
マルケス・デ・チベ ブリュット
750ml

C078

マルケス・デ・チベ ブリュット ロゼ
750ml

C0783

￥1,130

￥1,130
 

スプマンテ ロゼ（ピンク）
ゴールド750ml

シャンドン ロゼ
ノン・ヴィンテージ
750ml

C1074

シャンドン ブリュット 白
ノン・ヴィンテージ 
750ml

C107

￥2,480 ￥2,780

 シャルドネ ピノ・ノワール（白）750ｍｌ

各種￥1,280

C084

ブリュット（イエローラベル）
750ml ￥4,680

C126

ロゼ（ローズラベル）
750ml ￥5,680

C127

ブリュット（イエローラベル）
375ml  ￥3,180

C124

C0012 ドンペリニョン 白
750ml

￥13,800
C002 ドンペリニョン ロゼ

750ml

￥28,800

C8501

￥2,680
750ml

Champagne・Sparkling Wine  

ヴーヴ・グリコ

モエ・エ・シャンドン

ブリュット
750ml ￥3,980C00３

ブリュット・ハーフ
375ml ￥2,880C00４

ブリュット ロゼ
750ml ￥4,980C006

ネクター・アンペリアル ロゼ 
ドライ（光るボトル）
750ml

￥5,980C0089

ブリュット・ロゼ
375ml ￥3,280C007

￥9,800
ブリュット （マグナム）
1500ml

C023スプマンテ ゴールド
750ml

C850

￥2,580

スプマンテ ホワイト ゴールド
（プラチナ）

C8502

￥2,380

シャンドン

C0843 スパークリング・ロゼ 750ｍｌ
スパークリング・シラーズ（赤）750ｍｌC0846

ジェイコブス・クリーク

ブルーナン
ゴールドエディション
ゼクト
750ml

35202

￥1,480

750ml

C094

レオン・
ガロー
クレマン・
ド・ボルドー 
ブラン

￥1,980

ルイ
ロデレール
ブリュット・
プルミエ
750ml

￥5,980

C130

ポル・ロジェ 
ブリュット・レゼルブ
750ml ￥5,600

C034

ポル・ロジェ 
ブリュット・レゼルブ
375ｍl ￥3,300

C0341

￥398

白ぶどう100％ 
スパークリング ジュース
750ml 

￥398

赤ぶどう100％ 
スパークリング ジュース
750ml 

南仏ミュスカの
ブドウジュースを
ブレンドした度数 0.0％の
ノンアルコール・
スパークリング
ワインテイスト飲料。

ノンアルコール飲料
ZZ015-05

ZZ015-06

ZZ015-04

ピエール・ゼロブラン
ド・フラン
750ml 

フランボワーズC0556

グリーンアップルC0553

サクランボC060

西洋梨C055

グレープフルーツC059

ライチC058

ピーチC057

マスカットC0573

ザクロC0566

ストロベリーC0576

レモンC0586

italy
ドンペリニョン得

C052

ロンバール ブリュット レフェランス
750ml ￥3,600
C0521

ロンバール ブリュット ナチュール
ヴェルズネ　グラン・クリュ
750ml ￥8,000
C0522

ドンペリニョン 白
750ml
ロンバール ブリュット ナチュール
メニル・シュール・オジェ
グラン・クリュ
ブランド・ブラン
750ml

￥8,000

France
カフェ・ド・パリ・シリーズ
　　　　　　　　720ｍｌ

各種￥1,280

得

Germany

australia

金箔入り

France

フランス ベルギー

australia

France

シャンパ－ニュシャンパ－ニュ
シャンパ－ニュ

spain

シャンパ－ニュ

シャンパ－ニュ

シャンパ－ニュ

各種　56ｇ（ディップ38ｇ＋クラッカー18ｇ） 

￥370

12/1 ～ 12/30

・ ・ ・ 特別価格にて

セール期間

▶
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今月のワンコインWINE
B581 シンプリシティ

カベルネソーヴィニヨン（業務用）

完熟した果実のフルーティーさと程よい渋みが牛肉ステー
キ、豚肉を使用するしっかりした味の料理、ミートソース
などにおすすめです。
産地：チリ　ブドウ：カベルネ・ソーヴィニョン
タイプ： 赤 ・辛口・ミディアム   

750ml ￥680→￥500

B5811 シンプリシティ
 シャルドネ（業務用）

フルーティーなフレーバーと程よい酸味が
魚介類のお料理やクリームソースのパスタ
におすすめです。   

産地：チリ　ブドウ：シャルドネ
タイプ：白・辛口   

750ml ￥680→￥500

9 月掲載で大変ご好評を頂きまして誠にありがとうございます。
皆様のお声が多数になり特別入荷が間に合いました！！
12 月の繁盛期切らさずご用意させて頂きます。    
        

ZZ015-01 ZZ015-02 ZZ015-03

コントワール・デ・ザローム

マスターオブワインを目指す創設者が造る世界
が注目するワイナリー。名だたる評価本より信
頼を得ており機内でもサーヴされています。 
    

750ml ￥880→￥800

ZZ015-01

ZZ015-02

ZZ015-03

シャルドネ
カベルネ・ソーヴィニョン
シラー

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

Ｆ543 プレジール・エ・デクーヴェルト
シャルドネ

750ml 各種￥685

￥980

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 12 月号

北海道クリーム仕立て・ポルチーニ風味P717

P718

P719

オマール海老のビスク風

レバーペースト 黒トリュフ風味

ディップとクラッカーがセットになったビストロの味
～クレム・ド・コフレ～ ムーンチーズ　ゴーダ

ゴーダチーズ100％使用！マイルドでさっぱりとした味わい。

各種　57ｇ￥398～ムーンチーズ～

N371

ムーンチーズ　チェダー
チェダーチーズ100％使用！濃厚な香りが特徴的。

N3711

ムーンチーズ　ペッパージャック
アメリカでもっともポピュラーなトレージャックチーズをハラ
ペーニョペッパーで味付けした「ペッパージャックチーズ」
100％使用。ピリ辛でお酒のおつまみにぴったり。

N3712

かりっとした食感とチーズの濃厚な味わいがビールやワインなどのおつまみにぴったり。



75991

ドンペリニョン 白
750ml
グーデン・カロルス　クリスマス

濃厚な甘味と苦味、リッチでフルー
ティーな味わい。

ベルギー

10.5％ 330ml ￥550

6.5％ 355ml ￥440

75992

ドンペリニョン 白
750ml
アンカー　スペシャルエール

毎年人気のスペシャルエール。
毎年レシピは非公開ですが、
シナモンやナツメグなどで風
味付けしたエールビールです。

アメリカ
75993

ドンペリニョン 白
750ml
デリリウム　クリスマス

10.0％ 330ml ￥600
ピンクの象でおなじみのデリリ
ウムクリスマスビール。3種類
のダークモルトを使用した
Alc10%のダークエール。
    

ベルギー

焼酎造りの老舗京屋酒造から、本格芋焼酎を使
用した新感覚の“和製ジン”が登場。ベースと
なる芋焼酎は看板商品『甕雫』と『空と風と大
地と』を使用。 ボタニカルにはジュニパーベリー
の他、柚子、山椒、生姜、きゅうり、ヘベス、
日向夏など「和食」の世界で親しまれてきた素
材を使用。和と洋の新たなハーモニーを是非！

 京屋酒造 油津吟 YUZUGIN 700ml      
     

16467 

￥5,000 alc 47.0% 750ml

本格芋焼酎を使用した新感覚の“和製ジン”

ペドロヒメネス・シェリー樽、チャーをほどこした
新樽、ファーストフィルのバーボン樽の 3種類の樽
で熟成した原酒をヴァッティング。個々の樽の和を
上回るほどの複雑さと繊細な甘みとスモーキーさを
併せ持つ仕上り。『アン・オー』は、アイラ島のマル・
オブ・オー（オー岬）にちなんで命名。

アードベック　アン・オー           79611 

￥7,000 alc 46.6% 700ml

10 年ぶりの新定番！

日本酒 ～冬の限定生酒～ 限定品のためご注文はお早めに。

Y0128

ドンペリニョン 白
750ml
サンタ・ビー

冬ビール用のハーブ類を用い
た、ハチミツ入りビール。

8.5％ 330ml ￥630

ベルギー 7.2％ 330ml ￥480
ドンペリニョン 白
750ml
ホッピークリスマスIPA

毎年人気のクリスマス限定
IPA。

スコットランドY0132

濃厚なモルト感にベルジャン
イーストが効いたベルジャン
ストロングエール。

10.9％ 330ml ￥650

ドンペリニョン 白
750mlサンタズ リトルヘルパー

デンマークZZ015-08

8.0％ 330ml ￥620
レッド/ホワイト クリスマス

デンマークZZ015-07

US ホップをたっぷり使用し
たレッドエールとベルジャン
ホワイトのハイブリッドビー
ル。

ドンペリニョン 白
750ml

10.0％ 750ml ￥2200
ブファロ グランクリュ2016

フランスボルドーワインの樽
で１年間熟成したベルジャン
スタウト！

ベルギーZZ015-09

6.0％ 750ml ￥1,460
リーフマンス・グリュークリーク

グリューワインのように温めて
楽しむホットビール。45~60
度位に温めてお楽しみくださ
い。（ホットコーヒー程の温度）

ベルギーY0126

ドンペリニョン 白
750ml

4.5％ 330ml ￥360
ドンペリニョン 白
750ml
サンタポーズ スコッチエール

毎年恒例のスコッチエール。
寒い季節にピッタリな香ばし
く味わい深いビール。

スコットランドY0131

ブリュードッグ

ミッケラー

ドンペリニョン 白
750ml
ビッグ・シュフ マグナム　

ボトルデザインは毎年異なり、
コレクターボトルとしても人気
のスペシャルビール。

8.0％ 1500ml ￥3,600

ベルギーY0127

ドンペリニョン 白
750ml
デュベル　マグナム　

パーティーに最適な 1500ml ！
世界一魔性を秘めたといわれる
ベルギーのゴールデンエール。
パーティーにオススメ！！

8.5％ 1500ml ￥3,700

ベルギーY0125

パーティーにおすすめ！！マグナムボトル！！

ドンペリニョン 白
750ml
ケルストパーテル

甘みと酸味のバランスが良く、
とても濃厚で旨みたっぷりの
味わい。

9.0％ 330ml ￥630

ベルギーY0129

ドンペリニョン 白
750ml
ウィンテルコニンクスケ

ウィンテルコニンクスケ＝冬
の小さな王様。甘味と苦味の
バランスがよく、ボリューム
たっぷりの味わい。

8.3％ 330ml ￥630

ベルギーY0130

ZZ015-16

ZZ015-18山形県 720ml ￥1,500

霞城寿（かじょうことぶき）

純米吟醸出羽燦々 ひやおろし

ZZ015-17

山形県で開発された酒造好適米「出羽
燦 」々を使用。総じて柔らかく、フレッシュな
香りとまろやかな味わいの純米吟醸酒で
す。会席料理から、肉じゃがや煮込みなど
の家庭料理までよく合います。

　使用米：出羽燦々
　精米歩合：50％　　度数：15度

兵庫県 720ml ￥1,320

神鷹
「水もと仕込み」 純米無濾過生原酒

新潟県 720ml ￥1,143

菊水
純米吟醸ひやおろし

香味のバランスのとれた、秋晴れのように
澄みわたる旨味は、まさに旬の味わい。秋
刀魚の塩焼きや煎った銀杏など、秋の味
覚との相性も抜群です。冷酒からぬる燗ま
で深い味わいをお楽しみください。

　使用米：五百万石
　精米歩合：55％　　度数：15.3度

山形県 720ml ￥1,500

初孫
生もと 「光る星」 純米吟醸原酒

ZZ015-15

香りは非常にフルーティ。美山錦にしては
かなり香りが高い感じがします。飲み口はや
や軽めでスッキリした喉越し。冷たく冷やして
デザートワインのような感覚で、オシャレにお
楽しみいただきたいお酒です。

　使用米：美山錦
　精米歩合：55％　　度数：16度

「水もと仕込み」という、室町時代の造り方
で仕込んだ純米酒。リンゴのような香りが爽
やか、きれいな甘みと酸が健康的で心地
よく喉を通ります。特有の香りがありながらも
飲みやすい純米酒です。
 

　使用米：ハナエチゼン
　精米歩合：70％　　度数：18度

※画像はイメージ（1800ｍｌ)です

～Hard liquor ～

 一ノ蔵 「麹四段仕込」 特別純米酒

醪の仕上がりに合わせ「麹甘酒」を加える「四段
仕込」。三段仕込によって完成されたバランスを崩
さずに、米の透明でふくよかな旨味と麹（糀）の深
みを表現しました。麹由来の「円やかな味」と、一ノ
蔵の得意とする、「キレの良さ」は、これからの季節
にはピッタリのお酒です。一ノ蔵の”手造り”をお楽し
みください。

使用米：ササニシキ　精米歩合：55％　　度数：16度

ZZ015-10 宮城県 720ml ￥1,278

シルキースノータイム
百十郎　純米吟醸　雪化粧

五百万石を60％まで磨き岐阜G酵母で仕込み
極力空気に触れさせない様に直汲みした限定
酒を一夏越させて熟成させ、瓶火入れを施した
限定酒です。穏やかな甘味を伴なった洋梨の香
りとが心地よく、フレッシュで芳醇な旨みを感じます。
若干のガスが残る酒には勢いを感じ飲み応えが
あり、フィニッシュはキレる辛口酒に仕上がっておりま
す。

使用米：五百万石　精米歩合：60％　度数：15～16度

ZZ015-13 岐阜県 720ml ￥1,300

※画像はイメージ（1800ｍｌ)です

　浦霞　山田錦　純米大吟醸

酒造好適米「山田錦」を精米歩合45％まで磨き
あげ、自家酵母を用いてじっくりと醸し、低温で半年
ほど貯蔵し熟成させました。果実のような華やか
な吟醸香と米の旨みが調和した、バランスのとれ
た味わいに仕上がりました。

使用米：山田錦　精米歩合：45％　度数：16度

ZZ015-14 宮城県 720ml ￥3,000

シルキースノータイム
福光屋 花の雪 純米吟醸酒

霊峰白山より百年の時をかけて辿り着く清冽な仕
込み水と五百万石を使用し丹念に仕込んだ、冷
やしておいしい純米吟醸酒。なめらかな口当たりと、
軽快にふくらむ旨味は、様々な料理と絶妙な相性
を示します。鍋を囲んだり、ワイングラスを使用して和
食に限らない食中酒として最適です。

使用米：五百万石　精米歩合：55％　　度数：15度

ZZ015-11 石川県 720ml ￥1,310
1800ml ￥2,620ZZ015-12

CHRISTMAS＆
ｗINTER BEER 特集

数量限定入荷の為、完売

の際はご容赦下さい。

Y0133

ドンペリニョン 白
750ml
ブッシュ デ ノエル

アルコール度数 12.0 度のウイ
ンタービール。

12.0％ 330ml ￥560

ベルギー
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