
★6月１日 ~６月 30日納品分まで★
「グリーンラベル 15年を含む対象商品 3本お買い上げで、ブラックラベル 12年、
またはダブルブラックを 1本進呈！      対象商品

70513 70512 70517 

例・グリーンラベル 15年×1本＋ブラックラベル 12年×1本＋ダブルブラック×1本
例・グリーンラベル 15年×1本＋ダブルブラック×2本　　　　　　　　　　　　　　　　
例・グリーンラベル 15年×3本

70513 

グリーンラベル15 年は個性豊かな 4 種類のシングルモルトを中心に、15
年以上熟成したモルト原酒をブレンド。奥深さと芳醇な味わいが特徴的。　
主要 4モルト：タリスカー、リンクウッド、クラガンモア、カリラ

ジョニーウォーカー グリーンラベル 15年  700ml 

70517 ジョニーウォーカー ダブルブラック 700ml  
70512 ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 700ml 

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
6月号

初夏の候、いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。
今月もお得なワインセールやビール・ハードリカーキャンペーンを実施中ですのでお見逃しなく！

ジョニーウォーカー キャンペーンジョニーウォーカー キャンペーン
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￥550 ベルギー alc 9.5% 330ml 
過去に造られたデュベル・トリプルホップ 6種類の
中でシトラ・ホップを使用したものが一番おいしい
デュベル・トリプルホップとして選ばれました。 

75434

 

 

 

デュベル・トリプルホップ      
      
     
  　　    
 ※シトラホップ＝アメリカ産アロマホップでシトラスや

トロピカルフルーツの様な華やかな香りが特徴的。

￥500 ベルギー alc 8.5% 330ml 
「世界一魔性を秘めたビール」と称されるゴールデ
ンエールの最高峰！    

モルトガット・デュベル      
      
     
  　　    
  

75431

 

 

 

セコ、ビアンコ、ロッソ3 種をブレンドし、キ
ナ (キニーネ )とレッド・バルベラ・ドゥ・
アスティDOCGを加えたヴェルモット。バイ
オレット、リッチな赤ワインを思わせフィニッ
シュはとても印象的。ジン、ウイスキー、ダー
クラム等のカクテルに是非！

マンチーノ・キナート　    

イタリア 18.0% 500ml￥3,380

C5244

「ビアンコ」は 37 種類のボタニカルを使用
したドライ・ヴェルモット。ヴェスパ、オレン
ジ・ピールを添えてオンザロック、夏はスプ
リッツァーなどに。特にキナリレの代用とし
てビアンコを使用したヴェスパー・マティー
ニのアレンジはメーカー一押しです。

マンチーノ ビアンコ ベルモット　  

イタリア 16.0% 750ml￥3,380

C524「マンチーノ・ヴェルモット」

2011 年に誕生したイタリア・ピエモン
テ州にある小さな蒸溜所。世界的に有
名なイタリア人バーテンダー による芸
術的なブレンド術がいかんなく発揮さ
れた、まさに「究極のクラフト・ヴェル
モット」です。

リノマトは、ヴェルモットと同様に大ブランド
に支配されているアペリティーボカテゴリー
への挑戦。
他のアペリティーボのように飲み物の味を支
配してしまうことはなく、繊細なカクテルに
もオススメ。

イタリア 14.0% 1000ml￥3,380
リノマト　アペリティーヴォ　   
74099

ドイツ・ラインラント地方で生産されるクラシ
カルでフルボディーなドライジンです。18 種類
の良質なボタニカルを使用しており非常に繊細
な一面も持ち合わせています。一本一本に愛情
と情熱がたっぷりと注ぎ込まれたジンです。 

￥4,850ドイツ 41.0% 500ml

76906 

 

 

 

 

ジークフリート ラインラント・ドライジン 
   

ウィリアムソン 2010 はアイラ島南部にある蒸溜所
のシングルモルトで、ホグスヘッドの 6 年熟成。シン
グルカスク、カスクストレングスでボトリング。若い熟
成年数ならではのアイラピートの効いた躍動感あふ
れる風味をお楽しみ頂けます。 

￥6,980スコットランド 63.9% 700ml

77718 

 

 

 

 

インプレッシブカスク・ウィリアムソン 2010   6 年 
ウィスク・イー オリジナルシリーズ

ジュニパーベリーの他 9 種類のボタニカルを
使用したクラフトジン。サルディーニャのジュニ
パーは海辺に生えており、マエストラーレ（ミス
トラル）と呼ばれる風と海による影響で個性的
な香りがあります。先ずはストレートで是非！
     

￥2,880イタリア 40.0% 500ml

76910 

 

 

 

 

ボイジン サルディーニャ    
  

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 

 

 

 

 

グレンモーレンジ バカルタ 

好評発売中！

Y0029 

 

 

 ￥440神奈川 alc 5.0% 330ml 
「湘南ゴールド」は、神奈川県が 12年をかけて開発
したオレンジ。華やかな香りを最大限ビールに活かす
ため、果汁だけではなく皮も実も丸ごと使用。瑞々し
くジューシーな風味が口中に広がり、後味には柑橘の
皮特有のマーマレードのような苦味を感じます。

湘南ゴールド     
   　　    
  

「ショナゴ」の愛称で人気！    
      

～サンクトガーレン～

Y0001 

 

 

 ￥410アメリカ alc 6.6% 355ml 

ローグファーム（自社農場）で栽培した６種のホッ
プを使い、大麦の他にウィートモルトやライ麦を使
用した IPA。使用ホップ：Farms Liberty、
Revolution、Independent、Freedom、Yaquina、
Alluvial 。

ローグ 　6HOP   IPA     
   　　    
  

人気のホップシリーズに 6ホップ登場 ！           

Y0030 

 

 

 ￥440神奈川 alc 5.0% 330ml 
毎年大人気のシーズナルアイテム。約 600Kg のゴー
ルデンパインを使用したフルーツビールで果実はビー
ルが発酵する前の麦汁（ばくじゅう）に投入。果実と
麦汁を一緒に発酵させることで、泡までほんのり甘い
パイナップル風味のビールになっています。

パイナップルエール     
   　　    
  

約 600Kg のゴールデンパインを使用！    
      

Y0031 

 

 

 ￥460滋賀 alc 6.0% 330ml 
アメリカ産シトラホップを大量に使用したフルー
ティーで爽やかなＩＰＡ。グレープフルーツを思わ
せる柑橘系の爽やかな香りと、しっかりとした苦み
が特徴的。キレは良く次の一口へと誘われます。
    
      

長浜 IPA　スペシャル    
      
     
   　　    
  

ウイスキーづくりも手がける長浜浪漫ビール

Y0028 

 

 

 ￥520アメリカ alc 6.2% 473ml 
品質の向上、環境保全を掲げるポートランドの人気
ブルワリー「ホップワークス・アーバン・ブルワ
リー」、通称HUB。地元産のオーガニック原料をメ
インに使用し、グレープフルーツを副原料に使用し
たフルーツ IPA。
    

フルーツ IPA ！      
    HUB 　フェロウシャス   シトラス IPA

これまで毎年異なるホップを使い限定醸造していたデュベル・トリプルホップが、定番商品と
して新発売！発売を記念して下記のキャンペーンを実施いたします。是非！お見逃しなく！

新デュベル・トリプルホップ発売キャンペーン

１店舗様最大 3セットまで
対象期間：6月1日～ 6月30日

「デュベル・トリプルホップ 330ml」1ケース（12 本）＋「デュベル・
330ml 1ケース（12 本）」をお買い上げで、デュベル・オリジナル
グラス６脚、またはデュベル・マグナム 1500mlを1 本プレゼント！

Z3864 

 

 

 ￥340長野 alc 5.0% 350ml 
四季限定醸造の「ビエール・ド・雷電」はそれぞ
れスタイルの違うビールを醸造。夏仕込みは、バ
ナナを思わせる香りと、きめの細かい泡が特徴的
なヴァイツェン。爽やかでシルキーな喉越しは、
この季節にぴったりなビールです。

夏仕込みは爽やかなヴァイツェン！        
        ビエール・ド・雷電　夏仕込みヴァイツェン



限定品のためご注文はお早めに

亀屋オリジナル！！　生貯蔵酒セール
特売期間：6/1 ～ 6/30

フランス産テーブルワイン

果実風味に富み熟したブルーベリーやプラムなど
のふくよかな香り。まろやかな口当たりで、バラン
スのとれた味わいのワインです。   
  産地：フランス
ブドウ：センシベル、メルロー、グルナッシュ
タイプ：赤・辛口・ミディアム

750ml ￥500
ルイ・ベルトゥール 赤
ZZ015-01

ルイ・ベルトゥール 白

爽やかフルーティー フランス産テーブルワイン

爽やかで繊細なミネラルや白い花の香り。ライトで
丸みのある酸を持ち、すっきりした口当たりの滑ら
さを感じられる味わい。

ZZ015-02

産地：フランス    
ブドウ：アイレン、ユニブラン
タイプ：白・やや辛口・あっさり

750ml ￥500

750ml ￥1,080 →￥980

ジェイコブス・クリーク　シャルドネ

白桃やメロンの濃厚な果実香と、樫樽のナッツやバターの
香りが調和。
　　
　　

750ml ￥1,580 →￥1,280

ジェイコブス・クリーク
スパークリング  シャルドネ ピノ・ノワール（白）

柑橘系やナッツの芳醇な香り、エレガントで深みある味わい。

C084

750ml ￥1,580 →￥1,280

ジェイコブス・クリーク
スパークリング・シラーズ（赤）

芳醇なベリー、スパイスや胡椒が感じられる、しっかりとした味わい。
　　

C0846

ジェイコブス・クリーク カベルネ・ソーヴィニヨン

カシスやタバコの香り、スギやバニラの樽香が感じられます。
　　

750ml ￥1,350 →￥1,250

ジェイコブス・クリーク スパークリング・ロゼ

750ml ￥1,580 →￥1,280
豊かな果実と柑橘系の香り、まろやかで深みのある味わい。

C0843 ジェイコブス・クリーク 
マスカット・ホワイト スパークリング

750ml ￥1,580 →￥1,280
洋梨や桃、スイカズラの花の香り。洋梨とメロンの切れの良
い味わい。

C0848

B0566

750ml ￥1,080 →￥980

ジェイコブス・クリーク　リースリング

柑橘系の味わいと爽やかなミネラルがバランスよく感じます。

B0563 B057

セール期間
6/1 ～ 6/30

耳を澄まして味わって欲しい　夏のスパークリングワイン

ジェイコブス・クリーク スパークリング 江戸風鈴C0839

750ml ￥1,880

産地：オーストラリア　ブドウ：シャルドネ 80%、ピノ・ノワール 20%
タイプ：白・泡

ご好評につき今月も継続します！！

夏季
限定

日本の伝統職人の息吹と熟練の技が作り上げる、目にも耳にも涼
しげなガラスの芸術品「江戸風鈴」を、ボトルデザインで表現し
た日本だけの夏季限定品です。レモンの爽やかなアロマといちご
のほのかに甘酸っぱい香りは、夏の風に涼しげに揺れる江戸風鈴
とその音色を思わせ、繊細な泡立ちが爽快感を引き立てます。き
りっと冷やして、暑い夏の一日に涼やかなひとときをもたらす
「ジェイコブス・クリーク江戸風鈴」をお楽しみ下さい。

梅酒

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 

￥500→￥448300ml神奈川

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

Z7425 

￥390→￥328300ml神奈川

地元島根県産《改良雄町》を100％使用し
た純米生酒です。味わい豊かで喉ごしもよ
く、酸味のバランスが絶妙。夏野菜はもちろ
んヤキトリなどの肉料理にもよく合います。
使用米：改良雄町
精米歩合：60%　度数：15.9 度

七冠馬 純米夏生ZZ015-04 

 720ml￥1,270島根

浦霞 純米生酒
￥1,280720ml

ZZ015-03

宮城

新緑の季節に登場する毎夏人気の純米生酒。
みずみずしいイチゴを思わせる香りに、すっき
りした甘み、快活で弾けるような感触を持ち
ながら、さっぱりとした飲み口が魅力です。
使用米：まなむすめ
精米歩合：65%　度数：17度

￥2,6601800ml

春鹿 純米吟醸生酒
￥1,450720ml

ZZ015-05

奈良

天の河を見上げる鹿も涼しげな、古都奈良の
純米吟醸生酒。フレッシュで爽やかな喉ごし
の中にやわらかな吟醸香が漂い、良質なお米
の優しい甘味と旨味がふくらみます。
使用米：山田錦
精米歩合：60%　度数：15度

五橋 純米生酒
￥1,350720ml

ZZ015-07

山口

岩国の蔵元から、毎夏人気の高い純米生酒。
山口県産米を100％使用した、軟水仕込み特
有のソフトな酒質が魅力。甘やかで口当たり
がよく、心地よい酸が後口を引き締めます。
使用米：山田錦、日本晴
精米歩合：60%　度数：15～15.9 度

飛良泉 山廃純米 マル飛 No.77 
￥1,600720ml

ZZ015-06

秋田

人気の「マル飛」シリーズの中で、もっとも個
性が強い限定生酒。リンゴ酸を多く生成する
多酸性酵母「きょうかい77号」を用いたこの
一本は、日本酒イメージを打ち破る、白ワイン
のようなすっきりした酸味と甘みを持ちます。
使用米：美山錦
精米歩合：60%　度数：16度

大山 槽掛け特別純米 無濾過原酒
￥1,541720ml

ZZ015-08

山形
低温でゆっくりと発酵させた「特別純米酒」の
もろみを伝統的な槽掛け法により搾り上げま
した。上槽後は澱が沈殿した後の上澄みだけ
を生のまま瓶詰し、酒袋から滴り落ちるその
雫は、絹のような滑らかさと深みがあります。
使用米：出羽の里、ササニシキ、はえぬき
精米歩合：60%　度数：17～17.9 度

越乃景虎 超辛口 無糖加
￥1,7241800ml

06707

新潟

日本酒度 +12.0 は諸橋酒造株式会社をはじ
め新潟県内でも最も辛口の酒のひとつ。 技術、
仕込水、厳選された原料米によって生み出され
たこの酒は味のバランスが良く、美味しく飲め
ます。
使用米：五百万石、コシイブキ
精米歩合：65%　度数：15～16度

樽熟成梅酒 天空の月28542

￥1,7731800ml高知

樽熟成麦焼酎をベースとし、伝統の製法で仕
込んだ薫り豊かで、スッキリ辛口タイプの梅
酒です。冷やしてストレート、オン・ザ・ロッ
ク、ソーダ割り、お湯割り等、お好みの飲み方
でお楽しみください。
2015 年 モンドセレクション金賞受賞。

今月のWine Selection
6 月のワンコインWINE500

日本酒～季節限定おすすめ日本酒～

750ml ￥1,080 →￥980

ジェイコブス・クリーク シラーズ カベルネ

プラムの香りとスパイス香がバニラオークに調和。心地よいタン
ニン。

B056

やや甘口
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