
￥570青森 alc 5.0% 330ml

33535

 

美味しいりんごを育てるために、余分なりんごを剪定する “摘
果（てきか）”。通常は廃棄されるこの未成熟なリンゴを使用
したシードル。ピンポン玉程の未成熟の果実の為、糖度も当
然低くシードルにしても甘くないドライな味わい。豊かな泡
立ちとりんごの香り、シャープな渋味と酸味で、飲み心地は
ガツンと爽快！食中酒に最適！ 
       

もりやま園 テキカカ・シードル

75327

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。
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10 月中旬入荷予定 

￥360ドイツ alc 5.3% 330ml

75328 

75328 

￥340長野 alc 5.0% 350ml

 

Y0106

 

 

Z3865 
 

ドイツ alc 6.2% 500ml ￥600

季節によってビアスタイルを変える「季
節仕込　雷電」。秋は大人気の IPA（イン
ディア　ペールエール )。フルーティー
な香りとしっかりとした苦味、モルト由
来の旨みのバランス良い IPA 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。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。  
   

75326

エルディンガーの看板商品で、少し濁りのある金色と、きめが細かくクリーミーな
泡が特徴的で、苦みが少なく爽やかな味わい。肉・魚はもちろんデザートやフルー
ツとの相性も抜群。    
        
        

オラホビール
 ビエール ド 雷電 秋仕込～ IPA～

雷電 秋仕込は IPA!  
 

限定品

 

￥370ドイツ alc 5.0% 330ml

Y0102 
 

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。 

クロンバッハ ピルス

ドイツ・バイエルン地方で1886年に創業した世界
トップクラスの規模を誇る小麦ビールのブルワリーで
す。ドイツの伝統を守り、良質の酵母を使うことで、
クリーミーな泡とフルーティーで爽やかな味わいの
ビールを醸造しています。

ERDINGER（エルディンガー）

ボジョレー ヌーヴォー 2018 

11/15（木）解禁日
ご予約受付中

11/14（水）解禁日前日にお届けします！

ロックバンド「モーターヘッド」の結成 40周年記念プ
レミアム・ウォッカ。スウェーデン産の、小麦を原材料と
し蒸留。フロントマンのレミーは晩年健康のため（？）ウ
イスキーからウォッカへ飲み物を変えていたこともあ
り、ゆかり深い逸品。

￥3,580スウェーデン 40.0% 700ml

73461 

 

 

 

 

 モーターヘッド　ウォッカ   

モーターヘッドのオフィシャルウォッカ

馥郁とした香りと逞しく厚みのあるボディが楽
しめるバッチリリースのカスクストレングスボト
リング。

色 　：深いゴールド
香り：ローズヒップとスパイスのアタックに豊
　　　かなヘザーハニーとトフィーの香り
味　 ：蜂蜜、バニラ、ローズヒップをコーティン
　　　グしたトフィー、マーマレードとカリブの
　　　スパイス    

グレンアラヒー10 年 
カスクストレングス

￥7,280スコットランド 57.1% 700ml

79472 

グレンアラヒー蒸留所のフラグシップアイテム。華
やかで軽やかなスタイルが多いスペイサイドモル
トとしては珍しく、しっかりとした骨格と奥行きの
ある豊かな味わいが特徴。

色　 ：磨いた銅
香り：バタースコッチとレーズン、モカを伴った蜂蜜
味　 ：

￥5,180スコットランド 46.0% 700ml

グレンアラヒー12年 79471 

蜂蜜、マジパンとバナナがたっぷりのバター
スコッチ、レーズンにほのかにモカを伴う。

エルディンガー ヴァイスビア

シュナイダーヴァイセ  
 

アンカー　フォグブレイカー IPA 
Y0151

 

2018 秋のアンカー限定品

￥390アメリカ alc 7.0% 355ml

アンカーブリューイングのあるポトレロヒル（ Potrero Hill）は、霧に包まれたサンフラシ
スコで最も晴れ間が多い場所。そんな地域から連想してつくられたIPA。クリアな黄金色で、
フレッシュなパインやジューシーなトロピカルフルーツを思わせる数種のホップ使用した、
軽やかな味わい。

TAP4 フェストヴァイセ
限定品

 

独立系蒸溜所として生まれ変わったグレンアラヒー蒸溜所
アベラワーの町の郊外に 1967 年に設立し、これまでブレンデッドウイスキーへの原酒供給を

メインに行っていたグレンアラヒー蒸留所。2017 年、大手メーカー傘下から独立を果たし、

ウイスキーの故郷スペイサイドでシングルモルトの蒸留所としてゆっくりと動き出しました。 

   

質の高い生産手段によって、いつどんなときにでも楽
しめるクレーム・デ・クレーム（フルーツ・リキュー
ル）を提供するヴェドレンヌ社。新鮮なリンゴと栗、数
種類のハーブを使用したこの季節に最適なリキュー
ル。白ワインやスパークリングワインなどで割るのも
おすすめです。

￥1,680フランス 18% 700ml

74449 

 

 

 

 

 ル・ビルル（りんご＆栗リキュール）  
りんごと栗の誘惑

宮崎産の金柑・へべス・日向夏をメインボタニカルに使用。ジュニパーベリーを贅沢に使い、カモミールやカルダ
モン等のハーブやスパイス系、多種のボタニカルが味わいに膨らみを与え余韻を広げます。「ひなた」のような、暖
かく柔らかなフレーバーのジンが誕生。

￥5,000宮崎 47.0% 750ml

16468 

 

 

 

 

 京屋酒造　HINATA（ひなた )・ジン  

京屋酒造のプレミアムクラフトジン第２弾

2018 年 4月に誕生した北海道初ジンの蒸溜所。原材料に日高昆布、干し椎茸、切干大根を「うまみ」の要素とし
て使い、全14 種のボタニカルを使用したクラフトジン。カクテルにしても他の素材に味わいが負けないようにボ
タニカルを強調した味わい。

ボタニカル内容：ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカ、シナモン、レモンピール、ブルーベリー、カルダ
モン、クローブ、ブラックペッパー、ラベンダー、ピンクペッパー、★日高昆布、★干し椎茸、★切干大根。
★は北海道産原料

￥4,480北海道 45.0% 700ml

16551 

 

 

 

 

紅櫻蒸留所 クラフトジン 9148・レシピ 0101  
 

北海道産の日高昆布、切干大根、干し椎茸などを使用したジン！

ハイランド・スペイサイドの10 箇所以上の蒸留所
の原酒をブレンドし、シェリー樽で4 年熟成したモル
トをベースにハイランドの蒸留所のバーボン樽で3
年熟成させたヘビーピートモルトを富士山の伏流水
を使用しバッティング。スモーキーかつ甘い香り、口
当たりは濃厚で芳醇、フルーティな仕上がりのピュア
モルトウイスキー。     

麻布 ピュアモルト ウイスキー
￥3,980山梨　40.0% 700ml

16281

「バランタイン17年」の主な原酒に加え、ファースト
フィルのアメリカンオーク樽とヨーロピアンオーク
樽の原酒を使用。さらに、冷却ろ過を行なわない“ノ
ンチルフィルタード製法”を採用し、アルコール度数
を48％にすることで、原酒由来の豊かな味わいを
実現。     
      

バランタイン17年 トリビュートリリース
￥9,280スコットランド 48.0% 700ml

70353

￥360ドイツ alc 5.3% 330ml75327 

黒ビール特有の深いコクと、小麦ならではの甘みの絶妙なハーモニーを奏でる、エ
ルディンガーが誇るオリジナル黒ビール。特にステーキなどの肉料理との相性抜群。 
 
        
        

エルディンガー デュンケル

￥520ドイツ alc 7.3% 500ml75326

深いクリーミーな色合いときめ細かい泡立ちが特徴で、ほのかな甘みとソフトで繊細な
味を楽しめる黒ビール。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。　
        

エルディンガー ・ピカントゥス

青森県産
シードル



750ml ￥680
控えめな酸とほのかな甘みが後味にあります。
小魚、海老や牡蠣フライのタルタルソース、タラ
のチリ鍋、水炊き、天ぷらなどに合います。

     産地：スペイン カタルーニャ    
ブドウ：マカベオ、アイレン、チャレロ     
タイプ：白・ライトボディ・中甘口

グラン・レイナ・ホワイト
ZZ015-1034

日本酒

ラピド ホワイト IGT 2015

シトラスやレモンにアプリコットのアロ
マ、わずかに心地よいスイートスパイスの
ニュアンスを感じます。フレッシュでドラ
イな飲み口です。魚介類やサラダ、マリネ
などと一緒にお召し上がりください。
産地：イタリア ヴェネト（北イタリア）
ブドウ：ガルガーネガ
タイプ：白・辛口

750ml ￥960→￥500

ZZ015-1032

ラピド レッド IGT 2015

熟れた果実よりスパイスとタンニンのバ
ランスが良くグラスワインにおすすめで
す。トマトソースを使用したパスタやお肉
料理と相性抜群。    
 
産地：イタリア プーリア（南イタリア）
ブドウ：サンジョヴェーゼ
タイプ：赤・辛口・ミディアム

750ml ￥960→￥500

ZZ015-1031

750ml ￥680
チェリーや苺ソースの様なフルーティーさで
酸味は丸く快い渋みがあります。蒸し鶏、冷
しゃぶ、カジキやチキンのトマトソース、ナポ
リタン、冷製ローストビーフなどに合います。
     産地：スペイン カタルーニャ
ブドウ：テンプラニーリョ、メルロ、カベルネ
タイプ： 赤 ・ライトボディ   

グラン・レイナ・レッド
ZZ015-1033

750ml ￥1,000→￥780
滑らかな口当たり、コクと少しのスパイシー
さがあり、スムーズな飲み心地。パスタ、　
キッシュ、肉料理、魚介類トマトソースなどと
相抜群です。

カルテ ダッサンブラージュ ルージュ
ZZ015-1035

産地：フランス ペイドック（南フランス）
ブドウ：グルナッシュ、シラー、ムールヴェードル
タイプ： 赤 ・辛口・ライトボディ   

超特価！ 品質と価格に優れたワイン。

750ml ￥860
熟した果実の香り。口当たりはベルベットの
ように滑らかでありながらも骨格がしっかり
していて後味に心地よいタンニンを感じる厚
みがあります。

シャトー フォンテーヌ・ドプノ 2016
ZZ015-1036

産地：フランス ボルドー
ブドウ：メルロー60％、カベルネ・ソーヴィニョン40％
タイプ：赤・ミディアムフル  

金賞受賞！ボルドーワイン

750ml ￥860
赤い果実の香りが時間の経過とともに大きく
香り非常にバランスよくフルーティーな味わ
いが広がり力強さを感じます。

シャトー レ・フェルモントー 2016
ZZ015-1037

産地：フランス ボルドー
ブドウ：メルロー70％、カベルネ・ソーヴィニョン20％、
カベルネ・フラン5％　マルベック5％
タイプ：赤・辛口・ミディアムフル  

750ml ￥1,000→￥780
キレのある酸味と果実味のバランスが良くミ
ネラル感もあります。
前菜、魚介類、サラダ、お米を使った料理とよ
く合います。

カルテ ダッサンブラージュ ブラン
F286

産地：フランス ガスコーニュ（南西フランス）
ブドウ：ユニ・ブラン、コロンバール
タイプ：白・辛口   

超特価！ 金賞受賞！

在庫たっぷりご用意いたしました。
ケース (12 本 ) でご購入のお客様は担当営業までお願い致します。

山形県産美山錦（精米歩合６０％）と蔵王山系伏流水で醸しだしたまろやかな旨味たっぷりな味わい。甘み
と酸味が調和して心地よく広がり、喉越しにすら旨味を感じさせる余韻の長いお酒です。季節限定の自信作を
どうぞお試しくださいませ。

　使用米：美山錦
　精米歩合：60％　度数：19～20度

山形県 720ml ￥1,370

三百年の掟破り 無濾過  槽前原酒ZZ015-1046

神話の国（天）から疾走（駆ける）するくろうま。高千穂から世界へ広がっていってほしいという思いを込めてつく
りあげました。減圧蒸留と常圧蒸留のブレンドでむぎ焼酎本来のふくよかな香りとのどごしを残しつつ爽やかで
スッキリした後味を実現。今、注目されている炭酸水との相性も抜群です。

　使用原料：麦
　度数：25度

宮崎県 900ml ￥923

くろうま 「天駆」（あまがけ） －麦焼酎ー 東日本限定ZZ015-1047

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

宮城県 720ml ￥1,400
1800ml ￥2,820

浦霞 特別純米 ひやおろし

ZZ015-1043

ZZ015-1044

山口県 720ml ￥1,300
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

五橋 純米ひやおろし

ZZ015-1041

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％

静岡県 720ml ￥1,400

富士錦
湧水仕込 純米原酒 ひやおろし

ZZ015-1042

限定品のためご注文はお早めに ※完売の際はご容赦下さい。

大粒で良質の新米を使い、雪国秋田の厳しい
冬、伝統の「山廃仕込み」で丁寧に醸しました。
ひと夏、低温貯蔵庫で、静かに熟成。濃醇で、
まろやかな酒に仕上げました。昔ながらの幅の
ある味わい深さが特長のお酒です。

 高清水  山廃ひやおろし   

使用米：美山錦 精米歩合：60%
度数：15.3度

秋田県 720ml ￥860

ZZ015-1045

今月のWine Selection
味覚の秋

ワインの季節スタート今月のワンコインWINE

日本酒～季節限定おすすめ日本酒～
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