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￥4,880￥5,880
（台湾） alc 46.0％　700ml

南投 オマー シングルモルト
シェリータイプ

オロロソシェリーカスクで3～5年熟成した原酒をブ
レンドしました。レンガ色の外観とマンゴーやグァバ
といった台湾名産の果実のようなアロマが特徴で、
熟したフルーツを思わせる甘い余韻が続きます。

71921

（台湾） alc 46.0％　700ml

南投 オマー シングルモルト
バーボンタイプ

アメリカンオークのバーボン樽で3～5年熟成した原酒
をブレンドしました。オレンジやパイナップルのアロマ
の後にウッディーな香りが広がります。オイリーで華
やかな味わいで甘いバニラと果実味あふれる余韻が
広がります。

71922

￥3,980

「季の美」のスピンオフ商品 「グルテンフリー・クラフト・ウォッカ」

￥6,000
（京都） alc 45.0％　700ml

季のTEA 京都ドライジン

京都宇治市の老舗茶舗「堀井七茗園」の協力の
もと誕生した「季の美」のスピンオフアイテム。
特別にブレンドした宇治茶を使用し、マイルドで
自然な甘味が感じられ、玉露の華やかな緑の香
りと爽快感、そして ※１）碾茶の深く馥郁（ふくいく）
とした味わいに、ジュニパー、ゆずの心地良い
ハーモニーと広がりを感じます。
   ※１）碾茶とは、石臼で粉状の抹茶に碾きあげる前の茶葉の
           こと。

16503

alc 40.0％　750ml

グランテトン ポテト ウォッカ
～グルテンフリー～

一般的にウォッカは原料のニュートラル・グレーン・ス
ピリッツを外部業者から購入することが多いが、テトン
ウォッカは、アイダホ産のジャガイモ100％に、ロッキー
山脈を源流とするスネーク川流域の清涼な湧水で仕込
まれる。2012年8月初デビューした正真正銘の「グル
テンフリー・クラフト・ウォッカ」。

73433

懐かしのケンタッキー ストレートバーボン

￥2,650
alc 45.0％　750ml

オールド バーズタウン 90P

ウィレット蒸留所は一時期蒸留を閉鎖しておりました
が、2012年に蒸留再開。同蒸留所のスタンダードアイ
テムで2016年から現地で販売開始。カラメル、オーク、
バニラと僅かな花の香りがあり、ソフトな口当たりで
スムースな味わい。

71133

￥4,980
alc 50.0％　700ml

ジェームスEペッパー 1776
バーボン ６年

1958年まで3代に渡りオールドペッパー蒸留所にて生
産されていたブランドをジョージタウントレーディン
グカンパニーが忠実に再現した復刻版です。レプリカ
的商品ながら、その完成度の高さにアメリカ本国でも
人気のバーボンです。

71495

￥6,780
（兵庫） alc 50.0％　500ml

ホワイトオーク あかし５年
バーボンバレル１ｓｔフィル

ファーストフィルのバーボン樽で５年
間熟成。モルト本来の味をお愉しみい
ただくために、ノンチルフィルタード、
ノンカラードでボトリング。クリアで
スパイシー、柑橘系の香り。ライトボ
ディでビタースウィートな味わい。

清酒「神鷹」の蔵元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まいりました。
        現在の蒸留所はスコットランド地方の様式を取り入れた造りで、
            地ウイスキーメーカーとして頑固に造り続けています。

2008年創業の台湾第二のウイスキー蒸留所「南投蒸留所」。
    台湾中部の内陸都市南投市にあり、蒸留所の近くにある「日月譚」は
        台湾八景に数えられる有名な湖。
            クリスタルのように輝く湖と緑の山々にかこまれてウイスキーを造っています。

16186

￥13,800
（兵庫） alc 60.0％　500ml

ホワイトオーク あかし10年
シェリーバット

敷地内にある７つの木造蔵の中でも、
瀬戸内海にほど近い二番蔵で貯蔵、熟
成。瀬戸内海の潮風を浴びながら、ス
パニッシュオークのシェリー樽で10年
熟成し、ノンチルフィルタード、ノンカ
ラード、度数60.0％でボトリング。

16207

 （新潟）　alc 4.5％　310ml

￥300

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。

飲食店の皆様、いつもお引き立てありがとうございます！
寒さも少しずつ緩み、日差しの暖かさに春を感じられるようになってまいりました。
今月は思わずウキウキしたくなるような、春らしい商品をたくさん掲載しております。
ぜひお手に取って、心地良い春の味をお楽しみください！

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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年2018

 （イギリス）　alc 6.0％　330ml

￥500ロビンソン ビアードゥ IPA

英国の老舗醸造所ロビンソンブルワリーの新ア
イテムは厳選された４種の麦芽と８種のホップ
で造られたイングリッシュIPA。味わいは、パイ
ナップルやシトラスの様な風味から、ドライな苦
みへと展開していき、複雑かつ力強い味わいを
演出。インパクトのあるラベルが印象的。

Y0136

Y0138

好評発売中‼

 （ベルギー）　alc 3.5％　250ml

￥420リンデマンス ストロベリー

リンデマンスのフルーツランビックシリーズから
待望の新フレーバーが登場。野生酵母を用いて醸
造するベルギーの伝統的な「ランビック」ビール
の独特な酸味に、ストロベリーのフルーティーで
やさしい甘味が広がります。

日本初上陸！限定入荷！

 （長野）　alc 5.0％　350ml

￥340
オラホビール 雷電 極め仕込み「シークレット」

春・夏・秋・冬の「雷電 季節仕込み」シリーズ
の他に、年に１度毎年違うスタイルで醸造する
「極め仕込み シークレット」。今年は人気の
IPA（インディア・ペール・エール）。香り豊か
でジューシーな仕上がりで、トロピカルフルー
ツやマンゴーを思わせるフルーティーな味わ
いが特徴的。

ZZ015-01 毎年人気の「極め仕込み シークレット」

 （カナダ）　alc 4.9％　355ml

￥450
フッグレス＆ワーロック 
                     ザ・ラスト ストロベリー ウィット

新鮮なストロベリーとラクトゥース（乳糖）を使用
したベルジャンウィートエール。グラスに注ぐと苺
の甘い香りと小麦特有の爽やかな香りが心地よく
広がります。ほのかな酸味と柔らかな甘み、小麦
特有のシルキーなのどごしのバランスが良く、リフ
レッシングできるビールです。

ZZ015-02

 （ベルギー）　alc 3.8％　250ml

￥350リーフマンス

チェリーをベースに18ヶ月間熟成させた後、スト
ロベリー、ラズベリー、チェリー、ビルベリー、エ
ルダーベリーのフレッシュジュースをブレンドし
て造られたフルーツ・ビール。甘くはじける新鮮さ
と、きめ細やかな泡立ちが特徴。

75915

小麦と苺の爽やかなマリアージュ

 （ベルギー）　alc 8.0％　330ml

￥550デリリウム レッド

ベルギーのデリリウムカフェなどで楽しまれて
いた、デリリウムトレメンスとフローリスクリー
クのハーフ＆ハーフからヒントを得て作られた高
アルコールのチェリービール。デリリウムのエッ
センスをそのままに、チェリーの味わいを加えた
フルーツビール。

75479

 （茨城）　alc 6.0％　330ml

￥380常陸野ネスト だいだいエール

常陸野産の「福来みかん」とオレンジ風味のアロ
マホップで醸造。麦の旨味と果実のフルーティー
な香りとのバランスを楽しめます。麦の旨味と柑
橘の爽やかな香りをお楽しみください。

Z3912 「福来みかん」を使用した爽やかな香りのIPA

   月号3

HARDLIQUOR

フルーツビール特集
の

新潟麦酒敷地内の桜の花から採取したエキスを使
用した上面発酵ビール（表記上は発泡酒）。フルー
ティーな味わいとほんのりと感じる甘味は暖かな
春を感じさせてくれます。キレは良く、後味はスッ
キリ、ほんのりピンク色の春らしい逸品。

新潟麦酒　桜はるいろ
サクラサク　春風薫るビールです49974



WINE

淡く濁り、ほんのり甘めな味わいと、舌の上で感じる発泡
感をすっきり楽しめる味わいです。「ワイングラスでおいしい
日本酒アワード2017」スパークリング部門で金賞受賞！
よく冷やしてお楽しみください。

    精米歩合：68％
　度数：12度

「フクノハナ」を100％使用した純米吟醸のにごり酒で
す。充分に熟成したもろみを目の粗い布で漉し、旨さ
をたっぷり残しました。火入れを一切せず、発酵中の
炭酸ガスをそのまま封じ込めた純米吟醸生酒です。

　使用米：兵庫県豊岡市出石町産フクノハナ100％
　精米歩合：59％
　度数：17度

福正宗 純米吟醸にごり酒 しろき

香住鶴 発泡にごり酒 金魚

越乃景虎 本醸造にごり酒

38915

オサディア
カベルネ・ソーヴィニヨン 赤
フレッシュでフルーティー、ミネラル感を感じるきらび
やかな外観。良質のカベルネ・ソーヴィニヨンによ
る凝縮感があり、果実味あふれるワインです。
チーズや肉料理にぴったり。
　　産地：チリ／セントラルヴァレー

　　ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン

　　タイプ：赤・辛口

キリリと引き締まったフレッシュで飲みやすいワイン
です。レモンやライム、ハーブの香りが爽やかでフ
ルーティー。あっさりとした魚料理に。
　　産地：チリ／セントラルヴァレー
　　ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン
　　タイプ：白・辛口

38917

オサディア
ソーヴィニヨン・ブラン 白

750ml ￥650 750ml ￥880

E5744

F038

フレスケッロ フリッツァンテ ロゼ

アルコール度数を9％に抑えた軽めの微発泡。淡いバラ色、
繊細で優しいフルーティーな香り。快活で爽やかな味わいで
す。食前酒や軽食のお供に適しています。
　　産地：イタリア／ヴェネト
　　ブドウ：メルロー
　　タイプ：ロゼ・辛口・微発泡

花を思わせるチャーミングな香りがあり、ほのかな甘味と酸
味のバランスがとても良い、やや甘口のワイン。青椒肉絲、
酢豚、海老のチリソースに。
　　産地：フランス／ロワール
　　ブドウ：グロロー100％
　　タイプ：ロゼ・やや甘口・ミディアム

F319

F0381

カーブ・ド・ラ・ロワール
ロゼ ダンジュ

750ml ￥800

カヴァリエ ルージュ 赤

タンニン、酸味共にバランス良く口当たりまろやかで微かな甘
みも感じられ、後味もすっきり。気軽な感覚で毎日飲んでも
飲み飽きない日常用ワイン。鶏肉料理やハンバーグに最適。
　　産地：フランス
　　ブドウ：メルロー35％／カベルネ・ソーヴィニヨン35％／
                タナット30％
　　タイプ：赤・辛口・ライトボディ

酸味、コク共にバランス良くキリッとした辛口。口当たりは
すっきりしていますが、後味の中にほのかな甘みも感じられ
ます。刺身やおろしハンバーグ、ハムサラダ、グラタンなどに。
　　産地：フランス
　　ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン50％／セミヨン25％／
                コロンバール15％／ユニ・ブラン10％
　　タイプ：白・やや辛口

750ml ￥800

カヴァリエ ブラン 白

ZZ015-03
E5751

750ml ￥930

ドメーヌ・ブリショー ロゼ

フレッシュな果実味の香り。収穫を夜明け前に行い、低温
で発酵。タンクでは酸化を極力防ぎ、フレッシュ感が保たれ
ています。1893年から続く家族経営のドメーヌ。
　　産地：フランス／コート・ド・ガスコーニュ
　　ブドウ：メルロー50％／カベルネ・フラン50％
　　タイプ：ロゼ・辛口・ミディアム

750ml ￥1,180

ディオール ロゼ スプマンテ
エクストラ・ドライ

シトラスとストロベリーを感じさせるフルーティーフレッシュなワ
イン。目を引くピンクボトルに最高のコストパフォーマンスを実
現しました。前菜や魚介類、軽食などにとても良く合います。
　　産地：イタリア
　　ブドウ：メルロー／タイロッソ／ロボーソ
　　タイプ：ロゼ・辛口・スパークリング

和酒

フレッシュな、まだ活性中のガスがそのまま詰められ
たにごり酒の生原酒です。発酵中の活性清酒のた
め蓋にはガス抜きの為の穴がついています。生酒
ですのでよく冷やしてお召し上がりください。

　使用米：五百万石／ゆきの精
　精米歩合：65％
　度数：19～19.9度

寒さ厳しい雪国秋田から、冬ならではのお楽しみ、
薄にごりのしぼりたて純米生原酒です。華やかな香
りと爽やかに口中に広がる旨味、淡雪を思わせる「さ
さ濁りの生酒」を、温かい料理と共にお楽しみくださ
い。

　使用米：めんこいな
　精米歩合：65％
　度数：17度

もろみが通常のにごり酒よりたくさん入っていて、口に
含めば米の旨みがとろりと広がる「山廃純米にごり
酒」です。食前酒にどうぞ！

　使用米：国産米
　精米歩合：60％
　度数：14度

新潟県 720ml ￥1,200

山口県 720ml ￥1,550 長野県 720ml ￥1,600

兵庫県 500ml ￥1,257
1800ml ￥2,600

秋田県 720ml ￥1,150

石川県 720ml ￥1,200

兵庫県 250ml ￥450

厳冬期に醸した純米吟醸の生原酒。早春の淡雪
を想わせる、うすにごりで壜詰めしました。より搾り立て
に近い酒を、そんな思いが形になりました。フルー
ティーな香りと迫力のある味わい。ハンバーグやタン
シチューなどコクのある洋風料理に。

　使用米：長野県産ひとごこち
　精米歩合：55％
　度数：17度

真澄 純米吟醸 うすにごり

秀よし 純米生酒 しぼりたて 香住鶴 山廃純米 にごり酒

五橋 西都の雫
純米吟醸生原酒 しぼりたて

ZZ015-04 ZZ015-05

ZZ015-07

ZZ015-08

ZZ015-06

ZZ015-09

ZZ015-11

ZZ015-10

山口県オリジナル酒米「西都の雫」で醸す純米吟
醸のしぼりたて生原酒。華やかで気品のある吟醸
香の中に広がる、搾り立てならではの力強い口当た
りとキレのよい酒質。

　使用米：西都の雫
　精米歩合：55％
　度数：17度

WINE

各種750ml

￥560 → ￥500

イタリアNo.1消費の
低アルコール微発泡フレスケッロ社

業務専用ワイン

フルーティーでフレッシュな
ロゼ・スパークリング 赤ワイン品種で造るロゼ

業務専用ワイン

定番！ 甘口ロゼ しっかり冷やして

♩ ♩♪

♪ ♫

♫

♫

♩ ♩

♪♪

♫

数量限定の為、
完売の際はご容赦ください


