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商品は十分にご用意しておりますが、品切れの際はご容赦ください。掲載価格は本体価格（税抜）になります。
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飲食店の皆様、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

タンカレー・マラッカ・ジンは登場しわずか数年で
販売を終了してしまった、タンカレーのプレミアム・
レンジのジンです。1839 年当時のオリジナルレシピ
を再現しており通常のタンカレーよりもジュニパーの
使用量を抑え、シトラスの風味を強調しております。 
  

￥5,980イギリス 41.3% 1000ml

73316 

 

 

 

 

タンカレー マラッカ ジン   

幻のプレミアム・ジン再入荷！ 

年12回、満月の日のみ蒸留されるスペイン産のプレ
ミアムジン。ボタニカルはジュニパーの他マスカット、
コリアンダー、オレンジピール、レモンピール、セージ、
カモミールなど全 21種類のボタニカルを使用し、3
度の蒸留を経て生まれる。ほのかにマスカットのフル
ーティーさも感じるプレミアムジン。   

￥6,780スペイン 40% 700ml

76927 

 

 

 

 

アルケミスト ジン   

満月の日のみ蒸留される
スペイン産プレミアムジン 

76693

 

 

 
スキューバダイビングが大好きなDRINK TANK 社長のブルッ
ク。ダイビングの後に仲間と飲むカクテルはもっぱらトロピ
カルなラムカクテル。しかし、自分の好みに合うラムをなか
な見つけられず、自ら商品化してしまったのが、このタンク
ラム。中身にはなんと、あのポルフィディオが造ったマルティ
ニークラム！
       

タンク ラム    
～スキューバーダイビングのタンク型ボトル！～

￥2,750⇒￥1,280 alc 40% 750ml 

今月も特別価格でお届け！

山海の幸が豊富な広島の厳選した17 種類のボタ
ニカルを原料に、スティーピングとヴェイパー製法
で製造したクラフトジン。創業の地の象徴、桜香の
アクセントと柑橘系の香りの余韻が印象的です。  

広島 47.0% 700ml￥5,080
桜尾ジン リミテッド　   
   

16522
桜尾ジン オリジナル    

16521

広島産のフレッシュな柑橘類など9 種類のボタニ
カルとジュニパーベリー、コリアンダーシードなど
計14 種類の原料を使用し、ハイブリットな蒸留器
で蒸留。柑橘の香りと伝統的なジンの風味が融合し
たアロマが特徴的。     

広島 47.0% 700ml￥1,880

広島県産のはっさくをまるごと使用して、はっさく特有
の香りとほろ苦さを十分に引き出したリキュール。はっ
さくの皮を原料に蒸留したはっさくスピリッツに、天然
アロマオイルと果汁70％をブレンド。芳醇なはっさく
の香り、濃厚な果実感で、カクテルはもちろん、料理や
製菓にもおすすめ。  

はっさくロックス      

広島 16.0% 500ml￥1,098

30456

中国醸造 1918 年、広島県廿日市市桜尾で創業の中国醸造。100 年
以上におよぶ酒づくりの中で培われた技術や伝統を生か
し、清酒、焼酎、リキュール、スピリッツなどを造り続け
ている。そして 2018 年、広島発のクラフト蒸留所

「SAKURAO DISTILLERY」を設立し、広島県特産のボ
タニカルなどを使用した「ジャパニーズ　ドライ　ジン」
を発売するなど、広島から世界へと挑戦し続けている。

「瀬戸内レモン」をまるごと使用し、レモンピールの香
りと果汁の爽快な酸味が特徴のリキュール。 レモン
の皮を原料に蒸留したレモンスピリッツに、天然アロ
マオイルとストレート果汁 20％をブレンド。芳醇な
レモンの香り、濃厚な果実感で、カクテルはもちろん、
料理や製菓にもおすすめ。    

広島 16.0% 500ml￥1,098
レモンロックス    

30455

Z4015 

 

 

 

￥490東京 alc5.5% 330ml 

ブルワリー名を変更し、より一層皆様にビールを
楽しんでいただけるブルワリーとして歩き始めた
「OGA BREWING」。今回はホップの爽やかな香り
と、しっかりとした苦みを楽しめるアメリカン・
ペールエール。輝くようなゴールデンカラーで爽
快な味わいは、この季節に最適でドリンカブルな
ビール。

OGA BREWING
三鷹グレート エスケープ ペールエール

「クール エア ワン」が「OGAブリューイング」
としてさらなる飛躍を！ 75636 

 

 

 ￥480アメリカ alc7.0% 355ｍl 

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。カルフォルニアを
代表する IPA ！
    
     

バラストポイント スカルピン IPA
カルフォルニアを代表する IPA！

75673 

 

 

 ￥400アメリカ alc6.5% 355ml 
カリフォルニアで 1990 年創業のロストコースト ブ
ルワリー。ホッピーでフルボディなこの IPA は、ビ
タリングホップにコロンブス、ドライホップにウィ
ラメットとセンティニアルを贅沢に使用。6.0％の
フルボディですが飲み口の良い爽やかなホップの味
わいが特徴的。

ロストコースト インディカ IPA

75941 

 

 

 ￥490ベルギー alc 6.5% 330ml 
セゾンビールの世界的ベンチマーク「セゾンデュポン」は、ホップの香りがよく出ており、ほかにスパイシーな
香りや乳酸の香りも感じられ、ホップの苦味と旨味、酸味のバランスが非常によく、さわやかながら十分なボディ
を感じるすばらしい味わい。

     
    

小さな村にある世界一有名なセゾンビール
セゾン デュポン

限定品Y0147

 

 

 2001 年創業のサンフランシスコ発祥のファッションブランド「San 
Franpsycho（サンフランサイコ）」とのコラボレーションビール。2次
発酵時に桃とアプリコットのピューレを加えた、ジューシーでバラン
スのとれた IPA。暑い時期にぴったりの軽快な飲み口。

￥420アメリカ alc 6.5% 355ml 

サンフランサイコ ジューシー IPA  
～ 2018 夏のアンカー Brewing 限定品～

￥385アメリカ alc6.5% 355ml 
北カリフォルニアにある1989年創業のマッドリバー
ブルーイング。レッドエール特有のモルトの甘みと
香ばしさを感じながら、程よいホップの苦味があり
全体を引き締めている。飲みごたえもありながらド
リンカブルなビール。
    

75670 

 

 

 

マッドリバー ジャマイカ レッド エール
ラスタカラーのラベルが印象的！

デュポン醸造所

デュポン醸造所は 1850 年からセゾンビールをはじめとする
伝統的なビールを高品質で造りつづけてるマイクロブリュワリー

BEER                   

セゾンビールとは…

もともとはベルギー南部のワロン地方で、農家の方たちが夏の農作業の合間に飲むために冬の間に仕込んで

夏までの数カ月間熟成、貯蔵したビール。



完熟した果実のフルーティーさと程よい渋みが牛
肉ステーキ、豚肉を使用するしっかりした味の料
理、ミートソースなどにおすすめです。   
 産地：チリ 
ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン 、カルメネーレ
タイプ：赤・辛口・ミディアム

750ml ￥680⇒￥500

ビスタマール シンプリシティ
カベルネソーヴィニヨン（業務用）

夏に飲みたい冷酒特集
～キーンと冷やしてお手頃サイズ300ｍｌ～

B581 B5811

ビスタマール シンプリシティ
シャルドネ（業務用）

フルーティーなフレーバーと程よい酸味が魚介類の
お料理やクリームソースのパスタにおすすめです。

産地：チリ    
ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ
タイプ：白・辛口

750ml ￥680⇒￥500

５度でも渋く感じないので、冷やしてご提供ください！

オーガニック認定のデイリー南仏ワイン。濃いルビー
色。ベリーや赤い果実の風味にスパイスのニュアン
ス。まろやかな口当たりで、しっかりとしたボディが
ありとてもバランスが良く心地よい味わいです。
産地：南フランス ラングドック
ブドウ：カベルネ・ソーヴィニョン
タイプ：赤・辛口・ミディアム

ヴィッラ カトレア
カベルネ・ソーヴィニョン

夏にはこれ！ 微発泡

しっかり冷やしておすすめアイテム

ZZ015-833

750ml￥1,200⇒￥880

750ml ￥1,000⇒￥750
魚介のグリル、白身魚の天ぷら、ロールキャベツ、
シーフードサラダ、サラダ(フレンチドレッシング)
と相性抜群のワインです。
     産地：ポルトガル ヴィーニョ・ヴェルデ
ブドウ：アルバリーニョ/トレイシャドゥーラ　
タイプ：白・辛口・ミディアムボディ    

アデガ・デ・モンサオン エスコーリャ
ZZ015-831  ヴィーニョ・ヴェルデ(微発泡)    

ZZ015-832

６月下旬には飛行機で出荷されたヌーヴォーです。
アルコール度数を10.5％と抑えめで、女性も飲みや
すいワインです。しっかり冷やして夏向けに！

産地：ニュージーランド ネルソン
ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン
タイプ：白・辛口・ライト

750ml ￥1,800 ⇒￥1,180

オールド・コーチ・ロード
ソーヴィニヨン・ブラン ライト 2018

サマー・ヌーヴォー（新酒）

アルコールを控えめに作られた微発泡ワイン。
フルーティーでがぶ飲み用におすすめです。

産地：イタリア ヴェネト
ブドウ：ガルガーネガ / トレッビアーノ
タイプ：白・辛口・微発泡

フレスケッロフリッツァンテ
（微発泡）ビアンコ

E5743 イタリアNO1消費の低アルコール微発泡フレスケッロ社

750ml ￥650750ml ￥650
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

フレスケッロ フリッツァンテ
（微発泡） ロゼ

E5744 イタリアNO1消費の低アルコール微発泡フレスケッロ社

吟醸酒のパイオニア「桜花吟醸酒」を、
加熱殺菌を一切せず生のまま瓶に詰
めました。 フルーティーな吟醸香と、ジ
ューシーな味わい。

出羽桜 吟醸本生 桜花

山形県 ￥560

07704 

精米歩合６５％の本格派。フレッシュ
で飲みやすい生酒です。

澤乃井 本醸造  生酒

東京都

07641 

￥425

どの温度帯 ( 冷や・常温・燗 ) でも美
味しくお召し上がりいただける、料理を
選ばないオールマイティなお酒です。

一ノ蔵 特別純米辛口

宮城県 ￥517

07599 

加熱殺菌を一切していない新鮮な蔵
出しの自然派本生。フルーティでマイル
ドな味わいをご堪能下さい。

初孫 吟醸生酒

山形県 ￥435

07706 

生酒よりもすっきりとした清涼感があ
りますが、厚みも感じられるお酒です。

南部美人 本醸造  生貯蔵酒

岩手県 ￥370

07467 

アルコール分も低く、普段はあまりお
酒を飲まない方にも喜ばれるスパーク
リング清酒です。

一ノ蔵 発砲純米酒  すず音
￥741宮城県

マイルドでありながら、透明感のある
軽い味わいです。 冷やしてお召し上が
り下さい。

真野鶴 さくら純米

￥390新潟県

06769 

07601 

厳寒期に上槽されたばかりの生酒を一挙
に瓶詰め、冷蔵庫で貯蔵され出荷を待ち
ます。 生本来のフレッシュさが特徴的な
お酒です。 

越乃景虎 本醸造 なまざけ

￥480新潟県

06720 

サラリとした舌触りの中に十分な米の
旨味。他に類を見ない、まろやかでなめ
らかな飲み口。

白瀧 淡麗純米 魚沼

￥458新潟県

07637 

収穫されたばかりの酒米を吟味し、丹念に
磨き、寒中じっくり醸しました。新鮮な香り、
爽やかな味わいをご賞味下さい。

加茂鶴　冷温蔵生囲い
￥368広島県

06627 

※完売の際はご容赦下さい。

輝く明るい黄色。トロピカルフルーツ、グレープフ
ルーツなど柑橘系の香りにほのかにバニラのニュア
ンス。心地よいフレッシュさを感じながらもしっかり
とした厚みのある味わいです。

産地：南フランス ランドック
ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン
タイプ：白・辛口

ヴィッラ カトレア 
ソーヴィニヨン・ブラン

ZZ015-834

750ml￥1,200⇒￥880

今月のWine Selection
チリ産テーブルワイン 今月の

ワンコイン
WINE
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