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 フランソワ ミクルスキ クレマン ド ブルゴーニュ NV
1991年設立と歴史は若いながら、瞬く間にムルソーのスタードメーヌになったフランソワ ミクルスキ。比類なきワイン
を生み出す人気ドメーヌです。セパージュは、シャルドネとピノ ノワールを主体にアリゴテやガメイをブレンドしますが、
年により比率は異なります。爽やかな柑橘系の香り、しっかりしたボディと芯を支えるミネラルを思わせる風味。ミクル
スキの実力を感じさせてくれるクレマンです。
〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：ドメーヌ フランソワ ミクルスキ ○ブドウ品種：ピノ ノワール、シャルドネ、アリゴテ、ガメイ
○白 泡 辛口

商品コード222265

ドメーヌ フランソワ ラキエ ブルゴーニュ ルージュ 2019
15世紀からワイン造りに携わる家系で、ジャン ラキエにより1961年ドメーヌ設立。ブルゴーニュ最大の赤ワイン生産
地、メルキュレで高評価を得ています。平均樹齢25年、面積0.94ha。メルキュレ地区のすぐ近くに位置する東向きの
畑「ヴィーニュ デ シャン」から造られます。半分のワインは2-5年樽で熟成、残りはステンレスタンクで10ヶ月間熟成
させます。イチゴやカシスなどの果実味豊かな香りで味わいには、メルキュレ地区特有のミネラルを思わせる風味もあ
り、気軽に楽しみたい一本。焼いた赤身の肉によく合います。 【農法：サスティナブル】
〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：ドメーヌ フランソワ ラキエ ○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222268

Bordeaux ボルドー
シャトー モンペラ ブラン 2018
著名評論家から高い評価を受けているあのシャトー モンペラの白ワインです。トロピカルフルーツのような華やかな
香りと、すっきりした爽やかな飲み口。同シャトーの赤ワインと同様に親しみやすく楽しみやすいワインに仕上がって
います。
〇産地：フランス ボルドー地方 ○生産者：シャトー モンペラ ○ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン80%、セミヨン20% ○白 辛口

商品コード222266

オランジェリード カントメルル 2017
AOCマルゴーの南に隣接するマコー村（オーメドック）に位置する格付5級シャトー。主にシャトーの若木から造られ、
グランヴァンより早くから楽しめます。通常は「レザレドカントメルル」というセカンドラベルですが、2017ヴィンテージ限
定で、このオランジェリーが生産されました。繊細なタンニン。赤い果実のアロマが心地よく、全体的に丸みを帯びた味
わいで、ほどよい熟成が感じられます。
〇産地：フランス ボルドー地方 ○生産者：シャトー カントメルル ○ブドウ品種：カベルネ ソーヴィニヨン77%、メルロ12%、カベルネ フラン11%
○赤 ミディアムボディ

商品コード222267

※価格はすべて税抜です。
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1982年創立。家族経営のワイナリーPossenteは、シチリア島⻄部、ヨーロッパ最⼤のワイン産地であるトラーパニの地で、伝統とテ
ロワールを⼤切に、オーガニックワインとオリーブオイルを作っています。そんなPossenteから、限定商品＆新商品が入荷
しました！

【限定120本】 ポッセンテ アチーニ ディ グリッロ 2020
シトラスフルーツ、アロマティックハーブ、地中海のスクラブ、海風の包み込むようなノート。素晴ら
しい新鮮さと個性が口の中に広がり、軽やかで洗練されたタンニンのニュアンスと相まって、非常にダ
イナミックな味わいになります。香りは長く持続します。
□生産国：イタリア シチリア島 □品種：グリッロ100%

□白

辛口

□オーガニック認証

商品コード: 900710

【限定120本】 ポッセンテ アチーニ ディ ネロ 2019
いちごやチェリー、レッドカラントなど、小さな赤い果実の香りが鼻腔に広がります。味わいはフレッ
シュで刺激的。一口飲むと、複雑に調和し、ビロードのようなタンニンが感じられます。
□生産国：イタリア シチリア島 □品種：ネロ・ダーヴォラ100%

□赤

ミディアムボディ

□オーガニック認証

商品コード: 900711

ポッセンテ キーマ ノンフィルータ 2020
アーモンドの香り、花畑や白い果実の香りが順に広がります。一口で、ダイナミックな味わいとフレッ
シュな香りが感じられ、最後は、もう一口飲みたくなるような、心地良いフィニッシュへと続きます。
□生産国：イタリア シチリア島 □品種：カタラット100%

□白

辛口

□オーガニック認証

商品コード: 900709

ポッセンテ グリッロ ノンフィルター 2021
香りは力強く持続性があり、フルーティーでフローラルな香りとシトラスフルーツのノートが感じられ
ます。味わいはふくよかで柔らかく、時間が経っても素晴らしいバランスと風味を保っています。
□生産国：イタリア シチリア島 □品種：グリッロ100%

□白

辛口

□オーガニック認証

商品コード: 900718

【新商品】 ポッセンテ エクストラバージンオリーブオイル インテンソ 500ml
ハーブ感のあるスパイシーなアロマ。かなりしっかりしたフルーティな味わい。まろやかさも感じる、
青いトマトやアーモンドのような後味。ピュアで果実感のある味わいは、料理を引き立てるのはもちろ
ん、そのままパンにつけるだけでも驚きの美味しさです。ノンフィルター。
□生産国：イタリア シチリア島 □品種：チェラスオーロ、ノチェッラーラ、ビアンコリッラ

□オーガニック認証

商品コード: 900681
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※価格はすべて税抜です。

New Release！飲食店様限定商品

話題の日本ワイナリー「GRAPEREPUBLIC」って︖

GRAPEREPUBLIC（グレープリパブリック）は、山形県南陽市に位置します。土地ごとの気候、地勢、土壌の
みならず、そこに暮らす人や、人々が育んできた文化をも含めたテロワールという概念を持ち、それらを第一に
考えた⾃然なワイン造りを⾏うワイナリーです。GRAPEREPUBLICのナチュラルワインを表現する⾔葉のひと
つに、“Made of 100％ Grapes”というものがあります。ワインの原料となるのは、南陽市の風土を生かして育
てられたブドウのみ。余分と考えられるものは何ひとつ加えません。醸造では、アンフォラをメインで使用。こ
こで造られるワインが「ブドウそのものよりブドウっぽい」と⾔われる理由のひとつです。ぜひ、その⾃然な風
味をあなたの五感で感じてみてください。

セリエ エッレ ビアンコ 2020 （白）

セリエ エッレ アンブロ 2020 （オレンジ）

山形県産ぶどう100％。香りはフレッシュで、セルフイユや
熟した洋梨や食用ブドウ特有のキャンディー香が感じられ
ます。味わいは瑞々しく、フレッシュな八朔のピールの要
素があり、後口にはスキンコンタクト由来の、エキス感のあ
る旨味やほろ苦さも。余韻はややコンパクトな印象です。
□ブドウ品種：(山形県産)スチューベン79%、ナイアガラ
16%、ネオマスカット3%、ロザリオビアンコ2%

山形県産デラウェアを100％使用。香りはボリュームがあ
り、アプリコットのコンポートや余韻にカルダモンやシナモン
のようなスパイスが感じられます。味わいはスキンコンタク
ト由来のボリュームが感じられ、ミカンのコンポートやオレ
ンジのハチミツ、後口には果皮や種由来のほろ苦さを感
じます。
□ブドウ品種：(山形県産)デラウェア100%

商品コード: 140051

商品コード: 140052

セリエ エッレ ロッソ 2020 （赤）

セリエ エッレ ロザート 2020 （ロゼ）

香りは程よくボリュームがあり、イチゴのキャンディーや
ディルの様な青いハーブが奥行きに感じられます。味
わいはフレッシュで、酸味も程よく感じられ、香り同様に
赤いベリーを基調に熟れたトマトのような味わいも。余
韻はコンパクトで軽快な印象です。
□ブドウ品種：スチューベン(山形県産) 80%、ヤマソー
ビニヨン(岩手県産)15%ナイアガラ(山形県産) 5%

原材料は全て山形県産。香りは程よくボリュームがあり、イ
チゴのコンポートのような伸びやかさが感じられます。味わ
いは非常にフレッシュで、香り同様に赤いベリーを基調に青
いトマトのような風味も。後口はドライで酵母の香りや旨味。
余韻はコンパクトで軽快に飲み進めます。
□ブドウ品種：(山形県産) スチューベン93%、ナイアガラ
7%
商品コード: 140053

商品コード: 140054

4

※価格はすべて税抜です。

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/20L樽

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）

■スタイル：ニューイングランドIPA

20L 商品コード261335

330ml 商品コード183290

ブリュードッグ

■Alc.:5.0％

パンクIPA 330ml 瓶/20L樽

BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキ
ャラメルの香りが漂い、最後にスパイシーな苦味が残ります。
■醸造所：ブリュードッグ

ブルワリー（スコットランド）

限
定

■スタイル：IPA

20L 商品コード261334

330ml 商品コード183292

ベアード

■Alc.:5.4％

ホップハボック インペリアルエール 330ML 瓶/15L/20L 樽

全6種類のホップを使いトリプルドライホップされているため、アロマにもホップの個性が強く表れています。フルー
ツやハーブ、スパイスなどの個性が複雑に混在しています。
■醸造所：ベアードブルーイング（静岡県）

■Alc.:6.5％

■スタイル：インペリアルペールエール

【限定5本】 15L 161847

【限定96本】330ml 商品コード137552
【受発注】 20L 161846

限
定

反射炉ビヤ Border Crossers 330ML 瓶
茨城県でビールとワイン造りを行う「牛久醸造場」とコラボレーション！ビールマガジン「ビール王国」にて、『酒の
境界線を越えたクリエイティブなチャレンジに意欲を燃やす醸造家』の対談企画をきっかけに実現。ビールとワインの
狭間で、「越境者」である両ブルワリーの魅力をクロスオーバーさせることで生まれた自信作のワイン酵母ビール。
■醸造所：反射炉ビヤ（静岡県）

■Alc.:5.5％

■スタイル：Wine Yeast Beer

330ml 商品コード261354

ベルギーの伝統的なビール・ランビックを200年に渡り醸造し続けている
「リンデマンス」が造るクラフトジン
リンデマンス プレミアムジン クリア 700ML -限定品200年続くベルギーのランビックブルワリー「リンデマンス醸造所」のキュベルネクリーク(野生酵母を
用いて半年ほど発酵させたランビックに、ホールのさくらんぼを漬け込み、さらに発酵・熟成したもの
を用いて造られるジン。ジュニパーベリー、コリアンダー、レモンピール、カルダモン、ラベンダーな
ど、十数種類のボタニカルスパイスの爽やかな香りが広がります。
■醸造所：リンデマンス醸造所（ベルギー） ■Alc.:46％ ■タイプ：ジン

【受発注】 商品コード261369
リンデマンス プレミアムジン レッド 700ML

-限定品-

リンデマンス・クリークをさらに熟成・醗酵させたキュヴェ・ルネ・クリークをベースに蒸留された蒸
留酒を使ったスペシャルなジン。ジュニパーベリー、コリアンダー、レモンピール、カルダモン、ラベ
ンダーなど、十数種類のボタニカルスパイスの爽やかな香りが広がります。サワーチェリージュース由
来の鮮やかな色合い。
■醸造所：リンデマンス醸造所（ベルギー） ■Alc.:46％ ■タイプ：ジン

【受発注】 商品コード261368
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※価格はすべて税抜です。

BREWDOG 発売15周年記念
新規お取扱いキャンペーン
㈱柴田屋酒店は、現地スコットランドのBrewdog Breweryが定める「品質優良店」の冷蔵基準に基づく品質
管理と配送を徹底しております。日本国内では常温で流通されている場合もありますが、冷蔵輸出してい
るBrewdog Breweryの品質へのこだわりを柴田屋酒店でも継承し、本場そのままの美味しさをお店までお
届けいたします。

①パンクIPA 瓶330ml 12:6キャンペーン
■対象商品
■期間
■実施内容

パンクIPA 瓶330ml

パンクIPA瓶 330ML
2022年6月30日(木)まで
サンプルは１店舗につき1回上限

原産国 スコットランド
ABV 5.4％

対象商品を12本ご注文につき、6本サンプルを差し上げます。
※サンプルは６本上限となります。7月上旬お届け予定です。

商品コード︓ 183292

②基本キット
■メニュー 10枚

■コースター 25枚

(W128.5×H297mm)

※在庫状況によりデザイン
変更あり

④ポスター

③グラス400ml×12個
※12本以上ご購入の方対象

⑤ネオンサインキャンペーン
■対象商品
■期間

パンクIPA瓶 330ML
2022年6月30日(木)まで
１店舗につき1回上限

■実施内容

対象商品を36本ご注文につき
ネオンサインを提供

※30店舗先着順。7月上旬お届け予定です。

ツール②〜⑤お申込み書

※①はご実績に応じて送付させていただきます。

フリガナ

希望ツールに○印をつけて下さい

貴店名
住所

電話番号

FAX送付先

外形寸法 高さ220 横幅640 奥⾏140 (mm)

②基本キット

〒

③グラス（12個入り）
TEL

④B3ポスター（

柴田屋酒店

０３-６３８２-４３１７

⑤ネオンサイン

）枚

※当月ご実績36本以上が条件となります。

仁井田本家 夏の穏（おだやか）純米吟醸
マスカットのようなフレッシュな吟醸香。ジューシーな甘い旨味と酸味の良いバランス。豆知識；「穏」は、蔵元が代々名
前に受け継ぐ文字であり、「おだやか」の銘柄は、透明感とキレのある食中酒をコンセプトに造られています。
■蔵元：仁井田本家（福島） ■原料米：五百万石 ■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153921

720ml︓商品コード153920

水芭蕉 夏酒 純米吟醸おりがらみ
お酒をしっかりと冷やしても米の旨みを感じられるよう、澱を絡ませ甘みをプラス。フレッシュな吟醸香とジューシーな甘みが
口いっぱいに広がります。水芭蕉ならではの瑞々しい透明感も感じ、夏のジメジメも吹き飛ばす爽やかな気持ちに。
■蔵元：永井酒造（群馬） ■原料米：山田錦 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+2 ■酸度：1.5

1800ml︓商品コード195863

720ml︓商品コード153918

まんさくの花 純米吟醸 Summer Snowman
毎年1月頃、雪室にお酒を貯蔵し、雪が溶ける真夏に出荷するためSummer Snowmanと名付けられました。可愛くてキャッ
チーなラベルが気になったあなた！見た目通り飲みやすく、リンゴのような軽快でフルーティな味わいです。
■蔵元：日の丸醸造（秋田） ■原料米： （麹）山田錦（掛）秋田酒こまち ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16度 ■酒度：-3.5 ■酸度：1.4

1800ml︓商品コード153943

720ml︓商品コード153942

谷川岳 夏吟醸 涼
清涼感のあるキレとフルーティな香りが特徴。暑さに敬遠されがちな夏にも、ぜひ日本酒を飲んでいただきたいとの思い
から、冷酒としての味わいをゼロから見直した夏限定酒です。
■蔵元：永井酒造（群馬） ■五百万石 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：15度 ■酒度：+4 ■酸度：1.2

1800ml︓商品コード195864

720ml︓商品コード153919

栄光富士 純米大吟醸無濾過生原 星天航路（せいてんこうろ）
山形県工業技術センターが開発した新酵母を使用し吟醸香のバランスが良く食中にも向く純米大吟醸酒。全体的な
味わいはやや甘め〜やや辛口。あっさりしていて、キレ良い喉越し。よく冷して、暑い日に楽しみたい1本。
■蔵元：冨士酒造（山形） ■原料米：北海道産 彗星 ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16.8度 ■酒度：-2 ■酸度：1.6

1800ml︓商品コード154533

720ml︓商品コード154534

百十郎 灼熱 純吟無濾過生原 直汲
フレッシュなガス感と、青リンゴやライムなどの爽やかな柑橘系の香りがあるシャープなキレ旨口。お料理はレモンをか
けるイメージでカルパッチョ、岩牡蠣、魚のソテー、塩味の焼き鳥、夏野菜を使って、焼き茄子なども相性ばっちりです。
■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 ■酒度：+10 ■酸度：1.7

1800ml︓商品コード121574

720ml︓商品コード121575

ついにリリース！ オリジナル日本酒第8弾

日本酒 ３３３［さんさんさん］
333［さんさんさん］は酸味を特⻑とする、まったく新しい日本酒です。クエン酸、乳酸、
リンゴ酸の、異なる3つの酸がおりなす、まさに酸味一体の味わいとなったお酒です。
＜旨みと酸の絶妙な調和︕新感覚の旨酸日本酒を体感せよ＞
①レモンサワーや白ワインのような、シャープな酸味が個性的 ②⾃ら⽶栽培も⾏う、⽶を
知り尽くした泉橋酒造が手がける、口中にじわっと広がる⽶の旨味 ③ペアリングの幅が広
がる︕洋⾷、中華、エスニックなど和⾷以外とも好相性
＜楽しみ方＞
飲み⽅︓よく冷やしてグラスで
合うお料理︓エスカベッシュ、鮭のムニエル（サワークリームソース）、ヤンニョムチキン、
チキンソテー（梅肉ソース）
■酒造名︓泉橋酒造（神奈川） ■原料⽶︓神奈川県産楽風舞100% 精⽶歩合︓55%
■アルコール度数︓13.6度 ■日本酒度︓-20

■酸度︓4.8

■アミノ酸度︓1.7
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1800ml︓商品コード154573
720ml︓商品コード154574
※価格はすべて税抜です。

香り弾ける

キリリッと爽快

夏こそ

焼酎ハイボール

暑い夏、最初の一杯にビール、ウィスキーハイボール、レモンハイは、もはや定番。
最高に美味しくて爽快でウマい！お店も常連さんも幸せになれるドリンクこそ・・・

本格焼酎ハイボールです！

【なぜ本格焼酎ハイボールがいいの？】
もはや国民的な飲料として確立されたウィスキーハイボールですが、お料理との相性で言えば本格焼酎ハイボー
ルに軍配があがります。本格焼酎ならではの旨みはそのままに、キレが良く、アルコール度数も適度になったと
あれば、和洋中に多国籍でも違和感なく提供が可能です。ウィスキーと違い、芋や麦、米に黒糖等、主原料の特
徴が香味に反映されるので、お料理との幅広いペアリングを提案できます。

【お客様の満足度アップ】
こだわりの良店であればあるほど、お客様はクオリティの高さを求めます。もちろんドリンクも例外ではあり
ません。同じハイボールでも、日本のクラフト品と言える本格焼酎であれば、差別化が可能です。また、糖質
が含まれない上に、適度なアルコール度数になった本格焼酎ハイボールならば、健康意識の高いお客様からの
信頼も得ることができます。

【驚異の最低原価率１０％】
本格焼酎ハイボールは原価率も良い！提供時の一例を記載しますので是非ご参考になさってください。
★黄金比1対3の場合の原価率例★ 400mlグラスに氷と焼酎30㎖と炭酸水120㎖
・天盃 ｸﾗﾌﾄﾏﾝ多田 ｽﾊﾟﾆｯｼｭｵﾚﾝｼﾞ 麦 25度 1800ml(60杯分)
¥2,500÷60杯 = 約¥42
・ｻﾝｶﾞﾘｱ 伊賀の天然水 強炭酸水 ﾍﾟｯﾄ 1000ML(約8杯分)
¥95÷8杯 = 約¥11
売価¥580の場合

原価¥53÷¥580

= 原価率 10.1%

—柴田屋の酒匠とソムリエが太鼓判！ハイボールにピッタリの本格焼酎—

コード：7567

海 25ﾟ

コード：154463
一尚
ブロンズ 白麹 25ﾟ

コード：193997
蔵の師魂
The Orange 25ﾟ

コード：154155
クラフトマン多田
スパニッシュオレンジ 25ﾟ
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コード：96211
七田吟醸
酒粕焼酎 25°

コード：146807
ハイボール専用
ちんぐ サブロック 36°

※価格はすべて税抜です。

