BIG BOTTLES GIFT SET

インゼル バルティック330瓶 ギフトセット

&

ご注意

136

グーデンドラーク ブリューマスター 750瓶 137
Gulden Draak The Brewmaster's Edition
Brouwerij Van Steenberge N.V.

Brasserie Dubuisson Frères sprl

ヴァンスティーンベルグ醸造所の最高峰

ワールドビアアワーズ 2018 におい
て世界最高のブリュットビールとス
ペシャルビールに選出されたドイツ
ビールの傑作です。クアドリガとは、
ベルリンのブランデンブルク門の上
部に設置されている 4 頭立ての馬車
の事を指します。そんな世界一のス
ペシャルビールの味わいは、フレッ
シュかつエレガント。
フランス産シャ
ンパン酵母に由来するフルーティー
かつドライな洗練された味わいが特
徴で、時にオーク樽のニュアンスも
感じられます。

仏・ブルゴーニュ、ムルソー村の１
級畑シャルム。そのムルソーの白ワ
イン造りで使用したオーク樽の中で、
４ヶ月間熟成させた非常に贅沢なビ
ールです。グラスに顔を近づけると、
白い花やシトラスの香りの後に、樽
香によるシャルドネの芳醇なアロマ
が広がっていきます。また、味わい
は非常にバランスが良く、優しさの
中にある繊細な苦味と微かな酸味が、
このビールの爽やかな個性を引き立
ててくれます。10℃ぐらいの温度で、
白ワインに合う料理とご賞味下さい。

シングルモルトウイスキー造りで使
用された樽を用いて、ビールの醗酵
にボルドーワイン酵母を使用しまし
た。そして、その樽にビールを約６
ヶ月長期熟成させて造られた特別醸
造品です。「ブリューマスター」と
は「醸造責任者」という意味で、現
在の醸造責任者兼ヴァンスティーン
ベルグ社CEOのジェフ氏が、彼の醸
造の師であり、実の祖父であるヨゼ
フ氏の功績を称えて、醸造しました。
年一回の限定醸造ですので、ヴィン
テージによって様々な顔を覗かせる
逸品となっています。

ブリュットビール
750ml 10.5%

ストロングブロンドエール
6本入
オープン価格
750ml 10.5%

スペシャルアンバーエール
6本入
オープン価格
750ml 10.5%

6本入
オープン価格

デウス 750瓶
デウス
750瓶
DeuS
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Brouwerij Bosteels N.V.

パウエル クワック 750瓶
Pauwel Kwak
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Brouwerij Bosteels N.V.

世界最高峰と名高いワールドビアカ
ップ1996ベルジャンストロングエー
ル部門で金賞を受賞した、ベルギー
が世界に誇るアンバーエールです。
非常に有名なフラスコ型の専用グラ
スは、醸造家兼宿屋の主人が、宿に
訪れる郵便馬車の御者の為に、馬車
の上でもこぼさずにビールを楽しめ
る様に発明されました。カラメルモ
ルトによる甘味と、酵母によるバナ
ナの様な風味の後に、繊細な苦味を
伴った温かみあるフィニッシュへと
誘ってくれます。

世界最高の蒸留所に選出されたバファ
ロートレース蒸留所のバーボン樽で、
人気ビールの
「デリリュウムノクトルム」
と
「デリリュウムクリスマス」
をブレンド
し、9ヶ月もの長期熟成させたデリリュ
ウムシリーズの最高級品です。2つビー
ルとバーボン樽のキャラクターが、深
い琥珀色の中に存分に発揮されており、
バニラの様なアロマ、キャラメル風味
の中に微かなアーモンドを感じる味わ
い、そして力強いアルコール感がフィ
ニッシュへと誘ってくれる逸品となって
います。

ブリュットビール
750ml 11.5%

6本入
ストロングアンバーエール
オープン価格
750ml 8.4%

6本入
ストロングダークエール
オープン価格
750ml 11.5%
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La Guillotine

超高級ベルギービール・デウスのギフト

デウス750瓶
デウス専用グラス
デウスギフトボックス

6本
12ヶ
6ヶ
オープン価格

稀少な専用グラスが入ったギフト
ベルギーが世界に誇るアンバーエール・
パウエルクワックのグラス付きギフト
セットです。パウエルクワック4本と
稀少なフラスコ型の専用グラスが1つ
入っています。

パウエル クワック瓶
パウエル クワック専用グラス
パウエル クワックギフトボックス
計6セット分

24本
6ヶ
6ヶ

オープン価格

バーボン樽で熟成させた最高級デリリュウム

デリリア 750瓶

デリリュウム4種330瓶 ギフトセット

世界中で愛されるピンクの象で有名な
ストロングゴールデンエールです。ち
なみにビール名は、ラテン語で「アルコ
ール中毒による幻覚」を意味する言葉
で、欧州ではお酒で酔っぱらうと、ピ
ンクの象が幻覚として見えると言われ
ている事から、このビールのアイコンと
して使用されています。力強い喉越し
とホップの苦味、そして瓶内醗酵で醸
されるアロマが特徴的で、コクとキレ
のバランスが秀逸な非常に完成度の
高いビールと言えます。

発売以来、ワールドビアアワーズや
ワールドビアチャレンジ等の有名コ
ンテストで数々の金賞を獲得してい
るベルジャンゴールデンエールの代
表格です。このギロチンという物騒
な名前は、フランス革命200周年を
祝して付けられました。物騒な名前
とは裏腹に、アマリロホップ由来の
シトラスの風味とスムースな飲み口
が特徴的で、力強さの裏にアルコー
ル度数を感じさせない飲みやすさを
与えてくれます。

デリリアは、デリリュウムトレメン
スの妹分として、「女性による女性
の為のビール」のコンセプトの基に、
女性のみで１年に１回限定醸造され
るビールです。フルーティーな白ワ
インの様な香りの後、スパイシーか
つ軽やかなホップの香りへと変化し
ていきます。深みのある味わいと共
に、りんごやシャルドネ種のぶどう
の様な果実味がバランス良く口の中
に広がっていき、心地よい苦味へと
展開していきます。

ストロングゴールデンエール 12本入
オープン価格
750ml 8.5%

ストロングゴールデンエール 12本入
オープン価格
750ml 8.5%

ストロングゴールデンエール 12本入
オープン価格
750ml 8.5%

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。

6本
6本
6本
6本
6ヶ
6ヶ

デリリュウム トレメンス瓶
24本
デリリュウム 共通グラス
6ヶ
デリリュウム トレメンスギフトボックス 6ヶ
計6セット分

オープン価格

キュベ ドゥ シャトー330 瓶 ギフトセット
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La Guillotine Gift Set
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Cuvée du Chateau Gift Set

Brouwerij L Huyghe N.V.

Brouwerij Van Honsebrouck bvba

金賞受賞ベルギービール・ギロチンのギフト

醸造家の技巧が詰まったビールのギフト

数々の有名コンテストで金賞を獲得している
ベルジャンゴールデンエールの代表格ギロ
チンのグラス付きギフトセットです。ギロチン
4本と専用のゴブレット型グラスが1つ入って
います。

人気ビール・キャスティールブリューンを
さらに進化させたキュベドゥシャトーのグ
ラス付きギフトセットです。キュベドゥシャ
トー4本と大きなゴブレット型の専用グラ
スが1つ入っています。

ギロチン瓶
ギロチン 共通グラス
ギロチン ギフトボックス
瓶デザイン変更あり

大人気ピンクの象のビールのギフト
世界100ヶ国以上で愛されるベルギービ
ール・デリリュウムトレメンスのグラス付
きギフトセットです。デリリュウムトレメン
ス4本とデリリュウムの共通のゴブレット
型グラスが1つ入っています。

オープン価格

計6セット分

24本
6ヶ
6ヶ
オープン価格

お客様にてギフト作製

女性による女性のための限定醸造

ギロチン330瓶 ギフトセット

お客様にてギフト作製

ベルジャンゴールデンエールの大定番

トレメンス瓶
25周年記念瓶
ノクトルム瓶
レッド瓶
共通グラス
ギフトボックス

計6セット分

Brouwerij L Huyghe N.V.

Brouwerij L Huyghe N.V.

4種類のデリリュウムが楽しめるギフト

デリリュウム
デリリュウム
デリリュウム
デリリュウム
デリリュウム
デリリュウム
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Delirium Tremens Gift Set

ピンクの象でおなじみのベルギーを代表する
ビールブランド「デリリュウム」より、4種類の
ビールが入ったグラス付きギフトセットです。
世界100ヶ国以上で愛される4つのデリリュ
ウムの味わいをお楽しみ下さい。
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世界中で愛されるピンクの象のビール

デリリュウム トレメンス330 瓶 ギフトセット
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Delirium Discovery Pack

Brouwerij L Huyghe N.V.

Deliria

Brouwerij L Huyghe N.V.

Brouwerij Bosteels N.V.

お客様にてギフト作製

Brouwerij L Huyghe N.V.

ギロチン 750 瓶
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Pauwel Kwak Gift Set

シャンパン製法で造られる超高級ベルギー
ビール・デウスの豪華なグラス付きギフト
セットです。デウス1本と専用のシャンパン型
グラス2つが入っています。

お客様にてギフト作製

141

24本
6ヶ
6ヶ

オープン価格

パウエル クワック330瓶 ギフトセット

DeuS Gift Set

Brouwerij Bosteels N.V.

ピンクキラー瓶
ピンクキラー専用グラス
ピンクキラーギフトボックス
計6セット分
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計6セット分

デウスは、約１年間かけて醸造される
最高級ベルギービールです。ベルギー
で醗酵・熟成させた後に、フランスの
シャンパーニュ地方へ運び、シャンパ
ン酵母を入れて瓶詰め。さらに瓶内
発酵後に、シャンパンと同じ製法であ
るルミアージュ(動瓶)とデゴルジュマ
ン(澱抜き)を行います。その製法が物
語るかの如く、フルーティーなアロマ
と辛口のシャンパンを彷彿とさせるド
ライでキレのある味わいが特徴的で
す。シャンパングラスで是非お楽しみ
下さい。

2本
2本
2本
2本
2本
2本
2ヶ
2ヶ

オープン価格

デウス750瓶 ギフトセット

Brouwerij L Huyghe N.V.

世界レベルの味わいと遮二無二のグラス

デリリュウム
トレメンス
7
750瓶
5 0瓶瓶
デリ
リュウム トレメ
ンス 750
Delirium Tremens

計2セット分

デリリウム ブラック バレルエイジ 750瓶 140
Delirium Black Barrel Aged

神の名を授けられたシャンパンビール

6本入
オープン価格

エール瓶
スタウト瓶
ダブル瓶
トリプル瓶
ゴーゼ瓶
ファーム瓶
専用グラス
ギフトボックス

ピンクグレープフルーツビールのギフト
ピンクグレープフルーツを使用したベル
ギーを代表するフルーツビール、ピンク
キラーのグラス付きギフトセットです。
ピンクキラー4本と特殊加工が施された
専用グラス1つが入っています。

ギフト作製不要

銘醸地ムルソーの樽のバレルエイジ

金賞ビールだけを集めた豪華なギフト

バルティック
バルティック
バルティック
バルティック
バルティック
バルティック
バルティック
バルティック

ギフト作製不要

世界最高 の ス ペ シ ャ ル ビ ー ル

Brasserie De Silly S.A.

お客様にてギフト作製

ブッシュ デ シャルム 750瓶
Bush de Charmes
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Pink Killer Gift Set

ドイツのインゼル醸造所より、金賞受賞ビール
6種類と専用グラスが入った豪華なギフト
セットです。日本未 発売の世界N o.1ビール
「バルティック ダブル」が限定で入っています。

ギフト作製不要
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Rügener Insel-Brauerei GmbH

19

Insel Baltic-Edition Genusspack

Rügener Insel-Brauerei GmbH

ギフトセットは入荷時期により、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。

クアドリガ 750瓶
Quadriga

ピンクキラー250瓶 ギフトセット
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キュベ ドゥ シャトー瓶
キュベドゥシャトー 専用グラス
キュベドゥシャトー ギフトボックス
計6セット分

24本
6ヶ
6ヶ

オープン価格

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。
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