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謹んで新年のお慶びを
申し上げます

70085

旧年中は格別のお引き立てを賜り、ありがたく御礼申し上げます
本年も何卒よろしくお願い申し上げます

２０２３年
ブリュードッグ

久しぶりの日本上陸です︕19世紀に広く使用され、荷馬に
積んで頻繁に峡谷を越えていた小型の樽から着想を得た
ラフロイグクォーターカスク。数量限定で入荷しておりま
す。

Y0196

￥460

ホップタイガー ＮＥ−ＤＩＰＡ

数量限定入荷

77659

（スコットランド） alc 7.5％ 330ml
５種類のアメリカンホップをふんだんに使用して造られたニューイングランド
スタイルのダブルIPA。シトラスやトロピカルフルーツのアロマが華やかに広
がり、マンゴーを感じるとてもジューシーな味わい。フィニッシュに広がる苦味
がきれいに全体をまとめ上げます。

Y0193

ヘブンセント セッションＩＰＡ ￥440
（スコットランド） alc 4.6％ 330ml

数量限定

４種のホップそれぞれの良さをバランスよく引き出し
たセッションIPA。程よいモルト感があり、ホップ由
来のトロピカルフルーツの味わいが広がります。ク
リーンな苦味がしっかりと感じられるセッションIPA
です。

進撃の巨人
ルーアックモア2012 ８年
シェリーバット
￥16,800

数量限定

ハービストン

オールドエンジンオイル

75524

￥490

（スコットランド） alc 6.0％ 330ml

（スコットランド） alc 63.8％ 700ml
人気TVアニメ『進撃の巨人』とのコラボレー
ションボトル。グレンタレット蒸留所でつくられ
るヘビーピーテッド麦芽を使用したシングルモル
トで、シェリーバットの8年熟成。シングルカスク
のカスクストレングスでボトリング。

ローストモルトにオート麦を加え、超高音でマッ
シュすることで造り上げたリッチかつスムースな
クラフトスタウト。コーヒーやダークチョコ、キャ
ラメルのような深く香ばしいフレーバー。濃厚す
ぎす、軽やかな飲み口です。

16184

マーシャル アンプト・アップ・ラガー

￥350

（イギリス） alc 4.6％ 330ml
ロックの歴史をつくったマーシャルの公式ラガービール︕最高のロック・
ミュージックを生み出してきた「マーシャル・アンプ」のようにラウドで
奥深いラガービール。難しいことは考えずに飲んじゃいますか︕

￥650

シュナイダーヴァイセ ＴＡＰ５
ホッペンヴァイセ
￥650

（ドイツ） alc 6.5％ 500ml

（ドイツ） alc 8.2％ 500ml

燻製（ラオホ）ビール「シュレンケルラ メルツェン」と
同様にブナの木で燻した自家製焙煎モルトを100％
使用。きめ細かいクリーミーな泡と、メルツェンより
も強めの薫香、強いコクがあり、ラオホ好きには堪ら
ない逸品です。

「ブルックリンラガー」でおなじみのアメリカのブ
ルックリン社とのコラボビール。「ホップの花火」と
も称されるほどのホップフレーバーと、
「ヴァイスビ
アのコクと酸味」、
「ラガーのキレ」を併せ持った新
しい白ビール。

シュレンケルラ ウルボック

￥4,980

（アメリカ） alc 49.5％ 750ml
99USプルーフ（49.5度）で瓶詰めしたエズラブルッ
クス。キャラメル、バニラ、チョコレート、スパイス
の香りがする、スムースで飲みやすいケンタッキー・
ストレート・バーボン・ウイスキー。スタンダードと
は一味違う力強さをお楽しみください。

数量限定入荷

マルス 岩井トラディション
ワインカスクフィニッシュ ￥2,800

（兵庫） alc 55.0％ 500ml

（長野） alc 40.0％ 750ml

3～8年熟成のオールドシェリーバットまで、様々な
熟成年数のカスクを使用し、個性豊かな日本酒
カスクや、ビアカスクなど同社独自の6つの樽でつ
くられた、唯一無二のシングルモルトウイスキー。

76992
Y0195

エズラ・ブルックス ９９Ｐ

16162

シングルモルト江井ヶ嶋
ＳＥＸＴＥＴ
￥10,000

Y0192

Y0194

71444

数量限定入荷

１月中頃再入荷

ハービストン

￥6,980

（スコットランド） alc 48.0％ 700ml

１月号

１月中頃入荷

ラフロイグ クォーターカスク

トンプソンブラザーズ
オーガニック メディタレーニアン ジン
￥4,880

「岩井トラディション」を、マルス山梨ワイナリーお
よびマルス穂坂ワイナリーの「赤ワイン」に使用し
た樽に入れて1年以上追加熟成（フィニッシュ）した
ブレンデッドウイスキー。数量限定入荷です︕

73771

レモン・ハート オリジナル １８０４

￥3,080

（スコットランド） alc 45.7％ 700ml

（ガイアナ共和国） alc 40.0％ 750ml

ドーノッホ蒸留所のニューメイクを加え、柑橘類
やアロマティックなボタニカルをブレンドする
事により、口当たりも優しくとても華やかな味わ
いになりました。

英国海軍へ、ラムを納入していたレモンハート氏自
らの名前を冠して1804年に発売したラム。しばら
く国内流通がありませんでしたが、数量限定で再入
荷しました。

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。

品切れの際はご容赦ください

今月のワンコイン･ワイン
MIRAMONTE
各種 750ml ￥700→￥500

2023年1月号

38321

ミラモンテ 赤

南米セントラルヴァレー地方で太陽の光をしっかりと浴
びて育ったブドウから造られるフルーティなワイン。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徴。
【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【ﾀｲﾌﾟ】赤・ミディアムボディ

38322

ミラモンテ 白

フレッシュな柑橘類に似た香りと味わい、調和の取れた酸
味が特徴です。サラダ、ハム、白身魚などとよく合います。
【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【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口
【

January Wine

ZZ015-0141 高清水

秋田県

高清水 新酒 初しぼり
720ml￥1,150
青草を思わせる若く爽やかな香りと、秋田酒らし
い濃醇で深い味わいが特徴。冷やはもちろん、
ロック・水で延ばすなどそれぞれで豊かな表情
を愉しめます。この腰砕けしない味わいこそ秋
田の伝統の酒造りを堅守してきた賜物です。
【原料米】(秋田県産)
【原料米】
(秋田
(秋田県産)
)
【精米歩合】65％【アルコール度】19度
【精米歩合】65％【アルコール度】
【精米歩合】
％【アルコール度】19度
度

Uvavins Morges Rouge
G6111 ウヴァヴァン モルジュ ルージュ スイス 750ml￥3,040

Uvavins Morges Blanc
G6112 ウヴァヴァン モルジュ ブラン スイス

ZZ015-0143 福光屋
750ml￥3,040

色調はほんのりとグリーン･グレーがかった淡いイエロー。ライムの花の香りと白桃やレモ
ンの果物を思わせる香り。いきいきとしてさわやかで豊富なミネラル感。品種の個性も豊
かに表現され、調和の取れたストラクチャー。

E059

Bolla Valpolicella Classico
ボッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ 750ml￥1,360

【原料米】全量契約栽培国産米100％
【原料米】全量契約栽培国産米100％
【精米歩合】65％【アルコール度】16度
【精米歩合】65％【アルコール度】
【精米歩合】
％【アルコール度】16
％【アルコール度】
16度
度

750ml￥1,360

古木から収穫されたブドウはより凝縮感があり、しっかりとした色を持つ。デ
リケートな香り、フレッシュなフラワーや、エキゾチックなフルーツ、アカシア
のハチミツのような味わいを感じる。非常に心地の良い余韻。
【産地】イタリア/ヴェネト【
【品種】ガルガーネガ、トレッビアーノ・ディ・ソアーヴェ
【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口

C084

JACOB'S CREEK Chardonnay Pinot Noir Sparkling
ジェイコブス・クリーク シャルドネ ピノ・ノワール 750ml ￥1,580

シャンパーニュ地方産の酵母で発酵させたベースワインを瓶内2次発酵させた、高品質なスパークリングワイン
です。酵母がもたらすクリーミーさが、エレガントな果実のフレーバーを引き立たせ、深みのある味わいが感じら
れます。
【産地】オーストラリア【品種】シャルドネ75%、ピノ・ノワール25%【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口･発泡

ZZ015-0144 司牡丹酒造

高知県

司牡丹 土佐の超辛口 しぼりたて
720ml￥1,280
すっきりとキレる超辛口本醸造のしぼりたて生酒。
フレッシュで爽やかな口当たり、日本酒度+9の大
辛口ながら軽快な旨味のある味わいが魅力です。
冬の味覚と合わせて飲み飽きせずお楽しみいただ
けます。
【原料米】フクヒカリ(高知)､北錦(兵庫)
【原料米
】フクヒカリ(高知)､北錦(兵庫)
五百万石(島根)
五百万石
【精米歩合】65％【アルコール度】16.0～16.9度
【精米歩合】65％【アルコール度】
【精米歩合】
16.0～16.9度
16.0～16.9

【産地】イタリア/ヴェネト【
【品種】コルヴィナ 、ロンディネッラ 、モリナーラ
【ﾀｲﾌﾟ】赤・辛口・ミディアム

Bolla Soave Classico
ボッラ ソアーヴェ クラッシコ

今秋収穫した宮城県産ササニシキを100％使用した
生原酒です。上品で澄んだ甘味にフレッシュな香味
が調和した生原酒。おでん、鍋料理、寒ブリのお刺
身等、旬の食材との相性が良いです。旬の味覚と共
にお召し上がり下さい。

加賀鳶 極寒純米 無濾過 生
720ml￥1,353

「ロミオとジュリエツト」の舞台となったヴェローナの町の郊外でつくられるフ
レッシュな赤ワインです。葡萄品種はコルヴィナ種、ロンディネッラ種、モリ
ナーラ種。果実味あふれる魅力的な香りと、なめらかで心地よい口当たりをお
楽しみいただけます。

E039

一ノ蔵 特別純米生原酒 しぼりたて
720ml￥1,364

石川県

旨味のある辛口を追求。加賀鳶らしいキレがあり
ながらもリッチな旨味、生酒のフレッシュさを感じ
させる仕上がりです。すっきりとした柑橘系の香り
は様々なお料理と相性抜群。

【産地】スイス/ヴォー州【品種
【品種】
【
品種】
】シャスラ100％
シャスラ100％【ﾀｲﾌﾟ】
【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口

宮城県

【原料米】ササニシキ(宮城)
【原料米】ササニシキ(宮城)
【精米歩合】55％【アルコール度】17度
【精米歩合】55％【アルコール度】
【精米歩合】
％【アルコール度】17度
％【アルコール度】

色調はやや紫色を帯びた輝きのあるルビーレッド。チェリーやラズベリー、ブラックカラン
トを思わせる果実香とかすかにスモーキーな香り。味わいは口当たりよく、フルーティーで
ふくらみがある。程よいタンニンが感じられ、ふくよかで、バランスがよい。
【産地】スイス/ヴォー州【品種
【品種】ガメイ100％【ﾀｲﾌﾟ】赤・辛口・ミディアム
品種】ガメイ100％【ﾀｲﾌﾟ】赤・辛口・ミディアム

ZZ015-0142 一ノ蔵

ZZ015-0145 亀泉酒蔵

高知県

亀泉 純米吟醸 生原酒 CEL-24
720ml￥1,700
高知県で開発された酵母『ＣＥＬ-２４』を使用。土佐酒
では珍しい極々甘口の日本酒度。香り高くフルーティ
で原酒にしては低いアルコール度ながら、しっかり感じ
る酸味とほのかな甘みのバランスは絶妙で、口にする
と日本酒のイメージが変わるかもしれません。
【原料米】
【原料米】八反錦(広島産)
【精米歩合】50％【アルコール度】14度
【精米歩合】
14度

