マイセルズ ヴァイセ瓶

67

Maisel s Weisse Original

ウーバークェル オリジナル瓶

69

79

世界No.1のベルジャンブロンドエール

バルティック トリプル瓶

80

Baltic Tripel

Baltic Stout

Rügener Insel-Brauerei GmbH

Rügener Insel-Brauerei GmbH

Rügener Insel-Brauerei GmbH

2年連続世界No.1のノンアルヴァイツェン

バルティック スタウト瓶

フクロウのドイツNo.1インペリアルスタウト

辛口の白ワインを彷彿とさせる2冠トリプル

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。

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。

ワールドビアアワーズ2018のベルジャンブロ
ンド部門で世界No.1の栄冠を手にしたブロン
ドエールです。バルト海に浮かぶリューゲン島
で造られている事から、この名が付けられまし
た。包装紙にはワシが描かれており、リューゲン
島に生息するワシの保護活動にも一役買って
います。そんなワシのビールの味わいは、フル
ーティーで非常に辛口。そして、微かに感じるス
パイシーな刺激がアクセントとなって、時折ワ
インを彷彿とさせる顔を覗かせてくれます。

ワールドビアアワーズ2017で金賞受賞のドイ
ツNo.1インペリアルスタウトです。バルト海に
浮かぶドイツ最北端のリューゲン島で造られて
いる事から、この名が付けられました。包装紙
にはリューゲン島に生息するフクロウが描かれ
ています。そんなフクロウのビールの特徴は、
とてもクリーミーで辛口。チョコレートやコー
ヒーの様なクリーミーな風味に、アルコール感
を伴ったドライな後味が印象的です。16℃ぐら
いの温度でケーキなどと共にご賞味下さい。

ヘフェヴァイツェン
24本入
オープン価格
330ml 5.1％

ビールテイスト飲料
24本入
オープン価格
330ml 0.4％

ブロンドエール
330ml 7.5％

24本入
オープン価格

インペリアルスタウト
24本入
オープン価格
330ml 7.5％

ストロングトリプルエール 24本入
オープン価格
330ml 9.5%

ウーバークェル ペールエール瓶
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ウーバークェル I PA瓶

71
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Baltic Gose

ÜberQuell Supadupa IPA

ÜberQuell GmbH

バルティック ゴーゼ瓶
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ゼェーフェアド瓶

83

Seepferd

Baltic Farm

Rügener Insel-Brauerei GmbH

ÜberQuell GmbH

バルティック ファーム瓶

Rügener Insel-Brauerei GmbH

Rügener Insel-Brauerei GmbH

伝統的ドイツビールの正当な後継者

ハンブルク発の先進的なペールエール

週末や休日に楽しみたいドイツ産IPA

シャンパン酵母使用の本場ドイツNo.1ゴーゼ

ドイツ産5冠ファームハウスエール

世界8大ビール選出の世界No.1サワービール

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。

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。

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。

ワールドビアワーズ2018・2019におい
て、
ドイツのNo.1ゴーゼを2年連続受賞
しています。ゴーゼとは、塩とコリアンダ
ーを使用し、乳酸菌醗酵を用いて造られ
るドイツの伝統的なサワービールの1種
です。包装紙には、バルト海の人気者であ
るザトウクジラが描かれています。シャン
パン酵母による洋ナシの様なフルーティ
ーさが特徴で、乳酸菌醗酵による心地よ
い酸味と、
シーソルトの微かな塩味と相ま
って、上品な仕上がりを見せています。

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。

ワールドビアアワーズ2017において、サ
ワービールカテゴリーで世界No.1の栄冠
を手にし、世界8大ビールに選出された傑
作です。ゼェーフェアドとはドイツ語でタツ
ノオトシゴを意味し、ドライで爽やかな味
わいと、軽やかなミネラル感が特徴です。
そして2種類の乳酸とエール酵母による混
合醗酵が、熟れたピンクグレープフルーツ
の様なフルーティーな酸味と微かな苦味
を造り出しています。サワービール上級者
はもちろん、初心者にもおすすめです。

イングリッシュペールエール 24本入
オープン価格
330ml 5.5%

アメリカンIPA
330ml 6.0%

24本入
オープン価格

ファームハウスエール
24本入
オープン価格
330ml 6.5%

サワーエール
330ml 5.6%

ヘル
330ml 5.0%

24本入
オープン価格

レムケ ベルリナーヴァイセ瓶
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レムケ ラスベリーヴァイセ瓶
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24本入
オープン価格

エク28瓶
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Eku 28

Lemke Himbeer Weisse

Lemke Budike Weisse

Erfrischungs-Getränke Union Kulmbacher Gruppe GmbH

Brauerei Lemke Berlin GmbH

Brauerei Lemke Berlin GmbH

ゴーゼ
330ml 6.5%

ウーバーゼェー ホッフェン瓶
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ジャーマンコースト DI PA瓶

85

German Coast DIPA

Überseehopfen

86

Insel Kreide

Rügener Insel-Brauerei GmbH

Rügener Insel-Brauerei GmbH

インゼル クライデ瓶

24本入
オープン価格

Rügener Insel-Brauerei GmbH

本場ドイツNo.1真のベルリナーヴァイセ

ドイツNo.1に輝いた無添加フルーツサワー

芳醇な高アルコールビール

日本原産の生ホップを使用した世界一のIPA

生ホップを使用した金賞受賞ダブルIPA

チョークの成分配合7冠シャンパンビール

「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。

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
いを産み出しています。
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。

芳醇な味わいを持つ、たいへん個性的
なビールです。醗酵前の麦汁のエキス
含有量が28％以上あります。麦芽の
甘く深いコクとともに繊細なホップア
ロマをもち、色は濃い琥珀色をしてい
ます。Eku28の「E」はErste（英語で
F i r s t）、
「K」は 醸 造 所 の 名 前 で あ る
Kulmbach、そして
「U」
はKulmbach
をつくった２つの醸造所のUnion
（結
束）
を表しています。

ワールドビアアワーズ2016において最激戦区
のIPA部門で、世界一に輝いたIPAです。シング
ルホップIPAというタイプで、ホップ本来の味わ
いを楽しめる様、あえて1種類のホップのみを
使用しています。使用ホップは、日本原産のソ
ラチエース。ホップをペレット状にして造られる
ビールが多い中、このビールには生のホップを
使用しています。その為、とてもドライな飲み
口で、ココナッツやレモングラスの様な香りが
特徴的です。ソラチエース本来の苦味とアロマ
は、10℃ぐらいに冷やしてお楽しみ下さい。

ワールドビアアワーズ2019スペシャリテ
ィIPA部門で、金賞受賞したダブルIPAで
す。ペレット状のホップではなく、生の形
を保ったホップのみを贅沢に使用して造
られています。オレンジ色をしたボディと
真っ白で細かい泡が視覚的にも美しく、
柑橘類を連想させる心地のよいフルーテ
ィーかつフレッシュなアロマも印象的で
す。また上品な甘味と爽やかな苦味のバ
ランスが秀逸で、ビールとしての完成度
が非常に高い1本と言えます。

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。

ベルリナーヴァイセ
24本入
オープン価格
330ml 3.5％

ベルリナーヴァイセ
24本入
オープン価格
330ml 3.5%

アイスボック
330ml 11.0%

24本入
オープン価格

シングルホップIPA
24本入
オープン価格
330ml 5.6％

ダブルIPA
330ml 7.5%

ブランデーエイジ ヘラーボック瓶
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Oak Aged Heller Bock Williamsbrand
Privatbrauerei Camba Bavaria GmbH

バーボンエイジ ドッペルボック瓶

76

Oak Aged Doppelbock Bourbon

Privatbrauerei Camba Bavaria GmbH

ラムエイジ インペリアルスタウト瓶

77

Oak Aged Imperial Stout Rum

Privatbrauerei Camba Bavaria GmbH

インゼル カップ瓶

87

Insel Kap

Rügener Insel-Brauerei GmbH

24本入
オープン価格

サリトス瓶
MBG International Premium Brands GmbH

ラム樽で半年間熟成させた逸品

ドイツを代表するオートミールスタウト

テキーラとライムを入れたビール

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。

マイニンガーズ国際クラフトビアア
ワード金賞受賞。本場ドイツのスタ
イルであるドッペルボックをバーボ
ン造りで使用した樽で６〜８ヶ月長
期熟成させたビールです。バーボン
の樽香、バニラの様な甘さ、濃厚な
コク、そして重厚なアルコール感。
贅沢の極みと言える味わいです。特
別な日にデザートと共にゆっくりお
楽しみ下さい。

インペリアルスタウトを、ラム酒造りで使用
したリムーザンオークの樽で6ヶ月長期熟成
したバレルエイジビールです。漆黒のボディ
にクリーミーな泡。濃厚なコクとチョコレー
トの様なアロマを持つインペリアルスタウト
に、ラム樽熟成によるイチジクやブラックベ
リーの様な風味が付加されています。ビール
とラム酒の双方からの持ち味が発揮されてい
るお酒ですので、ビール好きの方はもちろ
ん、ラム酒好きの方もおすすめです。ミック
スナッツやレーズンバター等と共にどうぞ。

ワールドビアアワーズ2017・2018にお
いて2年連続ドイツNo.1に選出された
オートミールスタウトです。インゼルカッ
プとは、ドイツ語で「島の岬」の意味し、
ドイツ最大の島・リューゲン島の名勝ア
ルカナ岬から名付けられました。通常
のオートミールスタウトで使用する大麦
とオーツ麦の麦芽に加え、小麦麦芽と
焙煎した小麦麦芽を使用している為、
エスプレッソを連想させる香ばしさと、
スムースな飲み口が際立っています。

ドイツで伝統的に造られたプレミア
ムビールに、メキシコ産の上質テキ
ーラ、南米産ライムの天然果汁を加
えた新しいスタイルの発泡酒です。
瓶底にスクリューキャップ用のオー
プナーが付いている楽しい瓶です。

12本入
オープン価格

インペリアルスタウト
12本入
オープン価格
250ml 10.5％

オートミールスタウト
24本入
オープン価格
330ml 5.6%

テキーラビール
330ml 6.0%

ドッペルボック
250ml 10.5％

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。

24本入
オープン価格
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金賞受賞バレルエイジ

12本入
オープン価格

ブリュットビール
330ml 5.6%

Salitos

ドイツ産の洋梨ブランデー樽で長期熟成

ヘラーボック
250ml 10.2%

11
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ワールドビアアワーズ2017ベルジャント
リプル部門でドイツNo.1と、マイニンガ
ーズ国際クラフトビアアワード2017金
賞の2冠ビールです。包装紙には、ドイツ
最大の島・リューゲン島に生息する野生
のツルが描かれています。桃の様にフル
ーティーな甘味と、新鮮なハーブの様な
スパイシーさが特徴で、辛口の白ワイン
を彷彿とさせるバランスの良い味わいに
仕上がっています。16℃ぐらいで、風味
が強めのチーズ等と共にどうぞ。

ÜberQuell Palim Palim Pale Ale

ÜberQuell Original Helles

ÜberQuell GmbH

バルティック エール瓶
Baltic Ale

Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG

世界No.1のヘフェヴァイツェン

ドイツ

68

Maisel s Weisse Alkoholfrei

Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG

Germany

マイセルズ ヴァイセ ゼロ瓶

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。
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