ライオン ラガー瓶

131

Taiwan
台湾

The Lion Brewery Ceylon PLC

スリランカの代表的ビール

マイケルジャクソンも絶賛ビール

1881年創業の、アジアでも屈指の歴
史をもつ醸造所、ライオン・ブリュ
ーワリーの定番商品です。さっぱり
とした後味とモルトの香りが楽しめ
ます。2006年には姉妹品のライオン
スタウトとモンド・セレクション金
賞をアベック受賞しています。リゾ
ート地モルジブで一番飲まれている
ビールがライオンラガーです。

モンド・セレクションで金賞6回の
他、最高金賞を受賞するなど世界的
に評価の高いスタウトビール。 まる
で上質のリキュールのような上品な
甘さと、そのほのかな甘い香りの後
から感じられるどっしり濃厚な味わ
いは他の追随を許さない。 とはビア
ハンター・マイケルジャクソンの絶賛
の言葉です。

24本入
380円

ラガー
330ml 4.8%

台湾ビール 金牌瓶
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スタウト
330ml 8.8%

１０本用カートン（注文単位 ３０枚）

Taiwan Beer Gold Medal

Cidre
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Lion Stout

Lion Lager

The Lion Brewery Ceylon PLC

Sri Lanka
スリランカ

ライオン スタウト瓶

24本入
380円

モンドセレクション金賞受賞
世界中の人々に楽しんで頂けるよう
に最高の品質と独特な香りを持つラ
ガービールを目指し醸造しています。
モンドセレクション金賞受賞の台湾
ビール金牌は滑らかでありながら爽
快でキレの良い味わいです。

アッピー ブリュット瓶
Appie Le Brut

オープン価格

サイズ：縦 /155mm 横 /375mm 高さ /290mm
出荷単位：30枚

24本入
380円

輸入品のため、品切れの節はご了承ください。万一、品切れが
ありロットに達しない場合は追加をお願い致しております。
輸入品のため、ラベルのデザイン、アルコール度数、容器等の
変更がある場合がございます。
リサイクルボトルのため、スレ瓶がある場合があります。
賞味期限が２ヶ月以上ある商品は、通常出荷させていただいて
おります。ただし樽の場合１ヶ月以上賞味のある商品は出荷さ
せ ていただいております。賞味期限の指定がある 場 合 は 、
注文時にお申し付けください。
商品の返品は、不良品等以外お受けいたしません。
当日発送の注文締切時間は、午前10時です。10時を過ぎた
ご注文は翌日以降の発送となります。また、バラ・販促品出荷の
発送は出荷までに数日かかることがございます。

廣

※ お酒は20歳になってから

バラ出荷のご注文は、梱包料が必要となります。
ご入金頂いてから発送のお客様は、計算書をお出しするまで半日
かかりますので、お早めのご注文宜しくお願い致します。
代金の銀行振込手数料・郵便振込料は、お客様負担でお願いいた
しております。
バラ出荷・ギフトカートンの詳しいことに関しましては、お問い
合わせください。
このカタログ「PONTE」は、各商品別に切り取っていただくと
POPあるいはプライスカードとしてご利用いただけます。
在庫状況、お取引のある方の価格の問い合わせ等は、Eメール、
FAXで送らせて頂くことができます。

24本入
オープン価格

アッピー ポワール瓶

シードル/甘口
330ml 4.5%

ハッピージョー ドライ瓶

C04
フィンランド

Appie Le Poiré

24本入
オープン価格
C05

Happy Joe Dry Apple

Hartwall Ltd.

パリのセレブに人気の
洋ナシのお酒

幸せを運ぶフィンランド産
辛口シードル

アッピーは、
フランスを代表する高級クラフト
シードルです。砂糖や着色料そして水を一切
使用せず、
フランス産ストレート果汁で造られ
ました。その贅沢かつナチュラルな味わいは、
首都パリを中心に人気となっています。ブラン
ド人気No.1のブリュットは、
シードルには珍し
くりんごと洋梨の果汁をブレンドして造られて
おり、
フルーティーで控えめな甘さが特徴。白
ワインの代役としても優秀で、鶏肉や白身魚、
チーズ等とのペアリングもおすすめです。

アッピーポワールは、砂糖や着色料そして水を
一切使用せず、
フランス産洋梨のストレート果
汁で造られた高級ペリー(洋梨の果実酒)です。
その贅沢かつナチュラルな味わいは、健康志向
の高いパリのセレブリティ達にも人気となって
います。洋梨そのものを感じるみずみずしさと
フルーティーな甘味、そして微炭酸を含んだ爽
やかな飲み口が特徴です。また、アルコール度
数も控え目となっていますので、ワイン等の高
アルコールが苦手な方でもお楽しみ頂けます。

ハッピージョーは、1873年創業の老舗醸造
所が造る、
フィンランドを代表するシーデリ
(シードル)ブランドです。幸福度世界No.1の
国らしく
「幸せ」
がコンセプトとなっており、王
冠の裏にはHappy Joe(幸せ者)からの金言
が添えられています。
りんご本来のフルーテ
ィーですっきりとした味わいと、
ドライな後味
が特徴で、食中酒としてビールやワインの代
わりとしてはもちろん、
フィンランド式サウナ
の後の1杯にもおすすめです。

24本入
オープン価格
C06

Ramborn Original Medium Dry Cider

ペリー/甘口
330ml 4.1%

24本入
オープン価格

シドルカ ナトゥラル瓶

C07

La Sidruca Natural

Ramborn S.A.

シードル/辛口
275ml 4.7%

24本入
オープン価格

シドルカ ドゥルセ瓶

C08

La Sidruca Dulce

Sidra Somarroza

Sidra Somarroza

フルーティーな酸味が
魅力のシードラ

スイーツと相性抜群の
甘酸っぱいシードラ

ランボーンは、無農薬りんごのストレート果汁
のみを贅沢に使用した、ルクセンブルク初のシ
ードルブランドです。使用されるりんごは、荒
廃した果樹園の木々を1つずつ再生して育て
られたもので、売上の一部は果樹の保全や新
たな植樹に充てられています。ブランド人気
No.1であるオリジナルは、
ソーヴィニヨンブラ
ンの白ワインを彷彿とさせる爽やかでフルー
ティーな味わいが特徴となっております。フラ
イドポテトや魚介類と共にお楽しみ下さい。

シドルカは、スペイン北部のカンタブリア州を
代表するシードラ(シードル)ブランドです。
「グリ
ーン・スペイン」の異名を持つカンタブリアの肥
沃な大地で育まれたりんごのストレート果汁の
みを使用しており、砂糖も一切使用していませ
ん。また、
りんごに含まれるリンゴ酸を乳酸に変
化させるマロラクティック発酵による、まろやか
でバランスの取れたフルーティーな酸味が特徴
となっています。ワインの代わりに、肉・魚料理問
わず、様々なお料理と共にお楽しみ下さい。

シドルカは、スペイン北部のカンタブリア州
を代表するシードラ(シードル)ブランドで
す。
「グリーン・スペイン」
の異名を持つカン
タブリアの肥沃な大地で育まれたりんごの
ストレート果汁を用いて造られています。
ド
ゥルセとは、
スペイン語で
「甘いもの」
を意味
する言葉の通り、甘味の強いりんごを使用し
ており、爽やかな甘酸っぱいフルーティーな
味わいが特徴となっています。チーズや食
後のデザートとのペアリングでどうぞ。

シードル/中辛口
330ml 5.8%

シードル/辛口
250ml 5.5%

国の情景をも変えた
無農薬シードル

24本入
オープン価格

24本入
オープン価格

シードル/甘口
250ml 5.5%

24本入
オープン価格

ギフトボックスは入荷時期により、お客様でギフトを作って頂く
ものと、ギフトが出来上がっているものがあります。ご注意下さい。

瓶内醗酵ビールの澱（おり）について

島

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目2番12号 3階
TEL 092-733-0822（代表）
FAX 092-733-0855（注文専門）
FAX 092-733-0856（問合せ専用）
ホームページアドレス http://www.worldbeer.co.jp
Eメールアドレス
info@worldbeer.co.jp
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ご注文商品を運送会社よりお受取りになった時、商品名、個数、
破損等のご確認をお願いします。

ルウェットは1898年に創業し、
かつてベルギ
ー王室御用達にも認定された老舗シードル
ブランドです。新鮮なりんごのストレート果
汁のみを贅沢に使用し、
シードルでは珍しく
シャンパン酵母を用いて造られています。エ
ルダーベリーは、
シャンパーニュロゼの色付
けにも使われる果物で、鮮やかなロゼカラー
とマスカットの様なフルーティーさと上品な
甘さが特徴です。食前酒として、
または食後
のデザートと共にどうぞ。

SAS Cinq Cidrés

ランボーン オリジナル瓶
ルクセンブルク

シャンパン酵母で造られた
ロゼシードル

フランスを代表する
高級クラフトシードル

シードル/辛口
330ml 4.7%

ご 案 内
請求書・納品書に毎月同封しております「BEER NEWS」で、
価格変更・商品企画変更・キャンペーンなどをご案内しており
ますので、ご確認をお願い致します。

C03

SAS Cinq Cidrés

330ml・500mlの瓶が10本入るカートンです。
ギフト用として、様々な商品を詰め合わせる事が可能です。

Cidre Ruwet Elderberry

ルウェットは1898年に創業し、かつてベル
ギー王室御用達にも認定された老舗シード
ルブランドです。新鮮なりんごのストレート
果汁のみを贅沢に使用し、シードルでは珍し
くシャンパン酵母を用いて造られています。
主に日本でも生食用として人気の高いジョ
ナゴールド種を使用しており、甘味と酸味の
バランスが取れた爽やかな味わいが特徴で
す。ベルギーで人気の飲み方「Over Ice(氷
と一緒に)」でお召し上がり下さい。
シードル/中辛口
330ml 4.5%

C02

Cidrerie Ruwet N.V.

ベルギー王室御用達にも
認定されたシードル

英語では cider（サイダー）、フランス語では
cidre（シードル）、スペイン語では sidra
（シードラ）など、各国で様々な呼び 方が
ありますが、日本国内で一般的に使用され
ている
「シードル」と表記させて頂きます。
弊社輸入シードルは洋梨の醸造酒（ペリー）
も含んでいます。

（カートンのみの出荷はできません。）
ラガー
330ml 5.0%

Cidre Ruwet Apple

りんごのお酒
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ルウェット エルダーベリー瓶

C01

Cidrerie Ruwet N.V.

シードル

10本用カートンご希望のお客様は、
輸入ビール 5ケースのご注文をお願い致します。

Taiwan Tabacco and Liquor Corporation

ルウェット アップル瓶

2-2-12 3F, DAIMYO, CHUOU-KU, FUKUOKA-CITY,
FUKUOKA-PREF., 810-0041 JAPAN
PHONE +81（0）92-733-0822
FAX
+81（0）92-733-0855（ORDER）
FAX
+81（0）92-733-0856（INFORMATION）
Web
http://www.worldbeer.co.jp
E-mail info@worldbeer.co.jp

印は弊社メーカー直輸入品です。 ★価格は全て内税（消費税込）です。

Q. 澱って何？
A. 瓶詰時に酵母を再添加して作ら

れたビールの中で、酵母は麦汁の
糖を分 解してアルコールと炭酸
ガスを作ります。活動を終えた酵
母は栄養素を蓄えたまま瓶底に
沈殿します。これを おり といい
ます。

Q. 飲んでも大丈夫なの？
A. この酵母の沈殿物を不純物と

思われる方もありますが、飲ま
れても害はありません。かえっ
てビタミンの宝庫として飲まれ
る方もいらっしゃいます。気に
なる方は底に沈めて上澄みを
お飲みください。

Q. 色や形はどういうものがあるの？
A. おり の 色はさまざまで白っぽ いグ

レー、茶、黒などです。形も瓶底に白っぽ
く雪のように積もったものやビール全体に
広がったもの、又黒っぽい石のように固
まったものなどで驚かれる方もあります
が、この酵母こそビールをより味わい深く
しているのです。
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