㈱亀屋矢崎商店 本店：0422-54-3931
２０１9 年
2 月号

相模原店：042-740-5543

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。
世界最強のピーティーウイスキーの 2 月上旬
予定
77975 最新エディションが登場

オクトモア 09.1 スコティッシュ・バーレイ

￥14,800

スコットランド alc 59.1% 700ml

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「オクトモア」の新シリーズが発売。
「09.1」はスコットランド産 100％の大麦を使用し
2012 年に蒸留。全期間最高品質のアメリカンウイ
スキー樽で熟成（ジムビーム 51％、ジャックダニ
エル 26％、クレアモント 15％、オールド・グラン
ダッド 8％）。5 年熟成でフェノール値は 156 PPM。

アメリカ alc 40.0% 750ml

￥5,680

アメリカ・インディアナ州でつくられるストレート
ライウイスキー。このテンプルトンはなんと 90％以
上ライ麦を使用し銅製ポットスチルを使用する極め
て稀な製法です。熟成はヘビーチャーしたアメリカ
ンホワイトオークの新樽で最低 4 年間熟成。大量生
産では決して辿り着けないクオリティーです。

￥7,180

スコットランド alc 46.8% 700ml

前作「ヴァルキリー」に続く「ヴァイキング レジェ
ンド シリーズ」第二弾。主にアメリカンオークシェ
リー樽熟成原酒を使用し、前作よりややピート香
が強く、甘い香りが広がる。オークニー諸島で栽
培される「タータン種」の大麦も一部使用しており、
スモーキーなエッジを際立たせている。

スウェーデン alc 40.0% 700ml

￥7,480

ヘビーロック界の重鎮「スコーピオンズ」がスウェー
デンのマックミラ蒸留所と提携し、オリジナル・ブ
ランドのシングルモルト・ウイスキーを発売。バー
ボン樽と、オロロソ・シェリー樽で熟成した後、ド
イツの甘いチェリー・ワインの樽で仕上げの熟成。
「熟成は完ぺきな仕上がりになったよ。気に入って
くれるといいな。」とコメント。

限定品
16154 駒ヶ岳ダブルセラーズ 2019 エディション

シングルモルト駒ヶ岳 ダブルセラーズ
Bottled in 2019
長野 alc 47.0% 700ml

￥8,000

マルス信州蒸溜所で蒸留し、
「マルス信州蒸溜所」「屋
久島エージングセラー」2 つの熟成地で育まれたモ
ルト原酒をヴァッティングしたシングルモルトウイ
スキー。複数の熟成地・樽種によって熟成され、1
樽ごとに異なった個性のある香味を引き出し、バラ
ンス良く調和して仕上げた 1 本。

ジャパニーズジン「和美人」の限定品

16581 すだち酒でお馴染みの「日新酒類」のジン

AWA（アワ）ジン
徳島 alc 45.0% 720ml

￥5,000

すだち酒でお馴染みの「日新酒類」が徳島県の素材
を中心に作りあげた「純国産クラフトジン」。ボタニ
カルには 阿波を代表する「すだち」・「木頭ゆず」の
果皮、阿波晩茶、国産山椒などを使用。柑橘系の香
気成分を豊富に浸漬させているため、ロックや水割り
にした場合に、白く濁ることがあるのも「AWA GIN」
ならではの特徴。

鹿児島 alc 45.0% 495ml

￥3,500

本坊酒造が、日本の伝統技術と鹿児島産のボタニ
カルを用いてつくられる「Japanese GIN 和美人」。
バラの女王とも呼ばれる「ダマスクローズ」を原
料に使用し、独自製法によりバラの華やかなアロ
マを抽出した限定製造のジン。
使用ボタニカル：ダマスクローズ、ジュニパーベ
リー、茶葉、生姜、紫蘇

長野 alc 5.0% 350ml

￥340

年に一度ブルワーの思い入れの強いスタイルを醸造
する「極め仕込み シークレット」。今年は「Plan9
From Method7」9 回目の極め仕込みを、7 番目の
手法にて仕込んだ IPA。柔らかくトロピカルなホッ
プアロマに次いで、しっかりとした苦みが広ります。

75498

小正 KOMASA GIN 桜島小みかん
鹿児島 alc 45.0% 500ml

￥2,980

鹿児島で 130 年以上にわたって焼酎をつくり続け
てきた小正醸造が送り出す新感覚の ジン。主役と
なるボタニカルは、みかんの中では世界最小と言わ
れている「桜島小みかん」。口にした瞬間、ジンの
ドライな味わいとみかん独特の優しい柑橘の香りが
広がる飲み口は唯一無二の味わい。

￥595

高知県産の柚子と和歌山県産の山椒を香り付け
に使用したベルジャンスタイルダークストロング
エール。しっかりとしたボディ感とハイアルコー
ルで、重厚な味が楽しめます。肉料理や煮込み料
理など味の濃い料理との相性が良いです。

75618

リニューアルして再入荷です！

バドワイザー（ワンウェイ瓶）

BREW DOG
ネイティブ サン ウエストコースト ダブルIPA
スコットランド alc 8.5% 330ml

柚子と山椒のハーモニー！

東京 alc 9.0% 330ml

アメリカ alc 5.0% 355ml

￥420

ジューシーさと苦みのバランスが絶妙なウエストコ
ーストダブル IPA。グレープフルーツピールにタンジ
ェリン、マンゴーのフルーティーアロマ。モルトの甘
みに松や青々とした芝生のようなホップビターが炸
裂！ジューシーでドリンカブルな IPA。

￥255

これまで日本国内のビール会社により製造され
ていたライセンス生産が終了となり、新たに入荷
したバドワイザーは本場アメリカ産の商品。本場
の味をお楽しみください。
注：新バドワイザーは
ワンウェイ瓶となり、瓶保証金はございません。

黒ビール特集
Z3921
コエド 漆黒 -Shikkoku-

75614
アンカー ポーター

￥390

埼玉 alc 5.0% 333ml

￥314

濃厚な泡立ちと深いコクの中に新鮮なホップ
と自然に発生した炭酸ガスが加わった、なめ
らかな苦味が強いポーター。力強いボリュー
ムがありながらもサラリとした味わい。

アロマホップは心地よい香りをあたえ、2種類
のブラックモルトの他、6種の麦芽の配合が、
重たすぎないまろやかさと軽やかさのバラン
スを生み出したブラック・ラガー。

75524 ハービストンの銘品
オールド エンジンオイル

75658
ひぐま濃い麦酒

スコットランド alc 6.0% 330ml

￥490

ローストモ ルトに オーツ 麦を 加 え、超 高 温で
マッシュすることで 造り上 げ たリッチかつス
ムースなブラックエール。ダークチョコレート、
ローストナッツの芳醇なフレーバーながら、飲
み口は軽やかで次の一口へと誘われるようで
す。

75489 ナイトロ（窒素）入りミルクスタウト！
BREW DOG ジェット ブラック ハート・
ナイトロ バニラ ミルク スタウト
16536

Japanese GIN 和美人 ダマスクローズ

Z4002

馨和 〜KAGUA〜 ルージュ

限定

アメリカ alc 5.5% 355ml

限定品

16488

毎年人気の雷電 極め仕込み「シークレット」

ZZ015-211

ハイランドパーク ヴァルクヌート

スコーピオンズ・ロックンロールスター・
シングルモルトウイスキー・チェリーカスク

テンプルトン ライウイスキー 4 年

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。

雷電 極め仕込み「シークレット」

79614

70869
71341

BEER

スコットランド alc 4.7% 330ml

￥400

窒素入りのミルクスタウト。ローストコーヒー、ミル
クチョコレートのフレーバーが口いっぱいに広がり、
4.7％とは信じられないほどリッチでフルボディ。ク
リーミーな泡立ちはまるで○ネス。

49973 エスプレッソコーヒーのようなビール
新潟ビール エスプレッソ ビール
新潟 alc 7.0% 310ml

￥345

ロースト麦芽の香ばしく豊な香り、深みのある
コク、寒い夜にゆっくりと楽しみたい味わいで
す。8〜12度位がオススメです。

アメリカ alc 6.0% 355ml

￥480

イギリスのオートミールスタウトタイプ。数種類
の 麦 芽 を 使 用しコーヒー のようなアロマとフ
レーバーでほんのりと甘みも感じられる。冷や
し過ぎないくらいがオススメ。

75672
ローグ モカ・ポーター
アメリカ alc 5.6% 355ml

￥410

ローグの故郷でもあるオレゴン州「ニューポー
ト」の町に敬 意を 表して醸 造されたモカポー
ター。ほぼブラックに近いルビーブラウンの液
体からは、コーヒーやチョコレートを思わせる
ほろ苦 い 味 わ いで、クリーミーでス ムースな
フィニッシュを感じます。

75795
ライオン スタウト
スリランカ alc 8.0% 330ml

￥330

スリランカの 代 表 的なビールメーカー「ライオ
ン・ブリュワリー」のスタウトビール。リキュール
のような上品な甘さ、ほのかな甘い香りの後に
感じられる濃厚な味わいが特徴。あのM・J氏も
絶賛したビール。

今月の Wine Selection
2 月のワンコイン WINE

日本酒 ～季節限定おすすめ日本酒～

500

加賀鳶 極寒純米 無濾過生 720mｌ・1800ｍl

ＺＺ015-232

ＺＺ015-231

アルマグロ クリアンサ ニューラベル
柔らかで円やかなタンニン

750ml

￥500

ヴァルモン 白 ニューラベル
南国フルーティー＆マイルド

750ml

￥500

24ヶ月以 上 熟 成（6ヶ月間 樽 熟 成しクリアン サ
に）。サーロインステーキ、生ハム、焼き鳥(タレ)に
よく合います。

品 種ごとに醸 造しブレンドします。ローストチキ
ン、焼き鳥(塩)、鯛の塩焼き、ボンゴレ、マカロニグ
ラタンに向きます。

産地：スペイン バルデペーニャス
ブドウ：テンプラニーリョ100 %
タイプ：赤・辛口・フルボディ

産地：フランス ラングドック
ブドウ：シャルドネ ソーヴィニヨン・ブラン、
コロンバール ヴィオニエ
タイプ：白・やや辛口

シンプリシティ
カベルネソーヴィニヨン（業務用）
750ml

￥680→￥500

飲み放題やパーティー向き
完熟した果実のフルーティーさと程よい渋みが牛
肉ステーキ、豚肉を使 用するしっかりした味の料
理、ミートソースなどにおすすめです。
産地：チリ
ブドウ：カベルネ・ソーヴィニョン
タイプ：赤・辛口・ミディアム

シンプリシティ
シャルドネ（業務用）
750ml
飲み放題やパーティー向き

Dmポールマス レ・サンク・ヴァレー
赤 業務用
750ml ￥800

￥680→￥500

フルーティーなフレーバーと程よい酸味が魚介類の
お料理やクリームソースのパスタにおすすめです。
産地：チリ
ブドウ：シャルドネ
タイプ：白・辛口

Dmポールマス レ・サンク・ヴァレー
白 業務用
750ml

￥800

産地：南フランス ラングドック・ルーション
ブドウ：グルナッシュ40%/、カリニャン30%、シラー20%
メルロー10%
タイプ：赤・辛口・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ

産地：南フランス ラングドック・ルーション
ブドウ：グルナッシュ・ブラン 40%、シュナン・ブラン 25%、
モーザック10%、シャザン10%、ヴェルメンティーノ10%、
ソーヴィニヨン・ブラン 5%
タイプ：白・やや辛口

ピッツァ ラヴァーズ
良く売れているPIZZA専用ワイン

500ml

￥680

生産者が研究の末生み出した、ピッツァに最適な
赤ワイン。チャーミングな赤果実の風味とハーブの
ようなアロマ。キレのよい酸味と心地良い余韻が
続きます。
産地：北イタイア フリウリ ヴェネツィア・ジューリア
ブドウ：メルロー、カベルネ・ソーヴィニョン
タイプ：赤・ミディアム

￥1,360
￥2,700

￥1,480

33678

ミレジム ピノ・ノワール
富士山ワイナリー
750ml
ハートのラベルはヴァレンタイン向き

￥1,040

720ml

￥1,320

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。

原料米：フクノハナ100％ （兵庫県豊岡市出石町産）

山口

ZZ015-245

720ml

￥1,590

山口県のオリジナル酒米「西都の雫」で仕込んだ純米
吟醸のしぼりたて生原酒。きらびやかで上質な香りが
口の中で広がります。しぼりたてならではの力強い口
当たりとキレのあるお酒です。
使用米：山田錦
精米歩合：55%
度数：17 度

嘉泉 ふねしぼり 無濾過生原酒

￥1,102
￥2,700

東京

ZZ015-248 720ml

￥1,250

ご存知、ふなぐち一番しぼりの冬季限定一升瓶。
コクのあるうまくちタイプです。度数が高めです
のでオンザロックや冷でのむと美味しいです。

千葉県産「ふさこがね」にこだわり、米の風味を豊か
に表現しました。しぼりたて生酒の若々しさと原酒の
濃醇さが調和した、フレッシュでコクのある飲み口が
特徴です。

原料米：新潟県産米
精米歩合：70%
度数：19度

使用米：千葉県産ふさこがね
精米歩合：70％
度数：18度

富士錦 しぼりたて原酒

飛良泉 純米大吟醸 1801 限定生酒

静岡

作品名：「しあわせの森」 作家：蜷川有紀
円やかでフレッシュな味わいのチャーミングなピ
ノ・ノワールです。
産地：南フランス ラングドック・ルーション
ブドウ：ピノ・ノワール 100％
タイプ：赤・フルーティな辛口・ミディアム

菊水 ふなぐち 一番しぼり
本醸造 生原酒 720mｌ・1800ｍl
ZZ015-247 1800ml

ZZ015-243

五橋 純米吟醸
西都の雫しぼりたて生原酒 720ｍl

ZZ015-244 720ml

ZZ015-246 720ml

石川

度数：17度

ラベルに描かれた梅の一枝が春の予兆を告げるか
のように、年明け１月中旬に登場するしぼりたて特
別純米生酒。フレッシュでやや甘い麹様の香りとと
もに、若々しくも冬の旬の味覚をやさしく包み込む
ようなふくらみのある味わいが口中に広がります。
品格ある美味しさと、毎年評価の高い一本。

新潟

福正宗 純米吟醸にごり酒 しろき

精米歩合：59%

原料米：ササニシキ
精米歩合：60%
度数：17〜17.9度

柑橘系のフレッシュな香りが口いっぱいに広がり、
丸みのある酸味とやさしい喉越しで色々なお料理に
よく合います。

季節のアイテム

ZZ015-242

1800ml

力強さと飲みごたえ抜群のしぼりたて新酒。
低温醗酵でじっくりと仕上げた純米酒を、濾過する
ことなく、しぼりたてをそのまま詰めました。米の旨
味が存分に生きた、濃醇な旨味とキレのよさをお楽
しみください。

宮城

ジューシーかつフルーティなアロマと豊かな果実の
味わい、軽 快な口当たりが心地よく、色々なお料理
と相性の良いワインです。

ＺＺ015-233

720ml

浦霞 しぼりたて特別純米生酒

F5985

F5984

ZZ015-241

使用米：全量契約栽培米・酒造好適米使用
精米歩合：65%
度数：18 度

B5811

B581

石川

数量限定品のためご注文はお早めに

ZZ015-249 720ml

￥1,020

秋田

ZZ015-250 720ml

￥1,600

最初に搾ったお酒を搾ったまま瓶に詰めた、富士錦名
物のしぼりたて。辛口で、芳醇な香りと力強い飲み心
地が特徴のお酒です。

1801酵母を使った純米大吟醸。フルーティでエレ
ガントな香りが漂い、爽やかな味わい。コストパフォ
ーマンス抜群の「長く飲んで疲れない」お酒です。

使用米：国産米
精米歩合：70％
度数：19〜19.9度

使用米：秋田酒こまち
精米歩合：50％
度数：16度

