
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。

￥620ドイツ alc 7.0% 500ml

 

２０１６年 10 月号
紅葉の候、時下ますますご清祥の事とお慶び申し上げます。
夏の暑さが一段落して、秋の涼しさとともにお楽しみ頂ける “最上級の秋味” をご用意しております。 
クラフトビール、ひやおろし、実りの秋に合うワインなどプレミアムな口福のひと時を
ご堪能頂けるお酒をぜひお楽しみください。

75942 

 

75607 

 

ZZ015-03 
 

10 月上旬入荷

 

￥390アメリカ alc 6.0% 355ml 

アルトファーター・ヴァイスビアボック      

    

アンカー ゴー　ウエストIPA    　　    
  

￥540ベルギー alc 8.5% 330ml

ベルギー alc 4.5% 330ml ￥420

ZZ015-02 

「ゴーウエスト」はアンカー社創設の起源と
されるゴールドラッシュ時代に流行った名文
句「Go West Young Man」へのオマージュと
して命名。ドライホップに 4種類のアメリカ
ンホップを使用し、シトラスやパインなどの
フレーバー、IBU75 の強い苦味が特徴的。 
     

1649 年大聖堂のたもとの醸造所兼レストラン
と宿屋として創業。ドイツ「純粋令」500 週年
を記念し醸造した限定品。地元バイエルンの厳
選された麦芽、ホップを使用したヴァイスビア
ボックです。現地でも限られた飲食店でしか楽
しむことの出来ない逸品です。  
     

オーク樽で熟成したスペシャルビールです。
洗練されたオークのフレーバー、乳酸菌のフ
ルーティーさとバニラの香り、オーク樽で熟
成させたワインのようなまろやかな口当たり
が特徴です。なめらかで苦味のある後味は思
わずじっくり味わいたくなります。  
     

ベルギー・ブリュッセルのシンボル、小便小
僧をラベルにしたホワイトビール。
やや濁りのあるペールイエロー、甘さを抑え
た口当たりの良さと、小麦特有の爽やかな酸
味が特徴です。苦味がほとんどなく、非常に
フルーティーなホワイトビールです。
     

￥880スコットランド alc 9.0% 330ml

 

75528

 

 

75532 
 トラクエア50 アニバーサリーエール      
      

スコットランド alc 7.2% 330ml ￥800
トラクエア城での醸造 50年を記念して醸造さ
れました。スコットランド伝統のダークストロ
ングエールで、オークやリコリスの香りが特徴
的です。賞味期限も１０年間とありますので、
コレクターアイテムとしてもおすすめです。 
     
  

ポートワインを思わせるような、複雑で芳醇
なアロマが特徴です。あの有名なビール評論
家は「世界の最高傑作ビール」と評し「濃厚
でまろやか。オークを思わせるアロマが麦芽
の甘みと実によく調和している。」と自身の
著書で述べています。   
    

限定品の為、完売の際はご容赦ください。

京都蒸溜所　　季の美　京都ドライジン      
　  京都 alc. 約45.0%  700ml￥4,450

「京都蒸溜所」は日本ならではのボタニカルを使用し、ロンドンドライジンの製造技

術を取り入れた日本初のクラフトジン蒸溜所です。ベーススピリッツにライススピ

リッツ、ボタニカルには京都老舗の玉露他、柚子、ヒノキや山椒など日本ならではの

素材を使用し、個々の個性を最大限に引き出すために別々に蒸溜したものをブレンド

しました。蒸溜所のファーストリリースをお見逃しなく！    

    

日本初！ ジンの蒸溜所誕生！      16501

グレンフィディック　14 年リッチオーク      
     

数量限定で再入荷数量限定！

伝統的なスタイルはそのままに、もっと自由にシャン
パンを楽しむことができるのが、アイス アンペリアル
ロゼ。果実の凝縮感、ふくよかさ、そしてフレッシュさ
が絶妙なバランスで、氷を入れて楽しむための味わい
を造りだしています。    
    
      

モエ&シャンドン アイス・アンペリアル ロゼ      
￥8,40012.0% 750ml

シングルモルトウイスキーとして初めて、スパニッ
シュオーク新樽を後熟に使用した、ユニークな仕
上がりです。口に含むと、スパイシーな味わいやバ
ニラを思わせる甘みと、ほのかにナッツの風味があ
り、リッチで深い味わいです。   
     

C0085 

￥5,180スコットランド alc 40.0% 700ml

79582 

alc 5.5% 350ml    ￥266

限定醸造の IPA！      
      

2016 新発売     
      

ZZ015-01 

 コルネ オーク樽熟成 

ビールが苦手な方にもオススメ！      
      
 

FLYING IPA ～フライング  IPA～      

日本のクラフトビールのパイオニア　

エチゴビールより IPA登場！

通常の 2倍以上のホップを使用した

アメリカンスタイルの IPA。

アメリカ産ホップを使い、しっかりとした

苦味、香り良いシトラス香が特徴。

長野 alc 5.0% 350ml    ￥340 

雷電　秋仕込は IPA！      
      

03865

ビエール ド 雷電 秋仕込～ IPA～      

ブロンシュ　ド　ブリュッセル      
      

季節によってビアスタイルを変える「季節

仕込　ビエール ド 雷電」。秋は大人気の

IPA（インディア　ペールエール。フルー

ティーな香りとしっかりとした苦味、モル

ト由来の旨みのバランス良い IPAです。  

     

 

     

72067 
 

果汁比率アップで、より自然で爽快なリンゴの味
わいを楽しめ、アルコール度数が 4.5％になった
ことで、よりカジュアルに楽しめるお酒になりま
した。大樽は既存の15L に加え、7L が新登場で
す。 　     
  

￥215 alc 5.0% 290ml

キリン　ハードシードル      

絶賛される「エール中のエール」  
 トラクエア ハウス エール       

      
      

フランス・シャンパーニュ地方で唯一の、マール・
ド・シャンパーニュ蒸留元であるジャン・ゴヤール
社の、最上級クラスの逸品。シャンパンの華やかな
風味と樽熟成による深い味わいの絶妙なバランス
をお楽しみ下さい。 
      

￥5,980フランス 40.0% 700ml

ゴヤール　マール ド シャンパーニュ      
73130 

 

シャンパーニュの伝統を代表する名酒 

メキシコ産の良質なアラビカ種のコーヒー豆を使用
したカルーアコーヒーリキュールに抹茶フレーバー
の「カルーア 抹茶」が仲間入り。「カルーア」ならでは
の深いコクとやさしい甘さとともに、抹茶の豊かな
香りをお楽しみいただけます。   
     

カルーア　抹茶      
     

￥1,48020.0% 700ml

74767 

 

抹茶フレーバー登場！   33456 
 

キリン ハードシードル リニューアル ! 

「ブラック・バレル」は、単式蒸留器からの原酒と
連続式蒸留器からの原酒をそれぞれ熟成後にブ
レンドしたものを、しっかりと内側を焦がしたバー
ボンオーク樽で再度熟成しました。バランスよく
力強いスパイシーなアロマが特徴です。  
     

￥2,280バルバドス alc 43.0% 700ml

マウント　ゲイ　ブラックバレル      
      
    

73832 
 

バルバドス島のラム「マウントゲイ」に新アイテム登場。  

コニャック地方最西端の島「イル・ド・レ」で、潮風を
浴びて育ったぶどうから造られるため独特の風味を
備える原酒が生まれます。10 年以上樽熟成後に、さら
に3ヶ月以上、海に面した崖の上にある貯蔵庫で熟成
させるためヨード香と独特の風味、ドライな味わいに
仕上がります。     

カミュ　イル・ド・レ  クリフサイドセラー      
      ￥9,980フランス 40.0% 700ml

コニャック地区の中でわずか 5％と収穫量の少
ないボルドリー地区から収穫される希少なぶど
うのみを使用しています。濃密で滑らかなスミ
レ、バニラの香りが特長で、口当たりが滑らかで
リッチな味わいです。数量限定で製造しており、
ボトル1本1本にナンバリングされています。 

72044 

 

￥5,780フランス alc 40.0% 700ml

カミュ　ボルドリー　VSOP      
      
 

※限定品の為、完売の際はご容赦ください。

限定品の為、完売の際はご容赦ください。

１０月中旬発売予定



10月のワイン ワインイベントの参考はコチラ⇒https://love-wine.jp/event/tokyo/

大粒で良質の新米を使い、雪国秋田の厳しい冬、伝
統の「山廃仕込み」で丁寧に醸しました。ひと夏、
低温貯蔵庫で、静かに熟成。濃醇で、まろやかな酒
に仕上げました。昔ながらの幅のある味わい深さ
が特徴のお酒です。くせのあるつまみやしっかりと
した味付けの料理と相性が抜群です。

産地：秋田県
精米歩合：掛米65％、米麹60％(美山錦使用)
度数：15.3度    
    

720ml  ￥860
高清水 山廃ひやおろし      

新潟の米と超軟水の良さを生かそうと、蔵人の技と情熱
がそのまま味わいに反映された景虎独特のスタイル。
原料米には、酒造好適米「五百万石」を中心に高精米、蔵
の敷地内の横井戸から湧き出した全国でも稀な硬度0.47
の超軟水を仕込水に用いて仕込んだ純米原酒です。ロッ
クにするとスッキリとした味わいが引き立ち、さっぱりと
した料理とよく合います。

産地：新潟県
精米歩合：65％(五百万石・こしいぶき)
度数：17～18度     
  
      
  

越乃景虎 純米原酒
　　　　　    720ml  ￥1,300

ZZ015-10

新潟の穀倉地帯・蒲生平野に建つ蔵元の、秋上がり
した純米吟醸。一年中、室温の安定した土室でじっ
くり熟成させたお酒は、香味・風味がなじみ、カドが
とれてまろやか。濃醇な味わいながら軽快な飲み口
で、秋ならではの味覚を引き立ててくれます。

＊9月2日蔵元出荷
産地：新潟県
精米歩合：掛米60％、米麹60％
度数：15～15.9度    

越後鶴亀 純米吟醸 ひやおろし     

720ml  ￥1,200

ZZ015-09 新潟の秋味！    

      

      

      

      

      

昔ながらの幅ある味わい深さ    

      

      

      

      

      

      

      

ZZ015-11

年に 1回のお楽しみ！    

      

      

      

      

      

ZZ015-12

古都 ひやおろし 純米吟醸原酒

冬に造ったお酒を酒蔵の中でじっくり熟成して、初秋
の飲み頃に桶の封を切るひやおろし。純米吟醸を濾
過や脱色はせず、そのまま瓶詰めしています。

産地：京都
精米歩合：60％
度数：17度    
    
     
   
     

720ml  ￥1,429

俳優佐々木蔵之介のご実家である蔵元

ウルトラマン円谷プロコラボ第二弾！ウルトラ怪
獣の中でも特に人気が高く幅広い世代に圧倒的
認知を得ているザ・ウルトラ怪獣「宇宙忍者バル
タン星人」をモチーフにしています。遠く宇宙で
生まれ（培養され）た麹菌、酵母を使用し仕込ん
だ焼酎を長期間にわたりじっくりと熟成させ、ま
ろやかな味わいに仕上げました。紫芋を使用して
いる焼酎なので、ほんのり甘くフルーティーな香
りが特徴です。

ジョイホワイト芋 蔵八 
720ml  ￥1,088 720ml ￥1,528

神酒造　 宇宙焼酎 バルタン      
ZZ015-07

さつま芋の中でも最もフルーティーでキレのあると
評される「ジョイホワイト芋」。
この「ジョイホワイト芋」を自家農園で最高のコン
ディションに栽培し、さらにワイン酵母で仕込む事
で香りを際立たせました。
柑橘果実を思わせる美しい香りと、氷のように鋭い
喉ごしを兼ね備えており、ロックや水割りで召し上
がると美点が傑出します。   
    
     
原材料：芋（ジョイホワイト）・米麹（国産米）
度数：25％
産地：熊本県

原材料：さつまいも・米麹（国産米）
度数：25％
産地：鹿児島県

ZZ015-08 数量限定！

日本のお酒 ※完売の際はご容赦ください。      

      

     

      焼酎

寒露（10月 8日頃）秋が深まり草花に冷たい朝露がつくころ、菊の花が咲き、紅葉の準備に入ります。
霜降（10 月 23 日頃）野に枯れ草が目立ち始め山間部の山は霜が下り始める紅葉が盛んになります。

かぼちゃ・さつま芋・人参などの自然な甘味をとり体内を潤し、乾燥をやわらげます。
サトイモ・レンコン・大根など白い食材を使用し体を温めるメニューがこの季節のおすすめです。
ナッツや木の実、蜂蜜など、血の巡りに良い食材もアクセントに使うとより良い効果がありますよ！     
             
             
             
             

             

             

産地：チリ　

品種：カベルネ/メルロー

タイプ：赤・辛口・ミディアム

目を引く印象的なラベルに厳選されたカ
ベルネソーヴィニヨンとメルローがバラン
ス良く調和し、色鮮やかでリッチな味わい
が楽しめます。心地よい酸味が印象的なミ
ディアムボディ。

750ml ￥485

ビッグ・バン　カベルネ／メルロー　
B571 パスタ、肉料理、ピザなどに！

産地：チリ　

品種：シャルドネ/セミヨン

タイプ：白・辛口・ミディアム

B5711

750ml ￥485
目を引く印象的なラベルに厳選されたシャルドネと
セミヨンが協奏するエレガントで果実味あふれる味
わいが特徴。キレの良い酸味が心地よい辛口ワイン
です。ティナハス・デル・マウレ社は、ブドウ栽培か
らワイン醸造、出荷に至るまで一貫して自社で完結
させる、現代では希少な”偽りなき職人”ワイナ
リー。生産拠点のマウレ・バレーは、アンデス山脈
と太平洋に囲まれたチリ最大のワイン産地。  

お寿司やカルパッチョなどに！

ビッグ・バン　シャルドネ／セミヨン　

産地：アメリカ
ブドウ：数種類をブレンド
タイプ：スパークリング・やや辛口

１５０年以上歴史あるスパークリング・ブ
ランド。フルーティで爽やかなやや辛口の
プロセッコスタイルのスパークリングワイ
ンは、熟したアロマやリンゴ、梨などの果
実味が特徴です。ＭＢＬシャンパンファイ
トに国民的スパークリングとして親しまれ
ています。     

全米NO1.スパークリングワインC082
クックス・ブリュット

￥1,050750ml 750ml  ￥1,120

産地：フランス
ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン50%/ヴェルメンティーノ50% 
タイプ：白・辛口

F5581
マス・ド・ジャニーニ　
セ・ビアン　コム・サ・ブラン

収穫後プレスしステンレスタンクで発酵その
まま4ヶ月熟成、清澄せず軽く濾過し瓶詰め
しました。透明感のあるレモンイエローの外
観に、レモンやライム、ミント、トロピカル
フルーツの香り、フレッシュな酸と果実味の
バランスが取れています。

F558
マス・ド・ジャニーニ　
セ・ビアン　コム・サ・ルージュ

750ml ￥1,120

産地：フランス   
ブドウ：カリニャン50％/シラー50％ 
タイプ：赤・辛口・ミディアム

産地：オーストラリア 

ブドウ：シャルドネ

タイプ：白　辛口　ミディアム

B146
セント・ハレット タティアラ カベルネ/シラーズ

￥900750ml 750ml 

産地：オーストラリア

ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン/シラーズ

タイプ：赤 辛口 ミディアム

カシスやラズベリーのフルーツの香りと、それに
加わる黒コショウや丁子、ユーカリなどのスパイ
スのひとつひとつが感じられる、果実味とコクの
バランスが良いワインです。ほのかな苦みとこな
れた渋みが心地よく、余韻は比較的長く感じられ
ます。

￥900
セント・ハレット タティアラ シャルドネ

洋ナシやグレープフルーツの香りが華やかに立ち上
り、徐々にパイナップルなどの熟した果実香が広
がってきます。ワインを口に含んだ時に、きれいな
酸がスッと涼しげな印象を与え、ミネラル感とのバ
ランスも絶妙です。

B1461

豪州バロッサの名門 5つ星ワイナリー 

樹齢25年のカリニャンとシラーを収穫
後ステンレスタンクで発酵と同時にマセ
ラシオンカルボニック後、4ヶ月熟成し
清澄せず軽く濾過し瓶詰めしました。ル
ビーの色調に、ダークチェリーやカシス
の香り、瑞々しい果実味とこなれたタン
ニンが口中に拡がります。

ブルゴーニュ・ルージュ　2014　　　　　　      ￥3120
コート・ド・ニュイ　ヴィラージュ　2013　　　  ￥4480
ジュヴレ・シャンベルタン　レ・マルシェ　2013　￥6560
オススメです！

※写真とヴィンテージは異なります   

オーディフレッド入荷
当主アンリ・オーディフレッドは２年前までロマネ・コンティとラ・ターシュの担当で、栽培を担当しながら、
醸造にも携わっていた同社のエースでした。ロマネ・コンティばりの凄まじい手入れがなされた彼の畑を
見ると、思わず笑みがこぼれてしまうほどです。醸造は、「DRC でやってきたことをベースにしていますが、
極力手をかけず、ナチュラルに造っています」。
オーディフレッドのワインは総じて淡い色合いで、ピュアで繊細な果実味が口の中に優しく広がります。

ZZ015-04

ZZ015-05

ZZ015-06
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