
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。

B4121B412

ビゼンテ・ガンディア エレンシア・アンティカ 赤

フレッシュなリンゴや洋梨などの白いフルーツの香りが豊
か。適度な酸があり、さわやかな印象。魚介料理全般、
鶏肉サラダなどと良く合います。
　スペイン／白／辛口

日本酒

一ノ蔵 特別純米 ひやおろし 五橋 純米ひやおろし

浦霞 ひやおろし 特別純米
越後鶴亀 純米吟醸 ひやおろし 加賀鳶 夏純米 生 純米酒

イニエスタ ミヌート116 ブランコ

イニエスタ ミヌート116 ティント

B0211

B021

完熟黒ブドウの味わいが素直に表現されたボルドーブレンド。
力強く滑らかなタンニンと果実味。オーク樽のバニラ香を包んだ
洗練された味わいです。
　カリフォルニア／赤／辛口／ミディアムフル

ニュートン クラレット 赤

熟したリンゴや白桃、洋梨の生き生きとしたアロマとし
なやかな酸味。フレンチオーク樽由来のバニラやクリー
ミーなトーンが心地よく調和しています。
　カリフォルニア／白／辛口

ニュートン シャルドネ
芳しい果実の香り。甘草などのスパイスの香りもほんの
り。優しい口当たりで飲みやすいタイプです。シンプルな
肉料理、加工肉類などと共にどうぞ。
　スペイン／赤／辛口／ミディアム

A3001

A3003

数量限定品のため
完売の際はご容赦ください

オーレ・スモーキー・ハーレーダビッドソン・
ムーンシャイン・ウイスキー

71520

グレンダロウ・ワイルドボタニカル・ジン76916

￥4,280

ミッケラー ボタニカル ジン73328

バーモンジー・トニックウォーター
78728

￥170

￥2,980（アメリカ）　alc 51.5％　500ml

（イギリス）　200ml

（アイルランド）　alc 41.0％　700ml

シップスミスＶＪＯＰ・ロンドンドライジン＃２73362

米テネシー州オーレ・スモーキー・ディスティラリーが作るムーンシャイン（密造酒、自家製酒
の意）。ニュートラルグレーンスピリッツ100％を、焦がしたバーボン樽で3・4ヶ月熟成。ラベ
ルにはハーレーダビッドソンのロゴ入り︕

アイルランド・グレンダロウ蒸留所から四季折々の味わいを詰め込んだ
定番品がついに登場。

￥5,130（イギリス）　alc 52.0％　700ml

ＶＪＯＰはＶｅｒｙ Ｊｕｎｉｐｅｒ Ｏｖｅｒ Ｐｒｏｏｆの略で、ジュニパーベリー
を通常の約２倍投入。52％の度数がありジントニックなどにオススメ。

￥4,980alc 44.0％　700ml

アメリカンホップ「シムコー」ベースのエールビールに、ジュニパーベリー
などのボタニカルを加え丁寧に蒸留したクラフトジン。

ロンドンのバーモンジーにあるジン専門バー
で生まれた、キナ由来の琥珀色と苦味が特
徴のトニックウォーター。溶媒を使わず、水
と熱のみを利用してキナの成分を自然な状
態で抽出した、口当たりと切れ上がりが良い
トニックウォーターです。

約100年前のテネシー州自家製酒を彷彿させる味わい

ジンラバーのためのトニック！

ZZ015-03

特撰 松竹梅 豪快ひやおろし 純米 辛口

京都府 1800ml ￥1,955
秋しか味わえない業務用専用、期間・数量限定商
品。春に搾った酒を、ひと夏熟成することで旨みをの
せ、生詰めの美味しさでお届け。素材を引き立てる
まろやかな口当たりとキレのある辛口が特徴。

　使用米：国産米
　精米歩合：70％　度数：15度

720ml ￥1,340
1800ml ￥2,740

宮城県

穏やかながらもメロンやリンゴなどの果実香が感
じられ、まろやかで熟成感のあるふくらみが特徴
の特別純米酒。

　使用米：宮城県産ササニシキ
　精米歩合：60％　度数：16～16.9度

新潟県 720ml ￥1,200
一年中、室温の安定した土室で熟成させた生
詰の純米吟醸酒。香味、風味が馴染み角が
無くまろやかです。濃厚でいて軽快な飲み口。

　使用米：新潟県産こしいぶき・同五百万石
　精米歩合：60％　度数：15～15.9度

宮城県 720ml ￥1,264
スッキリとした軽快な味わい、軽やかな吟醸香
のあるお酒を目指し、原料米には「蔵の華」を使
用しました。

　使用米：宮城県産蔵の華
　精米歩合：55％　度数：16度

山口県 720ml ￥1,250
ほのかに香る上品な吟醸香。口当たり優しく軽
快で、米の旨味をたっぷりと感じられる純米酒で
す。

　使用米：山口県産日本晴・同山田錦
　精米歩合：60％　度数：15度

新潟県 720ml ￥1,714
生酒にこだわった菊水から、清酒の最高峰「大吟
醸生原酒」が限定発売。ふくらみあのある味わい、
華やかな吟醸香。フレッシュで味わいのある、やや
辛口です。

　使用米：国産米
　精米歩合：40％　度数：17度

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純
米生酒です。ほどよく冷やしてお召し上がりください。

　使用米：まなむすめ
　精米歩合：65％　度数：15度

長野県 720ml ￥1,300
米、水、杜氏、全て信州尽くしで作られた特別純米
生酒。爽やかな香りと旨みがあり、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。

　使用米：ひとごこち
　精米歩合：59％　度数：15度

石川県 720ml ￥1,230
低温醗酵でじっくりと仕上げたしぼりたての純米酒を
一切の火入れをせずにそのまま封じ込めました。フ
レッシュで清涼感あふれるキレの良い辛口は、米の
旨味が存分に生きた美味しさです。

　使用米：五百万石
　精米歩合：65％　度数：17度

ZZ015-02ZZ015-01

ZZ015-04
ZZ015-05

ZZ015-06 ZZ015-07

菊水 夏の大吟醸生原酒 浦霞 純米生酒 大雪渓 特別純米生酒

ZZ015-08 ZZ015-09 ZZ015-10

ルビーの輝きを持つ鮮やか、かつ若さを感じる赤色。
肉料理全般やアンティパスト、フォアグラ等との相性
抜群です。
　産地：スペイン
　品種：ボバル／カベルネ・ソーヴィニヨン
　タイプ：赤／辛口／ミディアム

ビゼンテ・ガンディア エレンシア・アンティカ 白
フルーティな香りと柑橘系のアロマが一度に広がり、バ
ランスの取れた爽やかな味わいです。
　産地：スペイン
　品種：メルセゲラ／ソーヴィニヨン・ブラン
　タイプ：白／辛口各種　750ml

￥560→ ￥500

750ml ￥840

人気の洋梨スパークリング！ ワイン王国５月号掲載

通常納価よりさらに 10％お安く！

本店：0422-54-3931　相模原店：042-740-5543㈱亀屋矢崎商店
２０１７年

９月号

飲食店の皆様、いつもお引き立てありがとうございます！
暑さも少しずつ和らいで、秋の気配が感じられるようになってまいりました。
今月号も、バラエティに富んだ商品満載でお届けします。
裏一面では恒例の⁉「かめやオクトーバーフェスト」を開催！　どうぞご覧ください！

豪快ロゴ入り酒器
６個進呈！

35205

ピンクレディ スパークリング ベリー

洋梨ジュース100％を主原料に醗酵、熟成。他原料を加
えスパークリングに仕上げます。自然な甘さと爽やかな
香りが広がる、低アルコールなスパークリングです。
　産地：ベルギー　フランダース地方
　品種：洋梨100％
　タイプ：やや甘口／スパークリング／度数5.5％

750ml ￥780

B078

コンチャイトロ フロンテラ カベルネ・ソーヴィニヨン

ベリー系の黒い果実、ミントを感じる香り。きめ細やか
で熟したタンニンとカベルネらしい骨格があり、バラン
スが良いため飲み続けてしまいます。
　産地：チリ
　品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
　タイプ：赤／辛口／ミディアム

750ml ￥780

B079

コンチャイトロ フロンテラ シャルドネ

柑橘系と熟した南国フルーツ、ナッツやクルミとミネラ
ル、若干のスモーク香など、複雑で芳醇なアロマ。リッ
チな果実味と透明感が同居します。
　産地：チリ
　品種：シャルドネ
　タイプ：白／辛口

750ml ￥1,650→ ￥1,380

E614

エルバルーチェ・ディ・カルーゾ・DOCG・ミソボロ 2015

在来品種を大切にしてきたカッシーナ・チェックは、安定
した評価のある生産者です。ピエモンテで活躍しているエ
ノロゴ、ジャンフランコ・コルデロ氏が携わっています。
　産地：イタリア　ピエモンテ
　品種：エルバルーチェ100％
　タイプ：白／辛口

ワンコイン
ワイン

2010年ワールドカップ南アフリカ大会決勝戦の「116分」に
イニエスタが決勝点となるゴールを蹴り込んだことを記念して

造られました

自然との共生が生み出すナチュラルなワイン造り

750ml ￥900→ ￥685

F5431

プレジール・エ・デクーヴェルト カベルネ・ソーヴィニヨン
750ml ￥900→ ￥685

F543

プレジール・エ・デクーヴェルト シャルドネ超
得
ベ
ス
ト
ワ
イ
ン

各種
750ml
¥1,040

各種
750ml
¥2,100

ブラックベリーの香りやスパイシーさがあるカジュアル
ワイン。生ハムや揚げ物、バーベキュー的な焼き物に合
います。
　産地：フランス　ラングドック地方
　品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
　タイプ：赤／辛口／ミディアム

フルーティなアロマにバニラのニュアンス。飲みやすい
カジュアルワイン。焼き魚や白身の魚などのシーフード
に合います。
　産地：フランス　ラングドック地方
　品種：シャルドネ
　タイプ：白／辛口

HARD LIQUOR
HARD LIQUOR
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限定品

限定品

限定品

¥380

¥600¥580

¥600 ¥600

75346

Y0098

シュナイダーヴァイセ
アベンティヌス・アイスボック

シュナイダーヴァイセ
オリジナル TAP７

シュナイダーヴァイセ
フェストヴァイセ TAP4

アイスボックビールは発酵工程終了後液体を凍ら
せ、アルコールと水分を分離させ度数を高める高
アルコールのビール。ワインの様な芳醇な香りに
ヴァイスビールのキレの良さを併せ持つ贅沢な
ヴァイツェンビール。

1872年の醸造所創設者のオリジナルレシピ
に従って醸造されているマホガニー色の小麦
（白）ビールです。

収穫したてのオーガニックのホップと麦芽を
使用したシュナイダーヴァイセの秋季限定品。
NZ産のカスケードホップがふくよかなボディ
に清々しいシトラスの香りを与える。

 （ドイツ）　alc 12.0％　330ml

75347

シュナイダーヴァイセ
アヴェンティヌス TAP６

奥深く、複雑な味わいが特徴のアヴェンティヌス
はクリーミーな細かい泡と濃いルビー色のドッペ
ルボック白ビールです。

 （ドイツ）　alc 8.2％　500ml

¥350
パウラーナー
ヘフェ ヴァイスビア

ドイツで売上NO.1のヴァイスビール。やさし
い酵母の甘み、白濁したクリーミーな泡、フ
ルーティでまろやかな味わいが特徴です。

 （ドイツ）　alc 5.3％　330ml

¥560
パウラーナー
オクトーバーフェスト ビア

オクトーバーフェストビアは、毎年３月に仕
込み、夏の間に貯蔵・熟成した特別なビー
ル。パウラーナーはドイツ政府から公式に
醸造許可されている醸造所の一つで、毎年
絶大な人気を得ています。

 （ドイツ）　alc 6.0％　500ml

¥370
75336

ヴァルシュタイナー

透明感のある黄金色と爽やかな口当たり、
バランスの良いマイルドな味わいが特徴の
ピルスナーです。

 （ドイツ）　alc 5.0％　330ml

¥460

75328

エルディンガー
ヴァイスビア・ヘーフェ

心地良い酸味に、小麦モルトの香りが心地
良くひろがります。泡立ちがきめ細かく、と
てもクリーミーな口当たりです。

 （ドイツ）　alc 5.3％　330ml

¥500
エルディンガー
ヴァイスビア・ピカントゥス

ピカントゥスとはドイツ語で「スパイシー」
という意味。アルコール度数7.3％ながら非
常になめらかな飲み心地で、味わい深い
ヴァイツェンボック。

 （ドイツ）　alc 7.3％　500ml

 （ドイツ）　alc 5.4％　500ml

¥450

75345

ヴァイエン ステファン
ヘフヴァイス

現存する最古の醸造所とも言われる、バ
イエルン政府が所有する唯一のビール会
社。フルーティでシルキーな喉越しは世
界中で愛されている白ビールです。

 （ドイツ）　alc 5.4％　330ml

 （ドイツ）　alc 6.2％　500ml

リーゲレ ドゥンケル

リーゲレ ピルス

透き通った褐色の色合い。アルコール
度数はあまり高くないのでサッパリして
いるが、しっかりとした焙煎香が特徴。
ヨーロピアンビアスター金賞受賞。

 （ドイツ）　alc 4.9％　500ml

75353

75377

フリュー・ケルシュ

ドイツ・ケルン地方の伝統的ビアスタイル
「ケルシュ」。上面発酵酵母を低温長期
熟成で醸造するフルーティな香りとホッ
プの心地よい苦みが特徴。

 （ドイツ）　alc 4.8％　330ml

¥360

¥470

75332

ホフブロイ
オリジナル ラガー

繊細で上質なモルトと良質なホップを使
い、華やかな香りとひかえめな苦味のバ
ランスが良いラガー。

 （ドイツ）　alc 5.1％　330ml

¥590

75350

シュレンケルラ・
ラオホ・ヴァイツェン

燻製した大麦と燻製していない小麦を使用し、
ヴァイツェンの爽やかな発泡性と燻製の香りが
絶妙なバランスで味わえる逸品です。

 （ドイツ）　alc 5.2％　500ml

¥580

75348

シュレンケルラ・
ラオホ・メルツェン

ラオホビール＝３年間寝かせて乾かしたブナ
の木を燃料に使い、１日以上かけて大麦麦芽
を燻して醸造するビアスタイル。はっきりと感
じられるスモーク香はクセになりそうです。

 （ドイツ）　alc 5.1％　500ml

クロンバッハ ピルス

本国ドイツで大人気のクロンバッハピル
ス。繊細な苦味とフルフレーバーのアロ
マが特徴のプレミアム・ピルスナービー
ル。

 （ドイツ）　alc 5.0％　330ml

¥360クロンバッハ ダーク

程よい苦みと軽やかなホップ、豊かなモ
ルトが絶妙に調和したビール。ロースト
モルトの心地よいアロマの香るプレミア
ムダークビールは、ドイツ純粋令に則っ
て醸造されています。

 （ドイツ）　alc 4.5％　330ml

¥550

75349

Y0099
Y0106

Y0100

Y0102 Y0101

Y0103

Y0105 Y0104

ツム・ユーリゲ アルト

アルトビール＝オールドスタイル（ラガービ
ールでない時代）のビール。ユーリゲ醸造
所のアルトは綺麗な琥珀色、かすかなミン
トの香りが個性的でアルト特有の強い苦
味があります。

 （ドイツ）　alc 4.7％　330ml

¥540
75335

Y0097

エク28

芳醇な味わいを持つ、アルコール度数
11.0％のビール。モルトの甘く深いコクと
繊細なホップアロマが特徴。

 （ドイツ）　alc 11.0％　330ml

¥380

¥520

21ヶ国88人の審査員からなるヨーロピ
アンビアスターで高い評価を受けた、新
鮮なアロマホップを使用し、爽やかでスッ
キリとした苦みが特徴のピルスナー。

 （ドイツ）　alc 4.7％　330ml

¥470
75333

ホフブロイ ドゥンケル

ほのかなキャラメル香、まろやかな口当た
りで切れの良い、ダークレッドブラウンの
ドゥンケル。

 （ドイツ）　alc 5.5％　330ml

¥600
シュパーテン
オクトーバー・フェストビア

9月半ばから10月上旬まで、ミュンヘンで行われ
る世界最大のビール祭り『オクトーバーフェスト』
の為に醸造されるビール。長期低温熟成により生
み出される、豊かなホップの香りとフルーティな
麦芽の風味が魅力です。

 （ドイツ）　alc 5.9％　500ml

¥470
シュパーテン
オプティメーター

ボックビールを更に強くしたドッペルボックと呼
ばれるビール。蜂蜜やプルーン、レーズンの様な
風味、味わいを持った濃厚なビールです。

 （ドイツ）　alc 7.3％　355ml

1800年初頭、ヴァイスビールの父といわれるゲオルク・シュナイダーが国営醸造所から独立し、
自らの醸造所を立ち上げ、真にすぐれたヴァイスビール作りに専念し続ける醸造所です。

1386年に設立されたバイエルン州
アウグスブルク市内最古の醸造所。
伝統的なスタイルだけでなく他国と
コラボレーションするなど様々な
ビールの醸造に挑戦しています。
ドイツ国内はもちろん、海外でも

評価の高い醸造所です。

『バイエルン国王のためのビール』
として1589年に「ホフブロイハウス
（宮廷醸造所）」として創設。
『オクトーバーフェスト』
公式ブルワリーです。

クロンバッハ社は1807年より醸造を行う、
ドイツ大手のビール会社です。現在は多彩な

ラインアップを持つが、元々はピルスナー専門の醸造所。
ドイツで飲まれるピルスビールの10杯に1杯は

クロンバッハピルスが飲まれていると言われています。

まだ９月ですが一足先に かめやオクトーバーフェスト開催！

ドイツビール特集！！ドイツビール特集！！

9月中旬から10月上旬まで続く世界最大規模のビール祭り

「ミュンヘンオクトーバーフェスト」。

このお祭りの為に海外から訪れるビールファンも沢山います。

第一回目のオクトーバーフェストは1810年、

バイエルン王子ルードヴィヒ1世と王女テレーゼの

結婚のお祝いとして開催されたとも言われています。

９月中頃入荷

９月中頃入荷

＊完売の際はご容赦下さい＊


