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
ドメ－ヌ ラリュ－ クレマン ド ブルゴ－ニュNV

限定24

サントーバンを拠点に15haの畑を所有する家族経営のドメーヌ。サン トーバン村の自社畑のブドウを使用し、シャン
パーニュ方式、瓶内熟成18ヶ月で造られます。柑橘系やリンゴの爽やかな果実のアロマ。程よい酸と果実味がバランス
よく、エレガント。コストパフォーマンスに優れた1本です。
〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：ドメ－ヌ ラリュ－
○白 泡 辛口 ○農法： リュットレゾネ

本

○ブドウ品種：シャルドネ 50%、ピノ ノワール 50%

商品コード140539

ドメ－ヌ ジャクソン ブルゴ－ニュ ブラン セレクション 2019

限定24

リュリーに拠点を置く高名な造り手、ドメーヌ ジャクソンはコート シャロネーズで最も優れたドメーヌの1つとして知られて
います。マコンの「ピエール クロ」の区画の村名ブドウを格下げして使用。手摘みで収穫し、厳正に選果しています。白い
花や柑橘系果実のフレッシュな香りにあふれ、力強さと繊細さが見事に調和したワイン。若くても魅力的ですが、熟成と
ともにハチミツやヘーゼルナッツのニュアンスも。
〇産地：フランス ブルゴーニュ地方
○農法： リュットレゾネ

○生産者：ドメーヌ ラリュー

本

○ブドウ品種：シャルドネ 100% ○白 辛口

商品コード140761
ドメ－ヌ モンジャ－ル ミュニュレ
ブルゴ－ニュ オ－ト コ－ト ド ニュイ ブラン ル プリュ－レ プレスティ－ジュ 2018
9代にわたってヴォーヌ・ロマネ村に居住し、寿命の長い見事なワインを造ることで知られる有力生産者です。アルスナン村
（ニュイ・サン・ジョルジュから西へ、丘を越えたところ）に位置している石灰質土壌の0.3haの畑。平均樹齢67年のブドウか
ら造られます。エレガントで芯の強いワインが生み出されます。白い花やフレッシュな果実にミネラルを思わせる風味が上品
に漂います。
〇産地：フランス ブルゴーニュ地方

○生産者ドメ－ヌ モンジャ－ル ミュニュレ

限定24

本

○ブドウ品種：シャルドネ 100% ○白 辛口

商品コード140760

ドメ－ヌ ピエ－ル ラベ ブルゴ－ニュ ピノ ノワ－ル ヴィエイユ ヴィ－ニュ2019
クロ ド ヴージョの最大所有者、シャトー ド ラ トゥールのオーナーのフランソワ ラベが父から引き継いだラベ家のドメーヌ。
1992年以来ビオロジックで栽培をし、2015年からビオディナミを実践しています。ショレイ・レ・ボーヌ村の樹齢50年越えの
ブドウを使用。赤系果実のチャーミングな香り。適度なタンニンがあり、緻密で肉付きがよいブルゴーニュAC。

〇産地：フランス ブルゴーニュ地方
農法： ビオディナミ ビオロジック

○生産者：ドメ－ヌ ピエ－ル ラベ

限定24

本

○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140743

Loireロワール
シャト－ ド ク－レ－ヌ シノン クロ ド テュルプネイ 2019
シャトー ド クーレーヌは15世紀に建設された歴史の趣きを感じさせてくれるシャトー。朝摘みの完熟イチゴや黒胡椒な
どスパイス香が優美に立ち上るアロマに、全ての要素が適度で懐深く、赤ワインながらにミネラル分を余韻に感じる味
わいは圧巻です。
〇産地：フランス ロワール地方
○農法： ビオロジック

○生産者：シャト－ ド ク－レ－ヌ ○ブドウ品種：カベルネフラン 100% ○赤 ミディアムボディ

商品コード140545
※価格はすべて税抜です。
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限定24

本

姉妹で生み出すオーガニックワイン
Nadal Hainaut （ナダル エノー）
シャトー・ナダル・エノーは家族経営のワイナリーで、現在
6代目のジュリー＆ポーリーン・ナダル姉妹が、父ジャン＝マリー・ナダ
ルの援助を受けながら運営しています。ブドウ園は、
12世紀に建てられたシトー派の修道院を利用しています。
1826年にエノー
家がこの地を入手、1900年にテレーズ・エノーとフランソワ・ナダルの結婚を記念して、カリニャンの木（現在樹齢
122年）が植えら
れ、シャトー・ナダル・エノーが誕生しました。
ワイナリーではワイン醸造のみならず、マーケティング、デザインなど、シャトー内のすべての事柄を管理しています。長女のジュ
リーは、薬学の博士号を取得しており、健康に良いワインを造ることに非常に敏感です。ナダル・エノーのワインはすべてオーガ
ニックで、ECOCERT（エコサート）の有機認証を取得しています。その内２つは亜硫酸塩フリーです。ブドウ畑は
120種以上の鳥
類が生息するなど、野生動物のサンクチュアリであり、まさに純粋な自然とオーガニックの土地です。

ナダルエノー アレクサンドリー コート カタラーヌ ブラン

パワフルでエレガント、シトラスとエキゾチックフルーツの香り。非常に香り高く、シャープで爽やかなドライマスカットの
味わいで、ライチ、パッションフルーツ、柑橘系の余韻が長く続きます。アペリティフとして、また新鮮な前菜や海老の
グリル、スパイシーな料理ともよく合います。
□生産国：フランス □品種：ミュスカ・ダレクサンドリー 100％ □白 辛口

商品コード: 900736

ナダルエノー トロワ スルス ブラン ビオ コートカタラーヌ

洋ナシなど白い果実、パッションフルーツ、シトラスの香り。柑橘類、パッションフルーツ、白い果実に支配された、生
き生きとした新鮮なアタック。美しい丸みと爽やかな味わいが特長です。冷やしてアペリティフとして、あるいは牡蠣や
魚介類全般と一緒にお楽しみください。熟成にも適しています。
□生産国：フランス □品種：マカヴー 100％ □白 辛口 □受賞歴： CGAP Challenge 2022銀賞受賞

商品コード: 900742

ナダルエノー シャルドネ キュヴェ マリー
エキゾチックフルーツ、ココナッツ、バニラ、バナナやキャンディの、驚くほど豊なアロマ。非常にまろやかでボリュー
ムのあるシャルドネで、白い果実、バナナが口いっぱいに広がります。わずかな塩気と、トーストしたパンのような香
りも感じます。牡蠣やシーフード、またエスニック料理とは最高の相性です。
□生産国：フランス □品種：シャルドネ 100％ □白 辛口

商品コード: 900738
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※価格はすべて税抜です。

ナダルエノー トロワ スルス ルージュ サン シュルフット コート カタラーヌ
【亜硫酸塩 SO2無添加】 ラズベリー、いちご、チェリー等の赤系果実の香り。口中では、甘いスパイスと赤系果実
が広がります。丸みを帯びた、極めて繊細な味わいです。
□生産国：フランス □品種：シラー 100％ □赤 ライトボディ

□受賞歴： Millésime BIO 銀賞受賞

商品コード: 900739

ナダルエノー イドレ デュ ラック コート デュ ルーション
【亜硫酸塩 SO2無添加】 地中海の甘いスパイス、リコリスと赤い果実の力強い香りが表れています。モモやサク
ランボといったストーンフルーツや甘いスパイスの風味、フィニッシュは絹のようなタンニンが感じられ、非常に良い
バランスです。モロッコ風牛肉とプルーンのタジン鍋、チーズの盛り合わせとよく合います。
□生産国：フランス □品種：シラー 70％、グルナッシュノワール 30% □赤 フルボディ

商品コード: 900740

ナダルエノー シグナム コート デュ ルーション ルージュ
カシスのジャムの中に微かにココナッツを感じるスパイシーな香り。長い余韻には、リコリスとすみれの花の香りが
漂います。熟した黒い果実、カシス、バニラの濃縮されたノートを持つ力強い飲み応え。フレッシュで滑らかなタンニ
ンを持つ、洗練された味わいです。ジビエや子羊のローストなどとお楽しみください。またそのフレッシュさは、少し
スパイシーな料理やチーズプラッターによく合います。
□生産国：フランス □品種：シラー 70%、グルナッシュノワール 30% □赤 フルボディ

□受賞歴：リヨンチャレンジ 2022金賞受賞

商品コード: 900737

ナダルエノー テュイレ リブザルト

500ml

【数量限定】 キャラメルやイチジクを思わせる砂糖漬けのフルーツの香り。口中では、よく熟したブドウの中に、ジ
ンジャーブレッドのアロマが心地よく感じられ、イチジクリキュールとコーヒーの長い余韻が贅沢に広がります。食
前酒として、あるいはシガーやチーズの盛り合わせと共に食後酒として、また、チョコレート・モカのデザートにもよ
く合います。※無濾過のため底に軽い沈殿物がある場合があります。
□生産国：フランス □品種：グルナッシュノワール 100％ □赤 甘口 □受賞歴：アジアワイントロフィー金賞受賞
アシェットワインガイド 2021 2つ星

商品コード: 900741
※価格はすべて税抜です。
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プロセッコ DOC フリッツァンテ
コルフォンド
【商品コード900571 】
ミネラル感のなかに絞ったようなシトラ
スのアロマ。

ピノグリージョ DOC ヴェネツィア【商品
コード900725】
リンゴや白い花のアロマ。フルーティか
つ味わいがしっかりしているフルボディ
白ワイン。

ヴァルポリチェッラ DOC
【商品コード900573 】
チェリーや薔薇のアロマにコルヴィー
ナ由来のほんのりコショウのような香
り。

WILD NATURE－ワイルドネイチャー－
イタリア・ヴェネト州で、 1974年より有機農法を行うワイナリー「ワイルドネイチャー」。
4代目であるエミリオさんの代から、エネルギーを循環させる「バイオダイナミック農
法」に切り替えました。ブドウ畑は様々な自然が共存する、まさに生きた生態系の場。
ラベルには、所有敷地内で出会える動物が描かれています。

7月 生産者来日 PIC UP ワイナリー
約2年ぶりに生産者さんが来日します！それに伴い、生産者さんの生の声＆ご提案のヒントが詰まった
商品資料をご用意いたします。ご希望の方は担当営業までお気軽にお声がけください。

BROTHERS IN ARMS－ブラザーズ・イン・アームズ－
高品質＆ハイコスパワイン「キリビンビン」を生み出す、オーストラリアのワイナリー。
サクラアワード 2022では5アイテムが各種賞を受賞と、日本でも高い評価を受けてい
ます。ガイ＆リズ夫妻は 5代目として、消費者目線でワインを造り、親しみやすく、食
事と一緒に楽しむのに適した味わいを目指しています。

シヴァーシャルドネ
【商品コード900693 】
特別賞 「寿司に合うワイン賞」も受
賞。白桃やパイナップルの味わいが
広がり、、バランスの取れた酸で後味
すっきり。

シークレッツ
【商品コード900594】
黒系果実のアロマに杉の香りが優しく
複雑に絡み合います。飲みごたえのあ
る余韻。
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シャドウシラーズカベルネ
【商品コード900397 】
プラム、ブラックカラント、わずかに杉
とラベンダーの香り。
複雑ながらも親しみやすいワイン。

※価格はすべて税抜です。

この時期ゴクゴク飲みたい!

ラガービール特集
限
定

ベアード クールブリーズピルス 330ML 瓶/15L/20L 樽

ボヘミアンスタイルのピルスナーで、ホップの個性をより効かせています。生ホップによ
るフレッシュな香り。夏らしい爽やかなラベルが毎年人気です。
■醸造所： ベアード・ブルーイング（静岡県） ■Alc.:5.5％
【限定96本】 330ml 商品コード 261637
【限定5本】 15L 樽 商品コード 261638
【受発注】20L 樽 商品コード 261639

定
番

沼津クラフト クリームラガー 330ML 瓶

醸造所近くにある柿田川の湧き水をイメージ。普通のラガービールののど越し・キ
レとは真逆の、柔らかくまろやかな味わいです。
■醸造所： 柿田川ブリューイング（静岡県） ■Alc.:5.0％
330ml 商品コード 210441

定
番

箕面ビール ピルスナー 330ML 瓶

チェコ産ザーツホップのみを使用したノーブルなホップ香。奥行きのある風味、研ぎ澄まされたク
リーンなビールです。
■醸造所： 箕面ビール（大阪府） ■Alc.:5.0％
330ml 商品コード 52194

定
番

常陸野ネストビール 330ML 瓶

ホップの軽快な風味が特徴。モザイクホップ由来の柑橘やパッションフルーツの香り。
■醸造所： 木内酒造（茨城県） ■Alc.:5.5％
330ml 商品コード 68890
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※価格はすべて税抜です。

LIMITED ITEM

夏季限定アイテム
ライディーンビール セッションIPA 330ML 瓶
数種類のホップを使用した華やかな香り、爽やかでライトな飲み心地です。
■醸造所：八海醸造（新潟）

■Alc.:4.0％ ■スタイル：セッション IPA

330ml 商品コード161529

ニューベルジャン ヴードゥー レンジャーIPA 355ML 缶
Mosaic、Amarriloホップ由来のシトラス、松、トロピカルなアロマに加え、かすかにパンのようなモ
ルト香も。フレイバーはジューシーさが全開で、爽快な苦味が口内を心地よく支配します。
■醸造所： New Belgium（アメリカ） ■Alc.:7.0％ ■スタイル：インディアペールエール

355ml 商品コード261514

試飲会で好評だった3アイテムご紹介します！
志賀高原ビール 山伏弐 セゾンノワール 瓶 750ML
やや赤みがかった黒色。自家栽培の美山錦と、セゾン酵母により、飲み口はドライで、フルーティーな
味わいに、ほのかなロースト香がバランスした複雑な風味も。ワイングラスでの提供がおすすめで
す。
■醸造所：玉村本店（長野県）

■Alc.:8.0％ ■スタイル：ダークセゾン

750ml 商品コード220179

ブリュードッグ エルビスジュースグレープフルーツIPA 330ML 瓶
【7月10日頃入荷予定】ホップとシトラスのフレーバーの研究を重ねて造り上げた、フルーティな
IPA。ホ
ワイト＆ピンクグレープフルーツやブラッドオレンジのフルーティな香りと、マイルドな苦味にグレープフ
ルーツのような酸味のある後味が特徴。
■醸造所：ブリュードッグブルワリー（スコットランド）

■Alc.:6.5％ ■スタイル： IPA

330ml 商品コード183288

カーボンブリュース サワーパンチ 330ML 缶
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。
■醸造所：カーボンブリュース（香港）

■Alc.:4.5％ ■スタイル：ベルリナーヴァイセ

330ml 商品コード260713
※価格はすべて税抜です。
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夏酒第二弾
個性あふれる多彩な味わいの爽快日本酒
百十郎 純米吟醸 南の風 south wind
ジューシーな白桃、杏仁のような甘くミルキーなニュアンス。ミネラル感と程よい豊かさがあり、リッチな酸でメリハリのある1本
です。鰹刺身、ニラレバ炒め、ローストビーフ、チーズフォンデュなどと相性が良いです。
■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： +3.4 ■酸度： 2.0

1800ml：商品コード153936 720ml：商品コード153937

刈穂 純米生 ﾎﾜｲﾄﾗﾍﾞﾙ 白麹仕込
焼酎用白麹を使用した純米生酒。白麹により作られたクエン酸により、心地よい酸が印象的な味わいです。爽やかな香り、程
よい甘味、酸が調和したバランスの良い1本。よく冷やしてお召し上がり下さい。
■蔵元：秋田清酒（秋田） ■原料米：美山錦 ■精米歩合： 60％ ■アルコール度数： 16度 ■酒度： -5 ■酸度： 4.2

1800ml：商品コード195808 720ml：商品コード121578

栄光富士純米吟醸生 SHOOTING STAR
夏の星シリーズ三部作の1つ、栄光冨士らしい華やかでフルーティな吟醸香に飯米ならではの柔らかく舌を包む米の旨味。酸の
生成が少ないのが特徴の山形酵母ならではのさらりとしたキレ味、流れ星の如く、爽やかさが駆け抜ける一本です！
■蔵元：冨士酒造株式会社（山形） ■原料米：山形県産はえぬき ■精米歩合： 60％ ■アルコール度数： 16.2度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開

1800ml：商品コード153925 720ml：商品コード153926

洌 純米大吟醸 無濾過生原酒
春先に搾った新酒を生のまま3か月間氷温熟成し旨さが引き出されています。フレッシュな吟醸香と艶やかな旨味のお酒。
原酒らしい飲みごたえもあり、印象をドライにまとめる後口のキレ。味わい全体のバランスがしっかりと調和した1本です。
■蔵元：小嶋総本店（山形） ■原料米：麹：出羽燦々 掛：山田錦 ■精米歩合： 50％ ■アルコール度数： 17度 ■酒度： +8.0 ■酸度： 1.5

1800ml：商品コード154637 720ml：商品コード120980

喜楽長 純米酒 時渡る
山田錦の父系の酒米である滋賀渡船6号を使用。原生種ならではの米由来の生命力を感じさせる旨味、そして米の特徴で
あるコクのある酸味を調和させました。それを低温で半年熟成させた新商品が「喜楽長 純米酒 時渡る」です。
■蔵元：喜多酒造（滋賀） ■原料米：滋賀渡船 6号■精米歩合： 65％ ■アルコール度数： 16度 ■酒度： +2 ■酸度： 1.8

1800ml：商品コード154633 720ml：商品コード211294

今代司酒造 純米生原酒 風鈴
グラスに氷をたっぷり浮かべてオンザロック推奨のお酒です。溶けていく氷がグラスに当たる音は、まるで風鈴のよう。炭酸
水を1:1で割ったサワーもおすすめ。ペアリングは、ミョウガや枝豆、キュウリやナスなどと相性がいいです。
■蔵元：今代司酒造 （新潟） ■原料米：五百万石 ■精米歩合： 65％ ■アルコール度数： 18度 ■酒度：非公開 ■酸度：非公開

1800ml：商品コード137906 720ml：商品コード137907

今代司酒造 人と木と ひととき 純米 木桶仕込み
ミラノ酒チャレンジ2019年金賞受賞、デザインではプラチナ賞受賞。木桶文化の継承のため開発した商品。蔵人自ら木桶作
りを学び木桶の魅力を伝える渾身の1本。
■蔵元：今代司酒造 （新潟） ■原料米：五百万石 ■精米歩合： 65％ ■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154634 720ml：商品コード119515

大那 特別純米 夏の酒 蛍
小仕込み長期低温醗酵により、お米を噛むような凝縮感のある旨味と心地よい酸と喉越しが特徴です。軽快、爽快をイメー
ジして、酸も低めのやや辛口仕立てです。よく冷やして食中酒に。毎日飲みたくなる友達のような純米酒です。
■蔵元：菊の里酒造（栃木） ■原料米：那須産ひとごこち ■精米歩合： 55％ ■アルコール度数： 15.2度 ■酒度：+3 ■酸度：1.4

1800ml：商品コード195995 720ml：商品コード114989
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※価格はすべて税抜です。

酸

は日本酒の自由度を広げ、さらに面白いものにし、料理の立役者とな
る。

どんな家庭の冷蔵庫にもケチャップとマヨネーズのある今、現代人の味覚と切っても切れない「酸」！
そんな「酸」に着目して日本酒を見てみると、新たな提案方法が見えてきました！

▷もうレモンはいらない。クエン酸多めの日本酒
例えば生牡蠣にレモン、 この相性を日本酒だけで演出できる ものが
あるとすれば驚きではありませんか？しかもワインには真似できな
いオフフレーバーのマスキング効果も絶大です。
【通年在庫】
今田酒造
富久長海風土 SeaFood
コード：96406
720ML：
コード：130330 1800ML：

▷牛肉、ソース味にブルーチーズまで濃い味担当！乳酸多めの日本酒
濃い味、強い味はビールで流すがフルボディのワインを合わせるし
かない？乳酸多めの生酛&山廃仕込、しかもエキスたっぷりでボ
リュームのある生原酒ならしっかり合わせられます。
【12本限り】
木下酒造
玉川 自然仕込 山廃純米
吟醸 祝 無濾過生原酒
コード：180423 1800ML：

▷複合酸！三位一体の妙味。３３３は日本酒の革命だ！
クエン酸、乳酸、リンゴ酸・・・どれも強調されれば個性的な酸味たち。それらがバランスよく、しか
も高品質でまとまった異次元の日本酒が誕生。ペアリングにおける驚きの多彩性ご体感ください！

［サーモンのサワークリームソース・エスカベシュ
蟹のトマトクリームパスタ、しめ鯖］

［牡蠣のミニョネットソース、チャンジャ、
ヤンニョムチキン、ゴルゴンゾーラニョッキ］

【2022年6月新商品】 泉橋酒造 酸っぱい日本酒 333[さんさんさん]
コード：154574 720ML：

コード：154573 1800ml：
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※価格はすべて税抜です。

