
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。

本店：0422-54-3931　相模原店：042-740-5543㈱亀屋矢崎商店
２０１８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！

９月になってもまだしばらくは暑い日が続きそうですが、澄んだ青空が心地よい季節を迎えました。
今月掲載の商品にも、様々な秋が感じられるキーワードが満載です。
秋の夜長を愉しむ為のお気に入りを、ぜひ見つけて下さい。

￥7,980

￥2,000

（スコットランド）　alc 43.0％　700ml

alc 46.0％　700ml

グレンフィディック ＩＰＡ
エクスペリメント

スペイサイドにある「スペイサイドクラフト
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。

ブラックニッカ ディープブレンドの特徴である、甘く香ばしい香り
と、まろやかで豊かなコクを際立たせたウイスキー。ビターチョコ
を思わせる甘く香ばしい香りに、濃厚でなめらかな甘さとほろ苦
さが調和した、深くコクのある味わい。やわらかでビターな樽の余
韻が心地よく続く。

79629

77976

77977

14060

￥7,480
（スコットランド）　alc 47.0％　700ml

グレンフィディック
プロジェクトXX

グレンフィディック蒸留所に招かれた20人
のモルトマスターによって選ばれた20の原
酒をモルトマスターのブライアン・キンス
マンがマリッジさせボトリング。バーボン
樽、ポートワイン樽やシェリー樽などの原
酒を使用。これまでにない味わいを期待さ
せる興味深い１本。

79628IPA とシングルモルトのマリアージュ！

￥4,780

￥8,180

￥6,780

￥8,080
ボウモア
シェリーカスク 9年

79445
79381

9 年熟成のリミテッドリリース

エクスペリメンタル・シリーズ第二弾

ブラックニッカ
ディープブレンド エクストラスイート

圧倒されるほどに、甘やかに香りたつ、限定ブレンデット

スコティッシュ・バーレイの後継者

（スコットランド） alc 50.0％　700mlポートシャーロット 10年
スコットランド産の大麦を100％使用し、モルティさ
とヘビー・ピートの力強さを持ちながら、さらに10年
熟成の深みが感じられる仕上がり。

アイラ島にある3軒の農家の大麦を使用し2011に蒸
留。潮風の吹き込む湾岸の貯蔵庫で歳月を過ごした
逸品。

■フェノール値：40PPM
■熟成樽：ファーストフィル・アメリカンウイスキー樽65％

セカンドフィル・アメリカンウイスキー樽10％
セカンドフィル・フレンチワイン樽25％

■ボトリング：ノン・チルフィルター、着色料無添加
■味わい：バーベキューの煙、リッチでスパイシー、

同時に甘い麦の香り

■フェノール値：40PPM
■熟成樽：ファーストフィル・アメリカンウイスキー樽75％
セカンドフィル・ワイン樽（シラー、メルロー）25％
■ボトリング：ノン・チルフィルター、着色料無添加
■味わい：ドライなスモーク、塩キャラメル、

アップルソース

ポートシャーロット
アイラ・バーレイ2011 （スコットランド） alc 50.0％　700ml

（スコットランド） alc 40.0％　700ml

アイラ島を代表するシングルモルト「ボウモ
ア」。ボウモア蒸留所が所有する貯蔵庫の中
でも最も古く、海に近い海抜0メートルに位置
する「No.1 Vaults（第一貯蔵庫）」などで熟
成させた、オロロソシェリーカスクとバーボン
カスクの原酒を使用した限定品。

スキャパ グランサ

9/5 入荷予定

9/6 入荷予定

（スコットランド） alc 40.0％　700ml

2015年にスキャパ16年が終売となり“スキレ
ン”がリリースされたと同時期に、イギリス向
けにリリースされた商品。ファースト・フィル
のバーボン樽で熟成後、ピーティーでスモー
キーなウイスキーを熟成させていた樽で後
熟成した逸品。

HARDLIQUORHARDLIQUOR

 （スコットランド）　alc 5.6％　330ml

ブリュードッグ
パンクＩＰＡ 12本（ケース特売）

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。

￥3600
Y0139

￥380 （長野）　alc 4.5％　350ml

オラホビール
ツートーン セッションＩＰＡ

OH!LA!HO BEER（オラホビール）の限定醸造
セッションIPA。副原料にグレープフルーツの
ピール（果皮）と実（果実）、さらにミントを加え
て醸造。グレープフルーツのアロマとミントの爽
やかさが、ホップ由来のフレイバーに心地よく広
がる。キレの良いドリンカブルな仕上り。

75654

￥600

Y0106

 （ドイツ）　alc 6.2％　500ml

シュナイダーヴァイセ
ＴＡＰ４ フェストヴァイセ

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。オクトーバーフェストビー
ルのレシピを受け継いだ、時代を問わず愛される
秋限定の味わい。

￥410 （アメリカ）　alc 6.0％　355ml

10種類のモルトにヘーゼルナッツのエキスを使用
したブラウンエール。ローグ社のパックマンイース
トを使用することにより、ヘーゼルナッツの豊か
でリッチな風味と味わい、上質なモルトの旨みが
楽しめるビール。

ローグ
ヘーゼルナッツ・ブラウンネクター

75353

03860

￥380 （ドイツ）　alc 4.8％　330ml

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
フルーティーな香りとホップの心地よい苦みが舌
に残り余韻まで楽しめるビール。

フリュー・ケルシュ

￥5,980

ZZ015-911

 （ベルギー）　各種375ml

ブーン・ディスカバリーセット 熟成樽別飲み比べ４本セット

通常、グースは複数の樽のランビックをブレンドするが、「フーデル（＝オーク樽）」ごと
の違いを味わうため、それぞれ異なる単一のフーデルのランビックを使用（厳密には、
グースにするため10％だけ若いランビックをブレンド）。フーデルの年齢・木の使われ
方や野生酵母の異なる130樽以上の中から厳選したセットです。
ボトルごとの詳細が書かれた試飲マニュアル（日本語版）入り。また、ブーン醸造所か
らのお勧めとして、4種類の異なるビールを自由にブレンドして、世界にひとつだけのオ
リジナルのブーン・グース作りに挑戦してみてはいかがでしょうか︖

9/11発売

１本あたり

通常価格400円が

なんと300円！
（１ケースで3600円）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

対象期間：2018年9月29日まで
＊１ケース（12本）毎の注文に限り特別価格にてお届け＊

＊予定数量になり次第、終了とさせて頂きます＊
＊賞味期限が2018年11月29日の商品となります＊

少量入荷の為、完売の際はご容赦下さい

限定品

限定品

限定品



各種　750ml

￥568 → ￥500

38924 38923
ボデガ・シエン・イ・セロ カベルネ
熟したカシスやベリーチョコレート、ミントの香
りを包み込んだ滑らかな口当たり。渋みが
控えめで夏にも向きます。

　産地：チリ
　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

ボデガ・シエン・イ・セロ シャルドネ
爽やかな果実味が豊か。シトラス、ピーチ、ア
プリコットのフルーツ香が広がります。

　産地：チリ
　ブドウ：シャルドネ
　タイプ：白・辛口・ライト 山口県 720ml ￥1,300

富士山の湧水を仕込み水に使った寒仕込
み新酒を蔵の中で静かに、春・夏を越してグッ
と旨味を持った、まろやかな季節限定の純米
原酒ひやおろしです。静岡らしい柔らかな香り
とふくらみのある味わいが楽しめます。

　使用米：あいちのかおり
　精米歩合：65％

地元山口県産の《日本晴》をメインに使用し、
軟水仕込みで丁寧に醸しました。上品な吟
醸香がほのかに香り、口当たり優しく軽快、
たっぷりの米の旨みをきれいな酸が引き締め
る、なめらかな味わいが魅力。秋の味覚と合
わせてお互いを引き立て合います。

　使用米：日本晴れ
　精米歩合：60％    度数：15度

2018年は上品な甘さとキレの良い酸味がま
ろやかに熟成し、吟醸香と山廃の香りもバラ
ンスが良く、輪郭のはっきりした冷やおろしに
仕上がりました。刺身、天ぷら、豚カツ、アジ
南蛮漬けなど幅広い料理と好相性です。

　使用米：山田錦
　精米歩合：59％    度数：18度

穏やかながらもメロンやりんごなどの果実香が感じられ、まろやかで調熟感
のあるふくらみが魅力的な味わい。品格のある透明感と、バランスの良さは
抜群です。秋の味覚と合わせてお楽しみください。

　使用米：宮城県産ささにしき
　精米歩合：60％    度数：16～16.9度

口の中で広がるほのかな吟醸香が上品さを
演出しています。喉ごしはスッと消えていく味わ
いが後を引かず、飲み飽きのこない味わいと
なっています。

　使用米：五百万石
　精米歩合：65％　度数：15度

ZZ015-941

ZZ015-945

ZZ015-943

ZZ015-944

ZZ015-946

ZZ015-942

五橋 純米ひやおろし

静岡県 720ml ￥1,400

富士錦
湧水仕込 純米原酒 ひやおろし

石川県 720ml ￥1,760

宮城県 720ml ￥1,400
1800ml ￥2,820

群馬県 720ml ￥950

谷川岳 純米ひやおろし

750ml ￥760

750ml ￥900 →￥680

750ml ￥840

750ml ￥760

750ml ￥840

ZZ015-931

プラート ネロ・ダヴォラ オーガニック ヴェント ビアンコ

果実のボリューム感とまろやかなタンニン、適度な酸味
とのバランスがきれいに取れている。バーベキュー、仔羊
のロースト、サラミなどにおすすめです。
　　産地：イタリア／シチリア
　　ブドウ：ネロ・ダヴォラ100％
　　タイプ：赤・辛口・ミディアムボディ

ファレスコ ウンブリア・ロッソ

丸みのあるタンニンと心地よい酸のバランスが良く、ス
パイス、バニラの風味のあるエレガントなワインです。赤
身の肉料理、白カビ系チーズと共に。
　　産地：イタリア／IGP ウンブリア
　　ブドウ：メルロー100％
　　タイプ：赤・辛口・ミディアム

ファレスコ ラツィオ ビアンコ

ライム、レモンを思わせる爽やかな香りに、ほんのりペパー
ミントのアクセント。フレッシュな果実味に心地よい酸
味と程よい苦みがあります。
　　産地：イタリア／ラツィオ
　　ブドウ：トレッビアーノ85％／ロシェット15％
　　タイプ：白・辛口・ミディアム

アフリカン・ウィスパー
ソーヴィニヨン・ブラン

青りんごや白桃のフルーティな香りと、かすかにハーブも感
じられます。爽やかな酸と、まろやかな口当たりでありなが
ら、ほのかに甘味を感じ厚みのある味わいのワインです。
　　産地：南アフリカ／ブレードクルーフ
　　ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン100％
　　タイプ：白・やや辛口・ミディアム

アフリカン・ウィスパー ピノタージュ

ブラックベリーやイチジクのアロマと、程よいタンニンが調和
しています。爽やかな酸を持つフルーティで上品なワインで
す。
　　産地：南アフリカ／ブレードクルーフ
　　ブドウ：ピノタージュ100％
　　タイプ：赤・辛口・ミディアム

南イタリアの完熟ブドウから造られた、フルーティでスッ
キリとした後味の白ワインです。
　　産地：イタリア／プーリア
　　ブドウ：ソーヴィニヨン・ブラン65％／
                トレッビアーノ20％／
                ボンビーノ・ビアンコ15％
　　タイプ：白・辛口・ライト

ZZ015-932

ZZ015-934ZZ015-933

ZZ015-935 ZZ015-936

750ml ￥900 →￥680

和
酒

完売の際はご容赦ください

加賀鳶
山廃純米吟醸 ひやおろし

浦霞 特別純米 ひやおろし
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ビオアグリサート認定の
有機栽培ブドウを100％使用

イタリア醸造界をけん引する
コタレッラ兄弟による
プライベートワイナリー

サクラ・アワード2016
金賞受賞

バランスの取れた
若々しい白ワイン

冷しても大丈夫！ しっかり冷やしてください

今話題のエリア 南アフリカ！

9月中旬入荷予定

9月中旬入荷予定

9月上旬入荷予定

9月上旬入荷予定 9月上旬入荷予定

ワンコイン      ワイン


