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 セギノ ボルデ シャブリ 2020
シャブリ北部のマリニー村を拠点とする家族経営のドメーヌで、400年以上の歴史を誇る家系です。自社畑の完熟した
ブドウを使用。長いデブルバージュと旨味を引出す横型タンクによるシュール リ－熟成で、シャブリらしいミネラルを思
わせる風味や酸に加え、アロマ豊かで複雑味、丸みのある味わいです。レモンやレモングラスと熟れた果実を感じる香
りに、ミネラルを思わせる風味と酸のバランスが爽やか。丸みのある果実味豊かなシャブリです。

〇産地：フランス ブルゴーニュ地方 ○生産者：ドメ－ヌ セギノ ボルデ
○農法：リュットレゾネ サステイナブル

○ブドウ品種：シャルドネ 100%

限定24

本

○白 辛口

商品コード141714

シャトー ド ラ マルトロワ ブルゴーニュ ピノノワール 2020
ダニエル ピカールが15世紀に造られたシャトーを1940年に入手し設立。1992年から孫にあたるジャン・ピエール クル
ニュが担っており、現在ではシャサーニュを代表する造り手となっています。シャサーニュ村でトップクラスの高評価を得
ているドメーヌ。白ワインが有名なため、赤はその陰に隠れがちですが、赤も素晴らしい品質。シャサーニュ村のACブ
ルゴーニュのいくつかの区画のブレンドです。赤いベリー系果実の豊かな香に土のニュアンスが混じった、丸みのあるミ
ディアムボディのワインです。

限定12

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：シャトー ド ラ マルトロワ

本

○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141746

Loireロワール
【9月1日価改定あり】

ドメ－ヌ デ カ－ル クレマン ド ロワ－ル ブリュット ナチュ－ル NV

2007年にセドリック、ヴェロニック夫妻がドメーヌを取得し、その後の改革を通して品質を大幅に向上させました。 ロ
ワール河下流に位置し、海洋性気候特有の温暖な冬や夏場の十分な日照時間に恵まれています。ミネラル豊かな片
岩土壌。この地方では珍しい手摘み収穫したブドウを使用。ドザージュ０のブリュット ナチュール。カリンやリンゴの蜜の
爽やかアロマとしっかりしたミネラルを思わせる風味。キリッとドライでアペリティフでも食中でも楽しめる万能なクレマン
です。
〇産地：フランス ロワール地方
○農法： リュットレゾネ

○生産者：ドメ－ヌ デ カ－ル

限定24

本

○ブドウ品種：シュナン ブラン 100% ○白 泡 辛口

商品コード141593

Provenceeプロヴァンス
【9月1日価改定あり】

フランソワ ラベ ピノノワ－ル 2021

クロ ド ヴージョ最大の所有者シャトー ド ラ トゥールのオーナー、フランソワ ラベがコルシカ島で造るワイ
ン。コルシカ島東側のプルネリ ディ フィウモルボの村の畑のブドウを使用。100%除梗し、ステンレスタンクにて発酵。
熟成は1/3樽、2/3はタンクで4ヶ月行います。濃厚だが洗練された果実味を感じる味わいはブルゴーニュでもニューワー
ルドでもないネオクラシックで近年高騰するブルゴーニュを考えると圧巻のコスパワインです。

〇産地：フランス プロヴァンス・コルス地方
○農法：リュットレゾネ

○生産者：フランソワ ラベ

限定24

本

○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141741
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※価格はすべて税抜です。

アジア初上陸!
「このサイズ感がちょうどいい」
缶ワイン特集

缶ワインのメリット
品質をキープ ： 光と空気を通さないからワインの味と香りが守られる
開けるのが簡単 ：プルタブだから、オープナーを使う必要なし !
冷やすスペースの心配がない ：コンパクトなので、幅を取らない！
環境にやさしい ：容器はアルミ製だから、リサイクル可能
後片付けが簡単 ：小さく潰せるので、ゴミの管理も楽々

オーガニック＆ビーガンフレンドリー『ジーナ』

Rosé

White

繊細なサーモンピンクの色調。生き生きと
したフルーティーでフローラルな香りなめら
かで 軽 く、シルキー。フルーティな 口 当 た
り。Alc.12,5%

イエローの 色 調 にグリーンのハイライト。 花 、
柑橘類、白い果実の濃厚でクリーンなアロマ。
程 よい 酸 味 とバランスのとれた 味 わいで、フ
レッシュで余韻のある口当たり。Alc.13%

商品CD900705

商品CD900705

Red

中程度の濃さの明るい紫色。イチゴ・チェリーなど赤い果実の程よいアロマ。フレッ
シュなライトボディで、ソフトで心地よいタンニン。Alc.13%

商品CD900705
※開栓後は100秒程度放置してください。

品種：グルナッシュ（赤・白・ロゼ全て）
原産地：スペイン カタルーニャ州
容量：187㎖

※出荷は6本単位
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※価格はすべて税抜です。

詰め込んだのは本当に美味しいワイン
Keep It Simple & Small - kiss
シンプルなラベルにちょうどいいサイズ
KISS OF WINEに詰められているのは、ヨーロッパの有名産地の高品質ワイン。
何世代にもわたってワイン醸造に携わってきた小規模な造り手たちです。
すべてのワイン生産者を訪問し、品質、味わいともに納得したものばかり。
「これが本当に缶ワイン？」一口飲めば、きっとそう口にしてしまうはず！
KISS OF WINE は全てヴィーガンフレンドリーです。

チル スパークリング

ゼスティ スパークリング

クリスプ

Zesty Sparkling

CHILL Sparkling

CRISP

リースリング/ Alc. 12%
ドイツ・ラインガウ
桃 やエルダーフラワーの 香 り。 他 のドイ
ツのリースリングとは異なり、柑 橘 系の
後味。
ペアリング：スパイシーなパッタイ

カラドック/Alc. 12.5%
フランス・プロヴァンス
ピンクグレープフルーツやシトラス、
花のような香り。軽い赤い果 実の味
わい、クリーミーなフィニッシュ。ペア
リング：シーフードのグリル

ソーヴィニヨンブラン/Alc. 12%
フランス・ロワール
カリンなどの花の香り。軽やかでミネラルの
クリスプな仕上がり。
ペアリング：シーフード、 特 にボンゴレスパ
ゲッティ

250ML商品CD900734

250ML

生産者
クリストフとトーマスの 兄 弟 は、サスティナブルなワイン
醸造技術の伝道師です。ワインの研究に対する彼らの
情 熱と「ワイン・ウェルネス・プログラム」によって、最 高
のリースリングが果実が育てられています。

生産者
クロチルドは、ロゼの 本 場 プロヴァンスを 拠 点 としてい
ます。多くのワインが有 機 認 証を受けていて、ドメーヌ
全 体がサステイナブルな方 法で手 入れされています。
テロワールに忠実で、果実味に優れ、見た目もエレガン
トなワインを造っています。

シャルドネ/Alc. 12%
フランス・ロワール
ソフトなシトラスと 花 の 香 りにハチミツと
新鮮なミネラルのヒント。濃厚な料理に
も 負 けない 複 雑 味 。ペアリング：クリー
ミーなヤギのチーズ
250ML

商品CD900730

商品CD900731

生産者
ニコラスはロワール渓谷に拠点を置く独立したワインメーカー
で、通常は地元向けに、土着品種ピノ・ドニスでワインを造って
います。その一方で、彼は毎年、お気に入りのソーヴィニヨン・
ブランをく完璧な小区画で造っています。

ピカンテ

FEISTY

PICANTE

ネッビオーロ/Alc. 12.5%
イタリア・ピエモンテ
イチゴやペッパーの 香 り。 軽 やかでフ
ルーティ、フレッシュなタンニンと 程 よ
い酸味。
ペアリング：アンティパストやバター 風
味のタリアテッレ

ガルナッチャティントレラ/Alc. 15%
スペイン・バレンシア
ドライハーブや白胡椒のアロマ。
大胆で生き生きとした果実味が口いっぱい
に広がる。
ペアリング：焼肉やサーモンの照り焼き

250ML

生産者
ニコラスはロワール渓 谷に拠 点を置く独 立したワイン
メーカーで、通常は地元向けに、土着品種ピノ・ドニス
でワインを造っています。その一方で、彼は毎年、お気
に入りのソーヴィニヨン・ブランをく完璧な小区画で造っ
ています。

250ML

ファイスティ

スムース

SMOOTH

商品CD900735

250ML

商品CD900732

商品CD900733

生産者
コラードの家族は何世代にもわたって、野生の草原に
囲まれたピエモンテの小さなブドウ畑を手 入れしてき
ました。彼は最高のワインをKiss of Wineのために、
いくつかの区画を缶で楽しめるようにしました。

生産者
ロドルフォと彼の父アンドレスは、3世 代にわたってバレンシア
でブドウ栽培を行っています。彼らは、除草剤や殺虫剤を一切
使 用しない60ヘクタールのブドウの木を有 機 的に栽 培してい
ます。彼らのブドウ畑は、この地域にしては標高の高い場所に
植 えられているため、すべてのワインに 飲 みごたえのあるフ
レッシュさがもたらされています。

※出荷は6本単位
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※価格はすべて税抜です。

本当に良いものを作り共有したいという考えから、冒険心を持った5人の仲間が集まり始まったAPPIE（アッピー）。2015年にパリのカフェを中
心に、＜クラフトシードル＞を提案することから始めました。目指したのはフランス産の果物を使用し、100％ナチュラルでありながらも、手に
取りやすい高品質な商品。シードルだけでなく、ソーダも同様と考え、Monaが誕生しました。
いずれも、パリ近郊のロワシー・アン・フランスに位置する自社工場で作られています。

CRAFT CIDER クラフトシードル

搾りたて100%果汁、砂糖・着色料無添加、濃縮還元は切不使用

レクストラ ブリュット ビオ - 6,5°

ポワレ ジャンジャンブル ビオ - 3°

苦味

苦味

スムーズさ

スムーズさ

酸味
味わい

酸味
熟した果実

味わい

blend : オーガニックりんご
taste :すっきりとした辛口、タンニン
color : アンバー色
format : 330ml
Alc.:6.5%

ミネラル＆ジンジャー

blend : オーガニック洋梨&生姜
taste :フルーティー、スパイシー な
ジンジャーの後味
color : ほぼ透明、自然由来の濁り
format : 330ml
Alc.:3.0%

商品コード 900674
商品コード 900675

CRAFT SODA クラフトソーダ

オーガニック果実のジュースとピューレのみ使用、香料・防腐剤・着色料・

添加物無添加
スパークリングアップル

レモン＆ライム

原材料：100% フランス産有機リン
ゴ果汁、炭酸ガス
容量：330ml

原材料：炭酸水、有機ブドウ由
来の果糖、有機ライム果汁
(5%)、有機レモン果汁(4%)
容量：330ml

商品コード900680

商品コード900676

オレンジ＆ブラッドオレンジ

原材料：炭酸水、有機ブドウ由来の果
糖、有機ブラッドオレンジピュレ(8%)、有
機オレンジピュレ (8%)、有機レモン果汁
容量：330ml

商品コード900677

ピーチ＆アプリコット
ストロベリー ＆ラズベリー
原材料：炭酸水、有機ブドウ由来の果
糖、有機ピーチピュレ(8%)、有機アプリ
コットピュレ (8%)、有機レモン果汁
容量：330ml

商品コード900679
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原材料：炭酸水、有機ブドウ由来の果
糖、有機 ラズベリーピュレ (7%)、有機
いちごピュレ(7%)、有機レモン果汁
容量：330ml

商品コード900678
※価格はすべて税抜です。

ベアレン

× HIGHBURY

× 柴田屋

コラボ

レーメンブロイ
（ベアレンクラシック ラオホVer.）

ハイバリーで毎年夏に開催されるフリーソーメンイベント。ラオホのスモーク香が、しばしば麺つゆに
似ていると言われることから、ビールのスタイルはラオホに。ハイバリー安藤氏が敬愛するベアレンク
ラシックが、そのままのスペックでラオホになりました。今回は柴田屋が現地岩手に引き取りに伺い、
品質を徹底管理してお届けします。
なんと、柴田屋配送ルートとベアレンさん直営店舗のみの限定流通商品です！！
※商品名はレーメンブロイ、ベアレンクラシックラオホVer.どちらを謳っていただいても構いません。

8月15日より出荷スタート！

BAEREN
岩手県盛岡市。ドイツ南部の街からヴィン
テージな設備を買い付け、船で遠く離れた日
本に運搬し、当時のビール造りを受け継いで

おすすめペアリング：香ばしくグリルした肉料理全般、ウォッシュタイプ

今日もマイスターが手造りしている。

のチーズ

HIGHBURY-THE
HOME OF BEER

■醸造所：ベアレン醸造所 ■Alc.:6.0％ ■スタイル：ラオホ

【限定80本】 10L 商品コード 261702
【限定20本】 20L 樽 商品コード 261703

新宿御苑前駅より徒歩1分。イギリスの名門
Thornbridge BREWERYや茨城県常陸野ネス
トビールで醸造経験を積んだ安藤氏が店
主。
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※価格はすべて税抜です。

平和酒造 平和クラフト
新規取り扱い開始！！
この度柴田屋酒店が特約店として、取り扱いを開始しました。
ラベルは平和の象徴である鳩をイメージしたポップなものとなっています。
「紀土」と同じ貴志川の伏流水を用いて、丁寧に醸造した柔らかさと透明感のあるビール
をぜひお楽しみください。
10℃以下の冷蔵保管をお願いします
[定番在庫] 平和クラフト ホワイトエール 330ML 瓶
ベースはベルジャン、イーストとホップがアメリカンなウィートエールです。苦味も少し抑えめ、小麦由来の柔らか
さがあります。ふわっとオレンジの香りが漂い、ビールが苦手な方にもおすすめです。
おすすめ：お魚料理、野菜料理
■醸造所： 平和酒造（和歌山県） ■Alc.:5.0％ ■スタイル：ベルジャンホワイト

330ml 商品コード 261720

[定番在庫]平和クラフト ペールエール 330ML 瓶
オーソドックスなモルト・ホップ・イーストを用いた王道なペールエールです。ボディ・爽やかなホップの香りもあ
りながら、落ち着いて飲める 1杯を目指しました。
おすすめ：お肉料理、アメリカンフード
■醸造所： 平和酒造（和歌山県） ■Alc.:5.0％ ■スタイル：ペールエール

330ml 商品コード 261719

[定番在庫]平和クラフト 山椒ゴールデンエール 330ML 瓶
和歌山県の特産品であるぶどう山椒特有の白ブドウの香りが金色麦芽のクリスピーな香りとともに香りま
す。また、1本を飲み切ると山椒のもう一つの魅力である「痺れ」も少し感じていただける、爽やかさと共に、
楽しさも兼ね備えたビールです。
おすすめ：香味の繊細な和食やお魚料理
■醸造所：平和酒造（和歌山県） ■Alc.:5.0％ ■スタイル：ゴールデンエール

330ml 商品コード 261721

[定番在庫]平和クラフト サワーエール 330ML 瓶
乳酸菌による乳酸発酵と酵母によるアルコール発酵という 2段階のプロセスを経ることで、ホップによる香りと
香りとは異なる、まるで白桃や柑橘系の香りを出しています。また通常のビールには含まれない乳酸や南高
梅由来のクエン酸が含まれることによる複雑な酸味も味わいの特徴となります。
■醸造所：平和酒造（和歌山県） ■Alc.:5.0％ ■スタイル：サワーエール

330ml 商品コード 261722
※価格はすべて税抜です。
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夏酒 第三弾
暑い夜を涼やかに演出してくれる日本酒
奥羽自慢酒造 吾有事 14C(ｼﾞｭｰｼｰ) 限定生酒 柴田屋ｵﾘｼﾞﾅﾙ 1800ml
華やかでフルーティーなアロマ、そして果汁を思わせるような透明感と瑞々しい味わいを存分に楽しめる 14C。
今回は、さらにフレッシュな季節限定の“生”が登場。 甘酸のバランスも素晴らしく、最高に心地よい酒質に仕上がっておりま
す。少し汗ばむこの季節にピッタリ・・・お料理に、チルアウトに、心からお勧めする一本です。
■蔵元：奥羽自慢酒造（山形県）

■原料米：山形県産出羽燦々 ■精米歩合：70％

■アルコール度数： 14％(原酒) ■酒度-2 ■酸度：2.5

1800ml：商品コード154140

日の丸醸造 まんさくの花強炭酸スパークリング清酒漢のかち割り 720ml
人気夏酒「かち割りまんさく」に強炭酸を充填しました。「漢（おとこ）のかち割り」と名付けたこの商品は、日本酒の香りと味わい
が口の中で爆発的に広がるまさに漢の味わい！全国どこを探しても出会えない超衝撃作です。
■蔵元：日の丸醸造（秋田県）

■原料米：秋田県産吟の精

■精米歩合：55％

■アルコール度数： 16度

720ml：商品コード122988

楯野川 純米大吟醸 爽流 13% 原酒
楯の川酒造で史上初めて『低アルコール原酒』に挑戦した「純米大吟醸 爽流（そうりゅう）は、山田錦を100%使用することで、
ボリューミーな甘味や旨味を引き出しながらも、軽快ですっきりとした後味の"夏酒"に仕上げています。香りは花や南国のフルー
ツいちごや青りんごのような非常に華やかです。
■蔵元： 楯の川酒造（山形県）

■原料米：山田錦

■精米歩合：50％

■アルコール度数： 13度原酒 ■酒度-6 ■酸度：1.4

1800ml：商品コード154651

720ml：商品コード154652

八戸酒造 陸奥八仙 V1116(ﾜｲﾝ酵母仕込み )
八仙の夏酒第二弾として、ワイン酵母を使用した「V1116」がリリースされました。 デンマーク産の主にフレッシュな白ワインに用
いられる「V1116」という酵母で仕込みました。酵母由来の爽やかな酸を特徴に、低アルコールでスッキリ軽やかに仕上げまし
た。清酒酵母とは異なるニュアンスをお楽しみください。
■蔵元：八戸酒造（青森県）

■原料米：青森県産米

■精米歩合：60％

■アルコール度数： 13度■：酒度-22 ■酸度：酸度 2.8

1800ml：商品コード144044

720ml：商品コード144043

八戸酒造 陸奥八仙 Prototype ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ 2022 500ML
アルコール度数7％の低アルコール微発泡清酒です。泡立ちがきめ細やかで柔らかい口当たり、程よい甘みと白麹由来の心地
良い酸味と発泡感によって、爽やかですっきりとした味わいが特徴的です。
■蔵元：八戸酒造（青森県）

■原料米：華吹雪

■精米歩合：60％

■アルコール度数： 7度 ■酒度-37 ■酸度：3.7

500ml：商品コード154642

八百新酒造 雁木 another 雄町 純米吟醸酒
雁木が年一回打ち出す超限定品のanother！！
“雄町”の特徴であるふくよかで円みのある旨味と、キレの良い酸がほどよく調和した味わいをお楽しみいただけるお酒に仕上が
りました。
■蔵元：八百新酒造（山口県）

■原料米：雄町100％

■精米歩合：50％

■アルコール度数： 16度 ■酒度： 非公開 ■酸度： 非公開

1800ml：商品コード171526

720ml：商品コード154674

木村酒造 純米吟醸 ﾊﾞﾀﾌﾗｲｴﾌｪｸﾄ
誰も気も付かない小さな蝶の羽ばたきが、後にうねりを起こし大きな流れを作り出すものの例えを「バタフライ エフェクト」と呼び
ます。ごく少量生産の限定商品ですが、 いつか大きな本流となるような主軸のお酒になる事を願い名付けました。 酒質は軽や
かでさわやか、穏やかで甘酸っぱい癒し系の日本酒です。
■蔵元：木村酒造（秋田県）

■原料米：秋田酒こまち ■精米歩合：55％

■アルコール度数： 13.5度 ■酒度-13.5 ■酸度：1.5

1800ml：商品コード103500

720ml：商品コード103499

数馬酒造 竹葉 Chikuha N shiro 百万石乃白 500ML
石川県内の大学生が主体となって取り組む酒造り「 N ＰＲＯＪＥＣＴ」。若き能登人が “自分たちならどんな日本酒が飲みたいか ”
を思い描き、今回は能登の新しい酒造好適米である百万石乃白を全量使用して仕込まれました。ﾏｽｶｯﾄやﾗｲﾁを思わせる香り
にシャープな甘味と酸味。低アルコールならではの優しい味わいです。
■蔵元：数馬酒造（石川県）

■原料米：能登産百万石乃白 ■精米歩合：60％

■アルコール度数： 11度 ■酒度：-20 ■酸度：1.6

500ml：商品コード154673
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※価格はすべて税抜です。

生酛ルネサンス 惣誉酒造(栃木)
2001年から理想の酒造りを生酛仕込に見出し、山田錦 ×生酛×熟成=
味わいの頂点と定めた <生酛ルネサンス >を掲げ日進月歩の進化をし
続けています。使用する米は、普通酒でも特Ａ地区山田錦を使用、契
約栽培米の栃木県産五百万石によるお酒も仕込んでいます。こだわり
抜かれたハイレベルな酒質は、国内外の星付きレストランでも採用され
ています。

イタリアっ子グイちゃんが洋食ペアリングをご提案！Vol.1
みなさんはじめまして！
Guido Grumetti（グイド・グルメッティ）と申します。グイちゃんと呼んでくださ
い！柴田屋Italyで2年間、日本酒の販売をしてきました。新たな日本酒に
出会うたび「必ず1品以上ペアリングを考える」というマイルールで、日々、
日本酒と料理（とくにイタリアの料理）の相性を研究しています。日本酒ペ
アリングのご相談は、僕にお任せください！

定番品

惣誉 特別純米酒 辛口 1800ml

奥行きのあるコクと旨みは実にボリューミーながら、
透明感のある後口が楽しめる辛口酒の模範と言え
る逸品。全量特Ａ地区山田錦の最高品質はニュー
ヨークミシュラン 3つ星寿司店「ＭＡＳＡ」でもグランド
メニューオン。

惣誉はイタリアでも大人気です！まろやかな舌
触りで、味わいも濃いので、基本的に洋食と合
いやすいです。こちらはアーリオオーリオと合わ
せて飲みたいですね。

商品コード：102405

定番品

惣誉 生酛仕込 特別純米酒 1800ml

惣誉の真骨頂 <生酛ルネサンス >の妙味を存分に
味わえるフラッグシップ。特Ａ山田錦使用。程よい熟
成による濃醇な味わいとまろやかさが特長。ロンド
ン二ツ星 和食店 「UMU」やロンドン三ツ星 寿司店
「ARAKI」にも採用されています。

カチョエペペ（山羊のチーズと胡椒のパスタ）が
良いです！イタリアにいた頃よく合わせて食べ
ていました。生酛由来の乳酸や旨味が山羊の
チーズとすごく合うんですよね。

商品コード：102413

定番品

惣誉 純米70 生原酒 1800ml

通年買える生原酒！芳醇さとジューシーさ、そして奥行きの
あるコクが楽しめる、フレッシュ系フルボディ。お肉料理や
ウォッシュチーズには抜群の相性ですが、くどさがないので
淡白なお刺身などにも寄り添います。

イタリアンなど洋風お料理でしたら、ローストチ
キン。皮の脂身と少し焦がした香りのある料理
がよく合うと思います。日本でしたら炭火焼鳥
は絶対に合いますよね。

商品コード：102409
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※価格はすべて税抜です。

