
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。

¥315デイ・オブ・ザ・デッド　ヘーフェヴァイツェン

『デイ・オブ・ザ・デッド』は、メキシコ・バハカリフォルニ
ア州でつくられるメキシコ産クラフトビールです。しっかりと
したバナナやクローブの香り、フルーティーでまろやかな味
わいのヴァイツェンです。
価格以上のパフォーマンスです！

ベルギーのホワイトビールやドイツのヴァイツェン、ヴァイスなど、大麦麦芽の他に小麦や小麦麦芽を使い醸造されるビールは春から初
夏にかけてのこの時期にオススメのビアスタイルです。フルーティーでスパイシーなベルギースタイルやバナナやクローブの香りが特徴
のドイツスタイルなど、様々なタイプがありますが、スムースな喉越しは小麦のビール共通の特徴です。

（メキシコ）　alc5.5%　330ml

コストパフォーマンスの優れたヴァイツェン！75718

¥590
燻製（ラオホ）ビールは乾燥させたブナの木で燻されたモル
トを使用する、スモーキーな燻製の風味が特徴のビアスタ
イルです。このビールは燻製した大麦と燻製していない小
麦を使用する事で、ヴァイツェンの爽やかな発泡性と燻製
の香りが絶妙なバランスで味わえる稀有な逸品です。

（ドイツ）　alc5.2%　500ml

ZZ015-02

ZZ015-01

小麦を使用した燻製ビール！

シュレンケルラ・ラオホ・ヴァイツェン
本場ドイツでも大人気！

¥460エルディンガー　ヴァイスビア・へーフェ

ドイツでも人気の高いエルディンガー　ヴァイスビア・へー
フェ。心地よい酸味に、小麦モルトの香りが加わり、ホップ
の苦味は柔らかで、とてもまろやかな味わい。強めのカーボ
ネーションがつくりだす木目細かな泡立ちは、とてもクリー
ミィーな口当たりです。

（ドイツ）　alc5.3%　330ml

75328

ビールが苦手な方にもオススメ！75942

¥420ブロンシュ 　ド　ブリュッセル 
（ベルギー）　alc4.0%　330ml

ベルギー・ブリュッセルのシンボル、小便小僧をラベルにし
たホワイトビール。やや濁りのあるペールイエロー、甘さを
抑えた口当たりの良さと、小麦特有の爽やかな酸味が特徴
です。苦味がほとんどなく、非常にフルーティーなホワイト
ビールです。

¥1,980
カスコ・ヴィエホ （テキーラ）

カーサ・カマレナ蒸留所

Casa Camarena

各alc38.0%　750ml

ブランコ レポサド
7632876327

¥2,680モンテクリスト　アネホ　７年

スペインのペレス・バルケロ社がボトリングするこのラムは、
オールドスタイルのキューバラムをつくり続けているオリヴェ
ル蒸留所のラム。トースト、サトウキビなどの甘い香りがあり、
カリブ島のラムよりもコクがあり、大陸のラムほど濃すぎな
いボディバランスの優れたラムです。

alc37.5%　700ml

73984

¥4,780キャプテンモルガン　キャノンブラスト

スパイストラムの代名詞とも言えるキャプテンモルガンに、新
アイテムが登場。インパクトのあるボトルデザインは、今にも
爆発しそうな予感！？ スパイシーでシトラスやハラペーニョ
の香りが特徴です。ディスプレイとしても注目度抜群です！

蒸留所周辺のロスアルトス地方アランダス地区に自社農園を所有し、そこから収穫されるブ
ルーアガヴェのみを原料に使用。ロスアルトス地方最大の特徴である甘みを携えた仕上がり
が最大の特徴です。スタンダードアイテムの品質の高さこそ本物の証という考えにより、
100％アガヴェテキーラの圧倒的なコストパフォーマンスを実感いただける商品です。

「ブランコ」は原料の素性の良さをダイレクトに感じていただける仕上がりに、
「レポサド」は２ヶ月間の熟成による、まろやかな飲み口となっています。

alc35.0%　750ml

73802

¥2,580アムルット　トゥーインディーズ　ラム

様々なコンペティションにて高い評価を得ているアムルット
蒸留所。このラムは、ジャマイカ、ガイアナ、バルバドスのラム
とアムルットによって作られたラムをブレンドしたものです。
このラムは、ジャッガリーによる芳醇な甘さが特徴的です。
ジャッガリーとはインドの天然甘味料で、さとうきびの良いと
ころだけを独自の製法で抽出したものです。

alc42.8%　700ml

73813

¥5,180ダークラム　リッチクォー
ゴールド・オブ・モーリシャス

インド洋に浮かぶモーリシャス島でつくられるダークラム。蒸
留後、フィルターを通す前にポートワイン樽で３ヶ月間熟成さ
せ、ろ過した後さらに８～１２ヶ月間樽熟成しています。食後
酒、ストレート、ロックなど様々なスタイルでお楽しみ頂けま
す。また、シガーとの相性も抜群です。

alc40.0%　700ml

73986

¥1,280（スローベリー＆ウォッカ）
エリストフ　レッド

ベリー系のフレーバーウォッカ

世界が認めるインドの蒸留所

オールドスタイルのキューバラム キャプテンモルガンに新アイテムが仲間入り

自社農園の
ロスアルトス産アガヴェを

100％使用

インド洋に浮かぶモーリシャス島のラム

ミネラルを除去したクリアなピュアウォーターを使用したエ
リストフウォッカから、ヨーロッパで人気のベリーフレーバー
「エリストフ　レッド」が登場。ヨーロッパでなじみの深い“天
然のスローベリー”をベースに、ラズベリー、ブラックベリー
を加えた、酸味、甘味、ビター感のバランスのとれた味わいで
す。

alc20.0%　700ml

74643

¥4,580タンカレー　ブルームズバリー
ロンドン・ドライジン

タンカレー創業者の息子、チャールズ・ウォー・タンカレーが
1880年の日記に書き記した幻のレシピを再現しました。ボタ
ニカルの風味を最大限に引き出す為、シンプルな製法でつくり
ました。他のタンカレーには欠かせないリコリスを使用せず、
ジンの特徴でもあるジュニパーの香りを最大限に引き出しまし
た。ジュニパーの香り際立つプレミアムクラフトジンです。

幻のレシピを再現

alc47.3%　1000ml

73308

¥1,780ワピリッツ　ツムギ

今月の注目アイテム！

日本の酒造りに欠かせない「麹」と厳選した５種類
の「国産ボタニカル」を使用した、今までにない新
しい日本のスピリッツ【WAPIRITS　TUMUGI】。
麹が醸し出す豊かな味わいと、爽やかな和のボタ
ニカルの香は、新しい“カクテルベーススピリッツ”
です。

alc40.0%　700ml

16476

71583

¥4,780ローグ　デッドガイ　ウイスキー 
alc40.0%　750ml

アメリカンクラフトビールを牽引し続けるローグ社がつくる、ア
メリカンウイスキー。デッドガイエールに使われる３種のモルト
を使用し、567リットルの小ロットで蒸留されます。フレッシュ
なオレンジやシトラスのアロマ、モルト由来の豊かな甘味など
があります。

クラフトビールメーカーがつくるアメリカン・ウイスキー

¥5,680タンカレー　オールド　トム・ジン

タンカレージン創始者のチャールズ・タンカレー氏が1835
年に自ら記したレシピブックに基いて作られたジン。とても
なめらかで少しスウィートな味わいが特徴です。

alc47.0%　1000ml

73314 1835年のレシピを再現

新しい日本のスピリッツ

包み込むような優しい味わい03920

ＣＯＥＤＯ（コエド）　白　～ shiro ～

明るくなめらかな白濁色は無濾過ビールならでは。小麦麦
芽と特選した酵母が醸し出す甘くフルーティーな香り、さ
わやかながらもコクを感じる舌触りと柔らかな炭酸が特長
の日本の白ビール。

（埼玉）　alc5.5%　333ml
¥352

南フランスのハーブと花で香り付け！75487

コロンバ

コルシカ島で唯一のビール会社が造るホワイトビール。フィ
ルターを通していないため、白く濁った小麦のビールです。
南フランスのハーブと花によって香り付けられているため、
ベルギーやドイツのホワイトビールとは異なる味わいが楽し
めます。

（フランス）　alc5.0%　330ml
¥520

スコットランド　ブリュードッグ スペシャルセール！！
人気の定番３アイテム　全て￥３５０！

セール期間 :５/２～５/３１

2016年 月号52016年 月号5
「平成28年熊本地震」において被害に遭われた皆様には、謹んでお見舞いを申し上げます。
　被災地の１日も早い復旧を心よりお祈り致します。　　

今月号ではブリュードッグのスペシャルセールからご紹介！
また、この時期オススメの小麦のビールや注目の商品を多数掲載しております。ぜひご覧下さい！！

¥350¥430 →５AM セイント

快適なアメリカン・アンバーエールスタイルですが、まろや
かな舌触りでキャラメルのような優しさのあとにグレープ
フルーツ系のシトラスピールがホップとともに現れます。
ブリュードッグの特徴となりつつあるグレープフルーツ香
も存分にお楽しみいただけます。

alc5.0%　330ml

75504

スコットランド北東部に位置するフレイザーバラに、２００７年４月に

オープンしたクラフトブルワリー。品質にのみ重点を置いて造られ

るビールは決して商業的ではなく、 わがままとこだわりがたっぷり

詰まっています。世界中で楽しまれている 「パンク IPA」 はクラフト

ビールを代表する逸品です。 

パンク ＩＰＡ

ブリュードッグのフラッグシップアイテム。大量のホップを
贅沢に使い、手間を惜しまずホップのアロマを最大限に引
き出した香りは、トロピカルフルーツ、ブリュードッグの得
意なグレープフルーツ香。味わいも香りの印象をそのまま
に南国フルーツと優雅な麦芽由来の甘さ、ビターグレープ
フルーツの味わいがあります。他の追随を許さない孤高の
パンク IPA をぜひお楽しみください。

alc5.6%　330ml

75505

¥350¥400 →

ディス・イズ・ラガー

19世紀のドイツやボヘミアの偉大なピルスナーに敬意を表
し造り上げたブリュードッグ流ラガーの完成版。麦芽100
％、大手大量生産ラガーの約10倍のホップを使用し、5週
間ゆっくりと時間をかけてコンディショニング。モルトの個
性をしっかりと残したフルボディなビールはブリュードッグ
が提案する21世紀のラガーです！

alc4.7%　330ml
¥350¥430 →

５月にオススメの小麦のビール特集！

瀬戸内　レモン　　　　　大分　かぼす

大分　ミント　　　　　　四国　柚子

静岡　三ヶ日みかん

使用ボタニカル



野生酵母の自家製ワイン
国産葡萄１００％

おすすめの清酒

ゆずのお酒
B699

産地：チリ/セントラルヴァレー
ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン85%
タイプ：赤・ミディアム・辛口

産地：チリ/セントラルヴァレー
ブドウ：シャルドネ100%
タイプ：白・ミディアム・辛口

750ml ¥780
カベルネ・ソーヴィニヨン　ヴァレ・セントラル
エミリアーナ・ヴィンヤーズ エミリアーナ・ヴィンヤーズ

シャルドネ　ヴァレ・セントラル

自社畑で栽培された高品質な葡萄から造られまし
た。赤い果実やオーク樽からくる香ばしい複雑味の
ある香り、なめらかな口当たりの良いこちらのワイン
は、アウトドアにも最適です。

ひき肉のピタパン、豚や牛もものポトフに

B6991

750ml ¥780

原料となる葡萄を栽培している畑は、自然環境に配
慮した高水準なレベルで管理が行われています。キ
リッとした酸味が爽やかで、フルーティな香り。パー
ティーワインの決定番です。

魚介類の料理全般、クリーム系パスタなどに

産地：日本/栃木県足利市
ブドウ：メルロー　カベルネ
タイプ：赤・ミディアム・辛口

産地：日本/栃木県足利市
ブドウ：シャルドネ　ミュラー・トゥルガウ　バッカス
タイプ：白・ミディアムライト・辛口

750ml ¥1,759
農民ロッソ

完熟した葡萄を選び、よりよい房のみを野生酵
母で醗酵して造られるワインです。香りはクラン
ベリー、ラズベリー、カシスなど。口当たりはラ
イトで果実味豊か。ほどよい酸味と樽の風味が
しなやかさと複雑味を与えています。

 あわここ
（発泡白）
 ￥1,944

あしかがここわいん

足利呱呱和飲
（白）
 ￥1,574

風のルージュ
（赤）
 ￥2，500

こころみノートン
（赤）
 ￥3，518

33623 33624

750ml ¥1,852
農民ドライ

個性的な強い香りとしっかりとした酸味を持つ
葡萄を厳選して造りました。香りはライム、レモ
ン、白桃など爽やか。雑みがなく、シンプルな中
にも葡萄の特徴を表現したワインに仕上がって
います。

3362233621 3362633625

B810 B8101

産地：オーストラリア南東部
ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン
タイプ：赤・ミディアム・辛口

産地：オーストラリア南東部
ブドウ：シャルドネ
タイプ：白・辛口

750ml ¥660
クリスタル・ヒル　カベルネ・ソーヴィニヨン

オーストラリアの豊かな自然と気候で育った葡萄の果
実味が、独創的な風味を醸し出しています。口当たり
はマイルドで程よいコクと酸味があり、柔らかい渋み
がバランスよく調和しベリーの余韻が広がります。

焼き鳥（たれ）、肉じゃが、柚子醤油での初鰹に！ 鶏肉や魚、チーズなどによく合うワイン！

750ml ¥660
クリスタル・ヒル　シャルドネ

ピーチのような甘い香りと樽香のニュアンスが魅力
的なワインです。果実とのバランスが良い、溌剌とし
た爽やかな酸味をお楽しみ下さい。

フィッシュ＆チップス、野菜とハムのラップサラダに煮込みハンバーグ、ミートパイなどに

今月のワインセレクション
今月のイチオシは国産葡萄100％のワインです！！

こちらもどうぞ！

越乃景虎 名水仕込特別純米酒 生酒

全国名水百選にも選ばれた「杜々の森」の湧水と、蔵
の敷地内に掘られた横井戸の水を仕込み水とする名
水仕込特別純米酒の生酒。この季節のみ出荷される
季節限定商品。いきいきとしたフレッシュ感あふれる
逸品です。
　使用米：五百万石・ゆきの精
　精米歩合：55％　度数：15～16度

720ml ¥1,500
1800ml ¥3,000

ZZ015-03

ZZ015-04

大七　純米生もと　生原酒

創業以来、日本酒の最も正統的な醸造法「生もと造
り」にこだわり続ける大七酒造。春の訪れと共に登場
する「純米生もと生原酒」。今季は寒冷な気候に恵ま
れ、すっきりと伸びやかな美酒に仕上がりました。これ
から夏場にかけて、ますます旨味が乗っていきます。
　使用米：五百万石・他
　精米歩合：65％　度数：17度

720ml ¥1,500
1800ml ¥3,000

ZZ015-05

ZZ015-06

香住鶴 兵庫北錦 山廃特別純米原酒

生もと造りや山廃仕込という昔ながらの酒造りにこだわり続
ける但馬の酒、香住鶴。通年商品「山廃特別純米酒」を原酒
にて熟成させた特別限定品で一回火入・瓶貯蔵熟成原酒で
す。吟醸酵母の良い香りと共に、山廃らしいコクと酸味を感じ
る力強い味わいに仕上がってます。
　使用米：兵庫北錦
　精米歩合：60％　度数：18％

720ml ¥1,500
1800ml ¥2,191

真澄　純米生酒

今では日本のみならず、海外でも評価の高い宮坂醸造・
真澄。毎年人気の夏酒が2016年春より純米酒に変更。
寒仕込みの新酒を低温熟成しました。味のバランスがと
れて飲みやすい仕上がりです。
　使用米：ひとごこち・美山錦
　精米歩合：55％　度数：14度

720ml ¥1,300ZZ015-07

ZZ015-08

ZZ015-09

純米吟醸生原酒あらばしり
大雪渓 『無垢之酒』

純米吟醸の生原酒を無濾過or素濾過の無調整で、生ま
れたてのお酒本来の味わいを楽しむ「無垢之酒（むくのさ
け）」。信州・安曇野の美しい自然の中に建つ大雪渓酒
造の、純米吟醸生原酒あらばしりは、上品な旨味と「大雪
渓」らしいキレのある味わいが魅力です。
　使用米：美山錦
　精米歩合：55％　度数：17％

720ml ¥1,500
純米吟醸生原酒あらばしり

はぎの露 『無垢之酒』

純米吟醸の生原酒を無濾過or素濾過の無調整で楽し
む「無垢之酒（むくのさけ）」。琵琶湖西岸の高島で、豊
かな自然に恵まれて酒造りをする福井弥平酒造。上品
に広がる吟醸香と、やわらかで充実した旨味の余韻が
広がり、飲むほどにしみじみと良さがわかります。
　使用米：山田錦
　精米歩合：55％　度数：17％

720ml ¥1,500

ZZ015-10 ZZ015-11

一ノ蔵 特別純米生酒
ふゆみずたんぼ 冬期湛水米仕込み

「ふゆ・みず・たんぼ＝冬期湛水水田」は、収穫のあと耕さ
ずに次の田植え前まで水を張る水田のことです。「ササニシ
キ」を100％原料米に使用し、有機米の旨みを生かすため原
酒で瓶詰めしました。美味しさだけでなく、安心・安全、そし
て信頼の酒づくりを体現した逸品です。
　使用米：ササニシキ
　精米歩合：55％　度数：16％

720ml ¥1,450
名倉山 純米吟醸 生酒

福島は会津若松にある名倉山酒造蔵元の夏の味、純米
吟醸生酒。山田錦を55％まで磨き、華やかな中にも味わ
いを感じさせる、爽やかな味わいが魅力です。
　使用米：岡山県産山田錦
　精米歩合：55％　度数：16～16.9％

720ml ¥1,480

ZZ015-12

ZZ015-13

香住鶴 こだわりのゆず酒

清酒「但馬の誇り　山廃仕込」の原酒をベースにし
た柚子のお酒です。柚子の香りがさわやかな、清酒蔵
ならではのリキュールです。

　度数：12.5％

720ml ¥1,250
熊野・古座川 柚子の早おとめ

さ

魂の甦りの聖地、熊野・古座川の天然柚子を、紀州備
長炭とともに、手間ひまかけて、じっくり熟成させて造り
上げた柚子のお酒です。

　度数：9％

500ml ¥1,100

ZZ015-14 28536

限定品の為
完売の際はご容赦下さい


