
ジェイコブス・クリーク シャルドネ
 ピノ・ノワール ブリュット
（白）750ｍｌ

C084 C0843

C084

C0843

ジェイコブス・クリーク 
スパークリング・ロゼ 750ｍｌ

￥1,580→￥1,280

C007

フル 750ml ￥5,380 →￥3,980C00３

ロゼ 750mlC006

ロゼ ハーフ 375ml

￥6,380 →￥5,380

￥10,580 →￥9,880マグナム 1500mlC023

ハーフ 375ml ￥3,180 →￥2,880C004

モエ・エ・シャンドン

ネクター・アンペリアル
（白）750ml
ネクター・アンペリアル
（ロゼ）750ml

￥6,980 →￥5,980

アイス アンペリアル（白）
750ml

C0086

C008

C0083 ￥7,580 →￥6,580
￥7,280 →￥5,980

アイス アンペリアル ロゼ
750ml

C0085 ￥7,780 →￥6,380

￥3,780 →￥3,280

スプマンテ ロゼ（ピンク）
ゴールド750ml

C8501

￥2,680 →￥2,480
スプマンテ ゴールド
750ml

C850

スプマンテ ホワイト ゴールド
（プラチナ）750ml

C8502

￥2,580 →￥2,380

￥2,380 →￥2,180

～ボッテガ～

Champagne・Sparkling 

お手軽スパークリング

スペシャル セール！！

人気のシャンパン

C014

ポメリー ブリュット ロワイヤル 
750ml

￥4,080→￥3,480

C014

グリーンアップルC0553

サクランボC060

グレープフルーツC059

ライチC058

ピーチC057

マスカットC0573

ストロベリーC0576

レモンC0586

カフェ・ド・パリ・シリーズ 750ｍｌ
各種￥1,530 →￥1,280

フルーツ スパークリング

ニコラ・フィアット エクスクルーシヴ 
ブリュット 750ml

C0996

C0994

ニコラ・フィアット セレクション
ブリュット 750ml

￥4,680→4,080 ￥2,480→￥2,180

￥1,580→￥1,280

E402C078 C0783

サンテロ ピノ・シャルドネ
スプマンテ 750ml

E402

￥1,300→￥1,150

セール期間

12/1 ～ 12/30

マルケス・デ・チベ ブリュット
750ml

C078

￥1,130→￥980

マルケス・デ・チベ ブリュット
ロゼ 750ml

C0783

￥1,130→￥980

ブリュット
（イエローラベル）750ml

C126

ドミセック
（ホワイトラベル）750ml

C125

ブリュット
（イエローラベル）375ml

 ￥6,380→￥5,580

C124

ヴーヴ・グリコ

ロゼ
（ローズラベル）750ml

￥6,980→￥5,980
C127

ラ・グランドダーム 750ml

￥15,800→￥14,800
C129

 ￥3,680→￥3,180

 ￥6,180→￥4,980

￥3,980→3,580

シャンドン ブリュット
 NV  750ml

C107

シャンドン ブリュット 
 NV（ロゼ）750ml

C1074

C107 C1074

￥2,780→￥2,580

C0012 ドンペリニョン 白 750ml

￥19,800 →￥15,800
C002 ドンペリニョン ロゼ 750ml

ドンペリニョン

￥36,800 →￥31,800

ロンバール ブリュット
レフェランス 750ml

C052

ロンバール ブリュット ナチュール
ヴェルズネ　グラン・クリュ 750ml

C0521 C0996

C052

C0521

C0994

￥3,650→￥3,250

￥8,280→￥7,500

ランソン ブラックラベル
ブリュット 750ml

￥3,980→￥3,280

C050

C050

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おりますが、品切れの際はご容赦ください。

掲載価格は本体価格（税抜）になります。

２０１8年 12 月号

各種　56ｇ（ディップ38ｇ＋クラッカー18ｇ） 

￥370
北海道クリーム仕立て・ポルチーニ風味P717

P718

P719

オマール海老のビスク風

レバーペースト 黒トリュフ風味

ディップとクラッカーがセットになったビストロの味
～クレム・ド・コフレ～



WINE

日本酒

クリスマス・ウインタービール 完売の際はご容赦下さい

メーカーズマーク・プライベートセレクトKAMEYA＃1
カスクストレングス 

「メーカーズマーク４６」のレシピをもとにつくり上げた「輸入酒のかめや」オリジナルのプライ
ベートバーボン。それぞれ特徴の違う5種類のインナーステイブ（焦がしたオーク材を板状にし
たもの）を合計10本セレクトし、メーカーズマークの原酒に沈め約９か月間後熟成しカスクス
トレングスでボトリング。メーカーズマークのやわらかで甘やかな特徴をさらに深め際立たせた
唯一無二の味わい。是非お試しください！

輸入酒のかめや
オリジナルメーカーズマーク！

750ml ￥7,000アルコール度数：55.5%

355ml ￥440

ブリュードッグが贈るフェスティバルIPA。ト
ロピカルなマンゴーやパパイヤの甘酸っぱい
アロマが広がり、期待通りのグレープフルー
ツを感じる味わい。

（スコットランド）アルコール度数：7.2%

ホッピークリスマスIPA
Y0132

330ml ￥460

Brew Dog Brew Dog

71151

330ml ￥350
寒くなる季節にピッタリな香ばしく重厚なス
コッチエール。ダークチョコレートやロースト
コーヒーアロマが広がり、ヘーゼルナッツやア
メリカンチェリーを感じる味わい。様々な料
理との相性も抜群！

（スコットランド）アルコール度数：4.5%

サンタポーズ スコッチエール
Y0131

毎年人気のクリスマス・ウインタービールの
大定番エールビール。シナモンやナツメグな
どのハーブで風味付けする、ウインターシー
ズンに最適な逸品。

（アメリカ）アルコール度数：6.9%

アンカー スペシャルエール
75992

350ml ￥340
春・夏・秋・冬四季折々、その季節にお勧めの
スタイルを醸造する「雷電シリーズ」。冬仕込
みはロースト麦芽の香ばしさが心地よいポー
ター。後味はすっきりとした切れ上がりで、杯
を重ねてしまいそうなビール。

 （長野) アルコール度数：5.0%

オラホ・雷電・冬仕込み・ポーター
Z3866

330ml ￥610
ピンクの象でおなじみの、ヒューグ醸造所・
デリリウムのクリスマスビール。フルーティー
な中にモルトの甘さとスパイスの辛さを感
じ、炭酸も良く効いたダークエール。

 （ベルギー ) アルコール度数：10.0%

デリリウム・クリスマスエール
75993

毎年8月末に醸造され、数ヶ月間の熟成を経
てできるワインのようなコクのあるエール
ビール。アルコール度数も10.5%と高くリッ
チでフルーティーなアロマが広がります。

（ベルギー ) アルコール度数：10.5%

グーデンカロルス・クリスマスエール
75991

330ml ￥550

12/4 入荷予定
「すず音」で有名な一ノ蔵が、白麹を使用して造
る実験的な微発泡純米酒。瓶内２次発酵による
ナチュラルな発泡感と美しいうす濁りによるシ
ルキーな舌触り、白麹ならではの爽やかな酸味
が特徴で、日本酒らしい米の柔らかな旨味と心
地よい苦みも楽しめます。

一ノ蔵 スパークリング純米酒

使用米：ササニシキ　精米歩合：55%
度数：14度

￥1,400720ml宮城県

ZZ015-1143 

白い色が印象的な五郎八ですが、口あたりや味
わいもさらに特徴的。口にした瞬間、粒々感と、
濃厚でコクのある味わいが、お口いっぱいに広
がります。

菊水「五郎八」にごり酒 - 秋冬期限定 -

使用米：新潟県産米100％
精米歩合：70%　度数：21度

新潟県 ￥867
1800ml  ￥1,881
720ml07087 

07086 

ビスタマール ブリーサ シャルドネ

トロピカルフルーツのような果実味。
これぞ南国のシャルドネという味わい
です。魚介料理のほか、クリームソース
のパスタがお勧めです。

今月のワンコインWINE

ビスタマール ブリーサ
カベルネ・ソーヴィニヨン 

口に含むと、滑らかでバランスの良いタンニ 
ン。相性の良い料理：赤みの肉、豚ヒレ肉、
ビーフパイがおすすめです。
産地：チリ セントラル・ヴァレー
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン主体
タイプ：赤・辛口・ミディアム

￥500750ml

産地：チリ セントラル・ヴァレー
品種：シャルドネ
タイプ：白・辛口

￥500750ml

ZZ015-1132 ZZ015-1131 

Wine of the year 受賞歴あり

国際ワインコンクール金賞受賞    

ドメーヌ ポールマス・レ ・サンクヴァレー 白 
F5985

￥800750ml
柑橘系のフレッシュな香りが口いっぱいに広
がり、丸みのある酸味とやさしい喉越しで色々
なお料理によく合います。 
産地：フランス ランドック&ルーション
品種：グルナッシュ･ブラン40%、シュナン・ブ
ラン25%、モーザック10%、シャザン10%/、
ヴェルメンティーノ10%、ソーヴィニヨン・ブ
ラン5% 
タイプ：白・やや辛口

ドメーヌ ポールマス・レ ・サンクヴァレー 赤 
F5984 

￥800750ml
ジューシーかつフルーティなアロマと豊かな果
実の味わい、軽快な口当たりが心地よく、色々
なお料理と相性の良いワインです。 

産地：フランス ランドック&ルーション
品種：グルナッシュ40%、カリニャン30%、
シラー20%、メルロー10% 
タイプ：赤・辛口・ミディアム

南仏の豊かな気候を表現南仏の豊かな気候を表現 業務用 業務用

米のやさしい甘みを発酵により引き出し
た、純米のにごり酒です。すっきりとした飲
み口でありながら、やわらかな余韻が特徴
。にごり酒のなめらかさをイメージした、シ
ンプルなデザインとなっています。

使用米：兵庫県産米100%
度数：13度以上14度未満

 白雪 純米にごり酒ZZ015-1141 

￥1,080720ml兵庫県

『しぼりたてのお酒』を生酒のまま、-5℃でじっ
くりと、瓶熟成させた商品です。
華やかな吟醸香とお米の旨味が口いっぱいに
広がり、絶妙のハーモニーを奏でます。 

 春鹿 純米吟醸生原酒「210日熟成」   

使用米：山田錦 精米歩合：55%
度数：16度

￥1,600720ml奈良県

ZZ015-1142 


	2018年12月号表.pdf
	2018年12月号裏.pdf

