
サンディエゴにあるエール・スミスの代表作『ロシア
ン・インペリアル・スタウト』。色は石炭のように真っ
黒で香ばしいアロマが特徴。風味の豊かさを深めるた
めに、サンディエゴのコーヒー業者『ライアン・ブラザ
ーズ』のコーヒーを投入し醸造。リッチで優雅な時間を
お楽しみください。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

エールスミス スピードウェイ
インペリアルスタウト・ウィズ・コーヒー      

Y0027 エールスミスを代表する作品

アメリカ alc 12.0% 473ml ￥1,560
限定入荷

毎年12月6日に醸造され、10か月かけて作られ
るサミクラウスを４種類 の樽で１ヶ月ずつ寝かせブ
レンドした特別なバレルエイジビール。それぞれの
個性が複雑に絡み合い、比類ない味わいを届けてく
れます。
※使用した樽①新しいフレンチオーク樽 ②シャル
ドネのワイン樽③南仏甘口・バニュルス樽④シン
グルモルト・グレンモーレンジ樽

サミクラウス  バリック      
Y0018 特別なサミクラウス！

オーストリア alc 14.0% 330ml ￥780
限定入荷

苦味の高いビールとして知られている IPA（インデ
ィアペールエール）に、さらにホップを加えて苦味を
際立たせたダブル IPA。豊潤で甘みの強いモルトの
風味にアルコールの刺激が重なり、際立ったホップ
のアロマの余韻が長く続く、飲み応えある味わい。

デイ・オブ・ザ・デッド ダブルIPA
75714 ダブルIPA登場！

￥340メキシコ alc 5.0% 330ml 

BEER                   

ヘット・アンケル特注のオーク樽を使用して熟成されたグーデン・カロルス・シングル・
モルト・ウィスキーをキュベ・ヴァン・ド・ケイゼル・ブルーにブレンド。味わいはユニーク
そのものでバニラやチョコレートのほのかな香りの中に、オークを感じさせるパワフル
な味わい。

      
      
      

ベルギー 11.7％ 750ml ￥2,570
グーデンカロルス　キュベ・ヴァン・ド・ケイゼル・ウィスキー・インフューズド
75887 ワールド・ビア・アワーズ優勝！

毎年、神聖ローマ皇帝カール5世の誕生日2月24日に限定醸造されるキュベ・ヴァン・ド・
ケイゼル・ブルー。洗練された味と複雑なアロマの融和が特徴的。ワインのように何年も
寝かせて飲むのにも最適なビール。

ベルギー 11.0％ 750ml ￥2,570
グーデン・カロルス キュベ・ヴァン・ド・ケイゼル・ブルー
75893

使用している
ウイスキーは
コチラ

Z4003

「和の馨るエール」、「和の食卓に映えるビール」がコ
ンセプトの～馨和 KAGUA～。高知県産の柚子と
和歌山県産のぶどう山椒を香り付けに使用したセ
ゾンスタイル。ゆずのフレッシュで鮮やかな香りと
セゾン酵母によるフルーティーなエステル香が調和
した味わい。

馨和　～KAGUA～　シトラス・セゾン
柚子と山椒のハーモニー！

￥595東京 alc 6.0% 330ml 

英国の老舗醸造所ロビンソンブルワリーの新アイ
テムは厳選された４種の麦芽と８種のホップで造
られたイングリッシュ IPA。味わいは、パイナップル
やシトラスの様な風味から、ドライな苦味へと展開
していき、複雑かつ力強い味わいを演出。インパク
トのあるラベルが印象的。

ロビンソン ビアードゥ IPA
Y0136 英国老舗醸造所の新商品！

￥500イギリス alc 6.0% 330ml 

限定入荷

3 種類のモルトとホップにはカスケード、モザイク、
ネルソンソーヴィン、シトラの香り豊かなホップを
使用したアメリカンペーエール。「香り」と「味わい」
のバランスが良く、ゆっくりと楽しんで頂きたい逸
品。寒い冬を忘れさせてくれるような心暖まるペー
ルエール。 

東京 5.5% 330ml￥490
冬のひだまりエール　      

Y0137 三鷹初のブルワリー Cool air one

アメリカンウイスキーバレルで 5年熟成し、カカオでフレイバー
を付けたチョコレートラム。ブルーノマーズはロックやジンジャー
割がオススメとのこと。
    
       
 

パナマ alc 40.0% 750ml ￥3,080
76695 

 

 

 

セルバレイ カカオラム     
   　　    
  

アメリカンオークカスクで熟成した 3年物と 5年物をブレンド。
モヒートやキューバリブレなどがオススメですが、ロックやスト
レートでも十分楽しめます。

    
       

セルバレイ ホワイトラム  　　    
  
    
   

 

 

 
76694 

 

 

 

パナマ alc 40.0% 750ml ￥2,880

世界的に活躍するグラミー賞アーティスト、ブルーノ・マーズ 自身が手掛けているパナマ産ラム「セルバレイ」

各種２月初旬入荷予定

￥12,800     
    

アラン エンジェルズ リザーヴ1997
70174 

 

 

 スコットランド alc 52.2% 700ml 
1997 年に蒸溜された希少なオロロソシェリーホグ
スヘッドの 20年熟成。天使たちがいつもよりもた
くさん飲んでしまった（＝エンジェルズシェアが多
い）樽だけを集め、カスクストレングスでボトリン
グ。アラン蒸溜所のエンジェルたちが愛飲した特別
な22周年記念ウイスキーは日本510本の限定入荷。

アジア限定、シェリーホグスヘッド 20 年  
    

￥14,800スコットランド alc 59.3% 700ml 

世界で最もヘビリーピーテッドな「オクトモア」に
新シリーズ登場。8年熟成・フェノール値 167ppm
の「8.1」は、洗練されて心地よく落ち着きのある
安定性を完成。シングルモルト・マスタークラスと
呼べるこの「8」シリーズが、フェノールの新たな
世界へと導いてくれます。

77983 

 

 

 

オクトモア 08.1 スコティッシュ・バーレイ

世界で最もヘビリーピーテッドな
シングルモルトウイスキー

￥4,480アメリカ alc 50.5% 750ml  
プライベート・ストックは 15年以上熟成させた原
酒をメインに使用し、度数 50.5% のボリュームのあ
る味わい。爽やかなリンゴ、バニラと樽香が混ざり ,
飲み口はバニラやスパイスがバランス良く広がり、
複雑味を感じます。  
      

ジョニードラム　プライベートストック
71131

 

 

 

     
    

￥6,580スコットランド alc46.0% 700ml 

創業年である 2004 年ヴィンテージのバーボン樽
70％とシェリー樽 30％を使用した 12年熟成。こ
れまで「Work in Progress（= 進行中、未完成品）」
という名で 2009 年から 2015 年まで、リリースさ
れる毎に進化を遂げてきたキルケランが、遂にひと
つの完成形となる 12年熟成として登場。

     
    

キルケラン 12 年
70189 

 

 

 

シングルモルト・キルケラン初の 12 年熟成！

1963 年当時のモルトマスターであるハミッシュ・
ロバートソンのレシピを、現 6代目モルトマスター
のブライアン・キンズマンが忠実に再現。ヨーロピ
アンオーク・シェリー樽原酒の香味を生かした、洋
梨のような香りと華やかで複雑な香りが楽しめる、
フルーティな味わいが特長。

￥11,300スコットランド alc 40.0% 700ml 
     
    

79627 

 

 

 

グレンフィディック オリジナル

世界進出を始めた 1963 年当時のレシピを再現！

79629

 

 

 ￥9,280スコットランド alc 43.0% 700ml 
スぺイサイドにある「スぺイサイドクラフトブリュ
ワリー」とのコラボレーションボトル。グレンフィ
ディックの熟成に使用したアメリカンホワイトオー
クのバレルで IPA（ビール）を 1ヶ月熟成。その樽
を返却してグレンフィディックをさらに 3ヶ月間後
熟。実験的で魅力的な他にはない 1本。

     
    

グレンフィディック  IPA エクスペリメント
IPA とシングルモルトのマリアージュ！

Hard Liquor

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。

２０１8年
2月号

立春の候、貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。



今月のWine Selection

　　　　　    

720ml  ￥1,200

    

     

      

      

      

     

￥867
1800ml  ￥1,881
720ml

白い色が印象的な五郎八ですが、口あたりや味わいもさらに特徴的。口にした瞬間、粒々感と、濃厚でコクのある味
わいが、お口いっぱいに広がります。旬の食材をふんだんに使った鍋料理はもちろん、濃いめの味付けの料理にも、
五郎八の旨さはピッタリ。食材そのものを生かした味付けでも、お互いの旨さを引き立て合うので、お箸も盃も進む
こと間違いありません。旬の料理には、やっぱり、旬のお酒。秋冬限定のにごり酒・五郎八で、この時季だけの愉しみ
を満喫してください。
    

フレッシュな、まだ活性中のガスがそのまま詰められたにごり酒の生原酒です。発酵中の活性清酒のため蓋にはガ
ス抜きの為の穴がついています。11月～2月までの期間限定蔵出しとなります。生酒ですので冷蔵保存にて、よく冷
やしてお召し上がりください。

    
        

冬のにごり酒＆数量限定清酒 特集 !!
菊水 にごり酒 五郎八 冬季限定

07087 

07086 

産地：新潟県
原料米：新潟県産米100％
度数：21度・味わい：コクのある甘口 

越乃景虎 本醸造にごり酒 冬季限定

産地：新潟県
原料米：五百万石・ゆきの精
度数：19-20度・味わい：活性生酒

淡く濁り、ほんのり甘めな味わいと、舌の上で感じる発
泡感をすっきり楽しめる味わいです。 よく冷やしてお楽
しみください。[ワイングラスでおいしい日本酒アワード
2017」スパークリング部門で金賞 受賞! 

産地：兵庫県
度数：11度
味わい：微発泡、やや甘口    

      
  
      
  
      

香住鶴 発泡にごり酒 金魚

写真の通りもろみが通常のにごり酒よりたくさん
入っていて、口に含めば米の旨みがとろりと広がる
「山廃 純米 にごり酒」です。 食前酒にどうぞ！ 

産地：兵庫県
精米歩合：掛米60％、米麹60％
度数：14度    
   
     
   

香住鶴 山廃純米にごり酒   

500ml  ￥1,257
1800ml  ￥2,600

ZZ015-07

ZZ015-08

ZZ015-09 250ml  ￥450

特別栽培・契約栽培の「フクノハナ」を100％使用した純米吟醸のにごり酒です。充分に熟成したもろみを目の粗
い布でこし、旨さをたっぷり残しました。火入れを一切せず、醗酵中の炭酸ガスをそのまま封じ込めた純米吟醸生
酒です。  

    
        

福正宗  純米吟醸にごり酒 しろき 冬季限定

産地：石川県
原料米：フクノハナ100％ （兵庫県豊岡市出石町産）
度数：21度・味わい：コクのある甘口 

720ml  ￥1,200

ZZ015-05

厳選された酒造好適米を磨き上げ低温長期発酵で醸し上げたお酒。 番外酒にふさわしく、「美山錦」の優れた部
分を最大限に表現したスペシャルの限定醸造です。谷川岳の定番品では原料米「五百万石」が主ですが、今回、「美
山錦」も使用した限定ならではの違いをお楽しみください。 

    
        

谷川岳　超限定 純米吟醸 冬季限定

産地：群馬県
原料米：五百万石・美山錦
度数：15度・味わい：コクのある甘口 

1800ml  ￥2,300

※入荷６本のみ！お早めに！

ZZ015-06

冬季限定 冬季限定

ZZ015-10

産地：チリ　

品種：カベルネ/メルロー

タイプ：赤・辛口・ミディアム

目を引く印象的なラベルに厳選されたカ
ベルネソーヴィニヨンとメルローがバラン
ス良く調和し、色鮮やかでリッチな味わい
が楽しめます。心地よい酸味が印象的なミ
ディアムボディ。

750ml ￥600→500
ビッグ・バン　カベルネ／メルロー　
B571 パスタ、肉料理、ピザなどに！

産地：チリ　

品種：シャルドネ/セミヨン

タイプ：白・辛口

B5711

目を引く印象的なラベルに厳選されたシャルドネと
セミヨンが協奏するエレガントで果実味あふれる味
わいが特徴。キレの良い酸味が心地よい辛口ワイン
です。ティナハス・デル・マウレ社は、ブドウ栽培か
らワイン醸造、出荷に至るまで一貫して自社で完結
させる、現代では希少な”偽りなき職人”ワイナ
リー。生産拠点のマウレ・バレーは、アンデス山脈
と太平洋に囲まれたチリ最大のワイン産地。  

お寿司やカルパッチョなどに！

ビッグ・バン　シャルドネ／セミヨン　

産地：チリ セントラルヴァレー

ブドウ：シャルドネ/ソーヴィニヨン

タイプ：白　辛口

B074
タクン セレクション カベルネ/メルロー

￥690750ml 750ml 

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/メルロー

タイプ：赤 辛口 ミディアム

カシスやスパイス風味としっかりとした渋味をメ
ルローの果実味がやわらげ、なめらかな飲み口と
ボディを実現しています。
  

￥690
タクン セレクション シャルドネ/ソーヴィニヨン

青りんごやライムを思わせるフレッシュな果実味と
キレの良い酸味をあわせ持ったピュアなテイストの
辛口ワインです。

B0742
 気軽に飲める高品質カジュアルワイン 

750ml ￥600→500

今月のワンコインWINE

ZZ015-01
セピア・レゼルバ マルベック 業務用

￥850750ml 

産地：チリ マイポヴァレー

ブドウ：マルベック 90%/カベルネ・ソーヴィニヨン10%

タイプ：赤 辛口 ミディアムフル

ブルーベリー、ブラックベリー、フレッシュなチェ
リーのアロマに、ほのかなバニラが香ります。完
熟した果実にタフィーとバニラのフレーバーがあ
り、後には上品で複雑な余韻が口に残ります。ス
ペアリブのグリル、熟成チーズ、トマトベースのパ
スタなどと相性抜群です。

国際ワインコンテスト 2014( 英国 )銀賞、他多数 

セピア・レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 業務用
￥850750ml 

産地：チリ カチャポア

ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン 
タイプ：赤 辛口 ミディアム

完熟した赤と黒の果実に、バニラ、黒コショウの
アロマに、ハーブのノートが香ります。フルー
ティーなフレーバーにタフィーとバニラのノート
が感じられ、まろやかで上品なタンニンが後を引
きます。肉料理全般、馬刺し、酢豚 などとよく合
います。

コンクール・モンデル・ブリュッセル 2012 金賞他多数 

   ZZ015-02

ZZ015-03
ミレジム・ピノ・ノワール ＩＧＰ 2016     

￥925750ml 

産地：南フランス

ブドウ：ピノ・ノワール100％

タイプ：フルーティな辛口 赤

砂利と小石を多く含む粘土・石灰質の土壌を持つ
サン・ジョルジュ・ドルクの丘の斜面に育ち円や
かでフレッシュな味わい。赤い果実を思わせる香
りがします。
  

ハートのラベルが可愛い！  

  

産地：南フランス

ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン100％

タイプ：白　辛口

750ml ￥925
ミレジム・ソーヴィニョン・ブラン   IGP 2016

凝縮感のある味わいに美しい酸を湛え、品種の典
型とも言える白桃、ライチ、バーベナの花のアロマ
が豊かに香ります。オイルをたっぷり使った魚料理
や、ホワイトソースのパスタ、トリュフ、チーズと抜群
の相性です。

ZZ015-04
ラベル作品原画名：「輝く薔薇」　作家：蜷川有紀
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