
本店：0422-54-3931　相模原店：042-740-5543㈱亀屋矢崎商店 真夏のセール！～和酒
（セール期間：8/1～8/31）

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。

03959

¥466

東京・福生 石川酒造
　TOKYO BLUESゴールデンエール

TOKYO BLUESの第二弾は、石川酒
造のビールに欠かせないキレイな味わ
いと香りをキーワードとした“ゴール
デンエール”。ホップ由来の切りたての
果実を思わせる香りと、モルトの旨味
のバランスが良い革新的なゴールデン
エールです。

一昨年の発売開始以来、大人気のセッ
ションエール。圧倒的な柑橘系の香り、
口に含むと広がるグレープフルーツや
シトラスの様な心地よい苦味がありま
す。そして香りや味わいからは想像ので
きないキレの良い、ドリンカビリティ
（Drinkability）の高いビールです。

（東京）alc6.5%　330ml

03958

¥466

東京・福生 石川酒造
　TOKYO BLUES セッションエール

（東京）alc4.5%　330ml

03953

¥466

兵庫 小西酒造
　OSAKA BAY BLUES
　ベルジャンホワイト

老舗酒造元・小西酒造が、日本酒の醸造技術とベル
ギービールの醗酵技術を存分に投入したベルジャン
ホワイトエール。爽やかな柑橘の風味とスパイス感
がバランスよく交わってふくよかなハーモニーを醸
しだしています。

京都らしさをビールで表現するために京都生まれ
の酒造好適米の「祝」、伏見の名水「伏水」を使用
したレッドエールです。京都の紅葉や夜景を思わ
せる赤みを帯びた色合い、柑橘系の香り豊かで味
わい深いビールです。

（兵庫）alc5.0%　330ml

03955

¥466

京都 黄桜酒造
　KYOTO CLASSIC
　レッドエール

（京都）alc5.0%　330ml

限定品

飲食店の皆様、いつもお引き立てありがとうございます！

TOKYO BLUES 第二弾　新発売！ 飲む人を魅了し続ける
　　　フラッグシップアイテム！

夏真っ盛り！８月号のお届けです。
今月は日本酒の在庫一掃セールを開催！ 暑い夏に、純米酒でみぞれ酒でもいかがですか？

他にも音楽を味わえるような新発売のビールや、思わず目を留める色やデザインの商品をご紹介しています。
ぜひご覧下さい！

年 月号

¥580DUVEL MOORTGAT
デュベル トリプル・ホップ 2016

「デュベル」に使用される２種類のホップに加え、毎年異な
る品種のホップを加え造られるビール。今年のホップは新
種のホップHBC291。バラやラベンダーのような風味を持
ち、ブラックペッパーの香りが特徴のホップです。

（ベルギー）　alc9.5%　330ml

今年の味わいは？

チリ・ビール（唐がらし入り） ¥360
青唐がらし（ハラペーニョ）がまるまる一本入ったホットな
ビール。チリビールをトマトジュースで割るビアカクテルも
オススメです。

75711

（メキシコ）　alc4.5%　330ml

75432

¥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。

（ベルギー）　alc6.0%　330ml

ベルギー・日本友好150周年！限定品！

サリトス テキーラ・ビール ¥380
ドイツで伝統的に造られたプレミアムビールに上質なメキシ
コ産テキーラ、南米産ライムの天然果汁を加えたビール。

75375

（ドイツ）　alc6.0%　330ml

ZZ015-02

¥430
ブリュードッグ
ホップフィクション ペールエール

大人気ブリュードッグより夏季限定商品入荷です。仕込み
の際に通常とは違うタイミングでホップを投入する『ワー
ルプールホッピング』という製法を採用。暑い夏にピッタリ
なアメリカンペールエールです。

（スコットランド）　alc5.2%　330ml

ブリュードッグ限定品！ZZ015-01

¥450デ・モーレン ブアー＆ブラムIPA

美しいディープオレンジが印象的で南国フルーツのような
フレーバーと麦芽の香ばしい香りが特徴です。苦味、甘み、
旨味の三位一体となった完成度の高い、デ・モーレンの看
板商品です。

（オランダ）　alc6.2%　330ml

75415

ZZ015-03

使用米：美山錦
精米歩合：55％
度数：17.6度

浜千鳥 特別純米酒
無濾過生原酒

¥1,429 → ¥1,300
岩手県 720ml

ZZ015-04

使用米：岡山県産山田錦
精米歩合：55％
度数：16～16.9度

名倉山 純米吟醸 生酒

¥1,480 → ¥1,250
福島県 720ml

ZZ015-05

使用米：国産米
精米歩合：70％
度数：19度

菊水 ふなぐち 一番搾り

¥1,714 → ¥1,500
新潟県 720ml

ZZ015-06

使用米：特A地区山田錦
精米歩合：60％
度数：16度

惣誉 初しぼり

¥1,200 → ¥1,100
栃木県 720ml

ZZ015-07

使用米：新潟県産たかね錦
精米歩合：50％
度数：17度

越の誉
和醸蔵 寒仕込搾り

¥1,574 → ¥1,300
新潟県 720ml

ZZ015-08

使用米：アキヒカリ
精米歩合：50％
度数：16～17度

辻本店 御前酒
純米吟醸無濾過生酒

¥1,600 → ¥1,400
岡山県 720ml ZZ015-09

使用米：福島・富山県産五百万石、他
精米歩合：65％　　度数：17度

大七 純米生もと 生原酒

720ml ¥1,500 → ¥1,350
ZZ015-10

1800ml ¥3,000 → ¥2,700

福島県

ZZ015-11

使用米：国産米
精米歩合：60％
度数：17～18度

嘉泉 しぼりたて生
特別本醸造

¥1,150 → ¥1,000
東京都 720ml

ZZ015-12

使用米：はえぬき・出羽の里
精米歩合：60％
度数：17～18度

大山
特別純米原酒 槽掛け

¥1,540 → ¥1,400
山形県 720ml

ZZ015-16

使用米：美山錦
精米歩合：55％
度数：17.5度

寒竹 純米吟醸 無濾過

¥1,600 → ¥1,400
長野県 720ml

ZZ015-17

清酒「越乃景虎」で仕込んだ
日本酒仕込みの梅酒です。
　度数：12～13度

越乃景虎 梅酒

¥1,300 → ¥1,100
新潟県 720ml

ZZ015-13

使用米：高知県産ナツヒカリ
　　　  兵庫県産山田錦
           島根県産五百万石
精米歩合：60％
度数：17～17.9度

船中八策
しぼりたて 純米超辛口

¥1,480 → ¥1,250
高知県 720ml

ZZ015-14

使用米：山形県産出羽の里
精米歩合：60％
度数：15～15.9度

大山 特別純米酒 生

¥1,320 → ¥1,150
山形県 720ml

ZZ015-15

使用米：山口県産日本晴・山田錦
精米歩合：60％
度数：15～15.9度

五橋 純米 生酒

¥1,250 → ¥1,100
山口県 720ml

在庫に限りがございます
完売の際はご容赦ください

老舗酒造メーカーと
老舗酒卸問屋が

作り上げたクラフトビール！
東京・大阪・京都

「この街を奏でる、音楽のようなビール」
新発売！



ZZ015-18 ZZ015-19

750ml ¥580
コルテ・デル・ニッビオ　赤 コルテ・デル・ニッビオ　白

750ml ¥580
赤い果実の香り。まろやかな味わいで、
バランスの良いワインです。パスタや
赤身の肉、チーズによく合います。
アルコール度数11.5％

　　産地：イタリア
　　ブドウ：メルロー／
　　　　　 カベルネ・ソーヴィニヨン
　　タイプ：赤／辛口／ミディアム　

花やハーブを感じる繊細な香り。フルー
ティーでフレッシュな味わいのワイン
です。オードブルやシーフード料理に
よく合います。
アルコール度数11.5％

　　産地：イタリア
　　ブドウ：ガルガネガ
　　タイプ：白／辛口

51938

高級シャンパンの透明感、香り、風味
をそのままに、ノンアルコール、ロー
カロリー、ノンファット、ノンコレス
テロールで体に優しいスパークリン
グワインです。

　産地：南アフリカ

　ブドウ：シャルドネ

　タイプ：白／ノンアルコール／スパークリング

ジャパニーズ・スピリッツ 光遠
奥飛騨 ウォッカ 55°

「光遠」は白麹を使った原酒に「ゆず」や「緑茶」
など、和のボタニカルを使用した新感覚のジャパ
ニーズ・スピリッツです。ゆずに由来するフレッシュ
な果実香、芋焼酎特有の力強い旨味、スピリッツ
ならではの後味が余韻と共に楽しめます。

岐阜の老舗酒造蔵・奥飛騨酒造がつくるお米のウォッカ
です。「しらかば」炭にて濾過し６年以上の熟成を経
て度数５５度でボトリング。なめらかで、米由来の甘
みの残る味わいは、ハードリカー好きならずとも虜
にする魅力があります。

alc 45.0%　750ml

麹を使用したジャパニーズ・スピリッツ
こうおん

世界でも珍しい「お米」のウォッカ！

100年の経験が生んだ本格熟成梅酒の傑作

¥2,500チョーヤ 梅酒 エイジド ３イヤーズ チョーヤ 梅酒 シングルイヤー

ISC（インターナショナルスピリッツコンテスト）
史上初の梅酒としての金賞受賞。紀州産南高梅
１００％で３年熟成の古酒。ブランデーを思わせ
る重厚な香りとまろやかでありながら複雑な余韻。
世界を唸らせた味わいをまずはストレートでお愉
しみください。

¥1,000

alc 55.0% 720ml ¥2,180
300ml ¥1,080

和食などの繊細な料理との相性を追求した新世代の
梅酒です。紀州産南高梅100％、酸味料・香料・着色
料無添加で一年熟成。南高梅の華やかな香りと、重
厚な中にも若さのあるキレの良い酸味が特徴です。

30120

16471

16472

30121

alc 15.0%　720ml alc 15.0%　720ml

インターナショナル
スピリッツコンテスト2016　金賞！

340g  ¥418340g  ¥518
ホーメル ランチョンミート

ホーメル スパムミート 20％減塩

ランチョンミートのスタンダードアイテム！

スパム（レギュラー）から更に20％塩分カット

P021 P025

340g  ¥518

ホーメル スパム ホット＆スパイシー

ランチョンミートにタバスコを加えた、ホットで
スパイシーな味わい

P023

340g  ¥518
ホーメル スパムミート（レギュラー）

アメリカの代表的な肉缶詰の日本向け減塩タイプ

P029

¥17,800レミーマルタン XO エクセレンス
カンヌ リミテッドエディション2016

ラガヴーリン ８年
200周年記念ボトル

カンヌ映画祭2016のために作ら
れた限定品。輝く星をイメージし
たデキャンタは、強いマホガニー
色のオー・ド・ヴィー（原酒）をた
たえ、映画のフィルムでデキャン
タを優雅に包みました。まるでレッ
ドカーペット上の映画スターのよ
うな逸品です。

¥7,200

ラガヴーリン蒸留所の200周年を祝う限定
品。8年熟成ですが味わいはしっかりとした
アイラモルトです。当時のウイスキーライター
が８年熟成のサンプルをテイスティングし絶
賛した事から、今回のバイセンテナリーボト
ルとなりました。お見逃しなく！

77555

alc 40.0%　700ml （スコットランド） alc 48.0%　700ml

¥4,180

¥3,580

ロンドン No.1
オリジナルブルージン ボッテガ レモンチーノ

HARD LIQUOR
梅酒

FOOD

クチナシの花を浸漬したターコイズ・ブルー色の
ジンです。ボタニカルは、世界各地より厳選され
た素材を使用していますが、唯一無二の特徴とし
てベルガモットのオイルを使用しています。アール
グレイのようなアロマを感じる、見た目も美しい
ジンです。

¥1,580

イタリア・シチリア島で採れたフレッシュなレモンを
使用したリキュールです。レモンチェッロは食事の後
の消化を助けてくれる食後酒（ディジェスティーヴォ）
です。冷蔵庫や冷凍庫でよく冷やしストレートがお
すすめです。

7447273386

16486

72515

（スコットランド） alc 47.0%　700ml （イタリア） alc 30.0%　500ml

甘くてほろ苦いレモンの香り神秘的なターコイズ・ブルー

120年以上の歴史を誇るワイナリーが造る、コストパフォーマンスに優れたイタリアンワイン
ナターレ・ヴェルガ社は1895年、エンリコ・ヴェルガによって創設され、

４代に渡って父から子へ、歴史や品質に対する同じ価値観と共に受け継がれてきました。
１世紀以上のその活動の中で、ナターレ・ヴェルガ社はその物流ネットワーク、幅広い商品群を持ってその地位を確立し、

３０カ国以上にその商品を輸出しています。
ワイン造りの伝統を守りながらも、最新のテクノロジーを導入し、高いコストパフォーマンスを実現しています。

CORTE DEL NIBBIO
W I N E

カプリース ブリュット
ノンアルコール スパークリング

750ml  ¥980

E5744

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

フレスケッロ
フリッツァンテ ロゼ

フレスケッロ
フリッツァンテ ビアンコ

750ml  ¥650

E5743

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

750ml  ¥650

73216

カモミッラの花を煎じて造られた個性
的なグラッパ。エレガントで心地よい
香りの食後酒として人気です。15℃く
らいに冷やしてどうぞ。

　産地：イタリア

　ブドウ：ネッビオーロ

　タイプ：ブランデー（グラッパ）

　度数：35度

マローロ グラッパ・ミッラ
700ml  ¥6,200

E4074

カシス、杉のような清涼感のある香
りの弱発泡性ワイン。ブルーベリー
の果実香が感じられ、軽やかなタン
ニン、軽快な酸のバランスが非常に
取れている商品です。

　産地：イタリア

　ブドウ：ランブルスコ・サラミーノ／

　　　　 ランブルスコ・マラーニ

　タイプ：赤／やや辛口／スパークリング

メディチ・エルメーテ
クエルチオーリ・レッジアーノ
ランブルスコ セッコ

750ml  ¥1,110

限定品


