新商品

レムケ ベルリナーヴァイセ瓶

72

本年度は、醸造大国・ドイツより
商品が新登場です！第二の都市ハン
北のシャンパンの異名を持つ
スペシャルビールやヴァイツェン、
インゼルのギフトセットなど。
「ビールといえば、
やっぱりドイツ！」

Lemke Budike Weisse

Brauerei Lemke Berlin GmbH

本場ドイツNo.1
真のベルリナーヴァイセ
「北のシャンパン」
の異名を持つベルリンの伝
統的ビアスタイル・ベルリナーヴァイセ。乳酸
菌や野生酵母などを用いて造られるサワービ
ールの1種です。
レムケが手掛ける伝統的なベ
ルリナーヴァイセは、野性的で複雑な味わいが
特徴。りんごの様な甘味と爽やかな酸味の後
に、丸みを帯びたフィニッシュを迎えます。ワー
ルドビアアワーズ2019でドイツNo.1に選出
されたベルリナーヴァイセは、
シロップ等を加
えずそのままの味わいをご賞味下さい。

ベルリナーヴァイセ
330ml 3.5％

レムケ ラスベリーヴァイセ瓶

インゼル バルティック 330瓶 ギフトセット

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

計2セット分

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
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ドイツのバイエルンにあるヴァイツェン専
門の醸造所マイゼルが手掛ける、世界を代
表するヘフェヴァイツェンです。ワールド
ビアアワーズ2018では世界最高のウィー
ト(小麦)ビールに輝き、その年の世界9大
ビールに選出されました。そんな世界一の
ヴァイツェンは独自の酵母が醸し出すフル
ーティーな風味が特徴で、クローブやナツ
メグの様なスパイシーなニュアンスも感じ
られます。肉料理はもちろん和食やイタリ
アンともお楽しみ頂けます。

ヘラーボック
250ml 10.2%

ウーバークェル オリジナル瓶

12本入
オープン価格

ヘフェヴァイツェン
330ml 5.1％

24本入
オープン価格

マイセルズ ヴァイセ ゼロ瓶

68

Maisel s Weisse Alkoholfrei

Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG

69

ÜberQuell Original Helles

Baltic Farm

135

Quadriga

ÜberQuell GmbH

2年連続世界No.1の
ノンアルヴァイツェン

5冠受賞の
ファームハウスエール

伝統的ドイツビールの
正当な後継者

ワールドビアアワーズ2020でドイツNo.1に
輝き、マイニンガーズ国際クラフトビアアワー
ドでは2018年〜2021年の4年連続金賞を受
賞している、
ドイツが世界に誇るファームハウ
スエールです。ファームハウスエールは、セゾ
ンの新たな解釈として現在注目を集めている
ビアスタイルです。
ドイツ産の稀少ホップ・フュ
ルメロンが醸し出すメロンの様なフルーティ
ーなアロマが特徴で、ワインの様な味わいの
後にピリッとした苦味がフィニッシュに華を添
えます。

ヘレス(ヘル)は、麦本来の風味を引き立たせ
たドイツを代表する伝統的なビアスタイルで
す。ハンブルクを代表するクラフトビアブラン
ドであるウーバークェルが造るヘレスは、伝統
を否定しない新しいもの。無ろ過で造られた黄
金色のビールは、非常に飲みやすく一見シン
プルなドイツビール。
しかし麦芽と酵母に由来
する伝統的なベースの上には、4種のホップに
よるフルーティーでホッピーな現代人の主張
がしっかりと示されています。

ファームハウスエール
330ml 6.5%

ヘル
330ml 5.0%

24本入
オープン価格

インゼル クライデ瓶

1

世界No.1のヘフェヴァイツェン

ドイツの伝統的ビアスタイルであるヘラーボ
ックを、ウイリアムスブランドと呼ばれる洋
梨で造られたブランデーの樽で9ヶ月の長期
間熟成させた逸品です。ピルスナーモルトを
使用して造られたバレルエイジビールで、そ
の味わいはジューシーかつフルーティー。ウ
イリアムスブランド樽に由来する熟れた洋梨
のアロマと、キャラメルハニーの様な風味を
伴った甘さが特徴です。洋梨を使用したスイ
ーツや香りの強いチーズと共にどうぞ。

2本
2本
2本
2本
2本
2本
2ヶ
2ヶ

Rügener Insel-Brauerei GmbH

24本入
オープン価格

6本入
オープン価格
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ドイツ産の洋梨ブランデー樽で
長期熟成

オープン価格

バルティック ファーム瓶

Rügener Insel-Brauerei GmbH

ブリュットビール
750ml 10.5%
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Maisel s Weisse Original

Privatbrauerei Camba Bavaria GmbH

ドイツのインゼル醸造所より、金賞受賞ビー
ル6種類（各1本づつ）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No.1ビール「バルティック ダブル」が限
定で入っています。

ドイツNo.1に輝いた
無添加フルーツサワー

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。

ブランデーエイジ ヘラーボック瓶

金賞ビールだけを集めた
豪華なギフト
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シャンパン酵母が醸し出す
世界最高のスペシャルビール

マイセルズ ヴァイセ瓶

Oak Aged Heller Bock Williamsbrand

Rügener Insel-Brauerei GmbH

Brauerei Lemke Berlin GmbH

クアドリガ 750瓶

144

Insel Baltic-Edition Genusspack

Lemke Himbeer Weisse

ベルリナーヴァイセ
330ml 3.5%

ブラウマイスター達のこだわりが詰まった計12の
ブルクを代表する最先端のジャーマンクラフト、
首都ベルリンの伝統的ビール、また世界No.1の
そして金賞商品だけを集めたドイツ初登場となる
現在世界には多種多様なビールがありますが、
という日本人のイメージは未だ不滅です。

Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG

24本入
オープン価格

ドイツ・ベルリンの名物ビールであるベルリナ
ーヴァイセは、その酸味を和らげるためラズベ
リーなどのシロップを加えて飲まれる事が一
般的です。
レムケではビールに本物のラズベリ
ーを漬け込むことで、人工添加物なしのナチュ
ラル な 味 わ いをお 楽しみ 頂 けます。ドイツ
No.1に選出されたフルーツサワーは、
フルー
ティーな甘味とマイルドな酸味のバランスの
良さが特徴です。食前酒としてはもちろんビ
ールが苦手な方にもおすすめです。

New Arrival

86

Insel Kreide

ウーバークェル ペールエール瓶

ウーバークェル I PA瓶

70

24本入
オープン価格
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ÜberQuell Supadupa IPA

ÜberQuell GmbH

ÜberQuell GmbH

チョークの成分配合7冠
シャンパンビール

ハンブルク発の
先進的なペールエール

ワールドビアアワーズとマイニンガーズ国際
クラフトビアアワードで、計7冠の栄誉に輝い
たシャンパン酵母仕込みのビールです。クラ
イデとはドイツ語でチョークを意味し、包装
紙にはリューゲン島の白亜(チョーク)の崖が
描かれています。シャンパン酵母とチョーク
の主成分である炭酸カルシウムを多く含ん
だ水で仕込まれたビールは、白ぶどうや洋梨
の様なフルーティーさが特徴。そして控えめ
な酸味を伴ったドライな後味が印象的です。

ウーバークェルが、
ハンブルクで支持される理
由が分かるペールエールです。フルーツとキャ
ラメルを合わせた様な風味が非常に印象的
で、
ジューシーなレモンやグレープフルーツの
タルト、そしてキャラメルポップコーン等を連
想させられます。それらの風味は一見まとまり
のない様に思われますが、その全てが品よく
繊細なバランスを保って展開していくことか
ら、
このエールの完成度の高さがうかがえま
す。

ブリュットビール
330ml 5.6%

イングリッシュペールエール
330ml 5.5%

24本入
オープン価格

ビールテイスト飲料
330ml 0.4％

24本入
オープン価格

ÜberQuell Palim Palim Pale Ale

Rügener Insel-Brauerei GmbH

バイエルンにあるヴァイツェン専門のマイ
ゼル醸造所が手掛ける、珍しいノンアルコ
ールのヘフェヴァイツェンです。ワールド
ビアアワーズ2018と2019において、ウ
ィートビアアルコールフリー部門で史上初
の2年連続世界一の偉業を達成しました。
世界一のヘフェヴァイツェンに選出された
マイセルズヴァイセのアルコール分を除去
して造られ、独自の酵母が醸し出すヴァイ
ツェンの味わいそのままにノンアルコール
でお楽しみ頂けます。

24本入
オープン価格

週末や休日に楽しみたい
ドイツ産IPA
ドイツ第二の都市ハンブルクのクラフトビ
ールシーンを牽引するウーバークェルの
IPAです。「週末や休日にぴったりのビー
ル」というコンセプトでの基で造られた
IPAには、センテニアルとモザイクという
2種類のホップが使用されています。ホッ
プに由来するパパイヤやマンゴーといった
トロピカルなアロマと、上質なモルトによ
るキャラメルの様な風味が見事に調和。最
後に素晴らしい苦味が引き立ち、休日気分
を更に充実させてくれます。

アメリカンIPA
330ml 6.0%

24本入
オープン価格
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