猫のブロンド瓶
De Poes Blonde

23

猫のラガー瓶
De Poes Export

24

25

De Poes Houblon

Brouwerij De Poes BVBA

Brouwerij De Poes BVBA

Brouwerij De Poes BVBA

猫のホップ瓶

リオン ホワイトボトル缶
Lion 5 White

34

リオン I PAボトル缶
Lion 6 IPA

35

Brasserie Lion SRL

Brasserie Lion SRL

ケレル ビエール ド ギャルド瓶
Kerel Bière de Garde

36

Verbeeck-Back-De Cock Brewery bvba

猫好きのためのベルジャンブロンド

猫好きのための贅沢なラガー

ホップが爽やかに香る猫派の為のビール

新時代のオーガニックホワイトビール

シャンパン酵母仕込みのオーガニックIPA

味わいとデザインの両方で世界No.1

ペットの愛猫にちなんで醸造所の名前を
「Brouwerij De Poes: 猫の醸造所」と名
付けてしまうほど、猫が大好きな人が造っ
た猫派の為のブロンドエールです。ホップ
の語源になったと言われる地元ベルギーの
ポペリンゲ産ホップの苦味と、ビターオレ
ンジピールやコリアンダーなどのスパイシ
ーさが、バランスよく保たれながら上手に
まとまっています。8℃〜10℃ぐらいに冷
やして、「猫の様に優雅で上品」と形容さ
れるその味わいをお楽しみ下さい。

ペ ット の 愛 猫 に ち な ん で 醸 造 所 の 名 前 を
「Brouwerij De Poes: 猫の醸造所」と名付けて
しまうほど、猫が大好きな人が造った猫派の為の
ラガービールです。日本人にお馴染みのドルトムン
ダーというタイプで、原料は全て地元ベルギー産に
こだわって造られています。そしてこのビール最大
の特徴は、ドルトムンダーの瓶内2次醗酵に、エー
ル酵母を使用している事です。ラガーとエールの
融合が、高品質ピルスナーモルトのクリアな旨味
と、ザーツホップの爽やかな苦味と相まって、キレ
のあるフレッシュな味わいを造りだしています。

猫派による猫派の為のベルギービール第３
弾は、ホップによる爽やかな香りと、柔ら
かな苦味が特徴のホッピーエールです。ラ
ベルに記されている「HOUBLON」と
は、ベルギーの公用語のフラマン語でホッ
プを意味します。ホップには、地元ベルギ
ー産のザーツホップと、メルクールホップ
を使用。苦味を押し出したIPAとは違い、
モルトとのバランスを考えて造られてお
り、程よいホップの苦味が、爽やかなフィ
ニッシュを演出してくれます。

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。

EU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。

ワールドビアワーズ2018のビエールド
ギャルド・セゾン部門とデザイン部門に
おいて、2つの世界一に輝いたビールで
す。ビエールドギャルドとは、フランス
北部で造られる伝統的スタイルで、直訳
すると「貯蔵ビール」となり、冬場にビー
ルを醸造した後、夏に向けて低温貯蔵
するビールの事を指します。麦本来の旨
味、芳醇なコク、そして力強さのバラン
スが非常に秀逸で、世界一の味わいも
納得の仕上がりになっています。

24本入
オープン価格

エクスポートラガー
24本入
オープン価格
330ml 4.8%

ホッピーエール
330ml 5.5%

24本入
オープン価格

ベルジャンウィートエール
24本入
オープン価格
330ml 5.0%

ベルジャンIPA
330ml 6.0%

24本入
オープン価格

ビエールドギャルド
24本入
オープン価格
330ml 7.0%

ブロンドエール
330ml 8.0%

セントルイス プレミアム クリーク瓶

26

セントルイス プレミアム フランボワーズ瓶

27

St. Louis Premium Framboise

St. Louis Premium Kriek

28

St. Louis Premium Pêche

Brouwerij Van Honsebrouck bvba

Brouwerij Van Honsebrouck bvba

セントルイス プレミアム ピーチ瓶
Brouwerij Van Honsebrouck bvba

ケレル セゾン瓶
Kerel Saison

37

Verbeeck-Back-De Cock Brewery bvba

ケレル I PA瓶
Kerel IPA

38

Verbeeck-Back-De Cock Brewery bvba

ケレル ダークI PA瓶
Kerel Dark IPA

39

Verbeeck-Back-De Cock Brewery bvba

チェリー味の甘いフルーツランビック

ラズベリー味の甘いフルーツランビック

ピーチ味の甘いフルーツランビック

フォトジェニックなベルギーNo.1セゾン

世界一映えるベルジャンIPA

IPAと黒ビールの魅力が詰まった１本

セントルイスは、ベルギーの一部地域にしか
生息しない野生酵母を用いて造られるランビ
ック(自然醗酵)ビールブランドです。プレミア
ムクリークは、若いランビックと熟成されたラ
ンビックをブレンドしたものに、チェリーの果
汁をブレンドして造られており、上級者向けの
ランビックを誰でもお手軽に楽しめる、優秀な
フルーツビールとなっています。淡い赤色が
目にも美しいビールで、チェリーのフルーティ
ーな果実味と甘酸っぱい味わいが特徴です。

セントルイスは、ベルギーの一部地域にしか生
息しない野生酵母を用いて造られるランビック
(自然醗酵)ビールブランドです。プレミアムフ
ランボワーズは、若いランビックと熟成された
ランビックをブレンドしたものに、ラズベリーの
果汁をブレンドして造られており、上級者向け
のランビックを誰でもお手軽に楽しめる、優秀
なフルーツビールとなっています。ピンク色が
目にも美しいビールで、ラズベリーのフルーテ
ィーな果実味と甘酸っぱい味わいが特徴です。

セントルイスは、ベルギーの一部地域にし
か生息しない野生酵母を用いて造られる
ランビック(自然醗酵)ビールブランドです。
プレミアムピーチは、若いランビックと熟
成されたランビックをブレンドしたものに、
ピーチの果汁をブレンドして造られており、
上級者向けのランビックを誰でもお手軽に
楽しめる、優秀なフルーツビールとなって
います。桃の香りが際立ったビールで、フル
ーティーな甘い味わいが特徴です。

ワールドビアワーズ2018で、世界一のデ
ザインに選出されたクラフトビールブラ
ンド「ケレル」のセゾンビールです。ま
た、同コンテストにおいて、セゾンとして
はベルギー最高位の金賞を受賞していま
す。フルーティーな酵母の香りと、ドライ
で程よいホップの苦味が特徴です。セゾ
ンは、夏の農作業の際喉の渇きを潤す為
に、仕込まれるベルギーの伝統的ビール
ですので、本場にならい、ビールの美味し
い季節に、ゴクゴクとお楽しみ下さい。

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。

ワールドビアワーズ2018で世界一のデザ
インに選ばれたクラフトビールブランド「ケ
レル」の黒ビールとIPA双方の、魅力が随所
に詰まった先進的なビールです。1966年に
消滅し、2015年に奇跡的復活を遂げたケ
レルの酵母が、相反する2つのビールの仲を
取り持ち、現代的ビールへと昇華させてい
ます。黒ビール特有の香ばしさとコク、IPA
らしいホップの苦味。そして、軽やかなフィ
ニッシュと焙煎モルトによる微かな甘みあ
る余韻をお楽しみ頂けます。

ランビック
250ml 3.2%

24本入
オープン価格

グーズフォントラディション瓶
Gueuze Fond Tradition

29

Brouwerij Van Honsebrouck bvba

1993年から販売を開始したこのビー
ルは、糖類を加えずに伝統的なスタ
イルでグーズを造り出しました。や
や白く濁った黄金色のビールは、喉
越しが重厚で、弾けるような酸味と
レモンのような風味があります。最
初は、酸味が強く感じられますが、
その酸味が口の中をスッキリさせ、
最後には、伝統的グーズの良さが大
変よくわかる逸品です。

12本入
オープン価格

キャスティール トリプル瓶

キュベ ドゥ シャトー瓶
Cuvée du Chateau
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Brouwerij Van Honsebrouck bvba

弾けるような酸味とレモンの様な風味

ランビック
375ml 5.0%

24本入
オープン価格

ランビック
250ml 2.8%

32

Kasteel Tripel

Brouwerij Van Honsebrouck bvba

黄金色のストロングビール

ランビック
250ml 2.6%

24本入
オープン価格

キャスティール バリスタ チョコレート瓶 31
Kasteel Barista Chocolate Quad
Brouwerij Van Honsebrouck bvba

進化させた至高の1本

ベルギー名物ビールとチョコがコラボ

セゾン
330ml 5.5%

24本入
オープン価格

フォートラパン ブランシュ瓶
Blanche de Fort Lapin

40

シトラス香るフルーティーな白ビール

人気商品キャスティールブリューン
を熟練の技で更に進化させた至高の
1本です。気品と力強さを兼ね備え
た高級感溢れるエールはポートワイ
ンを思わせる香りがあり、上品な甘
さと豊かなコクを楽しめるビールで
す。フォアグラやブルーチーズ等と
良く合います。

ベルギーの名物チョコレートがビールになり
ました。クリーム色をした光沢のある泡と焦
げ茶色のボディをしており、ローストモルト
やエスプレッソを彷彿とさせる香ばしさ、そ
してカラメルやチョコレートの甘い香りが特
徴的です。また、一度口に含むと、マジパン
の様な甘さを感じられ、重厚なアルコール感
が駆け抜けます。食事との相性を考えられて
醸造されており、肉料理やチョコレートを使
用したデザートと共にお楽しみ下さい。

24本入
オープン価格

ストロングダークエール 24本入
オープン価格
330ml 11.0％

ベルジャンウィートエール 24本入
オープン価格
330ml 5.0%

キャスティール ブリューン瓶
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Kasteel Donker

Brouwerij Van Honsebrouck bvba

ワインのように熟成した味と香り

ブッシュ アンバー瓶

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
Fort Lapin Chocolate Stout
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Brouwerij Fort Lapin

Brouwerij Fort Lapin

Lapin(ラパン)とは、フランス語で「う
さぎ」を意味する言葉で、ベルギーの
ブルージュという都市にあった建物の
名前に由来しています。うさぎのブラ
ンシュは、シトラスの風味が 爽やか
な、小麦を使用したホワイトビールで
す。フルーティーに香る酵母の後に、
新鮮なホップの苦味が後味をスッキリ
と締めくくってくれます。白うさぎの様
に軽やかと形容される、本場ベルギー
の白ビールをご賞味下さい。

バーレーワイン
330ml 11.0%

ベルジャンIPA
330ml 4.5%
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Bush Caractère Ambrée

Brasserie Dubuisson Frères sprl

ベルギー最強のビール

キャスティールブリューンよりも少
しハードで濃厚な口当たりが特徴の
黄金色をしたストロングビールで
す。15世紀頃、ヴァンホンスブルク
社所有のお城に属していた農家が造
っていたビールを復活させたもの
で、とてもフルーティーな香りと口
の中に広がる味わいはビールとは思
えないほどの贅沢な味です。

15世紀頃、ヴァンホンスブルク社所
有のお城に属していた農家が造って
いたストロングダークビールを復活
させたものです。ほどよい甘さと、
コクのあるワインのように熟成した
味と香りが口の中に広がり、とても
贅沢なビールです。

アルコール度数12％を誇るベルギー国内
では、昔から高アルコールビールの代名詞
的であり、デュビソン醸造所の看板商品で
す。その名の通りアンバー(琥珀)カラーの
ボディに薄茶色の泡。そして、ウイスキー
を思わせるアルコール香と大麦の甘い香り
が特徴的です。一度口に入れると上品な甘
味の後に、その持ち味であるアルコール感
が、喉元に暖かみのある余韻をもって留ま
ってくれます。ジビエの煮込み料理とのペ
アリングも魅力的です。

トリプルゴールデンエール 24本入
オープン価格
330ml 11.0%

バーレーワイン
330ml 11.0%

24本入
オープン価格

スペシャルアンバーエール 24本入
オープン価格
330ml 12.0%

スノーラパン瓶
Snowlapin

24本入
オープン価格
42

Brouwerij Fort Lapin

本場ベルギーのチョコレートをビールで再現
「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
24本入
オープン価格
330ml 6.0%

ペシェ メル ブッシュ瓶

ダークIPA
330ml 6.0%

44

Pêche Mel Bush

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%

サーファイン瓶

24本入
オープン価格
45

Surfine

Brasserie Dubuisson Frères sprl

Brasserie Dubuisson Frères sprl

最強のフルーツビール

ＷＢＡ２冠！ヨーロッパ No.１セゾンビール

その昔、ブッシュアンバーとピーチグ
ーズを1：1で混ぜたものを学生達が好
んで飲んでいました。その飲み物を基
にデュビソン醸造所は、自然の桃のエ
キスを使用し、これを再現しました。
桃の香りとブッシュアンバーのコクが
完璧なバランスのビールは、上面発酵
で濾過させて醸造させています。
アルコール度数は8.5％で、正に「最
強のフルーツビール」と言えます。

フルーツエール
330ml 8.5%

ワールドビアアワーズで２つの金賞を受賞
しました。少し霞みがかったブロンドボデ
ィの上に、極めの細かいしっかりとした白
い泡。グラスに顔を近づけるとフルーティ
ーかつスパイシーなアロマが、嗅覚を包み
込みます。そして、３種類のホップが織り
なすセゾンらしいドライな苦味と、天然酵
母が産み出すほのかな酸味が、爽やかで喉
に潤いを与えてくれます。フランス語で
「超元気」という意味の名前だけあって、
元気が欲しい時や、リフレッシュしたい時
にお勧めの１本です。

24本入
オープン価格

セゾン
330ml 6.5%

24本入
オープン価格

ラベル変更あり

7

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。

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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