
1897年、初代アーサー・ヴァン・デン・ボッシュが醸造
所を設立。以来、現在は４世代目のブルーノ氏以下、家
族経営で小規模ながらもクオリティーの高いビールを
つくり続けています。1907年より醸造されているブファ
ロやアビイビールのパーテル・リーヴェンなど日本でも
評価の高い醸造所です。

本店：0422-54-3931　相模原店：042-740-5543

2016年6月号
㈱亀屋矢崎商店

限定品

BEER！
VAN DEN  BOSSCHE

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。

¥420パーテル・リーヴェン・ヴィット

レモン、オレンジ、りんごのようなフルーティー
な香りに、柔らかなスパイシー香があります。
レモンのような、さわやかな酸味と旨みのバラ
ンスのよい、爽快な飲み口のホワイトビールで
す。

（ベルギー）　alc4.5%　330ml

ZZ015-1

¥520パーテル・リーヴェン・ブロンド

柑橘系のフレーバーを伴った、ホップの爽やか
さと心地良い苦味が特徴のフレッシュなブロ
ンドエール。オレンジ、リンゴ、かりんのような
フルーティーな香りが特徴です。

（ベルギー）　alc6.5%　330ml

ZZ015-2

ZZ015-4

¥580フブロン・シュフ

＊６月中頃入荷予定＊

「フブロン」(フランス語)=ホップ。３種のホッ
プを使用したベルジャンIPA。酵母由来のフ
ルーティーなアロマに、ホップが与える柑橘
系のフレーバーがバランスよく広がります。

（ベルギー）　alc9.0%　330ml

ZZ015-3

¥600シュナイダー　ヴァイセ　グリューネス

使用されるモルト・ホップは全て有機栽培さ
れている小麦（白）ビールです。爽やかなシト
ラス香に、ほんのりと感じるスパイス感は
6.2％と高めのアルコール感を感じさせない
仕上がりです。

（ドイツ）　alc6.2%　500ml

スコット
ランドの

オーガニ
ックビー

ル！

ベルジャンIPA！

ジェイコブス・クリークの
　　　　　フラッグシップ（旗艦）ワイン

和食に合う、オーストラリアの辛口リースリング

魅惑的なピンク色のスパークリング　ロゼワイン

オーストラリアの辛口スパークリングワイン 軽快で爽やかな味わいのスパークリングワイン

軽快で爽やかな味わいのスパークリングワイン

温暖な地域と冷涼な地域の
　　　　　　ブドウを使用した白ワイン

爽やかなシトラス香！

５ツ星！ 人気のマオウ黒ビール！

¥330マオウ　シンコ・エストレージャス

最良のホップ・イーストを使い、軽やかなピルゼン
タイプビール。バランスのとれた苦味、ホップが渇
いた喉に、心地よさと開放感を感じさせてくれる、
ユーロペールラガー。

（スペイン）　alc5.5%　330ml

75555

¥355マオウ　ネグラ

ひまわりの種・黒オリーブをローストした香り
やリコリス（甘草）の香り。ブラウンシュガーを
ローストしたような深みとコク、バランスの良
い飲み口のダークラガーです。

（スペイン）　alc5.5%　330ml

75556

¥465ブラックアイル　ゴールデンアイ　ペールエール

クリスタルモルトと小麦を使用した、黄金色の
ペールエール。フローラルなアロマとベリー系の
豊かな香りがあります。

（スコットランド）　alc5.6%　330ml

76022

¥430ブラックアイル　ブロンド　ラガー

黄金色のコンチネンタルスタイルラガー。最高
品質の有機ハラタウホップを使用し、優しいビ
スケットのような味わいと、新鮮な草木の香り
が特徴。

（スコットランド）　alc4.5%　330ml

76021

¥600ブファロ　ビター　ベルジャンエール

ヴァン・デン・ボッシュ

レモンやオレンジのような柑橘系の香りにコ
ショーのようなスパイシーな香りがあります。
柑橘系の酸味や旨みを感じる、ホップの苦味
が効いたビール。

（ベルギー）　alc8.5%　330ml

75972飲食店の皆様、いつもお引き立てありがとうございます！
雨に濡れるあじさいが美しい季節となりました。
憂鬱になりがちな６月ですが、亀屋のチラシを見れば気分が上がること間違いなし・・！？
今月号はワインがトップバッターです！ その他にも多種多様なビール、ウイスキー、日本酒などをご紹介いたします。
たくさんのご注文、お待ちしております！

６月はオーストラリアの人気商品
　　『ジェイコブス・クリーク』フェアです!

スペイン
を代表す

る

５ツ星の
マオウビ

ール！
スペイン・マドリードで1890年創業のスペインを代表するビールです。マオウのプレミアムビールは得難く深い味わいで人気を博し、
ヨーロッパ第４位のビール消費国スペインで、リーダー的存在であり続けています。

『最高品質のビール』でありながらも、『日常の中で楽しめるビール』をコンセプトに、1998年スコットランド・ハイランド地方の中
心、インヴァネスに設立。原材料にもこだわり、全てオーガニックでベストの状態の食材を使用し醸造しています。

B057

ジェイコブス・クリーク　シャルドネ

白桃やメロンの濃厚な果実香と、樫樽がもたらすほのか
なナッツやバターの香りが調和し、さわやかな柑橘系
果実の味わいとともに、ソフト＆クリーミー、フレッ
シュな酸味を感じます。

　　産地：オーストラリアの南・東部の各地
　　ブドウ：シャルドネ
　　タイプ：白・辛口

B0563

ジェイコブス・クリーク　リースリング

レモンなどの柑橘系のさわやかな香りと、ほのかなラ
イム香を感じます。フルーティーな柑橘系果実の味わ
いをもち、さわやかなミネラルがバランスと長い余韻
を生み出しています。

　　産地：オーストラリアの南・東部の各地
　　ブドウ：リースリング
　　タイプ：白・辛口

B056

750ml  ¥1,080 → ¥980

750ml  ¥1,080 → ¥980750ml  ¥1,080 → ¥980

750ml  ¥1,580 → ¥1,280 750ml  ¥1,580 → ¥1,280

750ml  ¥1,580 → ¥1,280750ml  ¥1,580 → ¥1,280

シラーズ／カベルネ
ジェイコブス・クリーク

豊かなプラムの香りに、ほのかなスパイス香が上手く
バニラオークに調和。ソフトで豊かな果実味ととも
に、バランスのとれた心地よいタンニンを感じます。

　　産地：オーストラリアの南・東部の各地
　　ブドウ：シラーズ／カベルネ
　　タイプ：赤・辛口

一房一房大切に摘み取った黒葡
萄を、渋みをもたらす果皮を果汁
に溶け込ませ、醗酵させます。圧
搾をかけたのち、リンゴ酸を乳酸
に転換する自然過程のマロラク
ティック醗酵を行い、熟成へ。ろ
過を経て、ワインには最終的な輝
きのある透明感が生まれます。

大切に摘み取った白葡萄を発
酵させ、圧搾をかけたのち清
澄を行います。天然の酵母及
び添加酵母の働きで果汁を醗
酵させ、熟成へ。ろ過を経て、
透き通る白ワインが生まれま
す。

C0846

スパークリング・シラーズ（赤）

マスカット・ホワイト　スパークリング

ジェイコブス・クリーク

ジェイコブス・クリーク

芳醇なベリーの香りと共に、シラーズの特徴であるス
パイスや、ほのかな胡椒が感じられます。しっかりとし
た味わいながら、ブラックベリーやラズベリーの果実味
が心地良いワインです。

　　産地：オーストラリアの南・東部の各地
　　ブドウ：シラーズ
　　タイプ：赤・辛口・ミディアムフル・スパークリング

C084

シャルドネ／ピノ・ノワール（白）
ジェイコブス・クリーク

柑橘系果実や炒ったカシューナッツの芳醇な香りをも
ち、酵母からくるまろやかさが、エレガントな果実の風
味を一層際立たせた深みのある味わい。

　　産地：オーストラリアの南・東部の各地
　　ブドウ：シャルドネ／ピノ・ノワール
　　タイプ：白・辛口・スパークリング

C0848

トロピカルフルーツの香り、洋梨や桃のニュアンスと共
に、スイカズラの花の微かな香りが感じられます。洋梨
のほのかなニュアンスと、メロンのニュアンスが組み合
わさり、切れの良い余韻へと続きます。

　　産地：オーストラリアの南・東部の各地
　　ブドウ：マスカット
　　タイプ：白・やや辛口・スパークリング

C0843

スパークリング・ロゼ
ジェイコブス・クリーク

シャルドネ種の柑橘系レモンのアロマが、ピノ・ノワー
ルのフレッシュなストロベリーの特徴に調和していま
す。豊かなベリー系果実と柑橘系フルーツのフレーバー
の後に、まろやかで深みのある味わいが続きます。

　　産地：オーストラリアの南・東部の各地
　　ブドウ：シャルドネ／ピノ・ノワール
　　タイプ：ロゼ・辛口・スパークリング

from ベルギー

各種限定品のため完売の際はご容赦下さい

赤ワイン 白ワイン

数量限定入荷 数量限定入荷

数量限定入荷

数量限定入荷

セール期間：6/1～6/30



清酒

焼酎

泡盛

長野県 720ml ¥1,648

　沖縄県 720ml ¥1,120

新潟県 720ml ¥1,270
越の誉『あわっしゅエクストラ』純米

奈良県 720ml ¥1,350
春鹿の夏しか 純米吟醸

人気のスパークリング清酒

戸塚酒造 そば焼酎 草笛 吟のそば

比嘉酒造 花島唄 比嘉酒造 島唄ゴールド

戸塚酒造 芋焼酎 こてさんね

新潟県 1800ml ¥1,980
越後鶴亀 限定 純米吟醸

ZZ015-05

ZZ015-07

08841

ZZ015-10 ZZ015-11

ZZ015-09

ZZ015-08

ZZ015-06

山廃純米超辛口や六舟で知られる秋田の銘醸
「刈穂」の限定品。槽掛け搾りのあらばしりを
瓶詰めし、瓶火入れをしました。

　使用米：秋田酒こまち
　精米歩合：65％
　度数：16度

夏しか飲めない「春鹿の夏しか（鹿）」。吟醸用
自社酵母を使用し、低温で醗酵。春鹿らしいフ
ルーティーで華やかな香り、やわらかな米の旨味
とキレのよい爽やかな後味が特徴です。

　使用米：山田錦
　精米歩合：60％
　度数：14～15度

清酒「寒竹」で知られる戸塚酒造のそば焼酎。
そばの産地信州で、原料にこだわって醸し出し、
じっくりと貯蔵。滑らかな味わい、旨み、切れ味
も良く、膨らみのある味わいが特長です。

　度数：25度

南国沖縄の青空のような爽快感のある口あたり
と花開くような香りが広がる琉球泡盛です。従
来の酵母、蒸留方法などにとらわれない製法の、
“新世代の泡盛”です。

　度数：25度

オーク樽の上品な香りと、ほのかな甘みが織り
なす新感覚の泡盛。琉球泡盛をホワイトオー
ク樽で貯蔵した原酒をブレンド。それぞれの原
酒の個性を高めた美しい琥珀色の泡盛です。

　度数：25度

戸塚酒造が、軽井沢で自社栽培したサツマイ
モを使用した芋焼酎。軽井沢産の芋は豊かな
香りが特徴とされています。「こてさんね」とは
信州の方言で「居心地が良い」「たまらない」
という意味です。

　度数：25度

越の誉通常品「あわっしゅ」の特別バージョン
は、少し高めのアルコール度数に設定。米の
旨味がありながら、微炭酸がシュワシュワと口
の中に広がる爽やかな味わい。この季節にオ
ススメです。

　使用米：新潟県産〈こしいぶき〉〈五百万石〉
　精米歩合：70％
　度数：10度

伝統的なつくりと少量生産にこだわりを持つ越
後鶴亀。限定醸造の純米吟醸酒はほどよいフ
ルーティーな香り、口当たりはなめらかで、爽や
かな酸とコク、すっきりとした後味が特徴です。

　使用米：五百万石・こしいぶき
　精米歩合：48％
　度数：15～16度

秋田県 1800ml ¥2,300
刈穂 純米酒 総槽掛け搾り

長野県 720ml ¥1,100

沖縄県 720ml ¥1,090

¥3,080ジンクス　オールドトム　ジン

圧倒的なオレンジフレーバー、控えめな甘さの新しいオー
ルドトムジン。通常のジンに比べ、沢山のスウィート＆ビ
ターオレンジピールを使用。ストレートやロックなど、も
ちろん様々なカクテルにもオススメです。

¥2,580ガブリエル・ブディエ　サフラン・ジン

サフランをはじめ数種類の香草をブレンドして作った全く
新しいタイプのジン。サフランに由来する鮮やかな色。華
やかな香りをぜひお試しください。

alc43.0%　700ml alc40.0%　700ml

73351

73756 16481

¥5,980ロン・カルタビオ　Ｘ・O （18 年）

厳選された、フランス・アメリカ・スロベニアのオーク樽熟
成ラム酒をブレンドし、長い年月の熟成へと入ります。非
常に強調のある、アロマのポテンシャルが高い仕上がりで
す。

alc40.0%　700ml

73336

¥3,000菊水酒造　セブンシーズ　ラム

高知県黒潮町に約200年前から伝わる伝統製法で作られ
る黒糖を使用したラム。香り高い黒糖原料を丁寧に仕込み、
蒸留・熟成させた甘く芳醇な香りのゴールドラムです。

alc40.0%　700ml

ペルー「ロン・カルタビオ」の長期熟成ラム

ニュースタイルのオールドトム　ジン

全て ¥510
P849

P851 P854

カサフィエスタ
グァカモレ ディップ  （アボカド・ディップ）
　グァカモレとはメキシコのアボカドディップ。
　トルティーヤ、チップス、肉料理などに！

カサフィエスタ
プレミアム サルサディップ （プレミアム・ディップ）
　新鮮なトマトを使った、辛さ控えめのサルサ。
　チップスやサラダスティックなどにオススメ！

カサフィエスタ
サルサ コン ケソ チーズディップ （チーズサルサ・ディップ）
　メキシコでも人気のチーズサルサディップ。
　トルティーヤ、チップス、肉料理などに！

340g

326g 326g

歴史ある黒糖産地のゴールドラム！

ダイヤモンドアニバーサリー
ワイルドターキー

W・ターキー蒸留所で、60年にわたってウイスキー
づくりを続けるジミー・ラッセル氏のアニバーサリー
ボトル。13年から16年の長期熟成原酒のみをブレン
ド。アーモンド、ナツメグ、バニラの芳醇な甘い香り
と、奥行のある深く滑らかな味わいが特長です。

¥4,180ワイルドターキー フォーギブン
偶然の出会い

蒸留所のスタッフが誤ってライウイスキーを混ぜてしまっ
たウイスキーが、非常においしい味わいだったため商品化
された逸品。バニラやアーモンドを思わせる香りが特長で、
クリーミーな甘さとスパイシーな味わいがあります。

alc45.5%　750ml alc45.5%　750ml

71295

71309

91301

¥18,800

¥16,500

ワイルドターキー 17年 マスターズキープ

長期熟成が難しいケンタッキー州で、17年以上の熟成原
酒のみをブレンド。力強い酒質は長期熟成の証。シナモン
やミントを思わせる香りで、絹のような滑らかさとほのか
な甘さが特長です。

alc43.0%　750ml

「伝説の男」の60周年

¥2,780¥1,780 アルバータ　ダークバッチ

アルバータ蒸留所のライウイスキーに、バーボンとシェリー
酒をブレンド。深みのある芳醇な香味とドライフルーツや
バニラを想起させる甘みのある味わいが特長です。

alc45.0%　750ml

70921

アルバータ　プレミアム

スムースな飲み口にリッチで複雑な味わいと、バニラのよ
うな甘みの中にほのかなスパイシーさを感じられます。ラ
イ麦のみを使用したカナディアンウイスキーです。

alc40.0%　750ml

70920 ライ麦100％のカナディアンウイスキー 革新的なブレンデッドウイスキー

限定品！長期熟成バーボンの最高峰ワイルドターキー
リミテッドエディション
一挙３アイテム　ご案内！

各種限定品のため完売の際はご容赦下さい

限定品のため完売の際はご容赦下さい

カナディアン ライウイスキーの名門！　アルバータ蒸留所カナディアン ライウイスキーの名門！　アルバータ蒸留所

本格的なメキシカン料理が手軽に楽しめる、サルサ＆ディップ！

限定品

限定品 限定品

限定品


