
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
   ドメーヌ ベルサン サン ブリ モン アンブラゼ 2019

ドメーヌ ベルサンはサン・ブリでも最も名の知られた生産者のひとつ。2009年よりビオロジック農法に転換。2012年
に認証取得。グレープフルーツやマンダリン、モモにハーブやスパイス、ヨードのニュアンスを感じる豊かな香り。いき
いきとした果実とエレガントな酸味がバランスよく、引き締まった味わい。長く複雑な余韻が続きます。ステンレスタン
クで発酵、熟成は70%ステンレスタンク、30%樽で14ヶ月。 【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 ベルサン　○ブドウ品種：ソービニヨン・ブラン100％ 　○白　辛口　

商品コード222170 

2

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 ダズネ マコン ヴィラージュ フルール ダズネ 2017
ミシュラン3つ星を40年以上も保持し続けているフランスの偉大なシェフ、ジョルジュ ブランが1985年に興したドメー
ヌ。アカシアの花や洋ナシ、リンゴの複雑な香り。ふくよかな果実味といきいきとした酸とミネラルを思わせる風味。数
年の熟成による旨味も感じさせてくれる、上品で洗練されたマコン ヴィラージュです。三ツ星シェフこだわりの味をご
賞味ください。ステンレスタンクと樽で発酵、熟成(新樽5%以下)
〇産地：フランス　ブルゴーニュ地方　○生産者：ドメーヌ ダズネ　○ブドウ品種：シャルドネ100％　○白　辛口　

商品コード222169 

※価格はすべて税抜です。

   ドメーヌ ベルサン イランシー キュヴェ ルイ ベルサン 2019
ビオロジック栽培のピノ ノワールのみで造られるイランシー。タンクで発酵、樽(新樽率30%)で18ヶ月と長い熟成。清
澄、フィルターをせず、瓶詰めします。熟した黒系果実がフルーティーでリコリスやコショウ、バニラのニュアンスあるア
ロマ。緻密ながら軽やかな口あたり。豊かな果実味と柔らかい酸、溶け込んだタンニンのバランスがよい魅力的なワ
イン。【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 ベルサン　○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222172 

プティット シレーヌ ブラン 2020
あのボルドー格付け3級シャトー ジスクールの醸造チームが造り出しています。2010年がファーストヴィンテージ。高級
ワイン・ジスクールのモダンで古典的味わいがリーズナブルな価格で楽しめます。ソーヴィニヨンブランとセミヨンのブレ
ンドで熟成はステンレスタンク。フレッシュな味わいで、いきいきとしたワインに仕上がっています。 【農法：サスティナブ
ル】

〇産地：フランス　ボルドー地方　○生産者：シャトー・ジスクール　○ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン70%、セミヨン30% 　○白　辛口

商品コード222168 

Bordeaux ボルドー

限定12本

限定12本

限定12本

限定24本

シャトー ラトゥール サン ボネ 2013
ジロンド川に面したメドック最北のエリアに位置し、砂利質の丘にあるシャトー。クリュ ブルジョワの中でも特に本格的な
ワインとして人気を集めています。黒スグリやタバコ、森の下土やシダーの香り。硬めのタンニンを持ち、骨格はしっか
りとしています。手ごろな価格ながら非常に満足度の高いワインです。

〇産地：フランス　ボルドー地方　○生産者：シャトー・トゥール・サン・ボネ　○ブドウ品種：メルロー60%、カベルネ ソーヴィニヨン35%、プティ ヴェルド5% 　
○赤　ミディアムボディ　

商品コード222171 

限定24本



Sparkling Wine

※価格はすべて税抜です。

5月末まで3：1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。

プロジェッティディヴィーニ  プロセッコ 　トレヴィーゾ  フリザンテ

鮮烈なアカシアの花の香りと、ほのかにりんごや檸檬、グレープフルーツのニュアンスが感じられます。爽やか

で心地よい調和のとれた味わいが広がります。よく合う食材：前菜、シャルキュトリ、ハード系チーズ

□生産国：イタリア　□品種：グレラ　□辛口　□Alc.：11.0％

商品コード: 900262　  

リンゴや洋梨の爽やかな香りがグラスから広がります。ストラクチャーはしっかりとしドライで、リンゴと洋梨の

ニュアンスが感じられ、余韻はしっかり長く残ります。よく合う食材：新鮮な生の魚介類、前菜

□生産国：イタリア　□品種：グレラ　□辛口　□Alc.：11.0％

プロジェッティディヴィーニ  ヴァルドッビアデーネ  プロセッコ スペリオーレ  ブ
リュット

商品コード: 900260　  

緑がかった淡い黄色。柑橘系、特にレモンやシトロンが鮮烈に香る中に、咲き誇るアカシアや藤の花といったフ

ローラルなアロマが漂います。フレッシュで心地よい酸としっかりとしたボディ。アフターテイストに再びシトラスの香

りが感じられます。よく合う食材：アミューズや魚料理

□生産国：イタリア　□品種：グレラ　□辛口　□Alc.：11.0％

プロジェッティディヴィーニ  スペリオーレ  ディ カルティッツェ　ドライ

商品コード: 900111　  

淡い黄色。発酵時に生まれた泡を最後に再度入れることで生まれる、儚くきめ細やかな泡。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。よく合う食材：カナッペ、

フォアグラのトースト

□生産国：フランス　□品種：ピノ・ノワール80%、ソーヴィニョン・ブラン20%　□辛口　

□Alc.：12.5％

ファミーユファブル  ランスタン ビュル ブリュット

商品コード: 900148　  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※価格はすべて税抜です。
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レ・ビアンウールー社が造るEcocert認証取得のオーガニックフレンチジン。フレッシュでフルー

ティ、古典主義と異国情緒、技術と感性の完璧なバランスです。ラクロバットの秘密は、薬効成

分を持つエメラルド色の藻「スピルリナ」の使用にあり、これがエキゾチックフルーツの華麗な

ブーケに新鮮なヨードのタッチを与えています。

□生産国：フランス　 □ボタニカル：ジュニパー、コリアンダーシード、ユズ、ティムールペッパー、スピルリナ藻、マ

ンダリン、ジンジャー、シナモン　 □アルコール度数： 44度　

ラクロバットジン  700ml

生産者「Les Bienheureuxレ・ビアンウールー」 社は、シャトー・ペトリュスのオーナージャン・ムエック

スとペルノ・リカールで15年間働き、その後ワインの分野で活躍したアレクサンドル・シレッシュによって2015年に創業され
ました。穀物、蒸留、パッケージなど、この国のノウハウをもとにフレンチウイスキーを作りたいと考え、その後、ラム、カ
シャッサ、ジンの誕生へと続いていったのです。

商品コード: 900671 　 

アイアンボールズジン  700ml
トロピカルフルーツ、レモングラス、オレンジピール、ショウガなど、文字通りフルーティで比類ないほどの澄

んだ香り。口に含むと、南国のフルーツ、スパイス類が次々に現れ、最後にレモングラスが強く感じられま

す。

□生産国：タイ　 □ボタニカル：ジュニパーベリー、コリアンダー、レモンピール、オレンジピール、ショウガ、レモングラス、パイナッ

プル、ココナッツ　 □アルコール度数： 40度　

商品コード: 103786 　 

ポエティック  ライセンス ノーザン ドライジン 
700mlイギリスの小さな蒸留所で生み出される、詩人たち=表現者たちのクラフトジン。力強いジュニパーはグ

リーンカルダモンの暖かいスパイシーな味わいによって調和されます。レモンとユーカリのアンダートーン

にペルシャライムがシトラスの風味を凝縮します。

□生産国：イギリス　 □ボタニカル：ジュニパーベリー、カルダモン、ペッパー、ライム、オレンジピール等　

□アルコール度数： 43.2度　
商品コード: 900054 　 

ポエティック  ライセンス オールドトム  700ml
1800年代のジンを意識したクラシカルなジン。通常のドライジンよりも、甘みとペッパーのニュアンスが強

く感じられます。甘みはボタニカル由来の自然なもの。そしてオーク樽によって色味が加わります。バラの

花びらは、甘みに個性と金の色あいも与えます。

□生産国：イギリス　 □ボタニカル：ジュニパーベリー、コリアンダー、リコリス、エルダーベリー、ローズ、ハイビスカス等　 □ア

ルコール度数： 41.6度　
商品コード: 900053 　 

Craft gin



リパブリュー 本生 350ml 缶  

【本生】は名前の通り、最高に美味い本格クラフト“生” ビール。ラガーイーストで発酵させ、クラフトビール

らしくわずかにドライホッピングを使用したイタリアンピルスのようなビールです。糖度が少なくドライな仕上

がりは、何度も飲みたくなる味わい。

■醸造所：リパブリュー（静岡）　 ■Alc.:5.0％　■スタイル：ホッピーラガー

商品コード260354 

コナビール コナライト ブロンドエール 355ml 瓶  

マンゴーを使用したトロピカルフレーバーを感じるビール。軽やかでスムーズな飲み口と、マンゴーのほど

よい風味を感じる爽やかな味わいです。苦味を抑えたライトな飲みやすさと、南国感あふれるジューシーな

マンゴー使った爽やかな風味が特徴。カロリーひかえめの 99 キロカロリーです。

■醸造所：コナ　ブルーイング（ハワイ）　 ■Alc.:4.0％　■スタイル：ブロンドエール

商品コード260754 

ブリュードッグ　ヘイジージェーン ニューイングランドIPA 330ml 瓶  

無濾過で濁りをそのまま残すことで、モルトとホップの旨味が余すことなく閉じ込められ、パ

イナップルやマンゴー、タンジェリンの華やかなアロマが広がります。

■醸造所：ブリュードッグ　ブルワリー（スコットランド）　 ■Alc.:5.0％　■スタイル：ニューイングラド IPA

商品コード183290 

志賀高原ビール インディアン サマーセゾン 330ML 瓶  

セゾン酵母により度数を感じさせないドライさと嫌みのないフルーティさ。ホップはニュージーランドとアメリカ

産の新品種が中心。青い柑橘類を思わせる爽快な香りが特徴です。

■醸造所：玉村本店　志賀高原ビール（長野県）　 ■Alc.:7.0％　■スタイル：ベルジャン IPA

商品コード89708 

ブーン グース 375ML 瓶  

オーク樽で18ヵ月間熟成させたビール90％と、3年熟成のビール5％、比較的若い樽熟成ビール5％をブレ

ンド。さらに瓶内で6ヵ月間発酵させます。良いスパークリングワインの酸味とウイスキーのようなスモーキー

さが少しあります。グレープフルーツのようなフルーティーさとオークのタッチが酸味と相まって、とても爽や

かな味わいです。

おすすめペアリング：◎肉／〇チーズ・デザート／△魚貝類、チキン、ハム・ソーセージ

■醸造所：ブーン醸造所（ベルギー）　 ■Alc.:7.0％　■スタイル：ランビック
商品コード30122 

その他季節限定商品はLINEでご提案中！ 

柴田屋酒店公式LINE（飲食店様専用） 

QRコードまたは@281dydngでID検索してください。 

※価格はすべて税抜です。

爽やかな味わい！初夏におすすめクラフトビール

新定番

定番
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Fruits Beer 
フルーツフルライフ　シトラスIPA　330ML 瓶/10L/20L 樽  

柑橘系の個性を持つホップをふんだんに使用したインディアペールエール。

今年は、地元産のだいだいと夏みかんの 2種類を加えました。そしてその個性は、

弾けるようにいきいきとし、スパイシーで、喉の渇きを最高に癒してくれ　　　　ます。

【限定96本】330ml 商品コード 152816  
【限定5本】  15L 樽 商品コード 261198  
【受発注】    20L 樽 商品コード 161844 

■醸造所： ベアード・ブルーイング（静岡県） ■Alc.:7.0％　■スタイル：  

フルーツビール（ IPA）

【9月下旬まで常時在庫】 330ml 商品コード 43856  
【受発注】  10L 樽 商品コード 261179  

【受発注】 15L 樽 商品コード 261180 　　　　   
※樽は別途保証金5,000円 

湘南ゴールドは、神奈川県が 12年をかけて開発したオレンジで、未だ県外では入手

困難な稀少品。アロマホップも柑橘系の香りが特徴のものを使用し、グラスに注い

だ瞬間から飲み終えた後の残り香まで、とことんオレンジです。瑞々しくジューシー

な風味が口中に広がり、後味には柑橘の皮特有のマーマレードのような苦味を感じ

ます。

■醸造所： サンクトガーレン（神奈川県） ■Alc.:5.0％　■スタイル：  

フルーツビール

湘南ゴールド　330ML 瓶/10L/15L 樽

パイナップルエール　330ML 瓶/10L/15L 樽

約600Kgのゴールデンパインを使用。果実はビールが発酵する前の麦汁

（ばくじゅう）に投入。果実と麦汁を一緒に発酵させることで、泡までほんのり

甘いパイナップル風味のビールになっています。

■醸造所： サンクトガーレン（神奈川県） ■Alc.:5.0％　■スタイル：  フルーツビー

ル
【9月下旬まで常時在庫】 330ml 商品コード 94221 
【受発注】  10L 樽 商品コード 261181  

【受発注】 15L 樽 商品コード 261182 　　　　　  
 ※樽は別途保証金5,000円 

※価格はすべて税抜です。6



SINCE 1909 
SATSUMA SHOCHU WORKS

1909年（明治42年）創業。
鹿児島県薩摩郡さつま町にある酒造蔵。蔵の裏手にある一級河川・川内川は、度重なる氾濫によって流
域に大きな水害をもたらすこともしばしばありました。
2006年（平成18年）7月には、通算3度目の水害被害により蔵が水没するも、全国から支援を得て3か月で
製造が再開。創業100周年を迎えた2009年より芋焼酎「一尚」(いっしょう）を発売しています。

一尚 シルバー 25° 芋

小牧兄弟『一徳』『尚徳』両氏の一文字を名に冠して

スパイシーかつミルキーな香りが漂い、
スマートなキレと芋の味わいがしっかりと
楽しめる酒質です。 
ロックではキリリとした上品な味わいに。
45度くらいのお湯割りでは、旨みとコク
のある味わいを存分に楽しめます。 
 

一尚 ブロンズ 25° 芋

酵母菌にビール酵母を使用。柑橘系の
爽やかな香りとまろやかな旨みが優しく
包み込んでいるかのような癒しの味わい
です。
ロックや水割りも非常に好相性ですが、
ソーダー割りが特におすすめです。他の
焼酎では体験できない極上の焼酎ハイ
ボールをお約束します。 

商品コード154466
720ml

商品コード154465
1800ml

商品コード154464
720ml

商品コード154463
1800ml

※価格はすべて税抜です。
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・・・・・・他では手に入らない！柴田屋オリジナル日本酒 一覧・・・・・・

第１弾！　数馬酒造 竹葉 八百万ノ肉専用 生酛純米 生原酒
能登牛で有名な石川県は数馬酒造と柴田屋の肉好き達が“肉に合うお酒”を突き詰めて
生まれました。減農薬特別栽培農家の「能登産ゆめみづほ」を使用し、軽快かつ血合いに
も合う酸をたたえ、肉類のタンパク質や濃い味にもしっかりペアリングする、深くボディのあ
る旨味が特徴。

1800ml：商品コード134331 　720ml：商品コード154190 

第２弾！　武勇 八百万ノ魚専用 生酛純米 生詰原酒  
魚達と本気で向き合っている方たちの為の酒はないものか？そんな想いから魚介の宝庫
である茨城県の武勇さんにお願いし、ご縁あって生まれたのがこのお酒です。山田錦のボ
リューム感に上品でほんのりと香る吟醸香、そして生酛の奥行きのある味わいが数多の
魚介料理に寄り添います。

1800ml：商品コード154173 　720ml：商品コード154174 

第３弾！　奥羽自慢 吾有事 純米酒 14C ～ジューシー～ 
フルーティでジューシーな日本酒を本気で突き詰めたお酒です。日本酒を飲んだことがな
い方が心から美味しいと感動し、酒通になった時にも忘れられない味わいと香りのある美
酒を造りたいという想いで造った、情熱溢れる醸造家“阿部 龍弥“の若き感性とセンスが
詰まった渾身の一本を是非お楽しみください。

1800ml：商品コード153956 　720ml：商品コード153957 

第４弾！　川鶴酒造 川鶴 純米酒 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であ
り、出汁(UMAMI)を日常的に親しんできた文化と感性とノウハウを最大限に活かして醸さ
れた、まさに“UMAMI”専用の日本酒がここに誕生しました。繊細で奥深いお出汁料理と
共にお楽しみください。

1800ml：商品コード153956 　720ml：商品コード153957 

第５弾！　 天吹酒造 天吹 純米吟醸 Hanae～ハナエ～  

花笑 ～Hanae～とは“咲いた花のように、華やかな笑顔”という意味があります。花から取
れた酵母で酒を醸す佐賀県の天吹酒造さんと一緒に、笑顔溢れる場所にそっと寄り添う
お酒を造りました。春夏秋冬 色とりどりの笑顔の花が咲きほころびますように・・・。  

1800ml：商品コード154165 　720ml：商品コード154166 

第６弾！　菊の里酒造 大那 超辛口 純米吟醸 キレッキレ！
 
 
栃木県那須産の五百万石を、那須連山の雪解け水による清らかな軟水仕込みで醸した、
爽快さ満点の辛口純米吟醸酒。輪郭のシャープさと冷涼さを感じる透明感。ほのかな麹
の香りと清涼感のある味わいで、どのジャンルのお料理を食べてもスッキリと受け止めて
くれる、人と食を結ぶキレッキレなお酒に仕上がりました。

1800ml：商品コード154171 　720ml：商品コード154172 

第７弾！　川鶴酒造 川鶴 No.315 OLIVE EAST 純米吟醸
 
 
“東洋 (EAST)“の地中海とも称される瀬戸内で育つオリーブから発見された“さぬきオリー
ブ酵母(YEAST)” と香川県田野々産山田錦を使用。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です。和食はもちろん、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まちがいなしです。

1800ml：商品コード154179 　720ml：商品コード154177 

※価格はすべて税抜です。
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アルコールを摂取すると胃から20％、小腸から80％が吸収され、その大
部分が肝臓で処理され大部分が肝臓で処理されます。　肝臓内では、
まず、アルコール脱水素酵素により分解され、悪酔いや頭痛、動悸の原
因ともなるアセトアルデヒドになります。さらに、肝臓内のアルデヒド脱水
素酵素により、酢酸へと分解されます。この酢酸は血液により全身へめ
ぐり、水と二酸化炭素に分解され、汗や尿、呼気中に含まれて外へ排出
されます。
（アルコール分解経路図参考）
す。　肝臓内では、まず、アルコール脱水素酵素により分解され、悪酔
いや頭痛、動悸の原因ともなるアセトアルデヒドになります。さらに、肝
臓内のアルデヒド脱水素酵素により、酢酸へと分解されます。この酢酸
は血液により全身へめぐり、水と二酸化炭素に分解され、汗や尿、呼気
中に含まれて外へ排出されます。
（アルコール分解経路図参考）

Tasting Bar 柴田屋酒店 通信
Tasting Bar柴田屋酒店本店です。当店では、お酒の業界で話題になっている「タイプ」や「専門用語」をわかりやすく解説した内容で新
聞を作成し、ご来店いただいたお客様に配布したり店内に掲示するなどしています。こちらでは、飲食店様向けに一層深掘りしたバー
ジョンを連載させていただきます。みなさまの知識充実のお手伝いに少しでもなればうれしいです！

皆様こんにちは。 Tasting Bar柴田屋酒店本店の滝口です。 ま

ばゆい新緑の季節になってきました。気温もこれから夏に向

かってどんどん上昇する一方。こんなところにも季節の移ろ

いを感じます。

今回は、ワインと風土の関わりについて掘り下げます。

🍷ワインは酒にあらず？

　醸造酒は、その土地に自然に存在していた作物から生まれています。例えば日本は米

があった事から日本酒が生まれ、ヨーロッパ北部では、麦があったことから麦酒（ビール）

が造られました。ワインもまた然り、ブドウが植わっていたからです。

　ワインが他の醸造酒と大きく異なる事は、その質が、原材料のブドウでほぼ8割方決ま

る点。ある意味、農作物ともいえます。醸造のテクニックが作用する割合も、日本酒や

ビールに比べ少ないと、醸造仲間からの話や自分の経験から感じました。そういった理

由から、ワインはよりその土地の風土(テロワール)を表し感じられるのではないでしょう

か。

🍷風土(テロワール)を感じる

　皆様ご存知の通り、ワインの原材料はブドウで、アルコール発酵するとワインになります。偶然の発見とは言え、なぜ何

千年にも渡ってワインは存在しているのでしょうか？　日本ワインの大家・麻井宇介先生は、「人が酔いを求める以前の、

渇きと関わる果汁であり、次のブドウの収穫を待つ間飲み継ぐために保存の耐える姿になった」といわれています。

　つまりワインは「腐らない安全なブドウジュース」で、

①保存食要素がある。

②ヨーロッパのように乾燥し、水分が少ない環境におけ

る貴重な水分源であった。

③肉食の文化にもマッチした。

これらの理由から、今に至るまで存在しているので

しょう。
（参考文献：小倉ヒラク著　「発酵文化人類学　微生物から見た社会のカタチ」）

柴田屋おすすめテロワールを感じるワイン

【商品コード900403 】

非常に鮮やかなルビー色。スパイシーさと甘酸っぱいチェリーが鮮やかに香ります。口に含む
と、黒系果実とスパイスが織りなす、非常に複雑で香り高い味わい感じられます。
原産国：フランス
品種：カリニャン50%、ムールヴェードル30%、シラー20%
タイプ：赤　フルボディ

シャトー ファブル ガスパレット ルージュ

ファミーユ・ファブル
ワイナリーがある地中海沿岸には特有のガリーグと呼ばれる灌木地帯があります。石灰質のやせた土地では、ローズマリー、
タイム、セージ、ユーカリやジュニパーなどの太陽に強いハーブが生えています。そのため、ワインにもガリーグの香りを感じ取
ることができます。
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