
南信州地域のシードル一覧

720

275

Kikusui cidre sweet 甘口 クリアーな酒質と優しい甘さ 275

Kikusui cidre dry 辛口 クリアーな酒質とドライな口当たり 275

Kikusui Cidre Nouveau 辛口
南信州産の紅玉を主体に、密閉タンク内一次発酵で造られたフレッ
シュ感溢れる味わい

720

Cidre Brut Nature       N35 Terroir 辛口 750

Cidre Brut DemiSec    N35 Terroir やや甘口 750

Kikusui Cidre Method Chrmat やや辛口 密閉タンク内二次発酵による、繊細な泡とクリアーな酒質 720

Cidre プレミアム ふじ やや甘口 標高の高い農園の酸味のある「ふじ」のみを使用 300

Posh ジンジャー やや辛口 生姜の搾り汁を加えた、フレーバータイプのシードル 275

Posh レモンライム やや甘口 レモンライムの搾りたての果汁を加えた、フレーバータイプ 275

Viento Vasco バスクの風 甘口
南信州のりんごとスペインバスク地方のりんごのコラボレーション
シードル

500

KEG DRAFT CIDRE 辛口 KeyKeg内二次発酵 10,000

330

750

275

720

750

375

750

375

座光寺×表参道シードル 辛口 750

座光寺×表参道シードル 甘口 750

330

500

10,000

330

500

APPO CIDRE アンセストラル 甘口

フランスの一部の地域で用いられている伝統的な製法の「アンセス
トラル」によって醸造した、低アルコール（3％）の甘口シードル
です。りんご本来の旨味と甘みを感じる、素材の美味しさを存分に
味わう事のできる一本。

330

APPOロゼシードル やや辛口

赤肉りんご2種と摘果リンゴ、洋ナシ、ブルーベリーをブレンドし
て醸造した、綺麗な赤ピンク⾊をしたシードルです。爽やかな酸味
と豊かな香りが楽しめます。乾杯酒としてはもちろんですが、食中
酒としてもお楽しみいただけます。

330

750

375

Bonnie Vanilla beans Botanical cider 辛口
飯田市の太陽農場様とのコラボサイダー。生食用りんごにタヒチバ
ニラ（インドネシア産）の香りををまとわせました。

330

飯田市で生産されたりんごを100％使用し、飯田市のシンボル「り
んご並木」にある小さな醸造所「りんご並木醸造所」で醸したクラ
フトシードルです。
果実を⼤きく成⻑させる為に、夏に⾏われる摘果作業によって間引
きされた「摘果リンゴ」を使用する事で、キリッとした酸味と渋み
がもたらす深い味わいのシードルに仕上がっています。

APPO CIDRE 甘口 甘口

飯田市で生産されたりんごを100％使用し、飯田市のシンボル「り
んご並木」にある小さな醸造所「りんご並木醸造所」で醸したクラ
フトシードルです。
数種類のりんごをブレンドする事で辛口シードルに比べ深みのある
味に仕上がっています。

HOT CAT Hard Cider

倉澤農園（倉澤秀和） 0265-27-2405

JA⻘年部員が丹精込めて栽培した6品種のりんごとラフランスが原
料。キリっとしたのど越しで後味すっきり。ラベルは飯田⼈形劇
フェスタがモチーフ。お土産に、ご贈答に。パーティに、焼肉に。
様々な料理と相性バッチリ。

辛口

THE COZYに待望の甘口が新登場。爽やかな甘みで親しみやすい。

株式会社 マツザワ（りんご並木醸造所） 0265-35-3911

APPO CIDRE 辛口 摘果果ブレンド

規格（ｍL）

原宿表参道と飯田市座光寺の”りんご交流”から生まれたシードルで
す。キャットストリートに植樹されたりんごが原宿表参道と飯田市
座光寺の住⺠間の交流と絆を育み、両地区で栽培されたりんごを原
料「座光寺×表参道シードル」が完成しました。隠田商店街に植え
られたりんごも原料に使用。息の⻑い交流と発展を目指し、売上
は、表参道のりんごの管理費用に充てられます。

やや辛口

0265-22-5777

飯田市

所在地

Posh りんごの雫 やや辛口

地元のりんご農家から直接仕入れた収獲したてのりんごを使用して
います。2014年当時、飯田産りんごを使用した市販シードル第１
号Poshりんごの雫が誕生しました。スッキリとした辛口の味わい
で、どんな料理にも良くあいます。

高岡亭酒店
飯田市座光寺自治振興センター

Posh りんごの雫
セミスイート

ふじ100％使用。程良い甘みとまろやかな酸味の中にバニラ・はち
みつ等の複雑な香りが楽しめます。

辛口

THE COZY

やや甘口

喜久水酒造株式会社 0265-22-2300

Kikusui cidre standard

福田園 080-5681-9342

甘口

当社商品Poshりんごの雫の第２弾です。地元の醸造メーカー喜久
水との共同企画商品。りんご農家収獲したてのりんごを使用してい
ます。
スッキリとした、ほのかな甘口のタイプワインです。

やや甘口

問い合わせ先 電話番号 商品名 味 PRポイント

クリアーな酒質と仄かな甘み

南信州産の厳選した3種類のりんご「紅玉、シナノゴールド、ふ
じ」のみを使用し、トラディショナル方式（シャンパーニュ製法）
で、手間を惜しまず造った手造りシードル 【限定販売】

伊那谷クラウド合同会社 070-1554-2545



規格（ｍL）所在地 問い合わせ先 電話番号 商品名 味 PRポイント

vinvie cider 750

vinvie cider keykeg 10,000

vinvie cider 330 330

蜂酵⺟のシードル 750

蜂酵⺟のシードル keykeg 10,000

蜂酵⺟のシードル 330 330

vinvie ロゼシードル 750

vinvie ロゼシードル ハーフ 375

ペアサイダー やや甘口 香り豊かな洋梨ならではの上品な甘さと酸味 330

スパイスシードル 甘口 ホットでもコールドでも。やさしいスパイスの香り。 330

ゴーゼシードル 辛口 山の塩を加えた、やさしい塩味を感じる新しいスタイル 330

紗うすぎぬ クリオコンセントレー
ション

甘口 濃厚な甘さとキレのよい酸味と旨味 330

アップルヌーボー やや甘口
夏のりんごで作るヌーヴォー(新酒) やさしい甘さとフレッシュな
酸味

330

和梨ペアサイダー 甘口 「南水」を使った甘口のペアサイダー 330

ペットナット やや辛口
オーストラリアの醸造所とコラボレーション 香り高く奥⾏きのあ
る辛口シードル

330

みんなのシードル やや辛口 日本各地から集まったりんごをひとつのタンクで醸すシードル 330

ベルモットシードル 辛口 ハーブを漬け込んだ新しい味わいのフレーバーシードル 3,330

ホップシードル 辛口 シトラホップのアロマ際⽴つ爽快なシードル 330

ホップシードル keykeg 辛口 シトラホップのアロマ際⽴つ爽快なシードル 10,000

Lumiere やや辛口 フルーティーでドライな味わい 750

GR226 やや辛口 フルーティーでドライな味わい 750

源 シードル やや辛口 早生りんごと洋ナシのブレンドしたフルーティーな味わい 750

源 シードル ハーフ やや辛口 早生りんごと洋ナシのブレンドしたフルーティーな味わい 375

源 ポワレ やや甘口 ウインターネリスとルレクチェのブレンド 750

源 ポワレハーフ やや甘口 ウインターネリスとルレクチェのブレンド 375

マルダイ⼤場農園シードル 辛口 切れのある辛口 750

マルダイ⼤場農園シードル ハーフ 辛口 切れのある辛口 375

Pommed'ours Le cidre de pomme 辛口 すっきりとした味わい 750

Pommed'ours Le cidre de pomme
ハーフ

辛口 すっきりとした味わい 375

Pommed'ours Le cidre de pomme 甘口 まろやかなりんご管 750

Pommed'ours Le cidre de pomme
ハーフ

甘口 まろやかなりんご管 375

子白農園シードル-りんご３兄弟- 辛口
⻑野県が誇るりんごの品種”りんご３兄弟”（秋映・シナノスイー
ト・シナノゴールド）のみをブレンドしたシードル。香りよく、ほ
ど良いドライ感が特徴です。

750

子白農園シードル-りんご３兄弟-
ハーフ

辛口
⻑野県が誇るりんごの品種”りんご３兄弟”（秋映・シナノスイー
ト・シナノゴールド）のみをブレンドしたシードル。香りよく、ほ
ど良いドライ感が特徴です。

375

子白農園シードル-りんご３兄弟-
330ml

辛口
⻑野県が誇るりんごの品種”りんご３兄弟”（秋映・シナノスイー
ト・シナノゴールド）のみをブレンドしたシードル。香りよく、ほ
ど良いドライ感が特徴です。

330

子白農園シードル-ふじ- 辛口
”りんごの王様・ふじ”のみを使用したシードル。香り、口当たり良
くさっぱりとした味わいです。

750

子白農園シードル-ふじ- ハーフ 辛口
”りんごの王様・ふじ”のみを使用したシードル。香り、口当たり良
くさっぱりとした味わいです。

375

子白農園シードル5種ブレンド- ハー
フ

やや甘口
ふじ、シナノゴールド、ピンクレディ、王林、陽光をブレンドした
シードル。りんごの風味が豊かで飲みやすさが特徴

375

子白農園シードル3種ブレンド 甘口
ふじをベースにピンクレディー・王林をブレンドしたシードル。
りんごの香りを最⼤限に引き出した優しい味わいのシードルです。

750

子白農園シードル3種ブレンド- ハー
フ

甘口
ふじをベースにピンクレディー・王林をブレンドしたシードル。
りんごの香りを最⼤限に引き出した優しい味わいのシードルです。

375

きれいなペールピンクの甘酸っぱいシードル

松川町

子白農園 0265-36-2720

原りんご園 0265-37-3035

0265-36-3238マルダイ⼤場農園

Fruits&Forestゆざわ

辛口

やや甘口

華やかでバランスのよい味わいの辛口シードル

0265-36-3204

㈱VINVIE 0265-36-4191

やや辛口

世界初︕蜂酵⺟で醸した、きれいな酸味が特徴のシードル

山五熊谷農園 0265-36-3369



規格（ｍL）所在地 問い合わせ先 電話番号 商品名 味 PRポイント

子白農園シードル・ピンクブレンド 甘口

今作より国内でも貴重なりんごの品種“ピンクレディーⓇ”を使用し
たシードルを『ピンクブレンド』として販売。ふじをベースにピン
クレディー・シナノゴールド・王林をブレンド。りんごの香りを最
⼤限に引き出した優しい味わいのシードルです。

750

子白農園シードル・ピンクブレンド
ハーフ

甘口

今作より国内でも貴重なりんごの品種“ピンクレディーⓇ”を使用し
たシードルを『ピンクブレンド』として販売。ふじをベースにピン
クレディー・シナノゴールド・王林をブレンド。りんごの香りを最
⼤限に引き出した優しい味わいのシードルです。

375

子白農園シードル・ピンクブレンド
ハーフ

辛口

今作より国内でも貴重なりんごの品種“ピンクレディーⓇ”を使用し
たシードルを『ピンクブレンド』として販売。ふじをベースにピン
クレディー・シナノゴールド・王林をブレンド。りんごの香りを最
⼤限に引き出した辛口のシードルです。辛口は少数限定販売。

375

kitamura cidre 辛口 すっきりとした辛口、ほのかな酸味と苦みが特徴 750

kitamura cidre ハーフ 辛口 すっきりとした辛口、ほのかな酸味と苦みが特徴 375

kitamura cidre ハーフ３種のBerry やや甘口 ベリーの香りがふわっと広がるやや甘口Cidle  AL５％ 375

kitamura cidre ハーフいちじく、く
わの実

甘口 いちじくとくわの実のジャムを感じるような甘口 AL３％ 375

kitamura cidre ハーフ４種のぶどう 甘口 白ワインを感じさせる香り華やかな甘口Cidle  AL６％ 375

kitamura poire ハーフ やや辛口
和梨の南水と20セーキにラフランスとルレクチェを加えた伊那谷
ならではのPoireです。やや辛口 AL５％

375

Victoire シードル やや辛口 芳醇で爽やか 750

紅玉 シードル 辛口 酸味きわだつ個性 375

Victoire シードル甘口 甘口 爽やかな甘み 750

Victoire シードル甘口 甘口 爽やかな甘み 375

アップルヒルズシードル 辛口
当園で収穫した完熟ふじとピンクレディーを5︓5で使用し、りん
ごの酸味を全面に出したドライな口当たりのシードル。口に風味が
残らないため、⾊々な料理と合わせれます。

750

アップルヒルズシードル ハーフ 辛口
当園で収穫した完熟ふじとピンクレディーを5︓6で使用し、りん
ごの酸味を全面に出したドライな口当たりのシードル。口に風味が
残らないため、⾊々な料理と合わせれます。

375

アップルヒルズシードル 甘口
強めの炭酸に負けない明るい甘み。飲んだあともキャラメルのよう
な風味が残ります。

750

アップルヒルズシードル ハーフ 甘口
ʻ21年度は、ピンクレディー100％の単一品種シードルになりま
す。

375

ciel etoile 辛口
自然に囲まれた果樹園で育ったりんごで作ったシードル。さわやか
な味わいになっています。

750

ciel etoile ハーフ 辛口
自然に囲まれた果樹園で育ったりんごで作ったシードル。さわやか
な味わいになっています。

375

ciel etoile 甘口
自然に囲まれた果樹園で育ったりんごで作ったシードル。⼥性でも
飲みやすい味わいになっています。

375

Sun Sun Cidre やや辛口 豚肉料理に合うシードル 750

Sun Sun Cidreハーフ 甘口 豚肉料理に合うシードル 375

Pionnier Cidre 辛口 酵⺟の香りとりんごの香りがマッチしたシードル 750

Pionnier Cidre ハーフ 辛口 酵⺟の香りとりんごの香りがマッチしたシードル 375

premium Cidre 辛口 タル熟成したりんごワインを伝統的な方法でシードルにしました。 750

まし野シードル スウィート 甘口 酸を生かした甘口シードル 750

まし野シードル スウィートハーフ 甘口 まし野ワイナリー初の甘口シードル 375

ピンクレディー シードル 甘口 ピンクレディー100％使用したシードル 375

カジュアルシードル 辛口
シードルをより気軽に飲んでいただくため、味わいと価格をライト
に仕上げました。

750

カジュアルシードル ハーフ 辛口
シードルをより気軽に飲んでいただくため、味わいと価格をライト
に仕上げました。

375

Marry. 辛口 キレのある味わい、洋梨の香りもよい 750

Marry. ハーフ 辛口 キレのある味わい、洋梨の香りもよい 375

Brise de Vergerシードル 辛口 すっきりとした飲みやすい辛口 750

Brise de Vergerシードル 甘口 アルコール度数３％。お酒の弱い⼈にもおすすめ 750

Brise de Vergerポワレ 甘口 ラ・フランスの香りがほんのり漂う 750

松川町

子白農園 0265-36-2720

南信州まつかわりんごワイン・シードル振
興会

0265-36-2720

やまき北村農園 0265-36-3480

信州まし野ワイン㈱ 0265-36-3013

果樹園の風 0265-36-2671

くまちゃん農園 0265-36-3367

りんごの丘農園 0265-36-3213

さんさんファーム 0265-36-6608

丸星農園 0265-36-2498



規格（ｍL）所在地 問い合わせ先 電話番号 商品名 味 PRポイント

マルカメサイダー（辛口） やや辛口 地元りんごのみ使用。華やかな辛口 750

マルカメサイダー（辛口） ハーフ やや辛口 地元りんごのみ使用。華やかな辛口 375

マルカメサイダー（甘口） やや甘口 地元りんごのみ使用。深みのある甘口 750

マルカメサイダー（甘口） ハーフ やや甘口 地元りんごのみ使用。深みのある甘口 375

マルカメサイダー アンセストラル 甘口 りんごの果実感がより感じられる1次発酵の甘口 750

Farmer's Apple WINE 720ｍｌ
Still Cider

やや甘口

Farm&Cidery KANESHIGEの定番にして農家の本気CIDER
フジ単一を使用したスティルタイプ（無発泡）
りんごのフルーティーな香りを残し、甘口に仕上げた味わいはライ
ト。
さらりと呑めるので甘口なのに食事を邪魔せず頂けます。

720

ＪＯＨＮ
Erotic Peach Flavored Cider

やや甘口

生食用りんごをベースに、⻩桃を使用したPEACH フレーバーサイ
ダー『JOHN』
早生品種のりんごをベースに9⽉の熟れ熟れの⻩桃を10日間追熟さ
せて、⻩桃特有の上品な香りをMAXまで引き出して香り付けした
トロピカルCIDER
ちょっと口当たり良く仕上げてあるので、⼥性でもドリンカブルに
いけちゃうちょっと危ないエッチなお酒。
開栓と同時に広がる桃の華やかな甘い香り。口に入れると、鼻から
抜ける桃の香りと口に広がる芳醇な味わい。甘すぎないので飲んで
いて飽きてきません。

330

Farmer's Craft ｃｉｄｅｒ375ｍｌ
Flagship Model

辛口

KANESHIGE CIDERのフラグシップモデル。
2015年の醸造開始時より僕たちの想いを乗せ続けている代表銘
柄。
その名前が語る様に農家を意味する本バッジは私達は酒造という手
段、技術を持っている『農家』であるという事を強くメッセージし
ています。
すっきりとDRYな料理との相性抜群の一本。程よい酸味とキレの良
い後味。創業当時から進化し続けている醸造家渾身の一本。

330

Farmer's Craft CIDER 750ｍｌ
Flagship Model

辛口

KANESHIGE CIDERのフラグシップモデル。
2015年の醸造開始時より僕たちの想いを乗せ続けている代表銘
柄。
その名前が語る様に農家を意味する本バッジは私達は酒造という手
段、技術を持っている『農家』であるという事を強くメッセージし
ています。
すっきりとDRYな料理との相性抜群の一本。程よい酸味とキレの良
い後味。創業当時から進化し続けている醸造家渾身の一本。

750

JULIEN（DEEP INPACT）
Rebuild Classical Recipes

グランパから教わった醸し方、両手いっぱいのレーズンを惜しげも
無く漬け込んで、甘酸っぱい良い香りがしてきても飲みたい気持ち
をグッと我慢して、程よくトーストされたオーク樽に詰めて美味し
くなーれっと祈る。 熟成が進み、琥珀⾊の甘い香りとオーク樽の
スパイス感ある風合いとレーズンから滲み出た深いコク。畑仕事を
終えて一日を締めくくるジュリアンの毎晩のお楽しみ。 アメリカ
のニューイングランド地方に伝わる伝統的な家庭レシピをカネシゲ
的アレンジを加えてレーズンの深いコク、後追いしてくるりんごの
フルーティさとブランデーのような重厚さDEEP INPACT

330

JULIEN（LIGHT TASTE）
Rebuild Classical Recipes

グランパから教わった醸し方、両手いっぱいのレーズンを惜しげも
無く漬け込んで、甘酸っぱい良い香りがしてきても飲みたい気持ち
をグッと我慢して、程よくトーストされたオーク樽に詰めて美味し
くなーれっと祈る。 熟成が進み、琥珀⾊の甘い香りとオーク樽の
スパイス感ある風合いとレーズンから滲み出た深いコク。畑仕事を
終えて一日を締めくくるジュリアンの毎晩のお楽しみ。 アメリカ
のニューイングランド地方に伝わる伝統的な家庭レシピをカネシゲ
的アレンジを加えて、 りんごのフルーティさとレーズンの程よい
ボディ感とオーク由来の香りと香ばしさと苦味のLIGHT TASTE。

330

RED
乳酸菌発酵 Sour Style Cider

sour cider『RED』
酸味の強い夏のりんごを主軸に3種のりんごをブレンド。
主発酵はビール醸造で使われるベルジャン酵⺟。
オエノコックス乳酸菌群によるMLF発酵を⾏い、程良いダイアセチ
ルのかすかに感じるヨーグルトのような余韻と複雑味、まろやかな
酸味を付与

酸味の効いたスッキリとした味わいにアフターの乳酸由来のクリー
ミーな余韻の波状口撃

330

JAM
Cooking Apple Base Cider

Jonathan And Maypole(紅玉＆メイポール）ジャムやケーキなど
の加工向きりんごクッキングアップルのみで醸したJAM
程よい甘みと香りが口の中に広がり、気持ちの良い酸味が口の中を
刺激します。渋みや雑味が口の中に残り、自然と二口目へと誘いま
す。
まるでりんごを丸かじりしたようなCIDER。

330

松川町
マルカメ醸造所
（フルーツガーデン北沢）

0265-36-2534

下條村 FARM & CIDERY KANESHIGE 0260-27-1250



規格（ｍL）所在地 問い合わせ先 電話番号 商品名 味 PRポイント

H・G
(Hand Granade)
Peaceful  Pineapple Cider

りんごにパイナップルという異⾊のコラボが実現したH・G
H・G （Hand Grenade） つまりは手榴弾。平和をイメージした
本バッヂ、手に持つは爆弾という名のピースフルな酒。
地域農産加工施設より生まれるロス部分となるパイナップルをフ
レッシュなまま香りを抽出。口の中にもいっぱいに広がるパイナッ
プルの香りはまさに香りの爆弾。なのに甘くない。香りは甘いのに
甘くない。

330

ZAVIERU
Inspired ｂｙ Sangria

柚子ピールのビター感に加え、ブルーベリー由来の赤紫が映える。
スッキリとした飲み口に香る華やかで爽快なシトラス感
CIDERの自由さや遊び心を宣教師フランシスコ・ザビエルに重ねた
CIDERの布教をという想いの詰まったCIDER
サングリアをイメージしたCIDER

330

RICKEY
Inspired ｂｙ GIN

クラフトジンからインスパイアしたインフュージョンスタイル。
ライムのパンチが効いた爽快なCIDER。
後から広がるGINを感じさせる
ジュニパーベリーの香り。DRYに仕上げたキレの良さがドリンカブ
ル。

330

JOHNNY
Cinnamon Spice Flavor

りんごを植え続けたジョン・チャップマンに敬意を払った
『JOHNNY APPLE SEED』。
りんごとシナモンと茶葉、数種類のスパイスをミックスした
JOHNNY。
 まず広がってくるのはシナモンの香り。グラスに注ぐ前に香る甘
い芳香。 一口飲むと舌と鼻広がる程よいシナモンと、鼻を抜ける
茶葉、スパイスの香り。そして口の中にフルーティなりんご感が広
がります。呑むアップルパイをイメージしたCIDER

330

DOCTOR
Keep The Doctor Away

ドライジンジャーエールからインスパイアした生姜の効いたスパイ
シーな辛口Cider
『1日1個のりんごはと一欠けの生姜は医者を遠ざける』
という意味のりんごお酒を造りました。
温めて呑んで頂いたり、生姜のスパイシーさをアクセントにりんご
酒の良さを引き出したお酒です。

330

HOPHEAD
Dry Hopped Cider

HOP中毒なビアライクテイストCIDER 330

BOB
Perry & Cider Hybrid Style

辛口

りんごと洋ナシをミックスしたBOB
CIDERとPERRYのハーフ。
名前はカネシゲ農園オーナーのあだ名から。農園オーナー一押しの
一本 フルーティーな香りと口の中に広がる旨味。洋ナシの渋みや
雑味・洋ナシ由来の残糖によるほんのり感じる甘みが果実味を口の
中で膨らませます。

330

375

750

375

750

375

750

下條村 FARM & CIDERY KANESHIGE 0260-27-1250

喬木村 農園 野風 0265-33-5051

野風 市田柿ver. やや辛口
南信州特産の市田柿、天日で干した柿の皮を浸漬させることによ
り、優しい味わいに仕上がっています。
もちろん喬木村産のフジりんごを使用しています。

野風 苺ver. 甘口
たかぎ村自慢の完熟いちごを漬け込みました。優しく甘い香りをま
とったシードルです。
もちろん喬木村産のフジりんごを使用しています。

野風 檸檬ver. 辛口

たかぎ村『Yanagi Farm』のメイヤーレモンを贅沢に使用。
さわやかなレモンの香りと、程よい皮の渋みを感じられるフレー
バーシードルです。
喬木村産フジりんごを使用。


