新商品

バーディ ナムナム瓶

北欧ノルウェーのクラフトビール界の
氷河の水で造られる3種類のビールが
に入ったオーガニッククラフトビール・
うさぎのビールからも新商品が入荷。
なったサミクラウスの限定醸造バレル
ギフトセットなど。本年度の新商品も
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Birdie Num Num

Nøisom AS

ノルウェー産
パワー系セッションIPA

ストローマン瓶

ノルウェークラフト界のパイオニア・ノイソ
ムが手掛けるセッションIPAです。アルコー
ル度数は低めに設定されていますが、
この
ビールはその数字以上の力強さを持ってい
ます。大量のホップを贅沢に使用して造られ
ており、
メインホップであるシムコーに由来
する松葉の様なアロマと青い苦味が特徴で
す。また、他のホップがトロピカルな印象も
付加してくれており、他のセッションIPAとは
一線を画す複雑な味わいを産み出していま
す。

セッションIPA
330ml 4.7%

24本入
オープン価格

ハッピーペールエール瓶

125

Happy Pale Ale

Nøisom AS

苦さ控えめでフルーティーな
ペールエール
「苦みの少ないビールは人生を幸せにする」
というコンセプトより産まれた北欧ノルウェ
ー産のペールエールです。贅沢に使用され
た2種類のホップ(シトラ・モザイク)は、苦味
成分の抽出を抑えてホップのアロマだけが
上手く引き出されています。そのため通常
のビールに比べ苦味は少なく、マンゴーや
桃の様な風味と軽やかさが特徴です。苦さ
控えめでフルーティーなペールエールは、
味付けの濃いおつまみとのペアリングでご
賞味下さい。

ペールエール
330ml 4.7%

氷河から造られた
ノルウェー産ヴァイツェン

トリプルボックラガー
330ml 14.0%

3

BE-BIO-01
EU/non-EU Agriculture

24本入
オープン価格

Lion Xmas

数量限定！
オーガニッククリスマスビール
オーガニックビールを専門とするベルギー
のリオン醸造所が手掛ける、一年に一度だ
け醸造されるクリスマス限定ビールです。
EUの有機認証であるユーロリーフを取得
しており、原料は全てオーガニックのものだ
けを使用しています。シャンパン酵母で造ら
れたクリスマスビールは、麦本来の甘味と、
ホットワイン用のシナモンとショウガによる
スパイシーな風味が特徴です。シナモンス
ティック等を加えて、ホットビールとしても
お楽しみ頂けます。
※1本ずつにサンタ帽が付いてきます。

BE-BIO-01
EU/non-EU Agriculture

34

新時代の
オーガニックホワイトビール
オーガニックビールを専門とするベルギー
の醸造所・リオンが手掛けるホワイトビール
です。全ての原料は有機栽培で育まれたも
ので、EUのビオ認証であるユーロリーフを
取得しています。シャンパン酵母で仕込まれ
ており、
レモンの様な柑橘系のフルーティー
な風味と、
コリアンダーに由来するスパイシ
ーさが特徴です。近年流行のアメリカンな
ホワイトエールの様な顔も覗かせる、
まさに
新たな時代のベルジャンホワイトと言えま
す。

ヘフェヴァイツェン
330ml 4.7%

ベルジャンウィートエール
330ml 5.0%

24本入
オープン価格

フォートラパン チョコレートスタウト瓶

41

Fort Lapin Chocolate Stout

24本入
オープン価格

エナム パーテル瓶

19

ウィンターエール
330ml 6.0%

Lion 6 IPA

BE-BIO-01
EU/non-EU Agriculture

ベルギービールの伝統を
軽やかに楽しもう
1545年創業のベルギー最古の家族経営醸
造所である、ローマン醸造所が造る認定ア
ビィビールです。かつて存在したエナム修道
院(1063-1797)で、修道士たちが普段飲ん
でいたビールをモデルに造られています。日
常用のためアルコールは控えめですが、しっ
かりとベルギービールらしさを楽しめる非
常に優秀なアビィビールと言えます。伝統的
な柑橘系のフルーティーな風味と軽やかな
味わい、そしてフレッシュな苦味を伴ったド
ライな後味をご賞味下さい。

「うさぎのベルギービール」
として知られる
フォートラパンの限定醸造チョコレートスタ
ウトです。本物のチョコレートは使用せずに
ビールで通常用いられる原料のみで、本場
ベルギーのチョコレートの味わいが感じら
れるスタウトを造り上げました。チョコレート
モルトと呼ばれる焙煎された麦芽を用いる
事で、
カカオやビターチョコの様な風味とス
ムースな飲み口を産み出しています。チョコ
レート系のデザートや肉料理と共にどうぞ。
チョコレートスタウト
330ml 6.0%

24本入
オープン価格

42

Snowlapin

アビィ/ブロンドエール
330ml 5.5%

ケレル I PA瓶

24本入
オープン価格

35

Brasserie Lion SRL

N.V. Brouwerij Roman

本場ベルギーのチョコレートを
ビールで再現

24本入
オープン価格

リオンI PA ボトル缶

Ename Pater

Brouwerij Fort Lapin

153

Brasserie Lion SRL

フィヨルドの国・ノルウェー産の氷河の水で造ら
れたヴァイツェンです。ノルウェーが誇る雄大な
自然が長い年月を掛けてろ過した、氷河の水を
用いて醸造されています。ノルウェー語で
「かか
し」
を意味する名前のビールは、小麦と大麦麦芽
を1:1で配合する伝統的なヘフェヴァイツェンの
製法に則って醸造されており、
バナナやクローブ
の様な風味がお楽しみ頂けます。夏の暑い日に、
レモンのスライスを添えてのサーブもおすすめ
です。

スノーラパン瓶

１年間かけて醸造される超高アルコールビ
ール・サミクラウスを、2種類の樽を使用し1
ヶ月ずつ熟成させてブレンドした非常に贅
沢なバレルエイジビールです。エイジングに
はシャルドネ種の白ワイン造りで使用され
た樽と、イスラエルの人気ワイナリー・ダル
トンのワイン樽が使用されています。2つの
樽の個性がサミクラウスに複雑に絡み合
い、比類ない味わいを産み出しています。
寝かせてビンテージビールとしても非常に
優秀です。

リオン クリスマス ボトル缶

Brasserie Lion SRL

Samichlaus Barrique

サミクラウスを
2つのワイン樽で熟成

ボトル缶

みの
約の
ご予 ビール
限定
です

Lion 5 White

Stråmann

66

Brauerei Schloss Eggenberg Stöhr GmbH & Co. KG

パイオニア・ノイソムより、フィヨルドが育んだ
日本新登場！またベルギーからは、アルミボトル缶
リオンや、可愛らしい見た目で人気のケレルや
そして、2017年に発売から間もなく完売御礼と
エイジ、さらに4種類のデリリュウムが入った新たな
ご期待下さい。

リオン ホワイト

124

Nøisom AS

24本入
オープン価格

サミクラウス バリック瓶

New Arrival

シャンパン酵母仕込みの
オーガニックIPA
Uのオーガニック認証であるユーロリーフ
を取得しているベルギー産のIPAです。アメ
リカ産の3種のオーガニックホップと地元ベ
ルギー産の麦芽、そしてフランス産のシャン
パン酵母を用いて醸造されています。グレ
ープフルーツの様な柑橘系のフルーティー
さとビスケットの様な風味、そしてしっかり
とした苦味が特徴です。まるでアメリカ西海
岸のウエストコーストIPAを彷彿とさせる味
わいは、ベルギービールの懐の深さを感じ
させてくれます。
ベルジャンIPA
330ml 6.0%

24本入
オープン価格

デリリュウム4種 330瓶 ギフトセット

148

Delirium Discovery Pack

Brouwerij L Huyghe N.V.

38

Kerel IPA

Brouwerij Fort Lapin

雪うさぎの名を持つ
冬季限定醸造ビール
「うさぎのベルギービール」
として知られる
フォートラパンより、冬季限定で醸造される
ビールです。雪うさぎの名を持つウィンタ
ーエールは、
リッチでバランスの良い味わ
いが魅力。プルーンやレーズンの様なダー
クフルーツをメインに、チョコレートやキャ
ラメルの様なニュアンスも感じられます。そ
こにスターアニスによるスパイシーさが良
いアクセントとなっており、9％のアルコー
ル感と相まって温かみのある味わいを産み
出しています。
ウィンターエール
330ml 9.0%

24本入
オープン価格

Verbeeck-Back-De Cock Brewery bvba

世界一映えるベルジャンIPA
ワールドビアアワーズ2018において世界一
のデザインに選ばれたケレルのIPAです。
「Untouched by Monks(修道士の影響
を受けていない)」というケレルのスローガ
ンを象徴するビールで、アメリカで修行をし
たベルギー人醸造家の手により造られてい
ます。麦芽とホップのバランスが素晴らし
く、高品質な4種類のホップが織り成すシト
ラスの様な風味と適度な苦味が、後引く美
味しさを産み出しています。普段飲みとして
忙しい一日の締めくくりにどうぞ。

ベルジャンIPA
330ml 4.5%

24本入
オープン価格

4種類のデリリュウムが
楽しめるギフト
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。

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
計6セット分

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

6本
6本
6本
6本
6ヶ
6ヶ

オープン価格
4

