グーデンドラーク瓶
Gulden Draak Classic
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Brouwerij Van Steenberge N.V.

Brouwerij Van Steenberge N.V.

グーデンドラーク インペリアルスタウト瓶
Gulden Draak Imperial Stout

48

ヒューガルデン 禁断の果実瓶

57

Hoegaarden Verboden Vrucht

Brouwerij Van Steenberge N.V.

Br. Hoegaarden N.V.

ヒューガルデン グランクリュ瓶

58

Hoegaarden Grand Cru

サタン レッド瓶
Satan Red

59

Brouwerij De Block

Br. Hoegaarden N.V.

黄金のドラゴンの名を持つダークエール

ワイン酵母を使用した麦芽４倍超濃厚ビール

4つの金賞を受賞した超濃厚スタウト

オンザロックもＯＫ

高濃度特級ビール

ユニークなネーミングとラベル

ゲントの町のランドマークでもある鐘楼。その上にそ
びえ立つ金箔を施した竜の像は、６世紀以上に渡りゲ
ントの人々を見守っています。グーデンドラーク(ゴ
ールデンドラゴン)は、この竜の像にちなんで名づけ
られました。瓶内二次発酵でワイン酵母を用いてお
り、これにより他のベルジャンエールとは一線を画す
味わいが生まれます。口いっぱいに広がるチョコレー
トやキャラメルの様な甘みと10.5％を誇るアルコール
感。その後、ほろ苦さが味わいを締めくくってくれま
す。ビーフシチューなどの肉料理はもちろん、ビター
チョコレートを使ったデザートともよく合います。

ベルギー第三の都市ゲントの大人気地ビー
ル「グーデンドラーク」に新たな仲間が加
わりました。このビールの特筆すべき点
は、何と言っても麦芽の量にあります。３
種類のモルト(ピルスナー・ペールエール・
ミュンヘナー)を、通常のラガービール造り
で使用する４倍(Quadruple)もの量を使用
して、贅沢に醸造されています。ボルドー
ワイン酵母を瓶内醗酵で使用した、芳醇か
つ複雑な味わいを是非ご賞味下さい。

ベルギーのダークエールの定番「グーデ
ンドラーク」
の、12％のアルコール度数を
誇るインペリアルスタウトです。瓶内二
次醗酵用で使用されるボルドー産ワイン
酵母が、チョコレートやバナナの様な風
味を産み出し、アルコール感と相まって、
濃厚かつパワフルさを保ったバランス良
い仕上がりとなっています。2019年の発
売から間もなくして、4つの金賞に輝いた
味わいを是非ご堪能下さい。

ほ ど よ い ホップ の 味 わ い が あり、
スタウトに近い、色の濃いビールで
す。アルコール度が 高いためオンザ
ロックもＯＫです。ルーベンスの絵画
「 ア ダ ム と イ ブ 」を下 絵 に し た
ラベルのデザインも大人気です。

アルコール度 の 高 い 超 高 濃 度 特 級
ビ ー ル で す 。こ の ま ま 冷 暗 所 に
保 存 し て お く と 、シ ャ ン ペ ン
の ような 味 わ い に な りま す。
フル ー ティー な 香 りと 、ほ の か な
甘さが特徴です。

サタンレッドの赤褐色は他のビール
にはない深みを湛えています。コク
のある味わいで、余韻に心地よい甘
みを感じます。アルコール度数が高
い割にスムーズな飲み口なのでつい
飲みすぎてしまうのが、ユニークな
ネーミングの由来です。パブ専用に
醸造されていましたが、あまりの人
気に市販されるようになった逸品中
の逸品。

スペシャルアンバーエール 24本入
オープン価格
330ml 10.5%

インペリアルスタウト
24本入
オープン価格
330ml 12.0%

アビィ/スペシャルエール
24本入
オープン価格
330ml 8.5%

スペシャルエール
330ml 8.5%

トリプルダークエール
24本入
オープン価格
330ml 10.5%

ロイテ ボックビア瓶
Leute Bokbier
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バプテスト ホワイト瓶
Baptist Wit

50

ピラート瓶
Piraat

51

Brouwerij Van Steenberge N.V.

Brouwerij Van Steenberge N.V.

Brouwerij Van Steenberge N.V.

香り高き瓶内２次醗酵ビール

最初の1杯に飲みたいさっぱり系ホワイト

複雑ながらも上手にまとまったアンバーエール

1784年から続く老舗のヴァンスティー

ンベルグ醸造所。バプテストホワイト
は、その創業者であるヤン・パプテスト
氏に敬意を払い、醸造所内に2016年に作
られたビアバー「BAR BAPTIST」用に
醸造されたビールです。乳酸菌醗酵に由
来する酸味と酵母のフルーティーさが非
常に心地良く、爽やかな喉越しを演出し
てくれます。最初の1杯として、最高の
ビールとなってくれるでしょう。

Piraatとは、フラマン語で海賊を意味する言葉
で、World Beer Cup 2012で金賞を受賞して
いるベルギーでは定番のアンバーエールです。
モルトの甘味、ホップの苦味、フルーティーさ、
スパイシーさ、そしてアルコール感、ほとんど
のベルギービールで語られる多くの形容を持
ち合わせたビールと言っても過言ではありませ
ん。また、セラーで寝かせるとさらに真価を発
揮するビールで、ジビエ料理やフォアグラ、熟
成が進んだ香りが強めのマイルドなチーズな
どと合わせてお楽しみ下さい。

ストロングダークエール 24本入
オープン価格
330ml 7.5%

ベルジャンウィートエール 24本入
オープン価格
330ml 5.0%

アンバーエール
330ml 10.5%
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シメイ ホワイト瓶

53

Chimay Triple

Chimay Brune

24本入
オープン価格
54

Chimay Blauw

Bieres de Chimay S.A.

Bieres de Chimay S.A.

シメイ ブルー瓶

ネロズ ブロンド瓶
Nello's Blond

60

日本ではお馴染みの、あの物語をモ
チーフにしたベルギービール。瓶内
2次醗酵製法によるキメの細かい泡。
柑橘系の華やかな香りがあり、飲む
ほどに心地よくなる苦味が特徴的です。
かわいらしいラベルからは想像でき
ない本格派のブロンドエールです。
ネロとパトラッシュ、セットでお試
しください。

ランビック醸造所は10軒程度しかあ
りません。稀少なランビックビール
の中でも、唯一のホワイトランビッ
クです。泡立ちは少なく、パステル
調のゴールドで、野生酵母特有のフ
ェノール香や乳酸香がクセになる逸
品です。オレンジピールやコリアン
ダーの華やかでフルーティーな香り
は特に女性に好まれています。

24本入
オープン価格

ホワイトランビック
12本入
オープン価格
375ml 4.5%

ブロンドエール
330ml 7.0%

24本入
オープン価格

ブルゴーニュ デ フランドル瓶
Brouwerij Timmermans-Ｊohn Martin N.V.

ベルギーでは現在６ヶ所の修道院で
ビールを醸造しています。この修道
院で造られているビールを「トラピ
ストビール」と区別して呼んでいま
す。シメイホワイトは、ホップを効
かせたやや苦味ばしった味わいがあ
ります。

ベルギーでは現在６ヶ所の修道院で
ビールを醸造しています。この修道
院で造られているビールを「トラピ
ストビール」と区別して呼んでいま
す。シメイブルーは、麦の香ばしい
香りと、ホップの苦味が深い味わい
を生みだしています。

レッドエールとランビックをブレン
ドした大変珍しいスタイル。オーク
樽で半年以上熟成させることでレッ
ドエールの華やかさとランビックの
酸味に調和が生まれます。ラベルに
描かれた大鐘楼は、13世紀に建築さ
れ、現代も時計台や貯蔵庫として活
躍し続けるブルージュの代表的建築
物です。
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ロシュフォール 10瓶

24本入
オープン価格

56

Rochefort 10

Rochefort 8

Abbaye Notre Dame de St. Remy

Abbaye Notre Dame de St. Remy

ブラウンエール
330ml 8.0%

63

ベルギーでは現在６ヶ所の修道院で
ビールを醸造しています。この修道
院で造られているビールを「トラピ
ストビール」と区別して呼んでいま
す。シメイレッドは、円熟した味と
コクのバランスがとても優れていま
す。

ロシュフォール 8瓶

Timmermans Blanche

Brouwerij Timmermans-John Martin N.V.

ランビックの白ビール

大変珍しいスタイル

トラピスト
330ml 9.0%
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お馴染みのあの物語をモチーフにしたビール

トラピストビール

24本入
オープン価格

ティママン ブランシェ瓶

Bourgogne des Flandres

Bieres de Chimay S.A.

トラピスト
330ml 8.0%

61

24本入
オープン価格

日本ではお馴染みの、あの物語をモ
チーフにしたベルギービール。瓶内
2次醗酵製法によるキメの細かい泡。
ロースト麦芽による香ばしさ。イチ
ジクやプルーン、カラメルや黒蜜の
ようなニュアンス。濃厚でありながら、
さっぱりとした口当たりで評価の高
いブラウンエールです。

トラピストビール

24本入
オープン価格

パトラッシュ瓶
Patrasche

ストロングエール
330ml 8.0%

お馴染みのあの物語をモチーフにしたビール

トラピストビール

トラピスト
330ml 7.0%

24本入
オープン価格

De 'proef' Brouwerij

De 'proef' Brouwerij

70 年の時を超えて復活したダークレ
ッドの瓶内２次醗酵ビールです。程よ
い甘さと芳醇な香りをあわせ持ち、コ
クのあるマイルドな味が広がります。
「Leute」とは「喜び」を意味し、ビ
ールが喜びを連れてくる事を表して
います。

シメイ レッド瓶

レッドエール
330ml 5.0%

サミクラウス瓶
Samichlaus Classic

Austria

オーストリア

12本入
オープン価格
64

Brauerei Schloss Eggenberg Stöhr GmbH & Co KG

サミクラウス ヘル瓶

65

Samichlaus Helles

Brauerei Schloss Eggenberg Stöhr GmbH & Co KG

サミクラウス バリック瓶

66

Samichlaus Barrique

Brauerei Schloss Eggenberg Stöhr GmbH & Co. KG

高アルコールトラピスト

高アルコールトラピスト

アルコール度数14％のサンタのビール

ピルスナーモルトを使用したサミクラウス

サミクラウスを2つのワイン樽で熟成

深い赤褐色のダークブラウンエール
のビールは、豊かなレーズンやイチ
ジクのような香りがします。コーヒ
ーキャラメル、トーストされたパン、
バナナやハーブなど複雑な味わいで、
後口に香草や穀物の風味が広がります。
アルコールの高さを感じさせないト
ラピストビールです。

非常に濃いダークチョコレート色を
したビールは、アンズやナッツのよ
うな複雑な香りがします。味わいは
ローストされた麦の風味とチョコレ
ートのような苦味が特徴的で、滑ら
かに口の中に残ります。これらの苦
味と炭酸のバランスがとても絶妙な
高アルコールトラピストビールです。

サミクラウスは、スイスの方言で「サンタクロ
ース」を意味し、聖ニコラウス(サンタクロース
のモデルの人)の祝祭日である毎年12月6日
に年に１度だけ、限定醸造されるビールです。
アルコール度数は驚異の14％を誇り、世界一
アルコール度数が高いビールとして過去にギ
ネスブックにも認定されたこともあります。と
ろける様な甘味とアルコール感、そしてクリ
ーミーな飲み口が特徴です。寝かせてビンテ
ージビールとしてもお楽しみ頂けます。

最高級ピルスナーモルトのみを使用して
贅沢に醸造されたサミクラウスです。10
ヶ月の長期熟成が生み出す、アプリコッ
トや蜂蜜の様な甘味と、フルーティーで
芳醇な香りが特徴です。フィニッシュに微
かに感じるコショウの様なスパイシーさ
と、シトラスを思わせる爽やかさが、余韻
として残ります。ビンテージビールとして
熟成ももちろん、通常のサミクラウスと
の違いを飲み比べもオススメです。

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。

トリプルボックラガー
24本入
オープン価格
330ml 14.0%

ボックヘル
330ml 14.0%

トラピスト
330ml 9.2%

9

グーデンドラーク 9000 クアドラプル瓶
Gulden Draak 9000 Quadruple

24本入
オープン価格

トラピスト
330ml 11.3%

24本入
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。

24本入
オープン価格

トリプルボックラガー
24本入
オープン価格
330ml 14.0%

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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