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ドイツ国外へ初輸出！
デュッセルドルフ伝統
の美しい黒褐色のアル
トビア。苦みはわずか
で飲みやすく、フルー
ティーな甘い香りと、
ローストモルトの香ば
しい余韻が楽しめる

クルツァー アルト
（クルツァー醸造所）

Kürzer Alt
アルコール度数：4.8%
タイプ：アルト
500ml ¥1,890

最高級の酵母を使用
した穏やかで香り高い
アロマ豊かなスペシャ
ルビール。炭酸をふん
だんに使い、柑橘系の
香りと共に豊かな小麦
の味わいが感じられる

ドゥンケル ヴァイセ
（メンミンガー醸造所）

Memminger Dunkle Weiße
アルコール度数：5.1%
タイプ：ドゥンケルヴァイス
500ml ¥1,480

クラシカルで正統派の
ピルスナー。純白の泡
が黄金色のビールを引
き立て、ホップの苦み
が持つ独特の優雅な
後味を作り出す

ピルス
（エアツクェル醸造所）

Erzquell Pils
アルコール度数：4.8%
タイプ：ピルスナー
330ml ¥1,380

最高級の酵母を使用
したマイルドで繊細な
フルーティーさと酵母
のおだやかな香りをも
つビール。他社のヴァ
イツェンに比べて香り
がよりフルーティー

ヴァイスビア
（メンミンガー醸造所）

Memminger Weißbier
アルコール度数：5.3%
タイプ：ヘーフェヴァイツェン
500ml ¥1,480

黒いバイエルンの森を
彷彿とさせるドゥンケ
ルは芸術的な傑作。一
口目にはキャラメルと
わずかなチョコレート
の香りが感じられ、プ
ラムの風味も。豚肉料
理に合わせたいフルボ
ディビア

クロスター ドゥンケル
（カルメリーテン醸造所）

Karmeliten Kloster Dunkel
アルコール度数：5.1%
タイプ：ドゥンケル
500ml ¥1,680

クリスタルクリアゴー
ルドの美しくさわやか
なケルシュ。干し草の
ような素朴な香りと柔
らかな口当たり。澄ん
だ新鮮な水で作られ
た非常に飲みやすい自
然な風味

ツンフト ケルシュ
（エアツクェル醸造所）

Zunft Kölsch
アルコール度数：4.8%
タイプ：ケルシュ
330ml ¥1,380

ドイツ語で「原石」の
意味を持つラガー。黄
金色でフルボディ、滑
らかでバランスが取れ
ている。賑やかで陽気
な集まりやリラックス
した日の日没など、ど
んな瞬間にも似合う

フェルセンクェル
（フュルスト・ヴァラーシュタイン醸造所）
Felsenquell
アルコール度数：5.2%
タイプ：ラガー
500ml ¥1,680

ブラウマイスターが歴
史あるレシピに従い手
作りする濃厚ダブルボ
ック。丁寧にローストさ
れた麦芽の際立つ風
味とフルボディな味、
香るモルトは焦がした
チョコレートのよう

ウィンターボック
（フュルスト・ヴァラーシュタイン醸造所）
Winterböckle
アルコール度数：7.5%
タイプ：ウィンターボック
330ml ¥1,380

当時の醸造の責任者
であるB r o c a r d u s 
Bauerが、1844年に醸
造したレシピを元に作
られた復刻商品。赤褐
色で、チョコレートやト
フィーナッツの風味が
楽しめる濃厚なビール

ブロカールデュス 1844
（カルメリーテン醸造所）

Karmeliten Brocardus 1844

アルコール度数：5.5%
タイプ：メルツェン
330ml ¥1,380

ブックスハイムにある
カートイザー修道院の
醸造所から醸造法を
受け継ぐ。琥珀色の穏
やかな香りとフルーテ
ィーさを持つフルボデ
ィの飲みやすい上面発
酵ビール

カートイザー ヴァイツェン
（メンミンガー醸造所）

Kartäuser Weissbier
アルコール度数：5.5%
タイプ：ヴァイツェン
500ml ¥1,480

高度に成熟された黄
金色のラガー。ホップ
の乾いたノート、独特
なモルトの香りがフル
ボディだが柔らかさを
持つこのビールを引き
立てている。ドライな
切れ味のラガー

ゴールド
（フュルスト・ヴァラーシュタイン醸造所）
Gold
アルコール度数：5.2%
タイプ：ラガー
500ml ¥1,680

心地よい麦芽の香りと
穏やかなホップの香り
をあわせ持つ漆黒のビ
ール。90年代初頭の人
気商品の復刻版。よく
炒られたスコットラン
ドモルトの苦味が印象
的

ラガー シュヴァルツ
（メンミンガー醸造所）

Memminger Lager Schwarz  
アルコール度数：5.2%
タイプ：シュヴァルツ
500ml ¥1,480
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超・稀少な12種類のビールを4ヵ月の期間限定でお届けします！
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