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2019 年 9月号

♬

♪

猛暑もひと段落して、日に日に秋の空気が感じられるようになってまいりました。
今月号では、口当たり軽やかなお酒やフレッシュなワインなど多種多様な商品を掲載しております。
たくさんのご注文お待ちしております♪ お問い合わせもお気軽にどうぞ！

チーム

75754

スタインラガー ピュア

71529

ニュージーランドの国民的ビールブランド「スタインラガー」。ネルソン
ソーヴィンなど、厳選されたニュージーランド産ホップを使用。軽やか
で滑らかな、スッキリとした雑味の無い後味で、バランスに優れたビー
ル。ラグビー、ニュージーランド代表チームのオフィシャルビールとして
も親しまれている。
71528

71529

71528

シュパーテン

￥600

（ドイツ） alc 5.9％ 500ml

９月半ばから１０月上旬まで、ミュンヘンで行われる世界最
大のビール祭り『オクトーバーフェスト』の為に醸造される
限定品。長期低温熟成により生み出される、豊かなホップ
の香りとフルーティな麦芽の風味が魅力的。

ヘブンズドア ダブルバレル ウイスキー

￥9,980

alc 50.0％

￥530

（南アフリカ） alc 7.0％ 340ml

元南アフリカ代表のラグビー選手、チェスター・ウィリアム
ズ氏が、アフリカの子供達へのチャリティーを目的とした、
限定ブランドのIPA。ホップ由来のフルーティな香り、しっか
りとした苦みがありながらも切れの良いドリンカブルな味わ
い。

750ml （アメリカ）

数量限定入荷のため完売の際はご容赦下さい※

79990

再入荷です！

バルヴェニー
ダブルウッド12年

ザ・ゴールドロンズ バッチ３

￥6,680

（スコットランド） alc 40.0％ 700ml
2種類の樽（ウッド）で熟成したシングルモ
ルトウイスキー。伝統的なバーボン樽で熟成
後、シェリー樽に詰め替えて合計12年、たっ
ぷりと熟成。２つの樽の特徴が生かされた、
深みが特徴。

ダグラスレイン ブレンデッドモルト
（スコットランド） alc 46.2％ 700ml

￥7,480

スプリングバンクとグレンスコシアの貴重な原
酒をバッティングしたブレンデッドモルトウイ
スキー。ゴールドロンズとは、昔ロバート１世が
敗戦後にクモが風雨に耐えて懸命に巣を張る
様子を見て奮起した場所と伝えられている。こ
の貴重な競演をお見逃しなく︕

75381

75632

サミュエルアダムス リーベルIPA ￥420

エーデルワイス スノーフレッシュ ￥400

５種類のホップと２種類の麦芽でつくられる、ウエストコース
トスタイルのIPA。ジューシーでトロピカルな柑橘系のフレー
バーに、しっかりとした苦みもありますが、全体のバランスは
良くクリーンなフィニッシュ。

アルプス山嶺水と６種類のアルペンハーブ（エルダーフラワー、
ミント、アルニカフラワー、ラビジ、ナツメグ、マルメロ）に、
良質の麦芽ホップを使用したヴァイスビール。熟成後、酵母
を除去しますが、濾過をしていないので薄雪のようなにごり
があり、爽やかで味わい深いビール。

（アメリカ） alc 6.5％ 355ml

ラオディは、南国の太陽の光に満ちた仏教国ラオスでつくられているクラフトラム。
その製造方法は稀で、
収穫したての無農薬でフレッシュなサトウキビだけを使用する「ピュア・シュガーケイン・ラム」。
世界のラム生産量の僅か３％程度しかない製造方法の、希少で贅沢なラム。

（オーストリア） alc 5.0％ 330ml

73896

73897

ラオディ ブラウンラム
03865

￥9,980

alc 45.0％

各種

限定品

チェスターズ ＩＰＡ

ヘブンズドア テネシーバーボン

※各種

79501

オクトーバー・フェストビア

￥12,800

３種の異なるウイスキーをバージンオークバレルでフィニッシュ。

￥380

９月中頃入荷予定

ZZ015-911

alc 43.0％

小粒穀物30％を使用したユニークなマッシュビルによるバーボン。熟成年数6年半以上。

ドライでキレの良いシャンパンのようなIPA（＝ブリュットIPA）が限定品で登場。香
ばしいモルトの味わいに、白ブドウやメロン、アプリコット、ピーチの優しいフルーツ
フレーバー。口当たりは軽やかで、後味に爽やかなシトラス系の苦味、キリッと辛口
な後味は、まるでシャンパンのよう︖︕

限定品

♪

ヘブンズドア ストレートライ ウイスキー

71527

ウォーキングデッド・ランブリング・ソサイエティ・ブリュットＩＰＡ

Y0105

♩

フランス・ヴォージュ山脈で自然乾燥させたオークバレルでフィニッシュしたライ・ウイスキー。

人気の
辛口ス
『
ブリュ ブリュット タイル
ードッ
IP
グから A』が
ついに
登場！

（スコットランド） alc 6.0％ 330ml

♬

2019年には独自のミュージアムと蒸留所を設立予定。

（ニュージーランド） alc 5.0％ 330ml

BREWDOG

♫

ボブ・ディランが「Heavenʼs Door」と名付けたオリジナルのウイスキーをリリース。

￥380

限定品

♩

♩

♪

バーボン・メーカーのAngelʼs Envyとタッグを組み、少量生産のウイスキー３部作を生み出した。

71527

Y0163

HARDLIQUOR
♪

生きるレジェンド「ボブ・ディラン」が手掛けるウイスキーブランド「Heavenʼｓ Door」入荷！

飲食店の皆様、いつもお引き立てありがとうございます！

代表
ランド
ージー クス」の
ュ
ニ
ー・
ラッ
ラグビ 「オール ブ ルビール！
ャ
シ
ィ
オフ

♪

♬

￥5,080

９月中頃入荷予定

75349

オラホビール

ビエール ド 雷電 秋仕込〜IPA〜 ￥340
（長野） alc 5.0％ 350ml

季節によってビアスタイルを変える「季節仕込 雷電」。
秋は大人気のIPA（インディア ペール エール）。フルー
ティな香りとしっかりとした苦味、モルト由来の旨みの
バランス良いIPAです。

ツム・ユーリゲアルト

￥550

（ドイツ） alc 4.7％ 330ml

アルトビール＝オールドスタイル（ラガービールでない時代）
のビール。ユーリゲ醸造所のアルトは綺麗な琥珀色、かすか
なミントの香りが個性的で、アルト特有の強い苦みがありま
す。

alc 42.0％ 700ml
フレンチオークで熟成させたブラウンラ
ム。濃厚な樽の香りと、豊かな味わいが特
徴的。先ずは、ストレートかオンザロックで。

ラオディ ホワイトラム

￥3,880

alc 42.0％ 700ml
ラオディのフラッグシップアイテムのホワ
イトラム。フルボディの風味とほのかな果
実の香りが特徴的。ストレートかオンザ
ロックがオススメ。

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。

WINE

38321

ミラモンテ

和酒

38322

赤

ミラモンテ

柔らかな舌触りの飲みやすさとフレッシュな
果実味が特長です。

白

フレッシュな柑橘類に似た香りと味わい、調
和のとれた酸味が特長です。サラダ、ハム、鶏
ササミ、白身魚のソテーなどと良く合います。

産地：チリ セントラル・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン／メルロー
タイプ：赤・辛口・ミディアムライト

各種

￥690 →

産地：チリ セントラル・ヴァレー
品種：ソーヴィニヨンブラン／セミヨン
タイプ：白・辛口

750ml

￥500

A036
ハーディーズ

ハーディーズ

750ml ￥850
濃厚なダークベリーやカシスのような素晴らしい果実
の凝縮感。オーク樽と調和し、ヴェルヴェットのような
滑らかなタンニンです。

750ml ￥850
メロン、イエローネクタリンのジューシーな果実味。フレッ
シュな酸とすっきりした後味が特徴。

産地：オーストラリア
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン／メルロー
タイプ：赤・辛口・ミディアム

ザ・リドル シャルドネ

産地：オーストラリア
品種：シャルドネ
タイプ：白・辛口・ミディアム

レアレス・ビニェードス 白

750ml ￥800→￥720
豊富な太陽を浴びて育ったスペインのカベルネ・ソー
ヴィニヨンは、凝縮した果実味と熟したタンニンの心
地良さが特徴です。飲みやすくデイリーに楽しむのに
お勧めです。

750ml ￥800→￥720
品種のフレッシュな酸が特徴で、味わいはまろやか。
食事にもとてもよく合います。

A039

よく冷やしてお召し上がりください

産地：スペイン ラ・マンチャ
品種：マカベオ１００％
タイプ：白・辛口

￥2,200

地元二戸市ではお燗で飲むお酒として広く浸透して
います。後味がキリリと辛く、スイスイと杯が進み食事
もどんどん進みます。南部美人の技と、仕込み水の
硬水さが交わった、キリッとした乾いた辛口です。燗
酒にも向いています。

750ml

￥720

産地：イタリア ピエモンテ
品種：グレーラ５０％／シャルドネ３０％／
ピノ・ビアンコ２０％
タイプ：白・辛口・スパークリング

￥2,495

米そのものの旨みが、幅のある風味を醸しだした、辛
口にして辛さを感じさせない純米酒です。すべて山
田錦で醸され、しかも精米歩合は60％。飲むほど
に、その奥行きと幅のある味わいが口中に広がる、
酒通に好まれる酒です。

06902

06904

黒帯「悠々」特別純米酒

黒帯「堂々」山廃純米酒

￥2,500

使用米：山田錦・金紋錦
精米歩合：68％
度数：15度

石川県 1800ml

￥3,850

コクとキレを併せ持つ堂々たる味わい。伝統の手造
りの山廃もとで育てた酵母を使って仕込んだ純米酒
を、蔵内でじっくりと熟成させました。山廃仕込みなら
ではのキレのよさと、米の旨味が存分に生きた「堂々
（どうどう）」とした味わいです。
使用米：山田錦・金紋錦
精米歩合：65％
度数：15度

数量限定品

茨城県 720ml

泡立ちは力強く、花のようなアロマとフルーツの香り。スタイ
リッシュで人気の本格的なスプマンテです。

栃木県 1800ml

原料：特A地区山田錦
精米歩合：60％
度数：15度

業務用の黒いラベル

750ml ￥960
豊かなベリー系果実の味わいと優しくフルーティな味
わいです。アペリティフからグリルステーキ、ポークリブな
ど幅広い万能ワインです。

ZZ015-942

数量限定品

純米原酒「富士錦 夏 辛口DRY」

￥1,400

明利酒類から今回ご紹介するのは、数量限定品
『水府自慢１０号 むらさきラベル』。このむらさきラベ
ルは濃醇に仕込んだ一本。日本酒度は−14、酸
度は2.9の上品な甘み、力強い酸味をお楽しみくだ
さい。ロックやソーダ割もオススメです。
使用米：五百万石
精米歩合：60％
度数：16度

静岡県 720ml

￥1,250

静岡県産米を65％まで磨き、静岡酵母で醸した夏
限定酒です。穏やかな米由来の香りと、米の甘味、
原酒ならではのボリューミーな味わい、後味はキレる
グラマラスな辛口酒に仕上がっています。
使用米：静岡県産米
精米歩合：65％
度数：17度

２年連続金賞受賞

シャトー・ル・ピュイ・サンクリット ２０１２

750ml

￥1,100

香りは強く、果実の熟した香りが豊か。木樽由来のバニラ、樹脂の香りもある。果実の香りだけではなく皮革、甘草や漢方薬の香
りが複雑な印象のあるワイン。アタックは強く、果実の凝縮感を感じる。粘性が強く、口の中でねっとりとした印象もある。果実味とと
もにロースト香、コーヒー豆やスパイス感を感じる。タンニンは強いが非常に柔らかく、中盤から後半に苦味と旨味を長く残す。
（ソムリエ 谷氏コメントより）
産地：ボルドー・シューペリュール
品種：メルロー８０％／カベルネ・ソーヴィニヨン２０％
タイプ：赤・辛口・ミディアム

新商品入荷の
お知らせ

岩手県 1800ml

水府自慢 １０号 むらさきラベル
ZZ015-931

サンテロ ブラック ブリュット

ZZ015-932

惣誉 特別純米酒 辛口

ZZ015-941

フィッシュフック サンソー ロゼ

産地：南アフリカ
品種：サンソー
タイプ：ロゼ・やや辛口・ミディアム

南部美人 本醸造 辛口

悠々たる風格漂う料亭御用達の酒。吟醸仕込み
と純米仕込みとでキレの良い芳醇な旨味を持つ辛
口に仕上げ、さらに蔵内でじっくりと熟成させた、ゆっ
たりとした落ち着きのある「悠々（ゆうゆう）」とした味わい
です。

レアレス・ビニェードス カベルネ・ソーヴィニヨン

産地：スペイン ラ・マンチャ
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン１００％
タイプ：赤・辛口・ミディアムボディ

06087

石川県 1800ml

B4421

B442

05201

原料：ひとめぼれ
精米歩合：60％
度数：15〜16度

A0361

ザ・リドル カベルネ／メルロー

品切れの際は
ご容赦ください

カリフォルニア・ソノマカウンティーで葡萄栽培を手掛けている中井章惠(あきよし)氏の
ナカイヴィンヤード、６アイテムが入荷致しました！！

日田天領水
～ミネラルウォーター～ バッグインボックス
ZZ015-943
ZZ015-944
ZZ015-945

￥1,450
12L ￥1,500
20L ￥2,700
10L

日田天領水は大分県日田盆地の深い深い地層から汲み上げられた希少価値の高いミネラル
ウォーター。体にやさしい弱アルカリ性で、味はやわらかくまろやか。カルシウムやマグネシ
ウム、カリウムなどの天然のミネラル成分をバランスよく含んだ飲みやすく美味しい軟水。

