスで「5人の有望な若手生産者」に選出されています。マル
サネ、フィサン、ジュヴレ・シャンベルタンとシャンボール・ミュジニーのいくつかの区画からのブレンド。平均樹齢は40
年。チェリーやイチゴのフレッシュな果実の溌溂とした香りに、いきいきとしてバランスのよい口当たり。気軽に楽しめ
るブルゴーニュ ルージュです。

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 ルネ ブーウ゛ィエ ○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222057

Bordeaux ボルドー
シャトー デュ シャン デ トレイユ グラン ウ゛ァン ルージュ 2018
元シャトー ポンテ カネの醸造責任者ジャン ミッシェル コムが妻のコリンヌと一緒に所有しているシャトー。所有畑は僅
か10ヘクタール弱の小規模シャトーです。熟成は新樽30%。果実味たっぷりの香りに甘草、ヴァニラのニュアンス。タン
ニンが非常に滑らかで品のあるワイン。 【農法：ビオディナミ】

限定24

本

〇産地：フランス ボルドー地方 ○生産者：シャトー デュ シャン デ トレイユ ○ブドウ品種：メルロ60%、カベルネ フラン 30%、カベルネ ソーヴィニヨン 7%、プティ ヴェ
ルド 3% ○赤 フルボディ

商品コード222058

Languedoc-Roussillon ラングドック ルーション
ジェラール ベルトラン グリブラン オーガニック ロゼ 2020（スクリューキャップ）
ブランド、卓越性、そしてイノベーションの価値を具現化し、世界160カ国に輸出して名声を得ています。手摘み収穫＆
ダイレクトプレスのロゼで色調は非常に淡いタイプです。辛口で味わい的には爽やかさを重視した白に近いタイプ。10
度から12度くらいにしっかり冷やしての提供がおすすめです。魚介は勿論、アジア系のエスニックフードにも。

限定24

本

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：グルナッシュ ○ロゼ 辛口

商品コード222056
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※価格はすべて税抜です。

4月末まで！お得な条件付きワイン
新時代のワインメーカーが作る
カリフォルニアのテロワールを表現したワイン

ALMA ROSA（アルマ ローザ）

2005年、カリフォルニア セントラルコーストのサンタ・リタ ヒルズAVAにリチャードと妻のテクラによって「アルマローザ」は設立されま
した。創業者のリチャード・サンフォードは、「セントラルコーストピノノワールのゴッドファーザー」と呼ばれるほど、カリフォルニアワイ
ンの歴史において重要な人物です。彼は 40年前にフランスの最高のワインに匹敵するワインを造る という大きな夢を持って、 サンタ
・リタヒルズの可能性にいち早く注目し、ピノ・ノワールを最初に植えたパイオニア です。

4月末まで5：1条件

※プレゼント分は後日納品となります。予めご了承ください。

アルマローザ サンタリタヒルズ シャルドネ 2017
黄緑がかった明るい黄金色。洋梨、完熟メロン、フレッシュなリンゴのアロマ。ほんのりと白桃、ライチ、そしてバニラのかすかな香り
が鼻を抜けます。まるでレモンやライムのようなシトラス風味の酸がリンゴのニュアンスと合わさり、フルーツとハーブを感じる余韻
へと続きます。
□生産国：アメリカ □ブドウ品種：シャルドネ100% □ミディアムボディ

商品コード: 900603

アルマローザ サンタリタヒルズ ピノ・ノワール 2017
ガーネット色。濃い果実、土、杉のような香りを肉厚なブラックチェリー、桜の花、セイボリーのアロマが更に追いかけます。口中で
は丸く柔らかく、黒系果実とかすかにドライオレンジピール、ルートビア、そしてスパイスを感じます。フィニッシュには熟したラズベ
リーが弾け、レッドカラントのニュアンスが混ざり合います。

□生産国：アメリカ □ブドウ品種：ピノ・ノワール100% □ミディアムボディ

商品コード: 900604

クリュッグやジャクソンなどトップ・メゾン同様 100％樽醗酵＆樽熟成

「ドメーヌ シャルリエ ペールエフィス」
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
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、日照豊かで霜も降りにくい特
殊なテロワールがモンティニー・ス・シャティヨン村で、この地のトップ・レコルタンが「シャルリエ」です。
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。
□生産国：フランス シャンパーニュ地方 □ブドウ品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、
ピノ・ムニエ □栽培：リュットレゾネ

商品コード: 149981
※価格はすべて税抜です。
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24％
OFF

人気の南仏オーガニックワイン
「ルイ ファブル」に
待望の新商品が入荷！
ルイ ファブル シャルドネ
緑色のハイライトを持つ淡い黄色。軽くトーストしたような香り。白い花やシトラスのノート。長く、複雑
な味わい。
魚のグリル、またはソースを添えた白身の肉とお楽しみください。
□生産国：フランス ラングドック地方 □ブドウ品種：シャルドネ
□白 辛口 □適温：8-10℃ □農法：オーガニック

商品コード: 900652

ルイ ファブル メルロー

清冽で輝きのあるチェリーレッド。新鮮な植物の香りとドライフルーツのアロマ。口中では赤い果実を感
じ、カシスの香りも現れます。口当たりはしなやかでバランスが良く、持続性があり美しいフィニッシュ。
タパスやグリルした肉と合わせて。
□生産国：フランス ラングドック地方 □ブドウ品種：メルロー
□赤 ライトボディ □適温：18-20℃ □農法：オーガニック

商品コード: 900654

こちらもどうぞ！春にぴったり既存アイテム
ランスタン ビュル ブリュット

シャトー クーロン コルビエール ロゼ

淡い黄色。レモングラスとレモンピールの香り。口

輝きのある淡いサーモン色。わずかに酸味のあ

中では複雑で繊細な白い華やサクラ、新鮮なリン

る果実の強烈な香り。口に含むと、ライチやツ

ゴ、サンザシのアロマが広がります。フィニッシュ

ルモモのアロマがたっぷり感じられます。

は優しくエレガント。

□ブドウ品種：グルナッシュ80%、サンソー20%

□ブドウ品種：ピノ・ノワール80%、

□ロゼ 辛口

ソーヴィニョン・ブラン20%

□農法：オーガニック

□白 スパークリング 辛口
□農法：オーガニック

商品コード: 900148

商品コード: 900500

※価格はすべて税抜です。
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イタリアで最初のクラフトビールを作ったメーカー

バラデン

1986年、バラデンはイタリアの北西部ピエモンテ州の小さなビアパブから始まりました。代表のテオ・ムッソ
氏は音楽やアート、グルメ、そして何よりもビールをこよなく愛し、自らが醸造家としてイタリアで初めてクラ
フトビールを製造。400以上ある醸造所の中でもNo.1と言われ、イタリア国内のビール起業家を世に送り出
しています。

POP（ポップ）缶 330㎖
生まれながらの人気ビールPOP！2015年イタリアで初めて造られた缶のクラフトビール。タンジェリン(オレンジ)と
ベルガモットのほんのりとした香り、バランスの良いホップの軽快な苦味。非常にフレッシュで飲みやすいビール。 ■
醸造所：バラデン醸造所（イタリア）

■Alc.:6.0％ ■スタイル：アメリカンペールエール

商品コード154142

SUD（スッド）缶 330㎖
１００％イタリア産のクラフトビール！イタリア産南部で採れた3種の柑橘・コリアンダーを使用、シトラス香る爽やかな
小麦ビール。SUDはイタリア語で「南」を意味します。
■醸造所：バラデン醸造所（イタリア）

■Alc.:4.5％ ■スタイル：ベルジャンホワイト

商品コード261012

L‘IPPA（イッパ）缶 330㎖
イタリア産ホップを100％使用。ホップが醸し出すフルーティーな香りと軽快な苦味が心地よいイタリアンIPA。
■醸造所：バラデン醸造所（イタリア）

■Alc.:5.5％ ■スタイル： IPA

商品コード261013

2月シバの日試飲会好評商品
志賀高原ビール アフリカペールエール

Africa Pale Aleは、インドを目指す航海の途中、アフリカのどこかの海で力尽きちゃうかもしれない感じ!? のホップ感。爽
快で、やんちゃなIPAの弟分です。
■醸造所：玉村本店（長野県）

■Alc.:5.0％ ■スタイル：セッション IPA

330ml 商品コード84474

グリゼット ブロンシュ ビオ

スッキリとした喉越しと、爽やかな柑橘系の香りが特徴のホワイトビール。クリーミーできめ細かい泡立ち、苦味が少なく、
フルーティーなビールです。スパイスにオレンジピールとコリアンダーを使用しています。
■醸造所：サンフーヤン醸造所（ベルギー）

■Alc.:5.5％ ■スタイル：ベルジャンホワイト

250ml 商品コード260277

サンフーヤン セゾン
ベルギーを代表するセゾン・ビールです。やわらかく爽快な飲み心地、ホップがもつアロマを存分にお楽しみいただけま
す。「ワールド・ビア・アワード」金賞受賞。
■醸造所：サンフーヤン醸造所（ベルギー）

■Alc.:6.5％ ■スタイル：セゾン

330ml 商品コード260278

5

※価格はすべて税抜です。

LIMITED ITEMS
限定商品につき、お買い求めはお早めに

コエドブルワリー春颯-Haru hayateクラフトビール界で人気のホップ「Galaxy」。柑橘系果実やパッションフルーツを思わせる香りが特徴です。この
香り豊かな「Galaxy」のみを贅沢に使用しホップの特徴を最大限に引き出し飲み応えのある仕上がりに。 春に
吹く強い風のようにホップのフルーティーなフレーバーが口いっぱいに心地良く吹き抜けます。
■醸造所：コエドブルワリー（埼玉県）■Alc.:6.5％ ■スタイル：IPA

【限定3本】 10L 樽 商品コード 261023 ※別途保証金1,000円
【限定96本】350ml 缶 商品コード 261022

コエドブルワリー黄華爛漫 -Ouka Ranman400 年以上の歴史が育んだ寄居町の特産品である「寄居みかん」の果汁と皮を贅沢に使いベルジャン
ウィートに仕上げました。ウィート（小麦）とコリアンダーシードの風味が穏やかな酸味と優しい甘味を持つ
「寄居みかん」と見事に溶け合い絶妙な味わいを生み出し ています。
■醸造所：コエドブルワリー（埼玉県）■Alc.:5.0％ ■スタイル：ベルジャンウィート

【限定2本】 10L 樽 商品コード 261004 ※別途保証金1,000円
【限定48本】333ml 瓶 商品コード 261003

Far Yeast Brewing(山梨県)コラボレーションアイテム
Off Trail Fortune and Glory （オフトレイル フォーチュン アンド グローリー）
With Black Tide Brewing（宮城県気仙沼)
伝統的なベルギースタイルのサワービールへの敬意を表し、フランダースレッドスタイルを採用。強烈な酸味から
始まり、ファンキーな香り、梨、パイナップル、プルーン、レーズンのようなフレーバーが次々と訪れます。
■醸造所：Far Yeast Brewing（山梨県）■Alc.:7.0％ ■スタイル：フランダースレッドスタイルエール

【限定24本】330ml 商品コード 261014

Far Yeast Paykar Sour IPL （ファーイースト

パイカラ サワー アイピーエル）

With忽布古丹(ホップコタン）醸造（北海道上富良野）
“Paykar（パイカラ）”とはアイヌ語で「春」の意味。上富良野のハスカップとカスケードホップをふんだんに取り入れま
した。ハスカップの酸味と鮮やかなピンク色が春の訪れをさせます。■醸造所：Far Yeast Brewing（山梨県）
■Alc.:6.5％ ■スタイル：フルーツサワーインディアペールラガー

【限定48本】350ml 商品コード 261015

Far Yeast DOBUROKU Wheat Ale （ファーイースト ドブロク ウィート エール）
With WAKAZE（東京都三軒茶屋）
WAKAZEでも使用しているつや姫（飯米）と白麹を原料に取り入れ、にごりつつもなめらかな口あたりと、清酒酵母
が醸し出す爽やかな香りが楽しめます。どぶろくをイメージしたにごりのあるウィートエール。
■醸造所：Far Yeast Brewing（山梨県）■Alc.:7.0％ ■スタイル：ライス＆ウィートエール

5

【限定48本】350ml 商品コード 261016
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※価格はすべて税抜です。

春、到来。目にも華やかな日本酒特集
みいの寿 イタリアンラベル 春純吟 無濾過生 クアドリフォリオ
春のイタリアンラベルのお酒 「クアドリフォリオ」が発売です。クアドリフォリオとは、イタリア語で
バー」 を意味し、春らしいシロツメクサの花畑をイメージした、薄にごりの純米吟醸酒です。

「幸運の四葉のクロー

■蔵元：みいの寿（福岡） ■原料米：吟のさと ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+2 ■酸度：1.5 ■酵母：非公開

1800ml：商品コード153833

720ml：商品コード153834

角右衛門（かくえもん） 特別純米生原酒直汲み ピンクラベル
角右衛門の新酒しぼりたて第三弾です。ごく自然な爽やかな香りと、フレッシュ感抜群の太く力強いダイナミックな味わいはまさにこの
直汲みならでは。若々しくみずみずしい果実感溢れるウマさで毎年ご好評いただいております。
■蔵元：木村酒造（秋田） ■原料米：吟の精、ぎんさん ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：18度 ■酒度：+0 ■酸度：1.6 ■酵母：きょうかい1801号

1800ml：商品コード161509

720ml：商品コード161510

播州一献 純米吟醸 スプリングシャイン 生酒
柔らかな甘みを感じていただけるよう四段仕込みを採用し、重みを感じないようにモロミ原酒でアルコール分
料理や鰆の塩焼きなど、爽やかな春の食材とマッチできるような酒質設計です。

15%に抑えています。山菜

■蔵元：山陽盃酒造（兵庫） ■原料米：播州吉川産山田錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：-6 ■酸度：1.7 ■酵母：きょうかい901号

1800ml：商品コード146808

720ml：商品コード146809

モダン仙禽（せんきん）亀の尾 生酒
マスカットやラ・フランスのような繊細で穏やかな香り。グラスに注ぐと美しく甘さのある香りが漂い、口に含めば芳醇なジューシーさが
広がります。後から感じる米の旨みとさりげないキレも魅力です。
■蔵元：せんきん㈱（栃木） ■山田錦・兵庫夢錦 ■精米歩合：55% ■アルコール度数：15度原酒 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開 ■酵母：非公開

1800ml：商品コード142418

720ml：商品コード142419

吾有事（わがうじ） 純米大吟醸 雲の上 にごり生酒
「吾有事 純米大吟醸 雲の上」はうすにごりタイプのお酒です。発酵由来の微炭酸とパイナップルのような香りとジューシーな酸が心
地よく感じられます。
■蔵元：奥羽自慢酒造（山形） ■原料米：出羽燦々 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：-2 ■酸度：1.6 ■酵母：非公開

1800ml：商品コード154423

720ml：商品コード154424

玉川 自然仕込純米山廃 白ラベル 無濾過生原酒
自然の力だけでここまで高いアルコール度数を実現し、かつ日本酒度 2桁の大辛口を記録するお酒。加えて、お酒の完成度として
「美味しい」と感じられる滋味の塊のような仕上がり。まさに「最強の山廃純米酒」と呼ぶに相応しい逸品です。
■蔵元：木下酒造（京都） ■原料米：北錦 ■精米歩合：66％ ■アルコール度数：21度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開 ■酵母：蔵付酵母

1800ml：商品コード180574

720ml：商品コード154425

結ゆい 特別純米 いちばんぼし 生原酒 1800ML
茨城県生まれの食用米である一番星。蔵のある結城市産を使って仕込みました。ちなみに酵母も種麹も茨城県産。そんなオール茨城
で醸したフレッシュな新酒をお楽しみください。きれいで、結らしい甘みがほんのりと感じられる上品な味わいです。
■蔵元：結城酒造（茨城） ■原料米：茨城県結城市産 一番星 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16度 ■酒度：+3.0 ■酸度：1.7 ■酵母：M-310

1800ml：商品コード118239

天吹酒造 天吹 純米大吟醸 春色 生 1800ML
春色は地元佐賀県産の夢しずくを使用し、オシロイバナ酵母で醸されたお酒。「天吹」らしい華やかで軽快な香り、春のお酒らしく、フ
レッシュ感が爽やかさを演出しています。酸が程良く効いていて、後味もスッキリ。とても飲みやすいお酒です。
■蔵元：天吹酒造（佐賀） ■原料米：日本晴 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16.5度 ■酒度：-1 ■酸度：1.9 ■酵母：花酵母（オシロイバナ）

1800ml：商品コード122443

※価格はすべて税抜です。
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焼酎「クラフトマン多田」が飲食店様に選ばれている理由
コンセプト
「究極の食中酒」

ペアリングの軸
「調味料」

ワインや日本酒と並ぶ

ワインのように、料理に合わせて焼酎を

脂を切るリセット型の焼酎ではな

食事の美味しさを引き立たせる お

変えるアプローチ。主人公である 「料

く、旨味の足し算・引き算・掛け算を

酒として、選択肢挙げられる、いい

理」を楽しめる酒を追求。

前提。調味料から選び分けること

意味で焼酎らしくない新しい味わ

ができる

い。

「新たな選択肢」

柴田屋社員が体感！「調味料」でペアリング実験
①スパニッシュオレンジ、キャンティブラウン、他社の麦焼酎
Aの3本ではテイスティング
②塩・ポン酢 醤油・タレ（ソース）を用意
③調味料を先に口に含んでから、焼酎を少し流し込む
営業部・平田「匠さんの言う通り、スパニッシュオレンジに塩とポン酢は、調味料がより美味しく感じるし、キャンティブラウ
ンに醤油とソースで合わせると、料理にお酒が寄り添っているような、心地よいマリアージュになっています。」
営業部・木下「本当ですね。逆に推奨されていない組み合わせ（塩×キャンティブラウンなど）だと、濃淡が合わずちぐはぐ
したり、苦く感じますね・・・」
広報部・ルーシー「1本で色々な調味料と美味しくマリアージュする焼酎って、少ないのかもしれないですね。今回試して
みてよくわかりました。」
多田さん「従来の焼酎ではどうしても口中をリセットするものとして飲まれることが一般的でしたが、“クラフトマン多田” は
天盃五代目 多田 匠さん

料理とのペアリングをコンセプトに造られた究極の食中酒。ぜひ試してほしいです。」

スパニッシュオレンジ 25度

キャンティブラウン 25度

1800ml：商品コード154155

1800ml：商品コード154157

720ml：商品コード154156

720ml：商品コード154158

【おすすめ】
飲み方：オンザロック、ソーダ割、水割り
調味料：塩、酢醤油、ポン酢
料理：淡い色あいのもの（白身魚のカルパッチョ、一夜
干し、天ぷら、モッツアレラチーズ
など）

【おすすめ】
飲み方：オンザロック、前割りのお燗、お湯割り
調味料：醤油、タレ、ソース
料理：濃い色あいのもの（タレの焼き鳥、すき焼き、鯖、
秋刀魚、ミートローフ、チェダーチーズ、など）

コーヒースペシャリテ 25％
700ml：商品コード154161

南米ホンジュラスで手摘みされたコーヒーと黒糖みつで上品に仕上げた甘くないリキュール。
【おすすめ】
飲み方：ストレート、ロック、オレンジジュース割り、バニラアイスにかけて
料理：煮込みハンバーグ、カレー

「クラフトマン多田」造るのはこんな蔵元さんです

本格麦焼酎蔵「天盃」
明治31年創業。蔵は福岡県朝倉郡筑前町に位置します。日本で初めて大麦 100％麦焼酎を造ったパイオ
ニアであり、 1975年から全量、筑紫平野産（福岡・佐賀県産）二条大麦を使用しています。
また、国内唯一の『常圧蒸溜を２回』行う蔵元でもあります。蒸溜酒である本格焼酎の酒質を最も左右する
要は「蒸溜器」と考え、初溜器・再溜器とも自社設計。雑味を取り除く為の技術である炭素濾過やイオン交
換樹脂をあえて一切行わず、蒸溜の回数を増やすことに加えヘッドとテールの部分を意図的に捨て、味わ
いの核となる部分を凝縮し取り出すことで、焼酎本来の味わいや原料の香りを引き出す独自の製法を行っ
ています。
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※価格はすべて税抜です。

×
WILD NATURE（イタリア）
オーガニック /ビーガン認証を得ている「ワイルドネイ
チャー」。動物と樹木が融合したラベルデザインで、
ボトルからも自然派だと伝わってきます。特に、アマ
ローネはブドウの凝縮感、重厚感が感じられると好
評でした。

アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ
DOCG
完熟赤プラムにスパイスやドライフルーツの複雑な
香り。温かみを感じるドライかつ力強い味わい。

商品コード: 900575

HABLA（スペイン）

アブラ No 20
ほんのりと甘味、そしてフレッシュな酸のバランスが
とても良く、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い。

商品コード: 900605

アブラ No 21
クリーミーさから始まり、繊細なシルクのようなエレ
ガントな口当たり。ふくよかでありながらフレッシュさ

スタイリッシュなボトルの「アブラ」は、デザインに高級感があ

も持ち合わせており杯がすすむ。

り、多くの方の目に留まりました。きれいでエレガントな味わ
いに、いい意味でスペインワインらしくないと感じられる方が

商品コード: 900606

多くいらっしゃいました。
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