
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。

9月中旬入荷予定9月中旬入荷予定9月中旬入荷予定

9月上旬入荷予定

9月中旬入荷予定

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
9月号

季節は秋へと移ろいつつありますが、まだまだ暑い日が続きそうです。
今月号では、旬の食材・茄子の料理にぴったりのワインを始め、インパクト大のテキーラや季節
限定のひやおろしなどを掲載しております。
また、裏面では『かめやオクトーバーフェスト』開催！ 様々なドイツビールをどうぞお試し下さい。

ZZ015-01B0877

バルディビエソ ブリュット

爽やかな柑橘果実の風味とふくよかな質感が特
徴的で、心地良い泡が立ち上がります。茄子の漬
物や少し味の濃い料理、前菜などに。
　　産地：チリ／セントラル・ヴァレー
　　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

ZZ015-03
ZZ015-02

 750ml　¥880 → ¥770
ドモード トレッビアーノ 2015

柑橘系の爽やかな香りの中にスパイスとトロピ
カルフルーツのアクセント。生き生きとした酸が
心地良いフレッシュな味わい。茄子のはさみ揚げ、
魚介類などに。
　　産地：イタリア／アブルッツォ
　　ブドウ：トレッビアーノ・ダブルッツォ
　　タイプ：白・辛口

 750ml　¥880 → ¥770

 750ml　¥1,000 → ¥880

ドモード
モンテプルチアーノ・ダブルッツォ 2014

プラムやチェリーのアロマにローズマリーやバニ
ラの香り。ジューシーで滑らかな果実味としなや
かなタンニン。飲みごたえがあるリッチなワイン
です。チーズたっぷりの茄子のグラタンなどに。
　　産地：イタリア／アブルッツォ
　　ブドウ：モンテプルチアーノ
　　タイプ：赤・ミディアムボディ

果実味が美しく、口当たりもまろやか。
柔らかくフレッシュな味わい。
　赤・辛口・ミディアムボディ

 750ml　¥880 → ¥770
ドモード サンジョベーゼ

アブルッツォの太陽をたっぷり浴びた完熟ワイン。
ベリーの華やかな香り、フレッシュさとしっかりし
たボディを併せ持つバランスの取れた味わいです。
茄子のラタトゥイユ風、トマトを使用した料理な
どに。
　　産地：イタリア／アブルッツォ
　　ブドウ：サンジョベーゼ
　　タイプ：赤・ミディアムボディ 日本酒

涼しい酒蔵で夏を越し、半年以上熟成させた
お酒を瓶詰めしました。まろやかさとなめらか
さを増し、抜群に調和のとれた味わいの特
別純米は、秋の味覚との相性も抜群です。
　　使用米：宮城県産ササニシキ・蔵の華
　　精米歩合：55％　度数：16度

宮城県 720ml ¥1,264
一ノ蔵 特別純米ひやおろし

ZZ015-07

まろやかな口当たりの純米吟醸です。やわら
かな吟醸香とほどよく熟成された上品な旨味、
お米の優しい甘味が口の中に広がります。
　　使用米：福井県産五百万石
　　精米歩合：60％　度数：16度

奈良県 720ml ¥1,400
春鹿 純米吟醸ひやおろし

ZZ015-08

昨秋人気No.1。やや辛口ながら、甘やかさ
もありキレも良好。ほのかな吟醸香が心地
良く、すっきりした中に潜むしっかりとした旨
みが秋の味覚を引き立てます。
　　使用米：山形県産出羽の里
　　精米歩合：60％　度数：16.5度

山形県 720ml ¥1,380
大山 特別純米ひやおろし

ZZ015-09

山口県産《日本晴》をメインに使用し、軟水
仕込みで丁寧に醸した純米酒。吟醸香ほの
かに、軽快で米の旨みがたっぷりの、なめら
かな味わいが魅力です。
　　使用米：山口県産日本晴・山田錦
　　精米歩合：60％　度数：15度

山口県 720ml ¥1,350
五橋 純米ひやおろし

ZZ015-10

低温でゆっくり発酵、－５℃以下で瓶貯蔵し、
静かに熟成させた純米原酒を生詰めしまし
た。華のある香りで上質な旨味がリッチに膨
らむ、存在感のある辛口純米です。
　　使用米：岡山県産アケボノ・
　　　　　  兵庫県産山田錦
　　精米歩合：60％　度数：17～17.9度

高知県 720ml ¥1,580
司牡丹 船中八策ひやおろし

ZZ015-11

山廃造りの純米吟醸酒を－５℃で半年以上
熟成させた一本。ジューシーな米の旨味と心
地良い酸味のバランスが良く、フレッシュで
落ち着いた味わいをお楽しみ頂けます。
　　使用米：長野県産美山錦・ひとごこち
　　精米歩合：55％　度数：15度

長野県 720ml ¥1,600
真澄 山廃純米吟醸ひやおろし

ZZ015-12

醪を最後までしっかり発酵させ、日本酒度＋１０
の大辛口を実現しました。やわらかな香りと、辛
口ながら深みを感じさせるまろやかな味わいは、
飲めば飲むほど良さが染み入ります。
　　使用米：山形県産はえぬき
　　精米歩合：70％　度数：15～15.9度

山形県 720ml ¥1,200
千代寿 大辛口ひやおろし 大虎

毎秋人気の貫禄は今年も健在。穏やかながらも
果実香が感じられ、まろやかで調熟感のあるふく
らみが魅力の特別純米は、透明感とバランスの
良さも抜群です。
　　使用米：宮城県産ササニシキ
　　精米歩合：60％　度数：16～16.9度

宮城県  720ml ¥1,340
浦霞 ひやおろし特別純米ZZ015-13

ZZ015-14

1800ml ¥2,740ZZ015-15

限定品

WINEWINE

センツァフィーネ ロッソ ヴェローナ

スウェーデン製のハンドバッグ型を採用したバッグインボックスです
『 H&M 』の広告を手がける女性デザイナーのデザインで金賞を受賞

E2027 ヴェネト

750ml　¥1,600

E7022 アブルッツォ E2991 ウンブリア

E2028 ヴェネト E7021 アブルッツォ

オルビエートクラシコに比べ丸味、コ
クが特徴です。
　白・辛口

サルヴィアーノ ディ サルヴィアーノ

750ml　¥1,580

E299 ウンブリア

樹齢15～20年。ステンレスタンクで醸造後、４ヶ月間樽熟成。契約栽培したブドウをラングドック地方の契約ワイナリーで醸造し、
スウェーデンの「ノルディック・シー・ワイナリー」でボックス詰め。シャルドネは樽発酵・樽熟成。ヴィオニエはステンレスタンクで醸造。

シラー60％・
　　カベルネ・ソーヴィニヨン40％
赤・辛口

ヴェルニサージュ
シラー カベルネソーヴィニヨン

1500ml

¥2,880
ZZ015-04

シャルドネ80％・ヴィオニエ20％
白・辛口

ヴェルニサージュ
シャルドネ ヴィオニエ

ZZ015-05

シラー100％
ロゼ・辛口

ヴェルニサージュ ロゼ
ZZ015-06

白い花やトロピカルフルーツの香りがあり、
フレッシュでアロマティックなワイン。
　赤・辛口

センツァフィーネ ガルガーネガ ヴェローナ

750ml　¥1,600

国内外のレストラン顧客より高い
人気を誇る銘柄の一つ。
　赤・辛口・ミディアム

ラ・クヴェ・デッラ・バーテ モンテプルチアーノ

750ml　¥1,380

国内外のレストラン顧客より高い
人気を誇る銘柄の一つ。
　白・辛口

ラ・クヴェ・デッラ・バーテ ペコリーノ

750ml　¥1,380

サッシカイアのニコラ・インチザの甥
が所有するワイナリー。
　赤・辛口・ミディアムフル

サルヴィアーノ トゥルロ

750ml　¥1,460

茄子の皮に含まれる色素成分はポリフェノールの一種で「ナスニン」と言います。抗酸化作用に優れ、夏にできた肌の「しみ、そばかす、シワ」などのケアに効果的です。

皮付きで丸ごと調理を！茄子のアクは、抗酸化作用のあるポリフェノールの一種でクロロゲン酸です。水に溶ける性質があるため、長時間水に浸しアク抜きをするのは避けましょう。

セール期間
9/1～9/30

イタリア　      　　おすすめワイナリー

季節限定品のため
完売の際はご容赦ください

9月中旬入荷予定

ジョニーウォーカー
グリーンラベル 15年

70513

「ジョニーウォーカー」が保有す
る800万樽にもおよぶストックの
中から最低でも15年以上熟成し
た原酒だけを使用。タリスカー、
カリラ、クラガンモア、リンクウッド
をキーモルトとし、　　　　　　
蒸留所の個性を残し　　　　　　
ながらも、複層的で　　　　　　
バランスの取れた味　　　　　　
わいが特長です。

ムチャリガ レポサド76374

レポサドはCANIBALという名前の、勝つためには手段を
選ばないベテランのヒールという設定。

 alc 43.0%　700ml　￥4,480

 （メキシコ）　alc 40.0%　750ml
￥5,830

ムチャリガ アネホ76373

アネホはINVICTOという名前の、モテモテの実力者でかな
り強い選手という設定。

 （メキシコ）　alc 40.0%　750ml

￥6,280

ムチャリガ ブランコ76375

熟成ごとにキャラクター設定がされていて、ブランコは
CHUCHOという名前の、将来有望なルーキーという設定。

「カーサ・デ・ルナ」や「ラ・ティリカ」で人気のファナカトラン蒸留所からインパクトの
ある覆面ボトル登場。ムチャリガはムチャリブレ（メキシコのプロレス）のルチャドール
（選手）をモチーフにしたボトル。プロレスファンもプロレスファンでなくても是非！

 （メキシコ）　alc 40.0%　750ml
￥5,280

ファナカトラン蒸留所

JUANACATLÁN



Prost!
乾杯

限定品75518 ZZ015-23

¥420

¥360

¥360

¥600

¥470

¥580

¥540

¥450

¥550

¥380

¥350

¥560

¥410

¥560

¥590

¥580

¥460

¥370

¥380

アイアンメイデン
トゥルーパー
イングリッシュエール

IRON　MAIDEN

アイアンメイデン
トゥルーパー レディンブラック

微かな柑橘系の香りと麦芽本来の味わいが
特徴的で、深みのある英国らしい仕上がり。

（イギリス） alc4.7%　330ml
¥460

人気のアイアンメイデン トゥルーパーから、限定
醸造のポーター登場！やや高めのアルコール度
数が温かみのある余韻をもたらしてくれます。

（イギリス） alc6.8%　330ml

ZZ015-18
ZZ015-19

ZZ015-17ZZ015-16

ZZ015-20

ZZ015-21

ZZ015-22

RIEGELE
アルト ヴァイセ

小麦に加え、２度焙煎したモルトを
使用した上面発酵ビール。ふわりと
香るカラメルのような甘さと、ヴァ
イスビール特有のマイルドさがくせ
になる味わい。

（ドイツ） alc5.0%　500ml
RIEGELE ウアヘル

ラガー酵母で醸造したビールを、８週
間に渡り０℃のリーゲレビアセラー
の中で熟成させた一品。モルトとホップ
の絶妙なバランスと爽快な飲み心地
が特徴。

（ドイツ） alc4.7%　500ml

RIEGELE
スペツィエイター
ドゥンケル

高アルコールのインペリアルダーク
ラガー。通常のドゥンケルでは物足
りない人にオススメ！

（ドイツ） alc7.5%　330ml

75350

シュレンケルラ
ラオホ ヴァイツェン

燻製した大麦と燻製していない小麦を使用
し、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逸品です。

（ドイツ） alc5.2%　500ml

75347

シュナイダー ヴァイセ
アヴェンティヌスTAP６

奥深く、複雑な味わいが特徴のアヴェン
ティヌスは、クリーミーな細かい泡と濃い
ルビー色のドッペルボック白ビールです。

（ドイツ） alc8.2%　500ml

75346

シュナイダー ヴァイセ
オリジナルTAP７

1872年の醸造所創設者のオリジナルレ
シピに従って醸造されているマホガニー
色の小麦（白）ビールです。

（ドイツ） alc5.4%　500ml

75333

ホフブロイ ドゥンケル

ほのかなキャラメル香、まろやかな口当た
りで切れの良い、ダークレッドブラウンの
ドゥンケル。

透明感のある黄金色と爽やかな口当たり、
バランスの良いマイルドな味わいが特徴の
ピルスナーです。

（ドイツ） alc5.5%　330ml
¥470

75332

ホフブロイ
オリジナル ラガー

繊細で上質なモルトと良質なホップを使い、
華やかな香りとひかえめな苦味のバランスが
良いラガー。

（ドイツ） alc5.1%　330ml

75335

エク２８
ドッペルボック

芳醇な味わいを持つ、アルコール度数
11.0％のビール。モルトの甘く深いコクと
繊細なホップアロマが特徴。

現存する最古の醸造所とも言われる、バイ
エルン政府が所有する唯一のビール会社。
フルーティーでシルキーな喉越しは世界中
で愛されている白ビールです。

（ドイツ） alc11.0%　330ml

75345

ヴァイエン・ステファン
ヘフヴァイス

（ドイツ） alc5.4%　330ml

75328

エルディンガー
ヴァイスビア・へーフェ

ヴァルシュタイナー

心地よい酸味に、小麦モルトの香りが心地良
くひろがります。泡立ちがきめ細かく、とても
クリーミーな口当たりです。

（ドイツ） alc5.3%　330ml

75336

（ドイツ） alc5.0%　330ml

75348

シュレンケルラ
ラオホ メルツェン

ラオホビール＝３年間寝かせて乾かしたブナ
の木を燃料に使い、１日以上かけて大麦麦芽
を燻して醸造するビアスタイル。はっきりと感
じられるスモーク香はクセになりそうです。

（ドイツ） alc5.1%　500ml

RIEGELE
プリヴァート

光沢のある黄金色、モルトとホップ
のバランスが絶妙な心地良いラガー
ビール！

リーゲレ醸造所

シュナイダーヴァイセ
SCHNEIDER WEISSE

クロンバッハ

クロンバッハ社は1807年より醸造を
行う、ドイツ大手のビール会社です。
現在は多彩なラインナップを持ちま
すが、元々はピルスナー専門の醸造
所。ドイツで飲まれるピルスビールの
10杯に1杯はクロンバッハピルスが飲
まれていると言われています。

醸造所から独立し、自らの醸造
所を立ち上げ、真にすぐれたヴァ
イスビール作りに専念し続ける醸
造所です。

1800年初頭、ヴァ
イスビールの父と
いわれるゲオルク・
シュナイダーが国営

ホフブロイミュンヘン醸造所

『オクトーバーフェスト』公式ブル
ワリーです。

『バイエルン国王のた
めのビール』として
1589年に「ホフブロイ
ハウス（宮廷醸造所）」
として創設。

（ドイツ） alc5.2%　330ml

クロンバッハ ダーク

程よい苦味と軽やかなホップ、豊かなモルトが
絶妙に調和したビール。ローストモルトの心地
良いアロマの香るプレミアムダークビールは、
ドイツ純粋令に則って醸造されています。

（ドイツ） alc4.5%　330ml

75353

フリュー ケルシュ

ドイツ・ケルン地方の伝統的ビアスタイル
「ケルシュ」。上面発酵酵母を低温長期熟
成で醸造するフルーティーな香りとホップ
の心地よい苦味が特徴。

ドイツで売上NO.1のヴァイスビール。や
さしい酵母の甘み、白濁したクリーミーな
泡、フルーティーでまろやかな味わいが特
徴です。

アルトビール＝オールドスタイル（ラガービー
ルがない時代）のビール。ユーリゲ醸造所の
アルトは綺麗な琥珀色、かすかなミントの香
りが個性的で、アルト特有の強い苦味があり
ます。

（ドイツ） alc4.8%　330ml

パウラーナー
ヘフェ ヴァイスビア

（ドイツ） alc5.5%　330ml

75349

ツム・ユーリゲ アルト
（ドイツ） alc4.7%　330ml

クロンバッハ ピルス

本国ドイツで大人気のクロンバッハピルス。繊
細な苦味とフルフレーバーのアロマが特徴のプ
レミアム・ピルスナービール。

（ドイツ） alc5.0%　330ml

OktoberfestOktoberfest

世界的に有名なイギリスの
ヘビーメタルバンド
「アイアンメイデン」の
ボーカリストである

ブルース・デッキンソンと、
ロビンソンズ醸造所の
コラボレーションビール

まだ９月ですが一足先に
かめやオクトーバーフェスト開催！

番 　外　 編

1386年に設立されたバイエルン州アウグスブルク市内最古の醸造所。
伝統的なスタイルだけでなく他国とコラボレーションするなど様々なビールの醸造に挑戦して
います。ドイツ国内はもちろん、海外でも評価の高い醸造所です。

9月中旬から10月上旬まで続く世界最大規模のビール祭り

「ミュンヘンオクトーバーフェスト」。

このお祭りの為に海外から訪れるビールファンも沢山います。

第一回目のオクトーバーフェストは1810年、

バイエルン王子ルードヴィヒ1世と王女テレーゼの

結婚のお祝いとして開催されたとも言われています。

HOFBRÄU MÜNCHEN

ドイツビール特集！！ ドイツビール特集！！


