
75747 

 

 

alc 5.5% 330ml 

 アルファ　クルーシス IPA
￥458→￥280

75742 

 

 

 ￥458→￥280alc 5.1% 330ml 

 ジャーマン　ピルスナー      

75745 

 

 

 

 
￥458→￥280alc 4.3% 330ml 

 ノートン　ラガー      
      ご好評につき今月もセール価格！！
75748 

 

 

 

 
￥458→￥280alc 4.6% 330ml 

 ホップタルト　セミサワーエール                  

 ※ご好評につきホピネーター ダブル IPAと、ロードトリップ IPAは完売しました。
ありがとうございました！

75743 

 

 

 

 

 

 

￥458→￥280alc 4.5% 330ml 

 マウントマセドン　ペールエール      

ZZ015-04

 

 

かすかにコショウを感じるライ麦が温かい発酵に
よりフルーティさを増し、シトラス系のホップと
混ざり合い、スペイサイド樽でフィニッシュする
ことによってより複雑な味わいに。   
     
      
  
      
  

￥860 スコットランド alc 8.0% 330ml 

レッド ライ エール×スペイサイド樽

32 年ぶりに再開した、本坊酒造・鹿児島摂津蒸留所でつくられる、自然を表現したジャパ
ニーズジン。蒸留所のある南さつま摂津で収穫した金柑、ニッケイの葉をはじめ、日本特有
のボタニカルが醸し出す香りや味わいをお楽しみください。 
        
        
        

16487 

 

 

 

和美人 ジャパニーズジン ￥3,58045.0% 700ml

使用ボタニカル
ジュニパーベリー、生姜、柚子、金柑、緑茶、辺塚橙、月桃、けせん（ニッケイ）、檸檬、紫蘇

辺塚橙
鹿児島大隅半島の辺塚集落に古くから自
生していて、橙の原種と言われている柑
橘。少しツンとした青っぽさと酸味を連
想させる香り立ちが特徴。

月桃
日本でも南の地域で栽培され、
鹿児島ではサネンと呼ばれ親
しまれているショウガ科の多
年草植物。甘い芳香な香りが
特徴的。   

けせん ( ニッケイ）
鹿児島では、ニッケイの葉で包んだ「けせん
団子」で親しまれる植物。シナモンのような
スパイシーで甘い香りが特徴的。

ZZ015-02 

 

 

 ￥860 スコットランド alc 8.0% 330ml 
芳醇で濃いスタウトをローランド地域のウイスキー
樽で熟成。焦がしたコーヒー豆、甘いシェリーやレー
ズンの香りがバランスよく、スモーキーで少し強い
口当たりで焦げたフィニッシュ。   
  

インペリアル スタウト×ローランド樽      
     
  　　    
  

クランブリューイングは、生産販売するすべてが約 6か月
間ウイスキー樽にて熟成されています。各地域のウイス
キー樽に合ったビールのレシピを醸造責任者が考案し醸造
するという、まさにこだわりのバレルエイジドビールです。

ZZ015-03 

 

 ￥860 スコットランド alc 8.0% 330ml 
ゴールデンエールをハイランド地域のウイスキー
樽で熟成。甘い麦とトロピカルフルーツのアロマ
が適度にひろがり、ハイランド樽からかすかに来
るシェリー感も感じます。    

ゴールデン エール×ハイランド樽      
   　　    
  

4 月中旬頃入荷

15911 15902 15901 

70357

◇2017 年 4月１日 ( 土）～ 4月 30 日 ( 日）

創業 1765 年 , 福島県郡山市にある老舗酒造メーカー笹の川酒造
は、1946 年よりウイスキー製造を開始した東北唯一の地ウイス
キーメーカーです。2016 年に新しく、笹の川酒造安積蒸溜所を
設立し「1日 1樽」を目標に蒸留・貯蔵しています。

笹の川酒造

6本のご注文で同商品 2本進呈！

6本ご注文

シーバスリーガル ミズナラは、日
本のウイスキーファンのために日
本原産の希少なミズナラ樽で仕上
げた特別なスコッチウイスキー。

価格 :￥3,580( 税別 )/ 本
シーバスリーガル
ミズナラ 12 年

特別プロモーションの
ご案内

2 本
進呈

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。

２０１7年
4月号

春風の候、いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。
春風の心地よい季節になりましたが、4月は花見、歓迎会など飲み会が多いシーズン。
今月もお得なセールやキャンペーンを実施中ですのでお見逃しなく！

 

ゴードン　ロンドン　ドライジンの世界的規格
統一により37.5 度並びに43.0 度が新発売！
※現行品の 47.0 度並びに40.0 度は終売となります。　　 
     

新発売！    

ゴードン ロンドン ドライジン　   

￥1,23037.5% 700ml

43.0% 750ml￥1,450
73282

73283
追加熟成のパイオニアとして今回注力した
のは、ポルトガルの陽光をたっぷりと感じら
れるカスク（樽）。マディラワインの樽で追加
熟成した、果実を焼き上げたような甘味が
魅力の情熱的なシングルモルトです。
 

￥11,000スコットランド 46.0% 700ml

79800 

 

 

 

 

プライベート・エディションシリーズ第 8弾 ! 

グレンモーレンジィ バカルタ 

75795

 

 

 

 

￥300スリランカ alc 8.0% 330ml 
昨年、工場の水害により製造が中止しておりまし
た「ライオンスタウト」が待望の再入荷です。上
品な甘みと、濃厚な味わいはコストパフォーマン
スの優れたスタウトです。あのM・J氏も絶賛した
ビールです。

お待たせしました！
ライオン スタウト

ZZ015-01 

 

 

 ￥600ドイツ alc 5.5% 500ml 

シュレンケルラ ラオホ レント      
     
   　　    
  

赤褐色のラオホビール
限定品

燻製 ( ラオホ ) ビールはスモーキーな燻製の風味が
特徴ですが、レントは 燻製した麦芽と燻製していな
い麦芽をブレンドしてつくられます。鮮やかな赤褐
色で、無濾過の豊かなモルト風味が優しく広がりま
す。      
  
      
  
      

75517 

 

 

 ￥410スコットランド alc 6.5% 330ml 
エルビスジュース グレープフルーツ IPA は、5種の
ホップとグレープフルーツピール ( 皮 ) を絶妙なバ
ランスで組み合わせて造り上げた IPA です。度数
6.5％ながらグビグビと飲めてしまう、フルーティ
でジューシーな仕上りです。
      
  
      
  

エルビスジュース　グレープフルーツ IPA     
   　　    
  

Brew dog
人気の限定品がレギュラー化！

Z3863 

 

 

 ￥340長野 alc 5.0% 350ml 
オラホビールの四季限定醸造「ビエール・ド・雷電」
シリーズ。春仕込は｢ホワイトエール」です。爽や
かな春のようにシトラスのフレーバーが心地よい、
アメリカンスタイルのホワイトエールです。

雷電　春仕込・ホワイトエール              　　      

オラホビール
限定品

透明感のあるスッキリとした味わい。水割りやハイボールにおすすめの、お得な
1800ml ボトル！        

￥2,50037.0% 1800ml15902 チェリーウイスキー   

￥2,00040.0% 700ml

厳選されたモルトとグレーンを使用し、モルト由来の甘味を感じるマイルドな口当た
りが特徴的。     

15911 山桜~YAMAZAKURA~

￥1,30040.0％ 500ml

厳選したモルトとグレーンを使用。まろやかでピュアな味わいで、豊かな風味が特徴。 

15901 チェリーウイスキー EX   

完売の際はご容赦ください。

ZZ015-04 

 

 

ZZ015-02 

 

 

ZZ015-03 

 

 

数量限定入荷



750ml ￥1,580
魚介類全般、ムール貝やアサリの酒蒸し、
ボンゴレなどと相性抜群
ライムやグレープフルーツなどの柑橘系果実とフ
レッシュで青々とした草、またツンとしたパッショ
ンフルーツのアロマを感じ、全体的に力強く生き
生きとした香りが立ち昇ります。濃厚で瑞々しく
ジューシーな果実味に溢れ、歯切れ良く、心地良い
余韻のある酸が特徴です。
産地：ニュージーランド マールボロ
ブドウ：ソーヴィニヨン･ブラン
タイプ：白・辛口・ミディアムフル

ホワイトベイ マールボロ 
ソーヴィニヨン･ブラン

ZZ015-07

ニュージーランドのイメージそ
のまま！これぞマールボロの
ソーヴィニヨン・ブランです。

チーズを使用したタパスや前菜に！

深い紫がかったダークチェリーカラーで、ブラック
ベリーを思わせるモナストレルならではのフレッ
シュな第一アロマが特徴。スペインで3本の指に入
るモナストレルは、野生的な味わいで、トースト香
と滑らかなタンニンは複雑で魅惑的な飲み心地で
す。長く余韻を楽しむことができるワインです。

産地：スペイン フミージャ
ブドウ：モナストレル
タイプ：赤・辛口・ミディアム

B462

750ml ￥680⇒￥500
カスティージョ サン・シモン ティント カスティージョ サン・シモン ブランコ

白身魚などあっさりしたシーフードに！

明るく輝く薄い黄金色で、アップルやバナナ、シト
ラスなどのとてもフルーティーなアロマ。ほど良い
酸が飲みやすくバランスが良い。フレッシュでフ
ルーティーな味わいは気分をリフレッシュさせてく
れれます。

B4621

産地：スペイン フミージャ
ブドウ：マカベオ・アイレン
タイプ：白・辛口・あっさり

750ml ￥680⇒￥500

750ml ￥680
焼魚、刺身、サラダにぴったり！
バナナや桃のように、新鮮で力強く、熟した果実
の香り。バランスが良い味わいで、柔らかな余韻が
長く続きます。調理の香りづけにも最高に向いて
います。
産地：チリ セントラル・ヴァレー
ブドウ：シャルドネ
タイプ：白・辛口・ミディアム

タラパカ コセチャ シャルドネ
B6601

750ml ￥680
焼鳥、冷しゃぶ、餃子にぴったり！
真っ赤に熟した果実の香りがします。タンニンはソ
フトで、果実豊かな味わいです。肉料理の調理酒と
しても向いています。
     
産地：チリ セントラル・ヴァレー
ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン
タイプ：赤・ミディアムボディ

タラパカ コセチャ カベルネ
B660

750ml ￥2,130
フレッシュライムの様な鮮烈な果実味と幾重ものハーブ
香が非常に爽やかです。全体のごく一部をオーク樽発酵
させたことにより、奥行きのある複雑な独自のスタイル
を生み出しています。  

産地：南西オーストラリア マーガレット・リバー
ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン セミヨン
タイプ：白・辛口・ミディアムフル　

ケープ メンテル ソーヴィニヨン セミヨン
B1306

750ml ￥2,280
甘い熟したクワの実やプラム、カラントの香りを持つメ
ルロー。ストラクチャーは柔らかいぶどうのタンニンに
長い余韻と力強い味わいとバランス良くローストされ
たスパイスが調和しています 

産地：南西オーストラリア マーガレット・リバー
ブドウ：カベルネ、メルロー
タイプ：赤・辛口・ミディアムフル　

ケープメンテル カベルネ＆メルロー
B130

芳香さわやかでさらりとした口当たり
の飲みやすい生貯蔵酒です。 
ラベルは、東京・吉祥寺にある井の頭
公園をモチーフにしています。

亀祥 (きっしょう)  本醸造生貯蔵酒

使用米：五百万石
精米歩合：65%
度数：13.5 度

Z7426 

￥500300ml神奈川

亀屋矢崎商店オリジナルの日本酒！亀屋矢崎商店オリジナルの日本酒！

丹沢の伏流水を使った飲み飽きしな
い、すっきりとした旨口の亀屋矢崎商
店オリジナルのお酒です。芳醇でやや
辛口タイプのすっきりとした味わいを
お楽しみ頂けます。

亀祥（きっしょう） 手造り 生貯蔵酒

使用米：アケボノ
精米歩合：65%
度数：13.5 度

￥390300ml神奈川

Z7425 

限定品のためご注文はお早めに

真澄 純米吟醸 うすにごり

￥1,600720ml

ZZ015-08

長野

2017 年よりラベル・壜色を一新。 酒蔵の
槽口（ふなくち）でしか飲めなかった酒です。
早春の淡雪を想わせる純米吟醸の生原酒を
うすにごりで瓶詰めしました。春の訪れを寿
ぐしぼりたての味を真澄からお届けします。

使用米：美山錦、ひとごこち
精米歩合：55%
度数：17度

越後鶴亀 はるのさけ 純米 生一本

新潟県産米を 100% 使用し、一年で最も
寒い時期に小仕込みで丁寧に醸した越後
の春の純米酒です。口当たり上品、喉ごしさ
っぱりとして、旨味・酸味のバランスがとれ
た淡麗な酒質が魅力。花冷えの日にはお燗
にしても美味しく、春の味覚を引き立ててく
れます。

使用米：五百万石、こしいぶき
精米歩合：60%
度数：15～15.9 度

￥1,200 720ml

ZZ015-09 

新潟

甑 (こしき ) のメンテナンスを行い、外硬内軟
な蒸米に仕上がり、さばけの良い弾力のある
理想的な蒸米となりました。名倉山らしい綺
麗な甘味のある酒です。

使用米：夢の香
精米歩合：55%
度数：16度

名倉山 無垢之酒 純米吟醸生原酒 

￥1,550720ml

ZZ015-10 

福島
山形県産の美山錦を用い、春の食卓を彩る
旬の料理を一層おいしくする純米吟醸酒で
す。口に含むとやさしい吟醸の香りが広が
り、軽快でキレ味の良い旨さが特徴です。鼻
で香りを嗅いだときは少し静かな感じです
が、口に入れて飲み込んだ時に素敵な吟醸
の香りが立ちのぼってきます。
使用米：美山錦
精米歩合：55%
度数：15.5 度

初孫 生もと純米吟醸  美咲

山形 ￥1,350720ml

ZZ015-11 

今月のWine Selection
今月のワンコインワイン

750ml ￥1,720
トスカーナの銘醸生産者、トゥア・リータが
手掛けるカジュアルワイン

カシスやブラックチェリーの果実香。ふくよかな味
わい。果実味が豊かでそれに負けないミネラルや
酸味などのバランスが取れており、とても上品。
オーク樽熟成、6カ月のワインです。

産地：イタリア トスカーナ
ブドウ：サンシ ョ゙ウ ェ゙ーセ 、゙カベ ルネ、メルロー 、シラー      
タイプ：辛口・赤・フルボディ

トゥア・リータ  ロッソ・テ イ゙・
ノートリ  IGT

ZZ015-06

ヴィノテーク　ワイン バイイングガイド　掲載
田崎真也セレクション

20
17点

日本酒～季節限定おすすめ日本酒～
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