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￥2,280

コスパの優れた 69 度のラム！

￥9,280

￥6,000 ￥4,000

（スコットランド）　alc 48.0％　700ml

バランタイン17年
トリビュートリリース

バランタイン17年の誕生80周年を記念して、日
本限定発売。バランタイン17年の主な原酒に加
え、ファーストフィルのアメリカンオーク樽とヨー
ロピアンオーク樽の原酒を使用しノンチルフィル
タード、度数48％でボトリング。原酒由来の豊か
な味わいを実現。

（フランス）　alc 69.0％　700ml

プランテーション
オーバープルーフ O.F.T.D.

バーボン樽熟成のバルバドス産、仏オーク樽熟成の
ガイアナ産と仏オーク樽熟成のジャマイカ産原酒を
３ブレンドし造られた69.0度のオーバープルーフラ
ム。数々の賞を受賞したコニャック・フェラン社が造
る、トラディショナルなスタイルのラムです。

サントリーからクラフトジン発売！『お茶のエッセンス』を引き上げた和の香り溢れるジン

ニッカウヰスキーならではの
　　カフェ式連続蒸留器で仕上げた
　　　　香り豊かで味わい深いスピリッツ

　　　　　　誕生！

日本のみ数量限定発売！

イベントやパーティーなど注目度抜群！

（京都）　alc 45.0％　700ml

季のTEA 京都ドライジン

京都宇治市にある老舗茶舗「堀井七茗園」と
のコラボレーションで生まれた新しいクラフ
トジン。「奥の山」茶園で栽培した玉露と碾
茶（てんちゃ）を特別な配合でブレンドし、蒸
留。香りは独特な覆い香、味わいはホワイト
チョコレートとシトラスの後にジュニパーが
感じられ、最後に温かい緑茶が長く広く続き
ます。

alc 47.0％　700ml

サントリー クラフトジン ROKU（六）

日本ならではの６種のボタニカル（桜花、桜
葉、煎茶、玉露、山椒、柚子）と伝統的なジン
に用いる８種のボタニカルを使用。それぞれ
旬の時期に収穫、素材の特長に合わせた製法
で蒸留。桜の香りや爽やかな柚子とお茶の風
味、後味に感じる山椒のスパイシーさなどを
引き出し、複層的で繊細かつスムースな味わ
いを実現。

￥1,730￥9,780
alc 40.0％　750ml

イホス・デ・ビジャ
ブランコ ガンベルトセット

ガンベルトを模した合成皮革製ベルト
とプラスチック製ショットグラス15個、
ブランコのバレットボトルに、ボトルの
ホルダーがセットになった商品です。重
量を最小限にとどめ、装着しやすくなっ
ています。ディスプレイはもちろん、イ
ベントやパーティーなどのシーンにも
ぴったりのアイテムです。

（兵庫県）　alc 40.0％　700ml

ホワイトオーク
ブレンデッド 明石

ホワイトオーク蒸留所（江井ヶ嶋酒造）は大正８
年（1919年）にウイスキー製造免許を取得し、
日本のウイスキーの歴史と共に歩んできた蒸留
所です。モルトの香りも高くモルトウイスキー本
来の味わいを楽しめます。

￥4,500

￥4,500alc 47.0％　700ml

ニッカ カフェ・ジン

ニッカ カフェ・ウォッカ

ジュニパーベリーをはじめ柚子や甘夏、かぼすなど爽やかな香味を持
つ和柑橘と和のスパイスである国産の山椒、ニッカと縁深いリンゴを
使用。コク豊かな甘さ、重なりあう爽やかな香り。

香り高くふくよかなブレンデッドウイスキーを
実現するために、竹鶴政孝があえて選んだ

「カフェ式連続蒸留器」。
生産効率が悪く、操作にも熟練の技が
要求されるが通常の連続式蒸留器では
表現できない原料由来の香りや味わいを

残します。

「カフェ式連続蒸留器」

alc 40.0％　700ml

蒸留液自体の香味をしっかりと残すために敢えて炭ろ過の程度を抑え
た、ふくよかでやわらかな口当たりのウォッカ。麦芽のフローラルな香
り、コーン由来のコクのある甘い香りが特長的。

商品は十分にご用意していますが、品切れの際はご容赦ください。
掲載価格は本体価格（税抜）となります。

早いもので2017年も折り返しとなり、暑～い夏が近づいて来ました。
今月号では、爽やかな味わいのビール、すっきり冷やして美味しいワインや純米酒、注目の新商品などを
ご紹介しております。ぜひお気に入りのお酒を見つけて下さい。
たくさんのご注文お待ちしております！！

ボジョレー地区のぶどうでつくるボジ
ョレーヌーヴォー。醸造デュブッフ氏
が食事との相性を考えてアッサンブラ
ージュ。フレッシュさの中にも果実の
凝縮された芳香な風味のワインです。
赤、ライトボディ。

750ml \1,480

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレーヌーヴォー プリムール

料理のジャンルを問わず

合わせやすいボジョレーヌーヴォー

F7932

ボジョレー地区・北部38村の中でも特に良質の
ぶどうが採れるエリアはボジョレー・ヴィラー
ジュと呼ばれます。この地の畑で大切に育まれ
、丁寧に収穫されたぶどうは、フルーティさが
凝縮した深みのあるワインに仕上がります。華
やかでありながら、繊細な香りと味わいが特長
。

750ml \1,880

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー

F794

マコネー地区はボジョレー地区の北に隣
接するぶどうの産地。デュブッフ氏の生ま
れ故郷でもあります。この地のシャルドネ
だけでつくる白のヌーヴォーは、果実味あ
ふれる爽やかな辛口。きりっと冷やすと、
フレッシュな味わいがより一層引き立ちま
す。

750ml \1,880

ジョルジュ・デュブッフ
マコン ヴィラージュ ヌーヴォー

F795

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー
セレクションプリュス

F7935

シャルドネの果実味あふれる

爽やかな辛口

NOUVEAUNOUVEAUBEAUJOLAISBEAUJOLAIS
11/20
解禁

濃密でなめらかな味わいの

ワンランク上のヌーヴォー

ボジョレー・ヌーヴォー2015予約受付中！

美しく魅力的な色合いと飲みやすさか
ら、女性に人気のロゼワインのヌーヴ
ォーです。華やかな色合いとふくらみ
のあるフルーティな味わいが特長で、
余韻が心地よい辛口のロゼです。 

750ml \1,880

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ロゼ ヌーヴォー

美しく魅力的な色合いと

心地よい辛口が女性に人気

F796F796

F7932

F794

F795

ボジョレー全体で3,000軒もある生産者か

らデュブッフ氏がその年最良と認めた4～

5軒のドメーヌのトップキュベのみを厳選。

帝王の匠の技で、凝縮感があり深みのあ

る味わいにアッサンブラージュした逸品で

す。 

750ml \2,080

厳選されたドメーヌのぶどうからつくる

デュブッフヌーヴォーの最高峰

NOUVEAUNOUVEAUBEAUJOLAISBEAUJOLAIS
11/19
解禁

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレーヌーヴォー2015

2015年11月19日（木）解禁

受賞歴No.1の“ボジョレーの帝王”
ジョルジュ・デュブッフが作り上げた逸品

（コルク）

（コルク）

（スクリューキャップ）（スクリューキャップ）

（スクリューキャップ）

※解禁日前日の18日にお届けします。
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飲食店の皆様、いつもお引き立てありがとうございます！

 （アメリカ）　alc 7.0％　355ml  （アメリカ）　alc 7.0％　355ml

バラストポイント
スカルピンＩＰＡ

バラストポイント
ビッグアイＩＰＡ

バラストポイント
ボニート ブロンドエール

バラストポイント
グルニオン ペールエール

ホップによるフルーツフレーバーと苦み
の効いた、バラストポイントのフラッグ
シップアイテム。アプリコット、マンゴー
フレーバーに草、樹脂、モルト感を存分
に楽しめます。カリフォルニアを代表す
るＩＰＡ︕

フレッシュ感と躍動感のあるバラス
トポイントの大定番。アメリカンホッ
プのコロンバスとセンテニアルをふん
だんに使い、柑橘類や松のようなアロ
マとフレイバーの骨太ＩＰＡ。

￥480 ￥460

￥440

￥298

75636

Ｙ0030

P027

Y0029

Y0054

Y0055

75630 16371

1630616503

73587

76603

16182

70353

16372

 （アメリカ）　alc 4.5％　355ml （アメリカ）　alc 5.5％　355ml

雲ひとつない澄み切った青空をイメージさせ
る爽快系ブロンドエール。軽やかなモルト感に、
ビスケット、トースト、そこにシトラスが混ざり
合う。オールマイティーなキャラクターで、飽
きのこない優れもの。

バラストポイント社内のホームブリューコンテス
トで誕生したホッピーなペールエール。マンゴー、
グレープフルーツ、マスカット、パインのフレー
バーが広がり、その後草原のような香りが爽や
かさを演出。ブルワーも惚れ込む、飲みごたえ
抜群のペールエール。

￥410￥450

Y0048Y0047

 （神奈川）　alc 5.0％　330ml  （神奈川）　alc 5.0％　330ml

￥440サンクトガーレン パイナップルエール

毎年人気のシーズナルアイテム。約600kgのゴールデン
パインを使用したフルーツビールで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。

サンクトガーレン 湘南ゴールド
「ショナゴ」の愛称で人気！

340ｇ
リビー コンビーフ

（長野）　ａｌｃ 4.5％　350ml

オラホビール
キャプテンクロウ スラッシュラガー

1996年に誕生したＯＨ︕ＬＡ︕ＨＯ ＢＥＥＲ（オラ
ホビール）。人気のキャプテンクロウに限定醸造の
ホッピーラガーが登場。ホップアロマがビシビシ感
じられるキレの良いラガー。この夏はスラッシュラ
ガーで決まり︕︕

人気のキャプテンクロウに
ホッピーラガー登場！

￥595￥720
75977

 （ベルギー）　alc 5.5％　330ml

欧和醸造所　欧和 -ＯＷＡ-

日本人醸造家、今井礼欧氏がベルギーで作るベルギー
ビール。柑橘系のフレーバーを伴った、やわらかな酸味
と心地よい苦みのバランスが良い、爽やかでスッキリと
した味わい。後に心地よい苦味が引き締めてくれます。

 （東京）　alc 6.0％　330ml

ファーイースト ブリューイング
馨和 -ＫＡＧＵＡ-　ジャパニーズ・シトラス・セゾン

「和の馨るエール」「和の食卓に映えるビール」がコンセ
プトの～馨和　ＫＡＧＵＡ～。高知県産の柚子と和歌山県
産のぶどう山椒を香り付けに使用したセゾンスタイルが
新発売︕柚子のフレッシュで鮮やかな香りとセゾン酵母に
よるフルーティなエステル香が調和したセゾンビール。

人気の馨和に新アイテム登場！

約 600kg のゴールデンパインを使用！

あのコンビーフが再入荷！

「湘南ゴールド」は、神奈川県が12年もかけて開発し
たオレンジ。華やかな香りを最大限ビールに活かすた
め、果汁だけではなく皮も実も丸ごと使用。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。

・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・

もともとはホームブルーイングに必要な機材や原材料の販売に始まり、1996年に「自分たちが好きで飲みたいもの」をコンセプトにマイクロ
ブルワリーを開業。
米国内外で高く評価され、現在では米国44州および14ヵ国へ輸出されているクラフトビール界のパイオニア的存在です。
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９月頃までご注文ＯＫ !!

￥690
「リビー コンビーフ」は1875年に米国シ
カゴのMcNeill&Libby社によって発売。
世界で最も人気のあるコンビーフの一つ。
ここ数年日本市場から消えていましたが
待望の再入荷。ビールとの相性も抜群で
す︕ ※イメージです
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各種　750ml

￥500

ZZ015-01

コルテ・デル・ニッビオ　赤
赤い果実の香り。まろやかな味わいでバラン
スの良いワインです。パスタや赤身の肉、チー
ズによく合います。
　　産地：イタリア／ヴェネト

　　ブドウ：メルロー／カベルネ・ソーヴィニヨン

　　タイプ：赤・辛口・ミディアム

ZZ015-03 ZZ015-04

ZZ015-02

コルテ・デル・ニッビオ　白
花やハーブを感じる繊細な香り。フルーティ
でフレッシュな味わいのワインです。オードブ
ルやシーフード料理によく合います。
　　産地：イタリア／ヴェネト

　　ブドウ：ガルガーネガ

　　タイプ：白・辛口

750ml ￥650

750ml ￥768

750ml ￥1,480 750ml ￥1,000 750ml ￥1,040

750ml ￥720

B0221

フェリックス・ソリス
センダス・デル・レイ　白

爽やかな柑橘類を思わせる甘く柔らかい酸味と、キ
レ味の良い後味が楽しめるフレッシュ＆フルーティな
スタイル。スズキの包み焼き、パエリア、ボンゴレ・ビアン
コなどに。
　産地：スペイン／バルデペーニャス
　ブドウ：ヴィウラ／アイレン
　タイプ：白・辛口・ライト

750ml ￥650

フェリックス・ソリス
センダス・デル・レイ　赤

適度な渋みとバランスの良い酸味が感じられ、香り
にあるような赤い果実香が口の中に広がります。ス
パイシーな余韻をお楽しみください。
　産地：スペイン／バルデペーニャス
　ブドウ：テンプラニーリョ70％／ガルナッチャ30％
　タイプ：赤・辛口・ミディアムライト

クマラ　シャルドネ／セミヨン

いきいきとしたミディアムボディのワインです。軽いオー
クの風味が、ほのかなメロンやバニラとともに感じられ
ます。ピザや軽めのパスタと相性抜群。
　産地：南アフリカ／ウエスタン・ケープ
　ブドウ：シャルドネ50／セミヨン40％／他10％
　タイプ：白・やや辛口

750ml ￥720

クマラ　カベルネ／シラーズ

ミディアムボディで果実味豊かなワイン。黒系ラズベリー
の果実にミントやスパイスが感じられます。みずみずし
いタンニンと果実の凝縮した味わいが特徴です。トマト
ソース系のパスタや赤身のお肉とどうぞ。
　産地：南アフリカ／ウエスタン・ケープ
　ブドウ：カベルネ45％／シラーズ40％／
　　　　　ルビー・カベルネ15％
　タイプ：赤・辛口・ミディアム

アル・スピーデ　ラ・サングリア　白

有機栽培のブドウを使用。４時間かけてプレス後、
有機シナモン、有機レモン、有機オレンジに漬け込み
ました。白ワインに地中海産柑橘フルーツの風味が
効いた爽やかな味わいです。
　産地：スペイン／ラ・マンチャ
　ブドウ：アイレン100％
　　　　　（SHC認定有機栽培ブドウ使用）
　タイプ：白・やや甘口

750ml ￥768

アル・スピーデ　ラ・サングリア　赤

有機栽培の樹齢40年以上。ステンレスタンクにてマロ
ラクティック発酵が施され、シナモン、レモン、オレンジを
漬け込み、アミクロビックろ過を経て精製。オレンジとレ
モン、そしてエキゾチックに香り立つワインです。お好みで
フルーツやはちみつを追加してオリジナルを。
　産地：スペイン／ラ・マンチャ
　ブドウ：テンプラニーリョ100％
　　　　　（SHC認定有機栽培ブドウ使用）
　タイプ：赤・やや甘口

ブルーナン
ゴールドエディション　ゼクト

サクラアワード金賞受賞、ワイン
王国で4つ星獲得。新鮮なフ
ルーツの香りと、きめ細やかな
泡立ちが特徴。しっかり冷やし
てください。

産地：ドイツ／ラインヘッセン
タイプ：白・泡・やや甘口・金箔入り

B022

B466B4661

B531135202

カルテ
ダッサンブラージュ・ブラン

爽やかでまとまりのある果実風
味があり、キレの良い酸味の引
き締まったドライなタイプ。とても
バランスが良い驚きの品質。

産地：南西フランス／ガスコーニュ
タイプ：白・辛口・ミディアム

F286

カーサ・サントス・リマ
ボナヴィータ　赤

遅摘みによる、熟した果実やイ
チジクの香り。樽熟成によるチョ
コやリキュールのニュアンスを感
じます。

産地：ポルトガル／リスボア
タイプ：赤・辛口・ミディアムフル

石川県 720ml ￥1,230

山形県 720ml ￥1,150

1800ml ￥2,300

低温醗酵でじっくりと仕上げたしぼりたて
の純米酒を一切の火入れをせずに爽
やかな風味をそのまま封じ込めました。
フレッシュで清涼感あふれるキレの良い
辛口は、米の旨味が存分に生きた夏季
限定の美味しさです。レモンや生姜など
爽やかなスパイスがきいた料理に良く合
います。

　使用米：五百万石
　精米歩合：65％　度数：17度

普通酒にちょびっと吟醸酒をまぜてぬる
燗でグイッと・・・華やかな吟醸香、程よい
酸味、米本来の旨味が酒通をうならせ
る。飲み飽きしない蔵人の密かな晩酌
酒です。杜氏の「まかない酒」。

　使用米：国産米
　度数：15～15.9度

数ある超辛口の中で、28年もの間、燦
然と輝き続けるお酒。醪の中から1本だ
けを選び、それを連続上槽機で搾る際、
最初に出てくる味の荒い部分と、最後の
雑味の多い部分を取り除いた、いわゆる
”中取り”です。瓶燗・瓶囲いによる丁寧
な造り。

　使用米：五百万石
　精米歩合：60％　度数：16～16.9度

山形県のはえぬきを60％磨いた無濾過
生原酒を、今回限定で発売。落ち着い
た吟醸香とやわらかな旨味のバランス
が良く、気軽に楽しめる食中酒としておス
スメの一本です。

　使用米：はえぬき
　精米歩合：60％　度数：16～16.9度

「晴耕雨読」「不二才」をはじめとする芋
焼酎で定評のある「佐多宗二商店」が
製造を手掛ける本格タイ米焼酎。タイ米
特有の軽やかに花開くフルーティな香り
と、甘みある豊かな風味が凝縮されてい
ながら、限りなく澄みきった飲み口に仕
上がっています。

　度数：20度

生酒にこだわった菊水から、清酒の最
高峰「大吟醸生原酒」がご奉仕のお手
頃価格で夏季のみに限定発売。ふくら
みのある味わい、華やかな吟醸香。フレッ
シュで味わいのある、やや辛口。

　使用米：国産米
　精米歩合：40％　度数：17度

一徹生もとの限定生詰。爽やかな風味とシャー
プな後味が特長です。果実のような優しい香り
とすっきりとした旨さをきりっと冷やしてお召し上が
り下さい。

　使用米：山形県産米
　精米歩合：60％　度数：15.3度

ZZ015-07

ZZ015-05

ZZ015-06

初孫 一徹 生もと 生詰 純米酒

加賀鳶 夏純米 生 純米酒

山形県 720ml ￥806

ZZ015-09

沖政宗 ちょび吟

新潟県 720ml ￥1,714

ZZ015-11

菊水 夏の大吟醸生原酒

奈良県 720ml ￥1,450

ZZ015-08

春鹿 純米超辛口 中取り

山形県 720ml ￥1,296

鹿児島県 720ml ￥1,450

ZZ015-10

栄光富士 SHOOTING STAR
　純米吟醸 ～夏の流れ星～

10729

カオキャラット タイ米焼酎

品切れの際は
ご容赦ください和酒

ワンコイン
ワイン

WINE
冷やしても飲めます

冷してそのまま！サングリア冷してそのまま！サングリア

22 カラットの金箔入り
スパークリング

お手頃価格の金賞ワイン
インターナショナル デュ ヴァン 2016
金賞受賞


