
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。

ZZ015-01

¥410ROGUE　４HOP　IPA

ローグファーム（自社農場）で栽培した４種
のホップを使用した、フルーティーなアロマ
が特徴のセッションIPAです。

（アメリカ）　alc4.4%　355ml

Beer
ZZ015-02

¥425ROGUE　７HOP　IPA

ローグファーム（自社農場）で栽培した７種
のホップを使用した、モルトとホップのバラン
スが良いIPAです。

（アメリカ）　alc7.7%　355ml

¥480アシュフ×小西酒造　シュフ・ソレイユ150

ベルギー・日本の友好150周年を記念して醸造した、コラボ
レーションビール。大麦の他に小麦やライ麦を使い、オレン
ジピールで風味付けをした、無濾過・瓶内醗酵のスペシャル
ビール。暑い日の喉を潤すには最適なビールです。

¥350
DUVEL MOORTGAT
ヴェデット・エクストラ　ブロンド

口当たりは爽やかで少し個性的なブロンドプレミアムラガー
ビール。原材料に米を使用しているため、ドライでクリスピー
な味わいが特徴です。

飲食店の皆様、いつもお引き立てありがとうございます！
2016年も後半に突入！ 梅雨が明けると本格的な夏の到来です。
ホップには消化を助けて食欲を増進させる効果があり、酵母にはビタミンB郡が豊富だそうです。
おいしいビールを程よく飲んで、暑い夏を乗り切りましょう！
今月号も魅力的な商品満載です。裏面もお見逃しなく！

ホルゲート
ブリューハウス

ZZ015-03

ZZ015-04

¥550ミッケラー
ディセプション セッションIPA

ミッケラー

Mikkeller
ミッケラーはデンマークの
コペンハーゲンに2006年設立した、
特定の醸造所を持たない
「ファントム（幻影）マイクロブルワリー」
です。

夏にぴったりのゴクゴク系セッションIPA！グ
レープフルーツの華やかなシトラステイストと
ホップのビター感がしっかりと楽しめる、ドリン
カビリティの高いIPAです。

（デンマーク）　alc5.0%　330ml

（ベルギー）　alc6.0%　330ml
（ベルギー）　alc5.2%　330ml

ベルギー・日本友好150周年！限定品！ ヴェデットに新しい仲間が登場！

¥560Brussels Beer Project　グロスバルサ Brussels Beer Project　ソレイユ ルヴァン

ベルジャントリプルとヴァイツェンを掛け合わせた、ハイブリッ
ドなベルギービール。無濾過でスパイスを使わないことで、スト
レートに小麦の甘みを感じ、飲みごたえも兼ね備えた逸品です。

¥590
セゾンビールに乾燥させたハイビスカス、ローズ、カシスで香
りづけしたフラワーセゾン。バランスのよい酸味と甘みに爽や
かなホップの苦味、花の甘酸っぱい香りのセゾンビールです。
　　　　　少量入荷の為、完売の際はご容赦下さい

ZZ015-06ZZ015-05

（ベルギー）　alc7.0%　330ml （ベルギー）　alc5.3%　330ml

再入荷！ 花束のような？セゾンビール

¥470DUPONT　セゾン デュポン オラホビール　ボサノヴァIPA

元々は夏の農作業の合間に飲むためにつくられたセゾンビー
ル。酵母由来のフルーティーな香り、ホップの苦味と豊かな
香味が堪能できるベルギーを代表するセゾンビールです。

1999年、オーストラリア・メルボルンで醸造
開始したオーストラリアクラフトビール界の
草分け的存在。
国内外のビアコンペティションでも多数の
受賞歴を誇る醸造所です。

¥450
オラホビールの夏季限定ビール。IPAならではのホップの香
りを楽しみつつ、アルコール度数を抑えた夏におすすめの
IPA。夏の昼下がりにのんびりとボサノヴァでも聴きながら
楽しんでみては！

ZZ015-0775941

（ベルギー）　alc6.5%　330ml （長野）　alc5.0%　缶　350ml

夏はセゾンビール！ “ゆるニガ”IPA！　7月中旬頃入荷！限定品

ジムビーム　アップル ジムビーム　ダブルオーク

「ジムビーム」に青リンゴ風味のスピリッツを加えるこ
とで、マイルドな口当たりとフレッシュで爽やかな味わ
いを実現しました。ソーダ割りなど、様々なカクテルに
おすすめです。

4年間バーボン樽で熟成させた後、さらにアメリカン
ホワイトオークの新樽で熟成させた原酒を使用。キャ
ラメルのような甘みとスムースな味わいが特長です。

alc35.0%　700ml alc43.0%　700ml

アップル　バーボン！

¥2,880コアントロー　ノワール サウザ　オルニートス ブラックバレル

「コアントロー」と、コニャック「レミーマルタン」をブレンド
した、究極のマリアージュ。1900年代のオリジナルレシピを
基にして、さらにクルミとアーモンドをじっくり漬け込み、よ
り洗練された複雑なアロマを完成させました。

3回・計18ヶ月の熟成を経て、複雑で奥行きのある味わいを
実現しました。2回目の熟成にバーボン樽のように内面を強
く焦がしたアメリカンオーク樽を使用することで、ウイスキー
のような樽香もお楽しみいただける味わいに仕上げました。

74204

74196 71122

alc40.0%　700ml alc40.0%　750ml

新発売！ サウザの新たな魅力

¥3,180ラムス　ネイヴィー ラム 151Ｐ コーヴァル　ドライ ジン

かつては西インド諸島で蒸留された原酒をイギリスで熟成させ
ていた経緯を持つラムブランド。長らく英国海軍に愛飲されてき
たブランドで、当時の味わいと、強めの度数をそのまま再現した
復刻版です。

¥3,970

¥4,180

禁酒法以降、アメリカ・シカゴに初めて設立された蒸留所『コー
ヴァル』。鼻に抜けるジュニパーの香りと、ワイルドフラワーの
香りが心地良く、ドライな味わいの中に丸みのあるアロマを感
じます。

73330

73641

73816

alc42.0%　1000ml alc47.0%　500ml

待望の再入荷！

アヤム　ココナッツミルク
香りと味のもとであるココナッツの脂肪分がしっかりとした
ココナッツの果肉からとったミルクです。カレーやアジア料
理、ドレッシングやデザートに。

P595

425g  ¥360 425g  ¥360

400g  ¥370

ホーメル チリ
ターキー・ウィズ・ビーンズ

ホーメル チリ
ポーク・ウィズ・ビーンズ

牛肉の代わりに七面鳥を使用して、脂肪分をカットしたチ
リビーンズ。チリパウダーの辛味が食欲を刺激します。ホッ
トドックやタコスなどのトッピングなどに。チーズと合わ
せてそのままでもオススメです。

豚肉を使用したチリビーンズ。ホットドックやタコス、ベイク
ドポテトなどのトッピングに。チーズと合わせてそのままで
もオススメです。

P028P026

¥100,000ボウモア
ミズナラ カスクフィニッシュ

ラフロイグ 15年
200周年記念ボトル

日本から6000マイル離れたアイラモルトの代名詞「ボウ
モア」の元へ渡ったミズナラ・オーク。強さのあるボウモア
を優雅でエレガントなミズナラ樽が包み込んだ至福の逸品！
　　　　極少量入荷の為、完売の際はご容赦ください

¥11,000
2015年、ラフロイグの200周年を記念して造られまし
た。オリジナルの15年は30年前に誕生し発売後すぐに
数々のアワードを受賞。今回の200周年エディションは
オリジナルと全く同じ方法で造られています。
　　　　　限定品の為、完売の際はご容赦ください

90069

（スコットランド）　alc54.0%　700ml alc43.0%　700ml

ボトリング数2000本！

７月の注目アイテム！
お見逃しなく！

¥8,480

¥1,480 ¥2,580

ジャック・ダニエル No.27 ゴールド
エデュー シルバー
バックウィート（そばの実）ウイスキー

ヴァージン・アメリカン・オーク樽で熟成後、メープル・ウッド
樽でフィニッシュをかけ、メープル・ウッドの炭で２回の濾過
をしています。ダブル・バレルとダブル・メロウの工程が、ウイ
スキーに豊かで円熟された味わいを与えている意欲作です。

¥5,480
フランス北西部・ブルターニュ地方にある蒸留所で造られる、
そばの実（buckｗheat）が100％原料の珍しいウイスキー。
フレンチ・オーク樽で熟成し、そばの実の力をうまく引き出し
た、極めてフルーティーな仕上がりとなっています。

70863
71355

79510

alc40.0%　700ml alc46.0%　700ml

Buckwheat　Whisky！

各¥458

ZZ015-09

HOLGATE　アルファ クルーシスIPA     alc5.5%
　使用する原材料全てがオーストラリア産。強すぎない苦味で
　キレの良い爽快なＩＰＡです。

HOLGATE　ノートン ラガー     alc4.3%
　柔らかい穏やかな苦味の、ミュンヘン・へレススタイルのラガー
　ビールです。

HOLGATE
ホップタルト セミサワー・ペールエール     alc4.6%
　ヨーロッパの伝統的な酸味のあるビアスタイルのホルゲート流
　サワーエール。強すぎない酸味が心地よく、夏の暑さを和らげて
　くれるビールです！

ZZ015-08

ZZ015-10

ZZ015-10ZZ015-09ZZ015-08

（オーストラリア）
　330ml

75403

75449

¥528ミッケラー　ミッケルズ ドリーム

アメリカンホップを大量に使用した、IPA好
きにもオススメのアメリカンピルスナー。
IPAのような柑橘系たっぷりですが、キレの
良さに次の一口を誘われます！

（デンマーク）　alc4.6%　330ml

アメリカ西海岸・オレゴン州にある
“ローグ”。
少量生産の手作りビールとして、
世界のビール好きにその銘柄と味は
知れ渡っています。

ローグ
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おすすめ
フード

200年を超える歴史を誇るジムビームからニューアイテム登場！

数量限定入荷



清酒
香住鶴

E5744

ZZ015-11

WINEWINE

750ml ¥650
フレスケッロ フリッツァンテ ロゼ

アルコール度数を9％に抑えた軽めのスパークリング
ワイン。淡いバラ色、繊細で優しいフルーティーな香り。
快活で爽やかな味わいです。食前酒や軽食のお供に適
しています。
　　産地：イタリア／ヴェネト
　　ブドウ：メルロー
　　タイプ：赤・辛口・スパークリング　

750ml ¥800
シャトー・ムセロン 2012

色濃く鮮やかな紫がかった色をしています。フルー
ティーでみずみずしく、優しいタンニンが感じられ
る味わい。赤いお肉とチーズとの組み合わせが絶
妙です。
　　産地：フランス／ボルドー
　　ブドウ：メルロー60％／カベルネ・ソーヴィニヨン30％
　　　　　 カベルネ・フラン10％
　　タイプ：赤・辛口・ミディアムボディ

優しいバラ色でフルーティーな香り
　　　　　　　　　　　　　　快活で爽やかな味わい

日本の花火を表現した
　　　　　　　　夏季限定スパークリングワイン

7/1より「TOKYO Sparkling Fes 2016」開催！
夏はスパークリングで盛り上がりましょう！

E5743

750ml ¥650
フレスケッロ フリッツァンテ ビアンコ

アルコール度数を9％に抑えた軽めのスパークリング
ワイン。淡い麦わら色、繊細で優しいフルーティーな
香り。エレガントでとても洗練された味わいです。食
前酒や軽食のお供にどうぞ。
　　産地：イタリア／ヴェネト
　　ブドウ：ガルガネーガ／トレッビアーノ
　　タイプ：白・辛口・スパークリング　

食前酒や軽食にピッタリな
　　　　　　繊細でフルーティーな微発泡ワイン

※スクリューキャップ、ノンフィルターの為
　若干の澱が出ることがあります

“ピュアなブドウの味わいを、そのままに”
　　　　　　　　　　　　　　　　　コスパ最高ワイン！

ZZ015-12

750ml ¥820
テッラ・ノッサ ヴィーニョ・ヴェルデ

フレッシュでキレのある酸味と非常にフルーティー
な果実味。ヴィーニョ・ヴェルデ特有の微発泡が心
地よい、爽やかな白ワインです。
　　産地：ポルトガル／ミーニョ
　　ブドウ：アリント40％／ロウレイロ30％
　　　　　 トラジャドゥーラ30％
　　タイプ：白・辛口・スパークリング

魚介やうなぎ白焼きなどにも相性の良い
　　　　　　　　　　　　夏を乗り切る定番のワイン

C0849

750ml ¥1,880

ジェイコブス・クリーク
スパークリング かぎや（鍵屋）

花火の老舗「鍵屋」とのコラボレーションで生まれ
た、特別なスパークリングワイン。花火の弾ける美
しさ、色彩、煌びやかさを香りや喉越しで表現。口
いっぱいに広がる爽快な刺激は、まさに飲む花火！
　　産地：オーストラリア
　　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

アルマ・デ・チリ  カベルネソーヴィニヨン

アルマ・デ・チリ  メルロー

アルマ・デ・チリ  カルメネール

アルマ・デ・チリ  ソーヴィニヨンブラン

アルマ・デ・チリ  シャルドネ

B561

B561

B5611

B5611

B5613

B5613

B5615

B5615
B5617

B5617

アルマ・デ・チリ
750ml

チリのお手頃ワイン!
チリの首都サンチアゴから南に約250kmに位置するチリ最大のワイン産
地、マウレ・バレー。地中海沿岸と似た気候で、冬場の豊富な雨と夏場
の乾燥、日夜の温度差がブドウに素晴らしい香りと色合いを与えます。

ALL ¥680 → ¥498

1800ml ¥2,550
兵庫県　 720ml ¥1,550

氷温貯蔵・生もと 純米 生原酒

1800ml ¥2,500
兵庫県 　720ml ¥1,500

山廃 純米 夏のにごりZZ015-13

ZZ015-17

ZZ015-14

淡く濁り、ほんのり甘めな味わいとシュワシュ
ワと立ち上がる微発泡が、上品な酸味とともに
広がる微発泡清酒です。よく冷やしてお楽しみ
下さい。

　使用米：但馬産五百万石
　精米歩合：68％
　度数：14度

出来たての新酒を氷温の冷蔵庫でじっくりと熟成
させた本生原酒。スッキリとした爽やかな香りと、
心地良い酸味が特徴です。

　使用米：但馬産五百万石
　精米歩合：68％
　度数：18.4度

山田錦を麹米に使用し、選び抜かれたお米のみで醸
し上げた本醸造の原酒です。飲みごたえのある奥深い
味わい。暑い夏には氷を浮かべて味の濃さを和らげる
と、口当たりから喉越しまでスッキリと楽しめます。

　使用米：山田錦
　精米歩合：65％
　度数：18～19度

約半年間の低温貯蔵による熟成が醸し出す深い
コクが特徴です。やわらかく優しい甘味と旨味が
口中に広がり、なめらかで繊細な味わいが感じら
れます。

　使用米：福島・富山県産五百万石
　精米歩合：65％
　度数：18度

搾りの段階で、あらばしりが出切った後の透き通っ
た部分のみを生で瓶詰め後、瓶燗急冷した限定
品。爽やかな香りとすっきりとした味わい。辛口で
ありながら、まろやかな米の旨味を感じられる逸
品です。

　使用米：五百万石
　精米歩合：60％
　度数：16～16.9度

イチゴやメロンを思わせるフルーティーな香りとすっ
きりとした甘み、さっぱりとした飲み口が魅力の純
米生酒です。優しくふくらみのある口当たりはその
ままに、フレッシュな香味が楽しめます。

　使用米：宮城県産まなむすめ
　精米歩合：65％
　度数：17度

もろみをたっぷり入れた夏にオススメの生もと純
米酒のにごり酒。口に含めば米の旨味がとろりと
広がります。よく冷やしてお楽しみ下さい。

　使用米：但馬産五百万石
　精米歩合：68％
　度数：14.3度

兵庫県 250ml ¥520
山廃 純米 微発泡にごり酒 金魚

香住鶴は、「生もと造り」にこだわり、独特の風味を作り上げています。
蔵人が一体となって丹念に仕上げた、この季節にオススメする限定品をご案内いたします。

ZZ015-15

ZZ015-16

1800ml ¥2,500
兵庫県　 720ml ¥1,400

八十八夜蔵出 吟醸純米原酒

ZZ015-19

びん燗１回火入れにて低温貯蔵熟成し、八十八夜
の日に出荷解禁となる人気の清酒です。白ワイン
のような酸と、お米の旨味が静かに広がります。

　使用米：兵庫県産山田錦
　精米歩合：55％
　度数：17.3度

ZZ015-18

限定品のため完売の際はご容赦下さい

限定品

限定品

限定品

限定品

広島県 720ml ¥1,250

　福島県 720ml ¥1,429

醉心 氷わり原酒

大七 完熟生もと 生原酒 春鹿 純米超辛口 中取り

浦霞 純米生酒

ZZ015-22 ZZ015-23

ZZ015-21ZZ015-20

宮城県 720ml ¥1,280

奈良県 720ml ¥1,450

ALL ¥680


