
HARDLIQUOR

アイリッシュクラフトビールのパイオニア「Carlow Brewing Company」。
麦芽の名産地カーロウの中心部に1996年に設立された親族経営のブリュワリーです。

本店：0422-54-3931　相模原店：042-740-5543㈱亀屋矢崎商店

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！

Y019

オハラズ ５１ステイトＩＰＡY0197 （アイルランド）　alc 6.0％

各種　330ml

各種　355ml

近年人気のビアスタイル「ニューイングランドIPA」からインスピレーションされたIPA︕
厳選された数種類のホップ由来のシトラスアロマ、程よい苦味と滑らかな口当たりのバ
ランスが良いビールです。

オハラズ ストームバーストＩＰＡY0198 （アイルランド）　alc 7.2％

アメリカンIPAとは対照的に、苦みとドライさがない代わりにトロピカルフルーツのスムー
ジーのような口当たりが特徴的なIPAです。

￥370

￥600

（神奈川）　alc 5.0％　330ml

神奈川県が12年をかけて開発したオレンジ「湘
南ゴールド」を使用したフルーツエール。果汁だけ
ではなく皮も実も丸ごと使用し、瑞々しくジュー
シーな風味が口中に広がります。

￥500
サンクトガーレン
パイナップルエール

サンクトガーレン
湘南ゴールド

Y0029 Y0030

（神奈川）　alc 5.0％　330ml

約600ｋｇのゴールデンパインを使用したフルーツ
エール。ベースのビールスタイルはBrut IPA。ビール
の糖度は極限まで落としてドライに仕上げ、そこに
パイナップルの風味を凝縮。パイナップルの風味を
ストレートに感じていただけるビールです。

￥500

70476

＆ガールズ
グレンオード２０１２ ９年
バーボンバレル

笹の川
山桜 安積蒸留所＆４
ブレンデッドウイスキー

77709 15913

alc 59.3％　700ml （福島）　alc 47.0％　700ml

石ノ森章太郎作品をラベルに配した
＆Girls【アンドガールズ】シリーズ。フ
ルーツ＆クッキーのアロマが心地よい
シングルカスク、カスクストレングスの
グレンオード。オードらしいモルティな
風味とフルーツがバランスよく広がる
心地よいウイスキーです。

安積蒸留所原酒をキーモルトとし、世界
５大産地のウイスキー原酒をブレンド
したワールドブレンデッドウイスキー。
スムースに口中に広がる、厚みのある
モルトの味わいや香ばしさとともにス
パイシーな味わいも感じられ、ややスモー
キーな余韻がお愉しみいただけます。

￥10,800

桜尾Ｂ＆Ｄ
桜尾 ジン ホワイトハーブス

16525

（広島）　alc 47.0％　700ml

レモンリーフやホワイトローズなど花
束をイメージした７種のボタニカルを
「SAKURAO GIN ORIGINAL」に加
えました。華やかなボタニカルがも
たらすフローラルな香りが広がる
ジンをお愉しみください。

￥2,600

￥4,000

ラ・ファボリット ブラン
クール・ド・カンヌ

76635

（マルティニーク）　alc 50.0％　500ml

小規模家族経営だからこそ可能な細部に
わたるこだわりを貫く、極上のラム生産者
「ラ・ファボリット」。同社があるラマン
タンの畑で栽培されたサトウキビを72時
間かけてじっくりと発酵させ、サトウキビ
の持つ香りをすべて引き出した最高品質
のホワイトラム。

￥1,880

トンプソンブラザーズ
ＳＲＶ５ ８年 ブレンデッドモルトウイスキー

トンプソンブラザーズ
ＴＢ/ＢＳＷ ６年 ブレンデッドウイスキー

（スコットランド）　alc 48.5％

（スコットランド）　alc 46.0％

各種　700ml

「SRV5」はウイスキー好きが楽しめるウイスキーとして、バーボン樽を中心としたモルト
原酒を自社でブレンドしたハウススタイルのブレンデッドモルトウイスキー。あらゆるウイ
スキー好きのためのウイスキーです︕

オールドスタイルのシェリー樽ブレンデッドウイスキーの味わいの特徴を目指し、６年以上
のハイランドシングルモルトとグレーンをドーノッホ蒸留所内でブレンド。非常に飲みやす
く、かつ香りもしっかりと楽しめる最高のバランス。

70475

￥5,780

￥5,580

（埼玉）　alc 6.5％　350ml

ベリーやトロピカルフルーツとダンク感を感じさせるStrataホップ
と、シトラスを思わせる王道ホップCitraを使用したIPA。ホップの
フルーティなフレーバーが口いっぱいに心地よく吹き抜けます。程
よいボディとクリーンな苦味のIPAです。

新緑がまぶしい５月になりました！
天気がいい日には気温も上がり、冷たい飲み物がより美味しく感じます。
過ごしやすくなる季節ですが、体調を崩さないように気を付けていきましょう！
今月もたくさんのご注文お待ちしております♪

￥370

08
月号

シエラネバダ トルピードＥＸ－ＩＰＡ75678
2009年より醸造されているアメリカンIPA。トロピカルなアロマやフレイバーといったホッ
プキャラクターを最大限まで引き出したIPA。味わいすべてのバランスが良いビールです。

1980年より醸造されているブルワリーの看板商品。数えきれないくらいのビール醸造家達
にも多大な影響を与えたこのビールは、30年以上たった今でも変わらずに飲む人々を虜に
している。

シエラネバダ ペールエール75679 （アメリカ）　alc 5.6％

￥640（アメリカ）　alc 7.2％

クラフトビールを語るうえで欠かすことのできない
名門ブルワリー「Sierra Nevada Brewing Co.」

コエド
春颯 -Haruhayate- ＩＰＡ

55
20232023



高知県・佐川町出身の人気声優・小野大輔氏と
同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生
しました。華やかな香り、ナチュラルな膨らみ、
後味は爽やかにキレが良く仕上がっています。
「ＡＭＡＯＴＯ」は小野大輔さんの思い入れが
深いという最初のシングル「雨音」から、小野
大輔さん自身の希望により命名されました。

F7665
　

　【産地】フランス/ブルゴーニュ シャブリ【品種】シャルドネ100%【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口

樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ
のバランスがよく取れています。

750ml￥2,700

グレープフルーツや柚子などの柑橘系、モモや梨などの甘いフルーツの香り、穏やか
なヴァニラ香。口中では、心地よい酸とミネラル感が豊かな果実香とともに余韻とし
て感じられるワインです。

33438

MayWine

　【産地】長野県【品種】福島県（シャルドネ）山梨県（甲州）など【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口

ドメーヌ アルマンジョフロワ シャブリ キュヴェVV 樽熟成(白)

シャトー・メルシャン萌黄（もえぎ）

Chablis Cuvee Vieilles Vignes ''Elevee en Futs de Chene''

720ml￥3,000

【原材料】千葉県産 紅はるか･紅あずま【アルコール度】30度

JALの農園から、世界へ羽ばたく本格芋焼酎「鶴空」。30度の鶴空は、
「紅はるか」と「紅あずま」のブレンド比率を50％ずつにすることで甘
みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。

一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡 300ml￥900

　一ノ蔵　宮城県 

宮城県大崎産の黒豆と紫黒米から抽出した色素
で、ほのかなピンク色のお酒に仕上げました。ブ
ルーベリーを連想させる甘酸っぱさ、膨らみのあ
る甘さが口中に広がります。ブルーベリーのよう
な軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリン

おすすめ和酒

赤い果実の香り、心地よい酸と柔らかなタンニンの味わいを感じられる。日本産のブドウ
のみを使用、日本庭園のような調和をめざしバランスよくブレンドしました。

750ml￥1,98033437

　【産地】長野県【品種】長野県(メルロー)山梨県(マスカット･ベーリーＡ)など【ﾀｲﾌﾟ】赤・ミディアムボディ

 シャトー・メルシャン藍茜（あいあかね）

Château Mercian Moegi

Château Mercian Aiakane

2023年5月号 

B0552

ベリーなどの赤い果実の香りに加え、ココアの
ニュアンスも。野いちごのような味わいが口一
杯に広がり、タンニンと酸のバランスが非常に良
く、余韻も長く続きます。

　【産地】スペイン/ペネデス【品種】テンプラニーリョ、モナストレル
　【ﾀｲﾌﾟ】赤・ミディアムライト

　【産地】スペイン/ペネデス【品種】マカベオ、アイレン【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口

B055 ドン・ロメロ・ティント

E4053　

　【産地】イタリア / ウンブリア【品種】サグランティーノ 100%【ﾀｲﾌﾟ】赤・フルボディ

熟れた赤果実と黒果実にココア、バニラ、甘草、シナモンなどのスパイスがとても複雑。
品種の特徴である力強さはあるが、こなれておりバランスが良くエレガント。

750ml￥2,860ゴレッティ レ ムーラサラチェーネ サグランティーノ ディ モンテファルコ
Le Mura Saracene Sagrantino di Montefalco / Cantina Goretti 

A2843　

　【産地】アメリカ/カリフォルニア【品種】カベルネ・ソーヴィニヨン100%【ﾀｲﾌﾟ】赤・フルボディ

とてもアロマティックで、プラムやブラックベリー、ハックルベリー等のフレッシュ
な黒系果実と、樽からくるバニラやトフィー、ヘーゼルナッツ等のスパイシーさを持
ち合わせています。

750ml￥4,960ワイ バイ ヨシキ カベルネソーヴィニヨン アンコール カリフォルニア2019

ZZ015-0542

78721

鶴空50/50 TSURUSORA  

【原料米】宮城県産 トヨニシキ
【精米歩合】65％【アルコール度】5度司牡丹 AMAOTO(雨音)  純米　

720ml￥1,600

司牡丹酒造　高知県 

【原料米】高知県産 山田錦・吟の夢
【精米歩合】65％
【アルコール度】16度以上17度未満

78724

78725

78723

78722
ミネラル分の少ない高品質の軟水を用いた
繊細な香りと、口当たりのよさが特徴的。

厳選した3種のジンジャーの根を用い、24時間
醸造することで燃えるような味わいを実現した
ジンジャービア。

キナ由来の優しい苦味に、レモンタイムやローズマリー
のエッセンシャルオイルが香る、軽やかでフローラルな
味わい。

キナ由来の優しい苦味成分と、エルダーフラワーから抽出し
たエッセンシャルオイルをブレンドしたトニックウォーター。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

ﾒﾃﾞｨﾀﾚｰﾆｱﾝ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

ｴﾙﾀﾞｰﾌﾗﾜｰ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｿｰﾀﾞｳｫｰﾀｰ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾋﾞｱﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾋﾞｱ

ミネラル分の少ない高品質の軟水を用いた
繊細な香りと、口当たりのよさが特徴的。

厳選した3種のジンジャーの根を用い、24時間
醸造することで燃えるような味わいを実現した

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｿｰﾀﾞｳｫｰﾀｰ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾋﾞｱ

ミネラル分の少ない高品質の軟水を用いた
繊細な香りと、口当たりのよさが特徴的。

厳選した3種のジンジャーの根を用い、24時間
醸造することで燃えるような味わいを実現した
ジンジャービア。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｿｰﾀﾞｳｫｰﾀｰ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾋﾞｱ

78722
ミネラル分の少ない高品質の軟水を用いた
繊細な香りと、口当たりのよさが特徴的。

ジンジャービア。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｿｰﾀﾞｳｫｰﾀｰ

ZZ015-0543

ZZ015-0544

ZZ015-0545

720ml￥1,850

【原材料】千葉県産 紅はるか･紅あずま【アルコール度】25度

日本航空国際線ビジネスクラスやラウンジでも提供中の本格芋焼。
「紅はるか」「紅あずま」のフルーティーな甘みと香りをロック､水
割り、お湯割りなどでお楽しみください。

鶴空 TSURUSORA
ZZ015-0541おすすめ和酒おすすめ和酒

喜多屋×

【原【原材料】千葉県産 紅はるか】千葉県産 紅はるか

JALの農園から、世界へ羽ばたく本格芋焼酎「鶴空」。30度の鶴空は、JALの農園から、世界へ羽ばたく本格芋焼酎「鶴空」。30度の鶴空は、JALの農園から、世界へ羽ばたく本格芋焼酎「鶴空」。30度の鶴空は、
「紅はるか」と「紅あずま」のブレンド比率を50％ずつにすることで甘「紅はるか」と「紅あずま」のブレンド比率を50％ずつにすることで甘「紅はるか」と「紅あずま」のブレンド比率を50％ずつにすることで甘
みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。

　一ノ蔵　宮城県

ZZ015-0542ZZ015-0542ZZ015-0542
鶴空50/50 TSURUSORA  鶴空50/50 TSURUSORA  鶴空50/50 TSURUSORA  

　一ノ蔵　宮城県ZZ015-0544ZZ015-0544ZZ015-0544　一ノ蔵　宮城県ZZ015-0544　一ノ蔵　宮城県

【原【原材料】千葉県産 紅はるか】千葉県産 紅はるか

日本航空国際線ビジネスクラスやラウンジでも提供中の本格芋焼。日本航空国際線ビジネスクラスやラウンジでも提供中の本格芋焼。
「紅はるか」「紅あずま」のフルーティーな甘みと香りをロック､水「紅はるか」「紅あずま」のフルーティーな甘みと香りをロック､水
割り、お湯割りなどでお楽しみください。割り、お湯割りなどでお楽しみください。

鶴空 TSURUSORA鶴空 TSURUSORA鶴空 TSURUSORA
ZZ015-0541ZZ015-0541ZZ015-0541

【原

JALの農園から、世界へ羽ばたく本格芋焼酎「鶴空」。30度の鶴空は、

みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。

おすすめ和酒

ZZ015-0542
鶴空50/50 TSURUSORA  

ZZ015-0544

【原

鶴空 TSURUSORA
ZZ015-0541

喜多屋×

喜多屋×おすすめ和酒

ワンランク上の味わい !!
世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材
としてだけでなく、味わいの良さからそのままソフトドリンクとしても楽しめます。

各種 200ml￥215フィーバーツリー･プレミアムミキサー

本格芋焼酎 

本格芋焼酎 

麒麟山 レモネード 300ml￥500

　麒麟山酒造　新潟県 

日本酒とレモンが織りなす、淡麗なレモネード。お米のや
わらかな旨みとレモンの爽やかな味わい。原料米100％
新潟奥阿賀産米の日本酒と、瀬戸内レモンを使用。キン
キンに冷やして、ロックでお楽しみください。

【原料米】新潟県産【アルコール度】5度

キナ由来の優しい苦味と、メキシコのビター
オレンジによる繊細で爽やかな香りが特徴的。

一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡

【ﾀｲﾌﾟ】赤・フルボディ

とてもアロマティックで、プラムやブラックベリー、ハックルベリー等のフレッシュ
な黒系果実と、樽からくるバニラやトフィー、ヘーゼルナッツ等のスパイシーさを持

750ml￥4,960ワイ バイ ヨシキ カベルネソーヴィニヨン アンコール カリフォルニア2019
とてもアロマティックで、プラムやブラックベリー、ハックルベリー等のフレッシュ
な黒系果実と、樽からくるバニラやトフィー、ヘーゼルナッツ等のスパイシーさを持

4,960

78723 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾋﾞｱ7872378723
厳選した3種のジンジャーの根を用い、24時間
醸造することで燃えるような味わいを実現した
ジンジャービア。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾋﾞｱ

78722
ミネラル分の少ない高品質の軟水を用いた
繊細な香りと、口当たりのよさが特徴的。

ジンジャービア。

78723
厳選した3種のジンジャーの根を用い、24時間
醸造することで燃えるような味わいを実現した
ジンジャービア。

78722
ミネラル分の少ない高品質の軟水を用いた
繊細な香りと、口当たりのよさが特徴的。

ジンジャービア。

高知県・佐川町出身の人気声優・小野大輔氏と
同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生

司牡丹 AMAOTO(雨音)  純米　
720ml￥

世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材
としてだけでなく、味わいの良さからそのままソフトドリンクとしても楽しめます。としてだけでなく、味わいの良さからそのままソフトドリンクとしても楽しめます。

各種 200ml￥フィーバーツリー･プレミアムミキサー

同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生
しました。華やかな香り、ナチュラルな膨らみ、
後味は爽やかにキレが良く仕上がっています。
「ＡＭＡＯＴＯ」は小野大輔さんの思い入れが
深いという最初のシングル「雨音」から、小野
大輔さん自身の希望により命名されました。

高知県産 山田錦・吟の夢
【精米歩合】65％
【アルコール度】16度以上17度未満

78724
キナ由来の優しい苦味に、レモンタイムやローズマリーキナ由来の優しい苦味に、レモンタイムやローズマリー
のエッセンシャルオイルが香る、軽やかでフローラルなのエッセンシャルオイルが香る、軽やかでフローラルな
味わい。

キナ由来の優しい苦味成分と、エルダーフラワーから抽出しキナ由来の優しい苦味成分と、エルダーフラワーから抽出し
たエッセンシャルオイルをブレンドしたトニックウォーター。たエッセンシャルオイルをブレンドしたトニックウォーター。

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

ﾒﾃﾞｨﾀﾚｰﾆｱﾝ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰﾒﾃﾞｨﾀﾚｰﾆｱﾝ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

ｴﾙﾀﾞｰﾌﾗﾜｰ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰｴﾙﾀﾞｰﾌﾗﾜｰ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

78724

7872578725

キナ由来の優しい苦味に、レモンタイムやローズマリー
のエッセンシャルオイルが香る、軽やかでフローラルな
味わい。

キナ由来の優しい苦味成分と、エルダーフラワーから抽出し
たエッセンシャルオイルをブレンドしたトニックウォーター。

78721

78725

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

ｴﾙﾀﾞｰﾌﾗﾜｰ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰｴﾙﾀﾞｰﾌﾗﾜｰ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

キナ由来の優しい苦味に、レモンタイムやローズマリー
のエッセンシャルオイルが香る、軽やかでフローラルな

78723

キナ由来の優しい苦味成分と、エルダーフラワーから抽出し
たエッセンシャルオイルをブレンドしたトニックウォーター。

ﾒﾃﾞｨﾀﾚｰﾆｱﾝ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

ｴﾙﾀﾞｰﾌﾗﾜｰ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

キナ由来の優しい苦味に、レモンタイムやローズマリー
のエッセンシャルオイルが香る、軽やかでフローラルな

78723
厳選した3種のジンジャーの根を用い、24時間
醸造することで燃えるような味わいを実現した
ジンジャービア。

ﾒﾃﾞｨﾀﾚｰﾆｱﾝ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

ジンジャービア。

ﾒﾃﾞｨﾀﾚｰﾆｱﾝ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ

ワンランク上の味わい !!ワンランク上の味わい !!ワンランク上の味わい !!

グレープフルーツや柚子などの柑橘系、モモや梨などの甘いフルーツの香り、穏やか

キナ由来の優しい苦味と、メキシコのビターキナ由来の優しい苦味と、メキシコのビターキナ由来の優しい苦味と、メキシコのビターキナ由来の優しい苦味と、メキシコのビター
オレンジによる繊細で爽やかな香りが特徴的。オレンジによる繊細で爽やかな香りが特徴的。オレンジによる繊細で爽やかな香りが特徴的。オレンジによる繊細で爽やかな香りが特徴的。

ZZ015-0543ZZ015-0543

高知県・佐川町出身の人気声優・小野大輔氏と
同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生
高知県・佐川町出身の人気声優・小野大輔氏と
同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生

司牡丹 AMAOTO(雨音)  純米　司牡丹 AMAOTO(雨音)  純米　

同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生
しました。華やかな香り、ナチュラルな膨らみ、
後味は爽やかにキレが良く仕上がっています。
「ＡＭＡＯＴＯ」は小野大輔さんの思い入れが
深いという最初のシングル「雨音」から、小野
大輔さん自身の希望により命名されました。

同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生
しました。華やかな香り、ナチュラルな膨らみ、
後味は爽やかにキレが良く仕上がっています。
「ＡＭＡＯＴＯ」は小野大輔さんの思い入れが
深いという最初のシングル「雨音」から、小野
大輔さん自身の希望により命名されました。
【原料米】【原料米】
【精米歩合【精米歩合
【アルコール度】16度以上17度未満【アルコール度】16度以上17度未満

ドン・ロメロ・ブランコ

DON ROMERO TINTO

DON ROMERO BLANCO

750ml￥1,980

A2845　

　【産地】アメリカ/カリフォルニア【品種】シャルドネ100%【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口

桃やアプリコット、リンゴなどの果実のアロマに、ヘーゼルナッツ、バニラのニュア
ンスが漂います。ジューシーな果実味溢れるクリーミーなテクスチャーが印象的。

750ml￥4,720ワイ バイ ヨシキ シャルドネ アンコール カリフォルニア2021
Y by Yoshiki Chardonnay "Encore" California2021

青りんごや洋ナシなどのフルーツの香りが強く感
じられ、フレッシュでドライな味わいは口当たり
が良く、程よい酸味が心地よく感じられます。

今月のお手頃 Wine　

620各種 750ml￥

F7665F7665

　【産地】フランス/ブルゴーニュ シャブリ【　【産地】フランス/ブルゴーニュ シャブリ【品種】シャルドネ100%【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口

樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ
のバランスがよく取れています。のバランスがよく取れています。

750ml￥￥2,700

グレープフルーツや柚子などの柑橘系、モモや梨などの甘いフルーツの香り、穏やかグレープフルーツや柚子などの柑橘系、モモや梨などの甘いフルーツの香り、穏やかグレープフルーツや柚子などの柑橘系、モモや梨などの甘いフルーツの香り、穏やか
なヴァニラ香。口中では、心地よい酸とミネラル感が豊かな果実香とともに余韻としなヴァニラ香。口中では、心地よい酸とミネラル感が豊かな果実香とともに余韻としなヴァニラ香。口中では、心地よい酸とミネラル感が豊かな果実香とともに余韻とし
て感じられるワインです。

33438

MayWine

　【産地】長野県【品種】福島県（シャルドネ）山梨県（甲州）など】福島県（シャルドネ）山梨県（甲州）など【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口

ドメーヌ アルマンジョフロワ シャブリ キュヴェVV 樽熟成(白)ドメーヌ アルマンジョフロワ シャブリ キュヴェVV 樽熟成(白)

シャトー・メルシャン萌黄（もえぎ）シャトー・メルシャン萌黄（もえぎ）シャトー・メルシャン萌黄（もえぎ）

Chablis Cuvee Vieilles Vignes ''Elevee en Futs de Chene''Chablis Cuvee Vieilles Vignes ''Elevee en Futs de Chene''Chablis Cuvee Vieilles Vignes ''Elevee en Futs de Chene''Chablis Cuvee Vieilles Vignes ''Elevee en Futs de Chene''Chablis Cuvee Vieilles Vignes ''Elevee en Futs de Chene''
ドメーヌ アルマンジョフロワ シャブリ キュヴェVV 樽熟成(白)
Chablis Cuvee Vieilles Vignes ''Elevee en Futs de Chene''
ドメーヌ アルマンジョフロワ シャブリ キュヴェVV 樽熟成(白)ドメーヌ アルマンジョフロワ シャブリ キュヴェVV 樽熟成(白)
Chablis Cuvee Vieilles Vignes ''Elevee en Futs de Chene''
ドメーヌ アルマンジョフロワ シャブリ キュヴェVV 樽熟成(白)

赤い果実の香り、心地よい酸と柔らかなタンニンの味わいを感じられる。日本産のブドウ赤い果実の香り、心地よい酸と柔らかなタンニンの味わいを感じられる。日本産のブドウ
のみを使用、日本庭園のような調和をめざしバランスよくブレンドしました。のみを使用、日本庭園のような調和をめざしバランスよくブレンドしました。のみを使用、日本庭園のような調和をめざしバランスよくブレンドしました。

750ml750ml￥1,9801,98033437

　【産地】長野県【品種】長野県(メルロー)山梨県(マスカット･ベーリーＡ)など】長野県(メルロー)山梨県(マスカット･ベーリーＡ)など】長野県(メルロー)山梨県(マスカット･ベーリーＡ)など【ﾀｲﾌﾟ】赤・ミディアムボディ

 シャトー・メルシャン藍茜（あいあかね） シャトー・メルシャン藍茜（あいあかね）

Château Mercian MoegiChâteau Mercian Moegi

Château Mercian Aiakane

2023年5月号 2023年5月号 

B0552

ベリーなどの赤い果実の香りに加え、ココアの
ニュアンスも。野いちごのような味わいが口一
杯に広がり、タンニンと酸のバランスが非常に良
く、余韻も長く続きます。

　【産地】スペイン/ペネデス【品種】テンプラニーリョ、モナストレル
　【ﾀｲﾌﾟ】赤・ミディアムライト

　【産地】スペイン/ペネデス【品種】マカベオ、アイレン【ﾀｲﾌﾟ】白・辛口

B055 ドン・ロメロ・ティント

E4053　E4053　

　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【 】サグランティーノ 100%】サグランティーノ 100%【ﾀｲﾌﾟ】赤・フルボディ【ﾀｲﾌﾟ】赤・フルボディ【ﾀｲﾌﾟ】赤・フルボディ【ﾀｲﾌﾟ】赤・フルボディ

熟れた赤果実と黒果実にココア、バニラ、甘草、シナモンなどのスパイスがとても複雑。熟れた赤果実と黒果実にココア、バニラ、甘草、シナモンなどのスパイスがとても複雑。熟れた赤果実と黒果実にココア、バニラ、甘草、シナモンなどのスパイスがとても複雑。熟れた赤果実と黒果実にココア、バニラ、甘草、シナモンなどのスパイスがとても複雑。熟れた赤果実と黒果実にココア、バニラ、甘草、シナモンなどのスパイスがとても複雑。
品種の特徴である力強さはあるが、こなれておりバランスが良くエレガント。品種の特徴である力強さはあるが、こなれておりバランスが良くエレガント。品種の特徴である力強さはあるが、こなれておりバランスが良くエレガント。品種の特徴である力強さはあるが、こなれておりバランスが良くエレガント。品種の特徴である力強さはあるが、こなれておりバランスが良くエレガント。

750ml￥￥2,860ゴレッティ レ ムーラサラチェーネ サグランティーノ ディ モンテファルコゴレッティ レ ムーラサラチェーネ サグランティーノ ディ モンテファルコゴレッティ レ ムーラサラチェーネ サグランティーノ ディ モンテファルコ
Le Mura Saracene Sagrantino di Montefalco / Cantina Goretti Le Mura Saracene Sagrantino di Montefalco / Cantina Goretti Le Mura Saracene Sagrantino di Montefalco / Cantina Goretti Le Mura Saracene Sagrantino di Montefalco / Cantina Goretti Le Mura Saracene Sagrantino di Montefalco / Cantina Goretti Le Mura Saracene Sagrantino di Montefalco / Cantina Goretti Le Mura Saracene Sagrantino di Montefalco / Cantina Goretti Le Mura Saracene Sagrantino di Montefalco / Cantina Goretti 

樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ
2,700

グレープフルーツや柚子などの柑橘系、モモや梨などの甘いフルーツの香り、穏やか
なヴァニラ香。口中では、心地よい酸とミネラル感が豊かな果実香とともに余韻とし

シャトー・メルシャン萌黄（もえぎ）

Chablis Cuvee Vieilles Vignes ''Elevee en Futs de Chene''

【ﾀｲﾌﾟ】赤・ミディアムボディ

熟れた赤果実と黒果実にココア、バニラ、甘草、シナモンなどのスパイスがとても複雑。

2,860
Le Mura Saracene Sagrantino di Montefalco / Cantina Goretti 

ドン・ロメロ・ブランコ

DON ROMERO TINTO

DON ROMERO BLANCO

750ml￥1,980

青りんごや洋ナシなどのフルーツの香りが強く感
じられ、フレッシュでドライな味わいは口当たり
が良く、程よい酸味が心地よく感じられます。

今月のお手頃 Wine　今月のお手頃 Wine　

620各種 750ml￥

グレープフルーツや柚子などの柑橘系、モモや梨などの甘いフルーツの香り、穏やか
なヴァニラ香。口中では、心地よい酸とミネラル感が豊かな果実香とともに余韻とし
グレープフルーツや柚子などの柑橘系、モモや梨などの甘いフルーツの香り、穏やか
なヴァニラ香。口中では、心地よい酸とミネラル感が豊かな果実香とともに余韻とし

720ml￥3,000

】千葉県産 紅はるか･紅あずま【アルコール

JALの農園から、世界へ羽ばたく本格芋焼酎「鶴空」。30度の鶴空は、
「紅はるか」と「紅あずま」のブレンド比率を50％ずつにすることで甘
みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。

　一ノ蔵　宮城県

鶴空50/50 TSURUSORA  

720ml￥1,850

】千葉県産 紅はるか･紅あずま【アルコール度】25度

日本航空国際線ビジネスクラスやラウンジでも提供中の本格芋焼。
「紅はるか」「紅あずま」のフルーティーな甘みと香りをロック､水
割り、お湯割りなどでお楽しみください。

鶴空 TSURUSORA

喜多屋×

喜多屋×

各種 200ml￥各種 200ml￥215215

本格芋焼酎 

本格芋焼酎 

300ml￥500
日本酒とレモンが織りなす、淡麗なレモネード。お米のや
わらかな旨みとレモンの爽やかな味わい。原料米100％
新潟奥阿賀産米の日本酒と、瀬戸内レモンを使用。キン

一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡 300ml￥
宮城県大崎産の黒豆と紫黒米から抽出した色素
で、ほのかなピンク色のお酒に仕上げました。ブ
ルーベリーを連想させる甘酸っぱさ、膨らみのあ
る甘さが口中に広がります。ブルーベリーのようる甘さが口中に広がります。ブルーベリーのよう
な軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリン

一ノ蔵 花めくすず音 清酒発泡

麒麟山 レモネード 300ml￥

　麒麟山酒造　新潟県

日本酒とレモンが織りなす、淡麗なレモネード。お米のや
わらかな旨みとレモンの爽やかな味わい。原料米100％
新潟奥阿賀産米の日本酒と、瀬戸内レモンを使用。キン
キンに冷やして、ロックでお楽しみください。

【アルコール度】5度

各種 200ml￥各種 200ml￥フィーバーツリー･プレミアムミキサーフィーバーツリー･プレミアムミキサー

度

な軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリン

度

麒麟山 レモネード
　麒麟山酒造　新潟県

日本酒とレモンが織りなす、淡麗なレモネード。お米のや
わらかな旨みとレモンの爽やかな味わい。原料米100％
新潟奥阿賀産米の日本酒と、瀬戸内レモンを使用。キン
キンに冷やして、ロックでお楽しみください。

【アルコール度】

司牡丹酒造　高知県司牡丹酒造　高知県

宮城県大崎産の黒豆と紫黒米から抽出した色素宮城県大崎産の黒豆と紫黒米から抽出した色素
で、ほのかなピンク色のお酒に仕上げました。ブで、ほのかなピンク色のお酒に仕上げました。ブで、ほのかなピンク色のお酒に仕上げました。ブ
ルーベリーを連想させる甘酸っぱさ、膨らみのあルーベリーを連想させる甘酸っぱさ、膨らみのあルーベリーを連想させる甘酸っぱさ、膨らみのあ
る甘さが口中に広がります。ブルーベリーのようる甘さが口中に広がります。ブルーベリーのようる甘さが口中に広がります。ブルーベリーのようる甘さが口中に広がります。ブルーベリーのようる甘さが口中に広がります。ブルーベリーのようる甘さが口中に広がります。ブルーベリーのよう
な軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリンな軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリンな軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリン司牡丹酒造　高知県司牡丹酒造　高知県

78723

高知県・佐川町出身の人気声優・小野大輔氏と
同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生

司牡丹 AMAOTO(雨音)  純米　
720ml￥

世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材
としてだけでなく、味わいの良さからそのままソフトドリンクとしても楽しめます。

フィーバーツリー･プレミアムミキサー

同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生
しました。華やかな香り、ナチュラルな膨らみ、
後味は爽やかにキレが良く仕上がっています。
「ＡＭＡＯＴＯ」は小野大輔さんの思い入れが
深いという最初のシングル「雨音」から、小野
大輔さん自身の希望により命名されました。

山田錦・吟の夢

【アルコール度】16度以上17度未満

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ 78723

世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材世界中から厳選した植物由来の成分を使用したプレミアムミキサー。カクテル素材
としてだけでなく、味わいの良さからそのままソフトドリンクとしても楽しめます。としてだけでなく、味わいの良さからそのままソフトドリンクとしても楽しめます。としてだけでなく、味わいの良さからそのままソフトドリンクとしても楽しめます。

フィーバーツリー･プレミアムミキサーフィーバーツリー･プレミアムミキサーフィーバーツリー･プレミアムミキサーフィーバーツリー･プレミアムミキサーフィーバーツリー･プレミアムミキサーフィーバーツリー･プレミアムミキサー

高知県・佐川町出身の人気声優・小野大輔氏と
同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生
高知県・佐川町出身の人気声優・小野大輔氏と
同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生

【精米歩合【精米歩合】65％【アルコール度】司牡丹 AMAOTO(雨音)  純米　司牡丹 AMAOTO(雨音)  純米　
720ml￥1,6001,600

な軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリンな軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリンな軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリン
【原料米】【原料米】【原料米】【原料米】宮城宮城県産 トヨニシキ
【精米歩合【精米歩合】65％【アルコール度】司牡丹 AMAOTO(雨音)  純米　司牡丹 AMAOTO(雨音)  純米　

同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生
しました。華やかな香り、ナチュラルな膨らみ、
後味は爽やかにキレが良く仕上がっています。
「ＡＭＡＯＴＯ」は小野大輔さんの思い入れが
深いという最初のシングル「雨音」から、小野
大輔さん自身の希望により命名されました。

同町の司牡丹酒造がコラボし、このお酒は誕生

山田錦・吟の夢

【アルコール度】16度以上17度未満

ZZ015-0545
麒麟山 レモネード
日本酒とレモンが織りなす、淡麗なレモネード。お米のや
わらかな旨みとレモンの爽やかな味わい。原料米100％
新潟奥阿賀産米の日本酒と、瀬戸内レモンを使用。キン
キンに冷やして、ロックでお楽しみください。

【原料米】

宮城県大崎産の黒豆と紫黒米から抽出した色素
で、ほのかなピンク色のお酒に仕上げました。ブ
ルーベリーを連想させる甘酸っぱさ、膨らみのあ
る甘さが口中に広がります。ブルーベリーのようる甘さが口中に広がります。ブルーベリーのよう
な軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリン

フィーバーツリー･プレミアムミキサーフィーバーツリー･プレミアムミキサーフィーバーツリー･プレミアムミキサーフィーバーツリー･プレミアムミキサー

％【アルコール度】5度

ZZ015-0545

な軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリン
トヨニシキ

％【アルコール度】5度

ZZ015-0545
麒麟山 レモネード麒麟山 レモネード
日本酒とレモンが織りなす、淡麗なレモネード。お米のや日本酒とレモンが織りなす、淡麗なレモネード。お米のや
わらかな旨みとレモンの爽やかな味わい。原料米100％わらかな旨みとレモンの爽やかな味わい。原料米100％
新潟奥阿賀産米の日本酒と、瀬戸内レモンを使用。キン新潟奥阿賀産米の日本酒と、瀬戸内レモンを使用。キン
キンに冷やして、ロックでお楽しみください。キンに冷やして、ロックでお楽しみください。

【原料米】新潟県産新潟県産【アルコール度】

DON ROMERO 
720ml￥3,000

アルコール度】30度

JALの農園から、世界へ羽ばたく本格芋焼酎「鶴空」。30度の鶴空は、
「紅はるか」と「紅あずま」のブレンド比率を50％ずつにすることで甘
みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。みとフルーティーな香りがさらに際立つ味わいに。

本格芋焼酎 

300ml￥500

　麒麟山酒造　新潟県

300ml￥900
宮城県大崎産の黒豆と紫黒米から抽出した色素
で、ほのかなピンク色のお酒に仕上げました。ブ
ルーベリーを連想させる甘酸っぱさ、膨らみのあ
る甘さが口中に広がります。ブルーベリーのようる甘さが口中に広がります。ブルーベリーのよう
な軽快でスッキリした芳香が特徴のスパークリン

300ml￥

　麒麟山酒造　新潟県

樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ樹齢45年以上の古木から採れたブドウだけを使ったこのワインは程よい力強さと繊細さ

グレープフルーツや柚子などの柑橘系、モモや梨などの甘いフルーツの香り、穏やか
なヴァニラ香。口中では、心地よい酸とミネラル感が豊かな果実香とともに余韻とし

Chablis Cuvee Vieilles Vignes ''Elevee en Futs de Chene''

グレープフルーツや柚子などの柑橘系、モモや梨などの甘いフルーツの香り、穏やか
なヴァニラ香。口中では、心地よい酸とミネラル感が豊かな果実香とともに余韻とし

　【産地】長野県【

　【産地】長野県【

日本を代表するアーティストYOSHIKIと、ロブ・モンダヴィJr.との夢のコラボレーション。Y by Yoshiki 

Y

　【産地】イタリア / ウンブリア【品種】サグランティーノ 100%

A2843　

　【産地】アメリカ/カリフォルニア【

A2845　

　【産地】アメリカ/カリフォルニア【

　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【品種品種】サグランティーノ 100%】サグランティーノ 100%
品種の特徴である力強さはあるが、こなれておりバランスが良くエレガント。品種の特徴である力強さはあるが、こなれておりバランスが良くエレガント。

Y by Yoshiki 
Y by Yoshiki Cabernet Sauvignon ” Encore” California2019

　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【　【産地】イタリア / ウンブリア【

品切れに際はご容赦ください


