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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。

残夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

Hard Liquor
ビールを熟成したバレルで仕上げた
シングルモルトウイスキー！

アンカー ブリューイング

BEER

アメリカ・クラフトビール運動のパイオニアとして、
1896 年「スチームビール」の名称でアメリカサンフランシスコにて創業。
「リバティー・エール」はアメリカのマイクロブルワリーが「教科書」
としてお手本とするアンカー社の名品です。

Y0074

Y0075

アンカー IPA

限定品

アメリカ alc 6.5% 355ml

￥390

2 種類の大麦麦芽とカスケード、シトラ、ネルソン
ソーヴィンなど 6 種類のユニークなホップを使用し、
香り豊かで複雑なアロマ、しっかりとした苦みが特
徴的なビール。ラベルには、19 世紀のゴールドラッ
シュ全盛の時代「幸福・冒険・成功」のシンボルで
あった象が描かれています。
Y0026 アメリカンホップのショーケース

エールスミス IPA
アメリカ alc 7.3% 355ml

￥570

カリフォルニア南部をビール製造のトップへと成長
させた「ALESMITH」。グレープフルーツとオレンジ
のアロマを皮切りに、フレッシュで豊かなトロピカ
ルフルーツの香り、そして松やにのような苦みへと
続く。信じられないほどの、豊かなフレーバーでバ
ランスのとれた仕上がり。

アンカー マンゴーウィート

限定品

アメリカ alc 4.5% 355ml

￥390

アンカー社が限定的に醸造した、完熟マンゴーを使
用したウィート（小麦）エール。マンゴー由来のほ
のかな甘さとフレッシュでトロピカルな香りが特徴
的。口当たりはまろやかですっきりとした、飲みや
すい味わい。

77921

アレキサンダー・マレイ
ポリーズ オーク＆エールカスク
アメリカ 40.0% 750ml

71525

バーボン好きもロック好きも注目！

レベル イエール・スモールバッチ
アメリカ 45.3% 700ml

Y0061 三鷹初のブルワリー〜 Cool air one 〜

限定醸造

クール エア ワン・三鷹 IPA

￥490

東京 alc 6.0% 330ml

オレンジがかった少し濃いめのゴールド色。フロー
ラル・シトラス系の柑橘香が襲ってきます。ビスケッ
トやナッツのようなモルトの旨味とホップ由来の苦
みのバランスが良い、ドリンカビリティの高い仕上
りです。

Y0076

75941 夏はセゾン・ビール！

￥490

元々は夏の農作業の合間に飲むためにつくられたセ
ゾンビール。酵母由来のフルーティーな香り、ホッ
プの苦味と豊かな香味が堪能できるベルギーを代表
するセゾンビールです。

静岡 alc 5.5% 330ml

Y0077

エルディンガー・ヴァイスビア・ヘーフェ
ドイツ alc 5.3% 330ml

￥460→￥380

エルディンガー社はバイエルン地方を代表するヴァイ
スビアの醸造所。心地良い酸味に、小麦モルトの香り
が心地良く加わり、ホップの苦みは柔らかで非常にま
ろやかでフルーティーな味わい。

76384
メキシコ 38% 750ml

￥14,800

テキーラの中でもコクや香りの深さを楽しむことが
できるアネホ。1 年以上熟成させることによって、まろ
やかで芳醇な味や香りを楽しめます。

￥370→￥300

スムースアンブラ― オールドスカウト 10 年
アメリカ 50.0% 700ml

￥4,680

スムースアンブラ―・スピリッツ社は 2009 年にアメ
リカ・ウエストヴァージニアに設立した新しい蒸留所。
蒸留開始後、彼らの樽は熟成中なので、彼らが賞賛する
ウイスキーを見つけ出して選り抜き、オールドスカウトと
なづけられたバーボンを造りました。

コディゴ 1530 エクストラ アネホ
メキシコ 38% 750ml

￥26,800

オーク樽で最低 3 年以上熟成。とてもまろやかで芳
醇な香りが特徴的。コディゴのすべてが詰まったこの
1 本はまさに贅沢の極み。

76381
メキシコ 38% 750ml

￥7,080

ブランコは辛口でシャープ。引き締まった風味が特徴
で、ワンランク上のプレミアムカクテルベースにオス
スメ。

76383

ドイツ・ケルシュビールとレモネードを１：１の割合
で割った本場ドイツのビアカクテル。ケルシュのホッ
プの心地良い苦味がレモネードの甘さを程よく抑えて
おり、爽快感を味わえます。度数 2.5％で暑い季節に
ごくごく飲むことができ、ビールが苦手な方にもおす
すめです。

ウイスキーバイブル 2015 で
絶賛されたバーボン

コディゴ 1530 ブランコ

本場ドイツのビアカクテル！
ドイツ alc 2.5% 330ml

71521

76385

コディゴ 1530 アネホ

※完売の際はご容赦下さい。

フリュー・ラドラー

￥7,880

CODIGO（コディゴ）は 4 世代にも渡るテキーラ作りの経験、醸造レシピを元
に 2015 年にフェデリコ・ヴァーンとロン・シュナイダーによって設立された
新しいテキーラブランド。ハイランドテキーラの特徴であるスムースでスイー
トな口当たりを実現。スタイルをクロスオーバーさせたプレミアム・テキーラ
の中のプレミアム・テキーラ。

セール対象期間
８/1~8/31

SALE
75328

￥429

アイルランド 46% 700ml

アイルランドのヒルベニア・ディスティラリーズから
5000 本のみ限定でリリースされたアイリッシュ・シ
ングルモルト。ある蒸留所のシングルモルトの原酒を
バーボン樽で熟成後、ファーストフィルのオロロソ・シ
ェリー樽でフィニッシュをかけノンチルフィルターでボ
トリングしています。

魅惑の最高級プレミアム・テキーラ
魅惑の最高級プレミアム・テキーラ

ベアードビール 夏季限定品

ベアードビールの夏季限定商品。クールブリーズピ
ルスは、古典的なボヘミアンスタイルのピルスナー。
ホップの個性を効かせ、無ろ過、自然発泡という古
典的な製法で再現した、フレーバーに満ちた爽快な
ビール。

￥3,380

ウェラー家の 150 年前のレシピを守っている、ハン
ドクラフト・バーボン。世界的に有名な大御所ギタ
ーリストが愛飲していたバーボンウイスキーとしても
有名。
「反逆の叫び」という名のレベル・イエールは、
まさに○―ス・リチャーズですね！

ベアード クールブリーズ・ピルス

セゾン デュポン
ベルギー alc 6.5% 330ml

￥14,800

アメリカのインディペンデントボトラー「アレキサン
ダー・マレイ」社のバーボンバレルで熟成を経たタリ
バーディンのウイスキー。その後アメリカのクラフト
ブリュワリー「ファイヤーストーンウォーカー」のバレ
ルエイジドビールで使用したバレルで 12 か月熟成。
ハイランドウイスキーらしい滑らかさを持ちつつ、ビ
ールの熟成樽由来の複雑さを持ち合わせたチャレン
ジングなウイスキー。

70958

ハイド プレジデントカスク 10 年

76382

コディゴ 1530 レポサド

コディゴ 1530 ロサ
メキシコ 38% 750ml

￥9,280

まろやかな口当たりとほんのりとした甘味や旨味を
楽しめる。
レポサドは熟成させることによって味わい
にコクや香りを持っており、口当たりも良い。

メキシコ 35% 750ml

￥9,280

ロサはナパバレーのカルト・ワイン「ハーラン・エス
テート」のカベルネ・ソーヴィニヨンに使用した、
フレ
ンチホワイトオーク樽にて熟成。ピンク色に染まった、
華やかなテキーラはフローズンに最適。

今月の Wine Selection
今月の
ワンコイン
WINE

チリ産テーブルワイン
栽培から出荷まで一貫して自社完結にこだわる希少な職人ワイナリー
B5717

B5716

グラナダ カベルネ /カルメネーレ 業務用
750ml

￥500

手摘みで収穫された葡萄のみを使用しているワイ
ンです。リッチで深みのある香りと余 韻が 特 徴。
肉系パスタ、肉料理、ハムなどと相性抜群です。
産地：チリ マウレ・ヴァレー
ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン 、カルメネーレ
タイプ：赤・辛口・ミディアム

B7531

日本酒

※完売の際はご容赦下さい。

グラナダ ソーヴィニヨン・ブラン/
シャルドネ 業務用

男山

750ml

芳醇な果実味とコクが魅力の人気ブレンド

￥680

750ml

クリーミーな風味の心地よい白ワイン

ヒドゥン・パール シャルドネ
750ml

柑橘果実やピーチ、南国果実と豊かな果実味を持
ち芳醇な果実味と新鮮な酸味の両面を持つ非常
にバランス感に優れた1本です。

産地：南オーストラリア
ブドウ：シラーズ65%、カベルネ・ソーヴィニヨン25%、
メルロー10%
タイプ：赤・辛口・ミディアム

産地：南オーストラリア
ブドウ：シャルドネ主体
タイプ：白・辛口

750ml

￥720

赤身の肉、ローストチキン、ポークソテー、
白かび、セミハードチーズと相性抜群。
熟したブラックベリー、プラム、コーヒー、チョコ
レート、ブラックペッパーの香り、ソフトな果実味
が豊かなワイン。滑らかなタンニンと酸のバランス
が秀逸で、魅力的な味わいです。
産地：チリ セントラル・ヴァレー
ブドウ：メルロー85%、カルメネール15%
タイプ：赤・辛口・フルボディ

E297

ベリーニ キャンティ ＤＯＣＧ
750ml ￥1,030
ミートソース、ソーセージ、ベーコンを
使用した料理、ピッツァと！

イチゴやラズベリーの果実香に黒コショウなどス
パイシーなニュアンスを感じる。生き生きとした酸
味があり、一本筋の通ったボディが魅力。
産地：イタリア トスカーナ
ブドウ：サンジョヴェーゼ80 %、カナイオーロ10 %、
マルヴァジア・ビアンカ10 %
タイプ：赤・辛口・ミディアム

バロンルードヴィヒ リープフラウミルヒ
750ml

￥730

口当たりが軽く、ほのかな甘口。普段飲みなれない方
にもおすすめです。鶏肉料理や魚の南蛮漬けとよく合
います。少し甘い味付けの料理にもオススメです。しっ
かり冷やして（7℃前後が目安）ご提供ください。
産地：ドイツ ラインヘッセン
ブドウ：ミュラー・トゥルガウ、シルヴァーナ、ショイレーベ
タイプ：白・やや甘口

E4081

ビアンコ
750ml

宮城県

720ml

￥1,150

爽やかで軽 快な甘みと米の旨味が感じら
れる夏にピッタリの味わいの純米生酒で
す。ほどよく冷やしてお召し上がり下さい。

使用米：出羽燦々、五百万石、美山錦
精米歩合：60%
度数：15 度

使用米：まなむすめ
精米歩合：65%
度数：15 度

ZZ015-04

ZZ015-03

春鹿 純米吟醸「春鹿の夏しか」
720ml

￥1,300

使用米：山田錦
精米歩合：60%
度数：14.0 〜 14.9 度

￥800

新鮮で爽やかな風味と甘い果実のアロマが心地良
いスッキリとしたタイプ。パスタや魚介類との相性
も抜群です。
産地：イタリア・ヴェネト
ブドウ：ガルガネーガ70%、トレッビアーノ20%、
シャルドネ10%
タイプ：白・辛口

春鹿 純米超辛口 中取り限定品
奈良県

720ml

￥1,450

僅かな爽やか系の香り立ちがあります。口中
へはするりと滑り込み、旨味と辛味が酸と相
まって心地良く広がり、後口のキレも抜群、こ
れからの旬の料理と合わせたらいくらでも盃
が進みそうなスッキリ系の辛口に仕上がって
おります。
使用米：五百万石
精米歩合：60%
度数：16.0 〜 16.9 度
ZZ015-06

一ノ蔵 特別純米酒
「アルコール 15% 原酒」

ZZ015-05

大雪渓 特別純米生酒
長野県

水の都「ヴェネツィア」のフルーティな白ワイン

ヴェロネッロ

￥1,380

春鹿らしいフルーティーで華やかな香りが涼
しさを演出。柔らかい米の旨味とキレの良い
爽やかな味わいは、大葉やバジルなどハーブ
系の料理ともよく合います。

G0101

ブエノス・ディアス・メルロー

720ml

クリア感のあるミルキーな香り。
生もと生酒らしい酸の効いたフレッシュさと
なめらかな旨味、さらにキレの良さを楽しめ
ます。

奈良県

世界No.1 生産者が息を吹き込んだ
カジュアルチリワイン！

北海道

純米生酒

￥680

熟したベリーの豊かな風味とカカオやスパイスの複
雑味。まろやかな完熟果実とソフトなタンニンが見
事な赤ワインです。

B0897

浦霞

生もと純米生酒

￥500

手摘みで収穫された葡萄のみを使用しています。
協奏するエレガント、かつフルーティな味わいが
特徴的です。

B753

ZZ015-02

ZZ015-01

産地：チリ マウレ・ヴァレー
ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ
タイプ：白・辛口

ヒドゥン・パール シラーズ/
カベルネ/ メルロー

限定品のためご注文はお早めに

720ml

￥1,300

宮城県

720ml

￥1,524

米、水、杜氏、全て信州尽くしで「飲み飽きせず
にもう一杯飲みたくなるお酒を目指して造ら
れた特別純米生酒。爽やかな香りと旨味があ
り、香味、バランスに優れ、すっきりとキレよく
仕上がっています。

無農薬のひとめぼれを使用し、アルコール１５
％で搾ったお酒を加熱殺菌後、急速冷却させ
低温貯蔵させた原酒です。原酒ながらもアル
コール分を１５％に抑えた事で、ひとめぼれの
優しい旨みが感じられる、飲みやすく味わい深
いお酒です。

使用米：ひとごごち
精米歩合：59%
度数：15 度

使用米：ひとめぼれ
精米歩合：60%
度数：15 度

