
本店：0422-54-3931　相模原店：042-740-5543㈱亀屋矢崎商店

 （長野）　alc 5.0％　350ml

￥340
オラホビール
ビエール・ド・雷電 冬仕込ポーター

オラホビールの四季限定醸造「ビエール・ド・雷電」の冬仕
込みはポーター︕︕ロースト麦芽の香ばしさと、キレの良い
ボディが特徴的。心温まる味わい。

03866

 （新潟）　alc 7.0％　310ml

￥330
ロースト麦芽の香ばしく豊かな香り、深みのあるコク、寒い
夜にゆっくりと楽しみたい味わいです。８～１２度位がオス
スメです。

49973

 （スコットランド）　alc 6.0％　330ml

￥490
ハービストン
オールドエンジンオイル

ローストモルトにオーツ麦を加え、超高温でマッシュするこ
とで造り上げたリッチかつスムースなポーター。ダークチョ
コレート、ローストナッツの芳醇なフレーバーながら、飲み
口は軽やかで次の一口へと誘われるようです。

75524

 （アイルランド）　alc 4.0％　500ml

￥470マーフィーズ アイリッシュ スタウト

ギネスと双璧を成す、自然の素材にこだわったアイリッシュ・
スタウトです。マイルドでスムースな口当たりと、上品な余
韻が楽しめます。

75522

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。

ボジョレー地区のぶどうでつくるボジ
ョレーヌーヴォー。醸造デュブッフ氏
が食事との相性を考えてアッサンブラ
ージュ。フレッシュさの中にも果実の
凝縮された芳香な風味のワインです。
赤、ライトボディ。

750ml \1,480

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレーヌーヴォー プリムール

料理のジャンルを問わず

合わせやすいボジョレーヌーヴォー

F7932

ボジョレー地区・北部38村の中でも特に良質の
ぶどうが採れるエリアはボジョレー・ヴィラー
ジュと呼ばれます。この地の畑で大切に育まれ
、丁寧に収穫されたぶどうは、フルーティさが
凝縮した深みのあるワインに仕上がります。華
やかでありながら、繊細な香りと味わいが特長
。

750ml \1,880

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー

F794

マコネー地区はボジョレー地区の北に隣
接するぶどうの産地。デュブッフ氏の生ま
れ故郷でもあります。この地のシャルドネ
だけでつくる白のヌーヴォーは、果実味あ
ふれる爽やかな辛口。きりっと冷やすと、
フレッシュな味わいがより一層引き立ちま
す。

750ml \1,880

ジョルジュ・デュブッフ
マコン ヴィラージュ ヌーヴォー

F795

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー
セレクションプリュス

F7935

シャルドネの果実味あふれる

爽やかな辛口

NOUVEAUNOUVEAUBEAUJOLAISBEAUJOLAIS
11/20
解禁

濃密でなめらかな味わいの

ワンランク上のヌーヴォー

ボジョレー・ヌーヴォー2015予約受付中！

美しく魅力的な色合いと飲みやすさか
ら、女性に人気のロゼワインのヌーヴ
ォーです。華やかな色合いとふくらみ
のあるフルーティな味わいが特長で、
余韻が心地よい辛口のロゼです。 

750ml \1,880

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ロゼ ヌーヴォー

美しく魅力的な色合いと

心地よい辛口が女性に人気

F796F796

F7932

F794

F795

ボジョレー全体で3,000軒もある生産者か

らデュブッフ氏がその年最良と認めた4～

5軒のドメーヌのトップキュベのみを厳選。

帝王の匠の技で、凝縮感があり深みのあ

る味わいにアッサンブラージュした逸品で

す。 

750ml \2,080

厳選されたドメーヌのぶどうからつくる

デュブッフヌーヴォーの最高峰

NOUVEAUNOUVEAUBEAUJOLAISBEAUJOLAIS
11/19
解禁

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレーヌーヴォー2015

2015年11月19日（木）解禁

受賞歴No.1の“ボジョレーの帝王”
ジョルジュ・デュブッフが作り上げた逸品

（コルク）

（コルク）

（スクリューキャップ）（スクリューキャップ）

（スクリューキャップ）

※解禁日前日の18日にお届けします。
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エスプレッソコーヒーのようなビール

アイリッシュ スタウト！

季節仕込み！冬はポーター！

ハービストンの銘品

 （スコットランド）　alc 7.2％　330ml

￥460ブリュードッグ チリハマーIPA

たっぷりのチリスパイスを使い、心も体もホットにしてく
れる「苦・辛IPA」。ホップはチリのキャラクターを最大限
に引き出すためアメリカンホップ２種のみを使用。

 （アメリカ）　alc 6.0％　355ml

￥425ローグ イエロースノーIPA

ローグエールの冬季限定醸造品。フルーティなホップの香
り、強いホップの風味がミディアムボディを満たすように広
がるバランスの良いIPA。雪が黄色くなるのは飲みすぎの
印︖

75662

 （ドイツ）　alc 6.5％　500ml

￥610
シュレンケルラ・ラオホ
ウルボック

スモーキーな燻製風味が特徴のラオホビール。シュレンケ
ルラのウインターシーズン限定品は、夏に醸造したものを、
醸造所の地下にあるセラーで数か月熟成。通常よりも強
い燻製香とふくよかなボディが特長的。

 （ドイツ）　alc 8.2％　500ml

￥630シュナイダーヴァイセ
ホッペンヴァイセ TAP５

新潟麦酒
エスプレッソ ビール

シュナイダー・ヴァイセとアメリカのブルックリンがコラボ
レーションしたヴァイツェン。栓を抜いた瞬間に、弾けるよ
うに華やかなホップの香りが漂います。グレープフルーツ
のような柑橘の酸味とモルトの強いボディで飲み応えも
兼ね備えた仕上がりです。

ローグの冬季限定IPA

ベーコンやチーズのような香り！ ホップの香り漂うヴァイツェン

ブリュードッグ「ジャックハマーIPA」の
スピンオフアイテム！

 （ベルギー）　alc 10.5％　750ml　￥2,700

シメイ グランドレザーブ
エイジドオーク 2016.03 B.D.  (B.D.=Bottling Date)

ZZ015-10

ZZ015-11

ZZ015-12 ZZ015-13

シメイ
の新プロジェクト！

 （アメリカ）　alc 5.5％　473ml　￥520

パタゴニアプロビジョンズ × ホップワークス・アーバン・ブルワリー
ロング・ルート・エール

75650

謹んで新年のお慶びを
申し上げます

２０１７年
１月号

旧年中は格別のお引き立てを賜り、ありがたく御礼申し上げます
本年も何卒よろしくお願い申し上げます

宮城県 300ml ￥819

一ノ蔵 花めくすず音

ZZ015-01

発泡清酒すず音をベースに、地元宮城県産黒豆と紫黒米か
ら抽出した色素で、ほのかなピンク色に仕上げました。さわやか
な香り、優しい甘みと自然な発泡感は、アルコールの苦手な方
にもお召し上がりいただけます。
　　使用米：トヨニシキ
　　精米歩合：65％　度数：4.5～5.4度

奈良県 720ml ￥1,400

春鹿 純米吟醸しぼりばな

清涼感あふれるフレッシュな香りと、軽やかな旨味が魅力の純
米吟醸生酒です。華やかな香り・みずみずしい旨味・すっきりとし
たキレと三拍子揃った新酒しぼりたての醍醐味を、冬ならではの
料理と合わせてお楽しみください。
　　使用米：福井県産五百万石
　　精米歩合：60％　度数：16度

ZZ015-02

島根県 720ml ￥1,270

七冠馬 純米しぼりしな

ZZ015-03

喉ごしよくフレッシュな香味。地元島根県産改良雄町100％の純
米しぼりたてです。穏やかで柔らかな香りも心地良く、たっぷりの
旨味と酸のバランスがとれた豊かな味わいをお楽しみいただけ
ます。
　　使用米：島根県産改良雄町
　　精米歩合：60％　度数：17～17.9度

秋田県 720ml ￥1,150

秀よし しぼりたて 純米生原酒

寒さ厳しい雪国・秋田から、冬ならではの薄にごりの純米生原
酒です。華やかな香りと爽やかに口中に広がる旨み、淡雪を
思わせる“ささ濁りの生酒”を、暖かい料理とともにどうぞ。
　　使用米：秋田県産めんこいな
　　精米歩合：65％　度数：17度

ZZ015-04

新潟県 720ml ￥1,300

越後鶴亀 しぼりたて 純米吟醸生原酒

ZZ015-05

旨味と酸が調和したフレッシュな香味と味わいを堪能できる、し
ぼりたて純米吟醸生原酒。地元新潟県産の新米と新潟酵母
を使い、手間と時間をかけて醸しました。
　　使用米：新潟県産こしいぶき・五百万石
　　精米歩合：60％　度数：16～16.9度

栃木県 720ml ￥1,190
開華 純米あらばしり

しぼりたての純米酒を無濾過・無加水で瓶詰めした生原酒。
上品でフルーティな吟醸香、膨らみのある米の旨みと穏やか
な甘味、酸味が絶妙に調和した味わいをお楽しみいただけま
す。
　　使用米：栃木県産あさひの夢・五百万石
　　精米歩合：65％　度数：17度

ZZ015-06

長野県 720ml ￥1,300

真澄 純米 あらばしり

ZZ015-07

新酒らしいフレッシュで華やかな香りとすっきりした口当たり、洗練
された味わいの純米生原酒です。割水や加熱処理をせずに
瓶詰めした、生まれたての新酒の醍醐味をどうぞ。
　　使用米：長野県産美山錦・ひとごこち
　　精米歩合：60％　度数：17度

秋田県 720ml ￥1,600

飛良泉 山廃純米マル飛 No.24ZZ015-09

使用酵母由来の番号が付けられた「マル飛」シリーズから、『秋田酵母
No.24』を使用した山廃純米の限定しぼりたて生酒バージョン。しっかりとした
旨味と、フルーティな香り、山廃特有の酸味がフレッシュな味わいです。
　　使用米：秋田県産美山錦
　　精米歩合：60％　度数：16度

新潟県 720ml ￥1,200
越乃景虎 にごり酒 活性生原酒

この時期にしか味わえない、景虎のにごり酒です。火入れ処理、
割水を一切せず、絞られたそのままを瓶詰めしました。本物の
にごり酒独特の深い味わい。上澄みと濁してからの二通りの飲
み方をお楽しみください。
　　使用米：五百万石
　　精米歩合：65％　度数：19～20度

ZZ015-08

寒 い 冬 は 黒 ビ ー ル !!

あのパタゴニアが
ビールをつくりました！

　　　　《今回使用された樽の割合》

38％　フランス産オーク樽 (２回目の使用 )
22％　アメリカ産オーク樽 (２回目の使用 )
22％　コニャック樽 ( 新樽 )
18％　チェストナットオーク樽 ( 新樽 )

＊
＊

＊
＊

限定品

限定品

限定品

限定品

限定品

限定品

アウトドアウェアメーカー、パタゴニアの新しい食品事業「パタゴニアプロビジョンズ」とポートランド
の「ホップワークス・アーバン・ブルワリー」が共同開発したフルーティーでキレの良いビールです。この
ビールは「カーンザ」という３メートル程の長さがある根が特長の多年生穀物を使って醸造。「環境に
良い穀物」として近年アメリカの農業界、食品業界で注目の穀物です。

2015年から新たな試みとして醸造を開始した特別限定醸造品。シメイブルーを様々なオーク樽で
５ヵ月間以上熟成させブレンドしたハイグレードな逸品（合計３次発酵）。今回2016年3月ボトリン
グの商品は焙煎したコーヒーやモカ、コニャック等のニュアンスが特徴的。醸造は今後、毎年２回行
われ、毎回異なる種類、割合の木樽を用います。そのため同じものは２度と造られない非常にレア
なビールです。

和酒

BEERBEER



750ml ￥640 →￥500

B432
フィエスタ・デル・フエゴ
テンプラニーリョ

ミケランジェロ ロッソ IGP
デッレ・ヴェネツィエ

ラファエロ ビアンコ IGP
デッレ・ヴェネツィエ

色は明るいルビー色。赤い果実のフルーティな味わいが広
がり、口当たりも滑らか。酸味・甘味・タンニンのバランスもよ
く、柔らかな余韻が楽しめます。
　産地：スペイン
　ブドウ：テンプラニーリョ100％
　タイプ：赤・ミディアム・辛口

B4321

750ml ￥640 →￥500

フィエスタ・デル・フエゴ
アイレン

色は緑がかった淡い黄色。グレープフルーツなどのフレッシュ
な果実味と、スッキリとした酸が感じられます。口当たりは
柔らかく、バランスの優れたワイン。よく冷やしてどうぞ。
　産地：スペイン
　ブドウ：アイレン100％
　タイプ：白・辛口

750ml ￥850

F003

E474

キュベ・シャトレ　赤

果実味は華やかで豊かなベリー系に甘草のアクセント。骨
格となる酸とのバランスの良さはまさしくブルゴーニュスタイ
ル。15～17℃が飲み頃です。
　産地：フランス／ブルゴーニュ
　ブドウ：カリニャン80％／グルナッシュ20％
　タイプ：赤・ミディアム・辛口

750ml ￥850

キュベ・シャトレ　白

ユニブラン種主体の辛口ながらフルーティで柑橘系の爽や
かな酸が特徴。飲み飽きしない味わいは冷蔵庫に常備し
たい１本です。9～11℃に冷してお楽しみください。
　産地：フランス／ブルゴーニュ
　ブドウ：ユニ・ブラン80％／テレ・グリ20％
　タイプ：白・辛口

F0031

E4741

750ml ￥1,200
赤い果実やスパイスの香り。まろやかで、ビロードのような厚
みが感じられます。繊細で上品な赤ワイン好きの方におす
すめです。
　産地：イタリア／フリウリ
　ブドウ：メルロー65％／レフォスコ35％
　タイプ：赤・ミディアムフル・辛口

750ml ￥1,200
パイナップルやマンゴー、スペアミントやセージのニュアンス
が感じられる、黄金色のワイン。厚みのある広がりと南
国果実の風味にエレガントな余韻が長く続きます。

　産地：イタリア／フリウリ
　ブドウ：フリウラーノ45％／ソーヴィニヨン45％／
　　　　 トラミネール10％
　タイプ：白・辛口

WINE

￥1,080 ￥2,280
 alc 40.0％　700ml

ビーフィーター
ロンドンシネマボトル

ロンドンの代表的なカルチャーの一つである映画にフュー
チャーした限定ボトルが数量限定入荷です。ヨーマンを映
画賞のトロフィーに見立て、レッドカーペット上にデザイン
しました。

￥94,800
alc 67.0％　5000ml

オロロソシェリー５Lミニ樽 ＆
ベンリアック ニューメイク スピリッツ67度
500ｍｌ×10本セット

シェリー酒の本場スペインでオロロソ熟成に使われた古樽を
５リットルのミニ樽に再加工し、ベンリアック蒸留所のモ
ルトスピリッツ（ニューメイクスピリッツ）で熟成するフル
セットです。樫樽はマッカランやグレンファークラスの熟成
樽とほぼ同質のシェリー樽です。

樫樽
◆シェリー酒　オロロソ熟成樽を再組立

◆容量︓５リットル
◆樽材質︓アメリカン・オーク

◆ディメンション︓29㎝（横幅）×22㎝（直径）
◆台座高さ︓８㎝

◆付属タップ︓加工メーカーで装填した金属製

モルト スピリッツ

◆ベンリアック　67.0％（カスク・ストレングス）
◆500ｍｌ×10本

解体後の樽材は入念に選別され、本格的な長期熟成にも耐えるべくプロ仕様に再組立されており、規定の衛生処理も施されています。
尚、液漏れ加工は、組立工程で精巧に施されていますが、ご使用前に同梱取扱資料をご一読下さい。

各種　700ｍｌ
すべての期間アイラ島で熟成/ノン・チルフィルター/

無着色/シリアルナンバー入

alc 57.3％　￥23,800オクトモア10年
　2ndエディション

ブルックラディ蒸留所は2011年に最初の10年熟成シリーズ「ファースト・エディション」を発売しました。
その高い評価と再販売の要望に応えるべく第２弾の限定発売です。

今回のセカンド・エディションは、新たにヘッド・ディスティラーとなったアダム・ハネット氏が創り上げた、
2006年蒸留、2016年ボトリングの10年熟成、シングルヴィンテージのスペシャルシリーズです。

ヨーマンがレッドカーペットに！

貴店でシェリー樽熟成！
Myウイスキーにチャレンジ！

￥220
 alc 5.0％　275ml

スミノフアイス
ジンジャー・クラッシュ

プレミアムウォッカ「スミノフ」をベースに、すっきりとし
た甘さと、さっぱりとした後味に加え、さわやかな刺激の
ジンジャーテイストに仕上げました。

スミノフアイスに新フレイバー登場！

人気のブリティッシュラムにスパイスド登場！

オクトモア10年 ポートシャーロット10年ブルックラディ
ザ・ラディ10年

77987

77875

70092

77986

alc 35.0％　700ml

パッサーズ ブリティッシュネイビー
スパイスド ラム

人気のパッサーズラムにスパイスドが仲間入り。カリビアン
スパイスを７日間以上漬け込んでフレーバーを付けた香り高
いラム。フレッシュな香りと爽やかでまろやかな味わいが特
徴的。

ファーストフィル・バーボン樽60％、グルナッシュ・ブラン樽40％で熟成
フェノール値167PPM

alc 50.0％　￥6,180
ブルックラディ ザ・ラディ10年
　2ndエディション

ファーストフィル・バーボン樽、シェリー樽、フレンチワイン樽で熟成

alc 50.0％　￥7,180ポートシャーロット10年
　2ndエディション

ファーストフィル・バーボン樽、シェリー樽、テンプラニーリョ樽、
フレンチワイン樽で熟成

73767

30871

73294

￥270
スペイン産シードル

alc 4.0％　250ml

マヤドール シードラ（シードル）

スペインの北部カンタブリアでつくられるシードル。レイネ
タ、ゴールデン、パーキング、ロイヤル・ガラ、グラン・スミス
などのりんごの品種を使用。さわやかでフルーティな、やや
甘口のシードルです。

C668

HARDLIQUOR

スペシャルリミテッドシリーズ

テラザス レゼルバ トロンテス（白）
B1575

アルゼンチン

白・辛口　750ml　¥1,920

B130

オーストラリア

B189

B1577 B1306

ドメーヌ シャンドン シラーズ
赤・辛口　750ml　¥2,200

B1892

ドメーヌ シャンドン シャルドネ
白・辛口　750ml　¥2,200

B1891

テラザス レゼルバ マルベック（赤）
赤・辛口　750ml　¥1,920

ケープメンテル カベルネ&メルロー
赤・辛口　750ml　¥2,280

ケープメンテル Sブラン＆セミヨン
白・辛口　750ml　¥2,130

ドメーヌ シャンドン ピノ・ノワール
赤・辛口　750ml　¥2,200

ブルゴーニュの老舗ネゴシアン
　“アントワーヌ・シャトレ社”が手掛ける
　　　　　ハイクオリティー・テーブルワイン

今 月のおすすめ商品

ノロウィルスが流行っております。
ネットで調べた予防などもひょっとしたら間違えて記憶していたかもしれません。

しかし、酸を多く含む白ワインの感染率低下効果はあなどれません。
季節に限らず生ものの感染予防として白ワインを食事と共にご提供をおすすめいたします︕

定番のミュスカデ、シャブリ、リースリング種、涼しいエリアのアルザスやドイツ、ニュージーランド、南オーストラリアなどなど。
ご用命お待ちしております。

地球環境に配慮したカーボンニュートラル・プログラムを採用
　【重松貿易×アントワーヌシャトレ　カーボンニュートラル・プログラム　専用webサイト】
　　http://www/planete-urgence.org/Maison-Antoine-Chatelet/jp

セール期間：1/5 ～ 1/31

ブルックラディ蒸留所のスペシャルリミテッドシリーズ

1/17発売


