
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。

例年よりも暖かい秋の始まりでしたが、木々の葉がちょっとずつ色付いて、やっと秋らしい空気も感じられるように
なってまいりました。
『ボジョレー・ヌーヴォー 2018』は今月15日（木）解禁、ただいまご予約受付中です。
他にも注目の商品が多数掲載されておりますので、どうぞご覧ください！

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ヌーヴォー フロマージュ グルメ

2018年11月15日(木)

解禁

デュブッフ・ヌーヴォーの特徴である果実味を、より豊
かにするブレンドを行い、チーズの味わいをまろやかに
引き立てるワインに仕上がっています。チーズが描か
れた黄色いラベルが、チーズとの相性の良さを表現し
ています。

　産地：フランス／ボジョレー地区
　品種：ガメ種　タイプ：赤・ライトボディ

750ml ￥1,880

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー

フルーティーな香りと味わいが凝縮された深みのある
ワインです。華やかでありながら、繊細な香りと味わ
いが特長。濃密でなめらかな味わいの、ワンランク
上のデュブッフ・ヌーヴォーです。

　産地：フランス／ボジョレー地区
　品種：ガメ種　タイプ：赤・ライトボディ

750ml ￥1,880
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ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ヌーヴォー プリムール

ボジョレー地区の葡萄で造るボジョレー・ヌーヴォー。フ
レッシュさの中にも、果実の凝縮された芳香な風味
が味わえるワインです。どんなジャンルの料理とも相性
良くお楽しみいただけます。

　産地：フランス／ボジョレー地区
　品種：ガメ種　タイプ：赤・ライトボディ

750ml ￥1,480

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ロゼ ヌーヴォー

華やかな色合いで、ふくらみのある香りと味わいが楽
しめるロゼワインです。余韻が心地よいフルーティー
な辛口のヌーヴォーは、女性に人気の飲みやすさで
す。

　産地：フランス／ボジョレー地区
　品種：ガメ種　タイプ：ロゼ・辛口

750ml ￥1,880

ジョルジュ・デュブッフ
マコン・ヴィラージュ ヌーヴォー

ボジョレー地区の北に隣接する葡萄の産地、マコネー
地区のシャルドネを100％使用。爽やかな辛口の
白ワインです。しっかり冷やすと果実味あふれるフレッ
シュな味わいがより一層引き立てられます。

　産地：フランス／マコネー地区
　品種：シャルドネ　タイプ：白・辛口

750ml ￥1,880

ジョルジュ・デュブッフ
ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー
セレクションプリュス

デュブッフ氏がその年最良と認めた、わずか数件のド
メーヌのトップキュベのみを厳選して造られる、最高峰
のデュブッフ・ヌーヴォー。調和のとれた深みのある味わ
いにブレンドされた逸品です。

　産地：フランス／ボジョレー地区
　品種：ガメ種　タイプ：赤・ミディアムボディ

750ml ￥2,080

飲食店の皆様、いつもお引き立てありがとうございます！

スクリューキャップ

スクリューキャップ

スクリューキャップ

スクリューキャップ スクリューキャップ

コルク

ZZ015-1131

ZZ015-1133

E871 E8711

ZZ015-1134

ZZ015-1132

フエンテ・フルータ
カベルネ・ソーヴィニヨン

口当たりは滑らかで果実味のジューシーさが心地よいワ
イン。ベルリンワイントロフィー金賞受賞。
　産地：南フランス／ラングドック
　ブドウ：カリニャン100％
　タイプ：赤・辛口・ミディアムフル

しっかりした果実味とほんのりとしたスパイシーさが感じ
られる深い味わい。パスタ、グリルした肉、チーズなどとよく
合います。イタリア国内人気のブランド。
　産地：イタリア／シチリア州
　ブドウ：ネーロ・ダーヴォラ100％
　タイプ：赤・辛口・ミディアムボディ

ベリー系の果実と樽のニュアンス。優雅な口当たりで調
和のとれたしなやかな味わい。ジルベール・エ・ガイヤール
金賞受賞のワインです。
　産地：南フランス／ラングドック
　ブドウ：メルロー100％
　タイプ：赤・辛口・ミディアム

産地の典型的なアロマに富み、フレッシュでありながら奥
行きのある味わい。アペリティフとして、またサラダや魚料
理、ピッツァなどに合います。
　産地：イタリア／シチリア州
　ブドウ：グレカニーコ100％
　タイプ：白・辛口

フエンテ・フルータ
シャルドネ
クリーミーさも感じる円やかな味わい。白身魚
やロブスターなどの甲殻類や、クリームパスタに
合います。

　産地：チリ／カチャポアル・ヴァレー
　ブドウ：シャルドネ85％／
              ソーヴィニヨン・ブラン＆セミヨン15％
　タイプ：白・辛口

750ml ￥750

750ml ￥690

コンブ・ロシェ
750ml ￥690

ラ・フルール・デ・パン

イル ポッジョ ネーロ・ダーヴォラ
750ml ￥750

イル ポッジョ グレカニーコ

B022 B0221

適度な渋みとバランスの良い酸味が感じられ、果実香
が口の中に広がります。ポークソテー、ローストチキン、焼
肉などに。
　産地：スペイン
　ブドウ：テンプラニーリョ70％／ガルナッチャ30％
　タイプ：赤・辛口・ミディアム

柔らかい酸味と、キレ味の良い後味が楽しめます。スズ
キの包み焼き、パエリア、焼鳥（塩）、ボンゴレ・ビアンコ
などに。
　産地：スペイン／バルデペーニャス
　ブドウ：ヴィウラ／アイレン
　タイプ：白・辛口・ライトボディ

750ml ￥690 →￥650750ml ￥690 →￥650

センダス・デル・レイ（赤） センダス・デル・レイ（白）

各種　750ml

￥500

渋みは柔らかでフルーティ。豚肉や牛肉にキノ
コを添えた、シンプルな料理や照り焼きチキン
の様な味わいにどうぞ。

　産地：チリ／カチャポアル・ヴァレー
　ブドウ：カベルネ・ソーヴィニヨン85％／
             マルベック＆メルロー15％
　タイプ：赤・辛口・ミディアム
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WINE



山形県 720ml ￥1,550

大山
純米吟醸 吟撰 「出羽燦々」

ZZ015-1141

山形県鶴岡の蔵元「大山」より。
程よくフルーティな吟醸香と柔らかさの中に
火入れ酒特有のシャープな味わいが合い
まった芳醇でキレの良い香味です。

　使用米：出羽燦々
　精米歩合：55％　　度数：17度

奈良県 720ml ￥1,800

春鹿 純米吟醸 生原酒
五百日熟成 秘蔵酒

ZZ015-1142

兵庫県産の山田錦を60％精米して協会
901号酵母で仕込んだ純米吟醸酒をタンク
内で500日間熟成させました。生酒ですが
熟成しているので舌触りはなめらかで口の
中でお酒の旨みがフワッと広がります。

　使用米：山田錦
　精米歩合：60％　　度数：17度

静岡県 720ml ￥1,400

1800ml ￥2,350

富士錦
湧水仕込 純米原酒 ひやおろし

ZZ015-1143

ZZ015-1144

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％

山口県 720ml ￥1,300

五橋 純米ひやおろし

ZZ015-1145

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。

　使用米：日本晴
　精米歩合：60％　　度数：15度

宮崎県 900ml ￥923

くろうま
「天駆」        -麦焼酎-（あまがけ）

ZZ015-1146

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麦焼酎本来の
ふくよかな香りとのどごしを残しつつ、爽やか
でスッキリとした後味を実現。

　使用原料：麦
　度数：25度

 （スコットランド）　alc 40.0％　700ml

￥3,280

￥5,000

ジョニーウォーカー
ブラックラベル １２年 シェリーエディション

ジョニーウォーカーブラックラベルを象徴する「スモーキーさ」を
残しつつ、「甘み」を引き出した限定品。シェリー樽で熟成した原
酒を取り入れることで、プラムやイチジクのようなフルー
ティな味わいと、ダークチョコレートやコーヒーを連想さ
せる余韻が永く続きます。

70527

16546

Y0151

75692

Y0153

Y0153 75692

Y0152

 （岡山）　alc 50.0％　500ml

宮下酒造
クラフトジン 岡山

クラフトジン岡山は、自社製の米焼酎をベースに
ジュニパーベリー、コリアンダー等の十数種類の
ボタニカルを使用し蒸留。その後、焼酎を貯蔵し
た樫樽で後熟成し、度数50.0％でボトリング。さ
わやかな香りと奥深い新しい味わいをお楽しみく
ださい。

￥2,300

16133

 （富山）　alc 40.0％　700ml

若鶴酒造
サンシャインウイスキー
プレミアム

清酒造「若鶴酒造」の敷地内にある「三郎丸蒸留
所」でつくられるブレンデッドウイスキー。富山・
砺波平野の豊かな水を仕込み水に使用した自家蒸
留の原酒と厳選した海外の原酒をブレンド。スモー
キーでマイルドな味わいのウイスキー。

￥3,000

16541

 （沖縄）　alc 47.0％　700ml

まさひろ
オキナワジン レシピ01

長年の泡盛製造で培った蒸留技術を生かし、沖縄
の素材にこだわったクラフトジン。ジュニパーベリ
ーの他にシークヮーサー、ゴーヤー、グァバ（葉）、
ローゼル（ハイビスカス属）、ピィパーズ（ヒハツモ
ドキ）をボタニカルに使用。南国の風味を心地よ
く感じるジン。

￥1,680

74443

 （スペイン）　alc 20.0％　700ml

マリブリ
チャールストン・フォーリーズ
スリム

南国のフルーツをふんだんにミックスした、フルー
ティなリキュール「チャールストン」が、スタイリッ
シュなボトルになって再入荷しました。他ブランド
にない唯一無二のフレーバーで、様々なカクテルに
おすすめです。

各種　alc 4.8％　355ml

￥390フルセイル エアストリーム ＩＰＡ
キャンピングトレーラー「エアストリーム」とコラボレーションしたＩＰＡ。
「IBU:35」と控えめな苦みですが、柑橘系の香り豊かなビール。

￥380フルセイル EZ-セッションＩＰＡ
ＩＰＡに求める香りや苦みをしっかりと持ちながらも、ごくごくと飲めて
しまうドリンカブルなセッションＩＰＡ。

 （アメリカ）　alc 7.0％　355ml
 （山梨）　alc 6.5％　350ml

￥390アンカー フォグブレイカーＩＰＡ

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ンシ
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を使用した、軽
やかな味わい。

￥320
富士桜高原麦酒
    エクストリーム ピルスナー

富士桜高原麦酒の新たなチャレンジとして始まった
「FUJIZAKURA BEER PROJECT」の第一弾はホッ
プとモルトの絶妙なバランスのピルスナー。ホップ
の強い香りと味わいがありながらも、モルトの旨味
をしっかりと味わえるインディアン・ペール・ラガー。

※画像はイメージ（720ｍｌ)です

完売の際は
ご容赦下さい

沖縄初のクラフトジン！

2018 秋のアンカー限定品

＊入荷が遅くなり申し訳ございませんでした

1987年創業、アメリカ・オレゴン州のクラフトブルワリー「フルセイル ブリューイング」

品質と効率を両立したサスティナブル製法で良質なビールをつくり続けている

和酒
限定品限定品

限定品限定品


