㈱亀屋矢崎商店 本店：0422-54-3931

相模原店：042-740-5543

２０１8 年 飲食店の皆様、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
歓送迎会など宴会が多い季節にになってまいりました。春めくシーズンにぴったりな商品を
4 月号
ご紹介しております。ぜひこの季節のドリンクメニューに加えて頂けたら幸いです。

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。

HARD LIQUOR

驚愕のフェノール値「309.1PPM」

数量限定入荷

1 本あたり通
常価格
400 円がなん
と 300 円
（1 ケースで
3600 円）
Y0139 ブリュードッグ パンク IPA×12 本
（１ケース）
￥3,600

スコットランド alc 5.6% 330ml

ブリュードッグが世界一の IPA を目指し、採算を度外視してつくり出した至高
の IPA です。スタンダードアイテムながら、大量のホップを贅沢に使い、手間
を惜しまずホップのアロマを最大限に引き出しています。

77982

オクトモア 08.3 マスタークラス アイラ・バーレイ
スコットランド alc 61.2% 700ml

2010 年の秋、アイラ島は天候に恵まれずオクトモアの農場の大
麦収穫量はごくわずかでした。しかし、その希少な大麦をモル
ティングした結果、309.1PPM という驚くべきフェノール値を
叩き出しました。フェノールの新たな世界へと導いてくれる特
別な 1 本となるでしょう。

・2010 年収穫、2011 年蒸留
・フェノール値 309.1 ppm
・アルコール度数 61.2%
・ノン･チルフィルター、着色料無添加
・熟成期間 5 年
・全期間アメリカンオークのバーボン樽で熟成した原酒 56％ /
全期間ヨーロピアンオークのワイン樽で熟成した原酒 44%
（ポイヤック、ヴァントゥー、ローヌ、ブルゴーニュワイン）

【対象期間】2018 年 4 月 2 日〜 4 月 30 日

※1 ケース（12 本）毎のご注文に限り特別価格にてお届けいたします。
※予定数量になり次第終了とさせていただきます。

〜デ・モーレン〜

デ・モーレンとは英語で「ミル」を意味し、
1697 年に建てられた風車を動力としたミルを持つ、
オランダ No.1 のカリスマ的ブルワリーです。
IPA からスタウトまで圧倒的なクオリティを誇る実力派です。

ZZ015-411 ハグス＆キッシーズ
セッション IPA

オランダ alc 3.5% 330ml

75415 ブアー＆ブラム ＩＰＡ

￥480

オランダ alc 6.2% 330ml

芳醇でモルティー、南国フルーツフレーバーが、シトラスビ
ターホップと共にアロマを弾けさせます。しっかりとしたモ
ルトの旨味に、ホップ由来の苦味が良く混ざり合う、苦味、
甘み、旨味の三位一体となった完成度の高いＩＰＡです。
ZZ015-412 ヘーメル＆アールデ ボウモア樽熟成 限定品
〜スモークド インペリアルスタウト〜

限定品

￥460

2 種類のモルト「ピルスナーモルト」「カラメ
ルモルト」と、ビタリングホップに「サーズ」、
ドライホップに「モザイク」を使用したセッ
ション IPA。旨味もしっかりと楽しめるドリ
ンカブルなセッション IPA。

オランダ alc 11.0% 330ml

￥980

世界一スモーキなシングルモルト“オクトモア”の麦芽を使用し、
ボウモア蒸溜所のウイスキー樽で 10 ヶ月熟成したインペリア
ルスタウト。しっかりとしたピート香がありながらも、樽熟成
によるマイルドな味わい。燻製香や焚き火の煙が目の前を覆っ
たかと思うと、コーヒーの香ばしさやチョコレートの甘さに優
しく包まれます。

限定品

Y0029 「ショナゴ」の愛称で人気！

サンクトガーレン 湘南ゴールド

アンカー ブリュワーズ ペールエール
アメリカ alc 5.5% 355ml

￥390

アンカーブリューイングの醸造家達が今最も飲み
たいビールを実現。ニュージーランド産ネルソン
ソーヴィンホップをメインに、厳選した数種のア
ロマホップを使用。グレープフルーツやパッショ
ンフルーツのような柑橘系のアロマが香る、アメ
リカンペールエール。
Z3863

雷電

神奈川 alc 5.0% 330ml

￥340

長野 alc 5.0% 350ml

￥440

「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。
59771 シュピゲラウ社 クラフトビール IPA グラス
ドイツ

春仕込・ホワイトエール

79829

プライベートエディションシリーズ第９弾

グレンモーレンジ スピオス
スコットランド 46.0% 700ml

￥11,000

2010 年からシリーズ化しているプライベ
ートエディションシリーズの第９弾。ライ麦
ウイスキーの熟成に使用した樽でニューポ
ットから熟成。フレッシュなハーブの香り。
ライ・ウイスキー樽由来のスパイスの風味
が広がり、リッチで甘いトフィーや柑橘のニ
ュアンスが感じられる余韻。

￥1,320

シュピゲラウ社とクラフトビール界を代表する 2 つのブ
ルワリーが IPA を最大限に愉しむために開発した IPA 専
用グラス。IPA の特徴である華やかなホップの香りと苦
みを見事に調和させ、IPA の持つポテンシャルを最大限
に引き出します。

オラホビールの四季限定醸造「ビエール・ド・雷
電」シリーズ。春仕込は｢ホワイトエール」です。 素材：クリスタル
爽やかな春のようにシトラスのフレーバーが心地 容量：540ml
よい、アメリカンスタイルのホワイトエールです。 高さ：186mm
※専用の個別カートンやチューブがありません。

納品の際はウイスキー等のチューブ、カートンを再利用して
お届け致します。

71000

世界で最も酒が似合うバンド？

ザ・ポーグス アイリッシュウイスキー
アイルランド 40.0% 700ml

￥3,480

酔いどれ詩人シェイン・マガウアン率いるアイリッ
シュ・パンクバンド「ザ・ポーグス（The Pogues）」
と、ウエスト・コーク蒸留所のコラボにより生まれた
アイリッシュウイスキー。世界中で愛されるアイリッ
シュ・ウイスキーを目指した最強のコラボレーショ
ン。
「Dirty Old Town」でも聞きながら是非！

16154
マルス シングルモルト駒ヶ岳
ダブルセラーズ Bottled in 2018
鹿児島 46.0% 700ml

４月中旬入荷
Y0141 ４月中旬入荷

￥20,800

16505

￥7,500

マルス信州蒸溜所で蒸留し「マルス信州蒸溜所」
「マルス津貫蒸溜所」2 つの地で熟成した原酒
をヴァッティング。バーボンバレル、アメリカンホ
ワイトオーク新樽で熟成した原酒を使用し、ア
プリコットやプラムといったフルーティーな香り
が印象的で、バニラや蜂蜜のようにやわらかく
甘美な風味が調和した仕上がり。

76392

季の美 ネイビーストレングス限定発売！

季の美「勢」 京都ドライジン

ポルフィディオ初の試み「船上熟成」

￥6,000

76702

ロンドン最古のワイン商BB&R社と
モーリシャス最古のラム蒸留所
メディン社がコラボレート。

ペニーブルー VSOP モーリシャス ラム

ポルフィディオ クエルカス
メキシコ 38.0% 700ml

京都 54.0% 700ml

定番製品「季の美」と同じ 11 種のボタニカルを
使用し、アルコール度数 54 度でボトリングし
た限定品です。ボタニカルそれぞれの個性をよ
り強調し、力強い香り・味わいを実現したフル
ボディのこのジンは、ジントニックなど幅広いカ
クテルでお楽しみいただけます。

￥8,280

ポルフィディオ・クエルカスは陸地でなく、海上
で熟成の時を過ごしました。船に積まれた樽は
三種の気候ゾーンをまたぎながらゆっくりと４
ヶ月間世界を航海しました。フレッシュ感と繊
細な味わいを表現しています。

モーリシャス 40.0% 700ml

￥3,080

4 年以上熟成されたシングルエステートラムの
原酒から 3 種の樽でピークを迎えた原酒を選
んでブレンド。コニャック樽（75％）、バーボン樽
（15％）、スコッチ・ホグスヘッド樽（10％）が選
ばれ、チルフィルター（低温ろ過）をかけずにボト
リング。

今月の Wine Selection

日本酒

今月のワンコイン WINE
ZZ015-431 ベリーの果実味豊か！

ZZ015-432

ブリーサ カベルネ・ソーヴィニヨン
750ml

肉料理にぴったり！

￥500

口に含むと、滑らかでバランスの良いタンニ ン。
相性の良い料理は、赤みの肉、豚ヒレ肉、ビーフパイ
などです。
産地：チリ セントラルヴァレー
ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン主体
タイプ：赤・辛口・ミディアム

アルスピーデ ラ・サングリア 赤
750ml
前菜とのマリアージュを楽しんで！

￥768

前菜全般とよく合います。
また、キウイやバナナなど
お好みのフルーツや、ハチミツを加え、
自分だけのサ
ングリアを造るのも楽しみ方のひとつ。
よく冷やされ
たこのすっきりとした飲み物は欠かせません。
まさし
くスペインの家庭の味。
産地：スペイン ラ・マンチャ
ブドウ：テンプラニーリョ （SHC認定有機栽培ぶどう使用）
タイプ 赤・かすかな甘み

ZZ015-434 カジュアルで親しみやすい

こってりした肉料理と一緒に！

750ml

ビールの様にしっかり冷やすと
美味しい！

ブリーサ モスカート(マスカット）
レモンを搾る魚料理に！

完熟カシスなどのダークベリーのアロマと、
ソフトで
きめ細かいタンニン。
ワイン単体で楽しむもよし、
グ
リルステーキやラザニア、ひき肉のカレー。
アジア料
理と一緒に召し上がるのもおすすめです。

フレッシュな酸味の中に、ほのかな白桃やハチミツの甘
みが加わっ たバランスの良さと濃厚な味わい。氷で割っ
てもおいしく頂けるワインで す。魚介類、セヴィチェ
（魚
介のマリネ）や和食全般 と相性抜群です。

ミッシェル・トリノ トラディショナル
トロンテス
750ml ￥500
前菜とのマリアージュを楽しんで！

ライチやレモンの果実香とフレッシュな味わいが特
長の白ワインです。
産地：アルゼンチン メンドーサ
ブドウ：トロンテス 100％
タイプ 白・辛口

サラダ、シーフード料理と相性バツグン！
ミネラル豊かで飾り気のないキャラクター。
トロピカ
ルフルーツなどの風味豊かでひときわ優れたワイン
となりました。流行サラダや寿司、白身魚料理のソテ
ー、
フライやムール貝やエビのバターソースに。

750ml

￥890

梨やりんごのようなフルーティーな芳香が特徴です。
シーフードと一緒に、
よく冷やしてお飲みください。
産地：スペイン ラ・マンチャ
ブドウ：アイレン 100％
タイプ：白・すっきり辛口

720ml ￥1,300→1,200

新酒らしいフレッシュで華やかな香りとすっきりした口当た
り、洗練された味わいの純米生原酒です。割水や加
熱処理をせずに瓶詰めした、生まれたての新酒の醍
醐味をどうぞ。
使用米：美山錦、ひとごこち
精米歩合：60% 度数：17 度

神鷹
「水もと仕込み」純米無濾過生原酒

720ml

￥1,190→1,050

しぼりたての純米酒を無濾過・無加水で瓶詰めした
生原酒。上品でフルーティな吟醸香、膨らみのある
米の旨みと穏やかな甘味、酸味が絶妙に調和した味
わいをお楽しみいただけます。

兵庫

720ml

￥1,320→1,200

「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

使用米：あさひの夢・五百万石
精米歩合：65% 度数：17 度

ZZ015-446

ZZ015-445

三百年の掟やぶり 本醸造 生酒
720ml

￥1,100→1,000

山形県内でも有数の老舗蔵元の寿虎屋酒造の人気銘
柄。通常の日本酒の工程をほとんどせず、モロミを搾っ
て、瓶詰め。日本酒のありのままの姿が味わえます。
「辛口」に分類されますが、最初の飲み口の印象は、
大量に含まれている旨味成分の影響で「優しい甘口」
の清酒です。クリアで洗練された味わいに驚きます。
使用米：非公開 精米歩合：65%

春鹿

純米吟醸 ひやおろし
奈良

720ml

￥1,350→1,200

毎秋人気の奈良の純米吟醸ひやおろしがラベル
をリニューアル。口に含むとやわらかな吟醸香と、
ほどよく熟成された上品な旨味やお米の優しい甘
味が染み渡ります。
使用米：五百万石

精米歩合：60%

度数：16 度

度数：19 ～ 20 度
ZZ015-448

ZZ015-447

越乃景虎 本醸造にごり酒

澤乃井 本醸造 しぼりたて
千葉

720ml

￥1,020→￥900

使用米：ふさおとめ
精米歩合：65% 度数：17 ～ 18 度

デイリーワイン

長野

ZZ015-444

新酒ならではのフレッシュな香り、スッキリとしたのどごし。み
ずみずしい味わいが口中に広がる爽快な味わいを楽しめ
る、東京奥多摩の冬の味をいかがですか？

ユゴ 赤 ボデガス・クリスベ

産地：スペイン ラ・マンチャ
ブドウ：テンプラニーリョ、シラー、メルロー
タイプ：辛口・赤・ミディアム

￥780

750ml

ユゴ 白 ボデガス・クリスベ

バニラ、
ブラックベリー、
カシスのようなアロマが特
徴で、肉料理や煮込み料理との相性抜群です。

使用米：美山錦、ひとごこち
精米歩合：55% 度数：17 度

山形

B0071

前菜とのマリアージュを楽しんで！

￥1,600→1,500

2017 年よりラベル・壜色を一新。酒蔵の槽口（ふ
なくち）でしか飲めなかった酒です。早春の淡雪を
想わせる純米吟醸の生原酒をうすにごりで瓶詰め
しました。春の訪れを寿ぐしぼりたての味を真澄か
らお届けします。

栃木

ZZ015-433 今の気候におすすめ

シーフード料理と相性抜群！

720ml

開華 純米あらばしり

B007 手軽なグラスワインとして人気

￥890

長野

真澄 純米 あらばしり

ZZ015-443

産地：南アフリカ ステレンボッシュ
ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン
タイプ：白・辛口

産地：南アフリカ西海岸 ウエスタンケープ
ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン
（SHC認定有機栽培ぶどう使用）
タイプ：赤・辛口・ミディアム

750ml

￥500

750ml

ピクルド・フィッシュ
ソーヴィニヨン・ブラン

￥780

ZZ015-442

真澄 純米吟醸 うすにごり

ZZ015-435 南アフリカで成功している品種

ピクルド・フィッシュ
カベルネ・ソーヴィニョン

完売の際はご容赦下さい。

ZZ015-441

産地：チリ リマリ・ヴァレー
ブドウ：モスカート 100％
タイプ：白・やや甘口

B466 そのままでOK! 必ず冷やして

～今月はSALE商品を多数掲載！！～

新潟

720ml

￥1,200→￥1,100

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。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。
使用米：五百万石・ゆきの精
精米歩合：65% 度数：19 ～ 20 度

ZZ015-449

谷川岳 純米大吟醸 一意専心

数量限定

群馬

1800ml

￥2,700

現杜氏 後藤賢司の元、杜氏見習いとして修行中の角田貴之が仕込みの全てを任され作り上げた純米シリーズです。一意専心と言
う文字に思いを込めたように、他に心を動かされず、ひたすら一つのことに集中し醸し上げ、フルーティーな香りのある綺麗なお酒に仕上
がりました。是非若い方たちにも飲んで頂きたい一品です。
使用米：美山錦 精米歩合：50%

度数：15 度

