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北海道 鬼伝説onidensetsu 金鬼ペールエールPale Ale 550 定番 ○
鬼伝説onidensetsu 木苺フランボワーズ 550 随時 ○
鬼伝説onidensetsu スイートストロベリー 550 限定 ○

岩手 ベアレンBAEREN クラシック classic 430 定番 ○
ベアレンBAEREN シュバルツ 430 定番 ○
ベアレンBAEREN アルト alt 430 定番 ○
ベアレンBAEREN ヴァイツェン（夏） weizen :summer ver. 500 限定 少

　 ベアレンBAEREN ヴァイツェン（冬） 500 限定 少
ベアレンBAEREN 岩手ゆずヴィット 500 限定 ○

　 ベアレンBAEREN イングリッシュペリー 520 限定 ○ 洋ナシを使用した果実酒
ベアレンBAEREN イングリッシュサイダー 410 限定 ○ リンゴを使用した果実酒
ベアレンBAEREN ウルズス 640 限定 ○
ベアレンBAEREN 百年麦酒(オールドスタイルラガー) 500 限定 少
いわて蔵IWATEKURA BEER 自然発酵ビール Wild yeast Ale 520 随時 ○ 天然酵母、有機栽培の麦芽・ホップ使用

　 いわて蔵IWATEKURA BEER 山椒 Japanese Herb Ale Sansho 520 限定 ○
エチゴビールEchigo beer ビアブロンド缶 300 定番 ○
エチゴビールEchigo beer こしひかり越後缶 300 定番 ○
エチゴビールEchigo beer スタウト stout 340 定番 ○
エチゴビールEchigo beer レッドエール缶 300 定番 ○
スワンレイクビール インペリアルスタウト 1,200 限定 ○
新潟麦酒　Niigata beer Niigata　缶 320 定番 ○
新潟麦酒　Niigata beer ブラックビール 340 定番 ○
新潟麦酒　Niigata beer ゴールデンケルシュ 370 定番 ○
新潟麦酒　Niigata beer ゴールデンエディンバラ 370 定番 ○
新潟麦酒　Niigata beer エスプレッソ 370 定番 ○
新潟麦酒　Niigata beer ノンアルコールビール Non alcohol Beer 170 定番 ○ 近日中に価格改定予定

茨城 常陸野ネストHitachino Nest ホワイトエール white ale 410 定番 ○
常陸野ネストHitachino Nest リアルジンジャーエール real ginger ale 470 定番 ○

　 常陸野ネストHitachino Nest エスプレッソスタウト espresso stout 490 定番 ○
　 常陸野ネストHitachino Nest XH 430 随時 ○

常陸野ネストHitachino Nest 賀正エール 500 限定 ○
常陸野ネストHitachino Nest セゾンドゥジャポン 420 限定 ○
常陸野ネストHitachino Nest 塩梅エール 450 定番 ○

千葉 ハーヴェストムーンHarvestmoonシュバルツ 500 随時 ○ 焦げた苦味と麦芽のコクのバランスがよく、飲みやすい

　
ハーヴェストムーンHarvestmoonベルジャンスタイルウィート

500 随時 ○
コリアンダーとオレンジピールの香のバランスが絶妙。
飲みやすく軽快なビール

ハーヴェストムーンHarvestmoon IPA 540 限定 ○
ハーヴェストムーンHarvestmoonハーヴェストマンゴーセゾン 540 限定 ○
コエドCOEDO 紅赤 beniaka 420 定番 ○ 焼き芋使用。豊かなカラメルの香り

　 コエドCOEDO 白shiro 390 定番 ○
コエドCOEDO チョコレートヴァイツェン 1,070 限定 ○ 650ML瓶

神奈川
サンクトガーレンSanktGallen YOKOHAMA XPA

520 定番 ○
淡い色合いで、華やかな香り。強い苦味があり、余韻
はますます苦味

サンクトガーレンSanktGallen さくら 520 限定 ○
サンクトガーレンSanktGallen エルディアブロ2019 el Diablo 1,130 限定 ○ バーレイワイン
サンクトガーレンSanktGallen ウンアンヘル2019 Un angel 1,130 限定 ○ ウィートワイン
サンクトガーレンSanktGallen エルディアブロ2018 el Diablo 1,130 限定 ○
サンクトガーレンSanktGallen ウンアンヘル2018 Un angel 1,130 限定 ○
サンクトガーレンSanktGallen ウンアンヘル2017 Un angel 1,330 限定 ○
サンクトガーレンSanktGallen エルディアブロ2016 el Diablo 1,540 限定 ○
サンクトガーレンSanktGallen ウンアンヘル2016 Un angel 1,540 限定 ○
サンクトガーレンSanktGallen エルディアブロ2015 el Diablo 1,740 限定 ○
サンクトガーレンSanktGallen ウンアンヘル2015 Un angel 1,740 限定 ○
サンクトガーレンSanktGallen スイートバニラスタウト 520 随時 ○

サンクトガーレンSanktGallen
インペリアルチョコレートスタウト
imperial chocolate stout 680 限定 少

サンクトガーレンSanktGallen 黒糖スイートスタウト 490 随時 ○
サンクトガーレンSanktGallen 感謝の金（ゴールデンエール） 460 随時 ○
サンクトガーレンSanktGallen アンバーエール 410 随時 ○
湘南ビール IPA 550 随時 少

長野
志賀高原 Shigakogen IPA

460 定番 ○

強烈なホップの個性・苦み・香りを、モルトの味わいが
受け止める志賀高原ビールの看板商品「自分たちが飲
みたいビール！」

　 志賀高原 Shigakogen ペールエール pale ale 460 定番 ○
志賀高原 Shigakogen ポーター poter 460 定番 ○

　
志賀高原 Shigakogen ミヤマブロンド miyama blonde

460 定番 ○
自家栽培の「美山錦」とホップ「信州早生」で醸造。レモ
ンのような香り。7％というアルコールを感じさせない爽

志賀高原 Shigakogen
インディアンサマーセゾン indian summer
saison 460 定番 ○

志賀高原 Shigakogen アフリカペールエール 460 定番 ○
　 志賀高原 Shigakogen ハウスＩＰＡ house IPA 540 限定 ○ 度数8％の濃いＩＰＡ

志賀高原 Shigakogen 其の十 No. 10 540 定番 ○
志賀高原 Shigakogen 一石三鳥 1,060 限定 少 ウイスキー樽熟成インペリアルダークセゾン
志賀高原 Shigakogen W-IBA 630 限定 ○
志賀高原 Shigakogen 山伏　壱　saison one 1,380 定番 ○ 750ｍｌ瓶。セゾン
志賀高原 Shigakogen 山伏　弐　saison noir 1,430 定番 ○ 750ｍｌ瓶。黒いセゾン。
志賀高原 Shigakogen 山伏　グランルージュ grand rouge 2,290 限定 ○ 750ml瓶。ベリーを漬け込んだ甘酸っぱいセゾン
志賀高原 Shigakogen 山伏　弐　木樽熟成 2,740 限定 ○ 750ml瓶
志賀高原 Shigakogen 山伏　木樽熟成ブロンド 2,290 限定 ○ 750ml瓶
志賀高原 Shigakogen 山伏　木樽熟成ラズベリーブラウン 2,730 限定 ○ 750ml瓶

志賀高原 Shigakogen
山伏　木樽熟成ore no sake ga
nomenenoka 3,320 限定 ○ 750ml瓶

志賀高原 Shigakogen
山伏　木樽熟成ore no sake ga
nomenenokaグランクリュ 3,800 限定 ○ 750ml瓶

志賀高原 Shigakogen THE FAR EAST インペリアルハウスIPA 1,060 限定 ○ 度数15％のバレルエイジドインペリアルIPA
志賀高原 Shigakogen TAKASHI　Imperial Stout 630 限定 ○
志賀高原 Shigakogen インペリアルコーヒーポーター 630 限定 少
ヤッホーブルーイング Yoho よなよなエール 270 定番 ○ 缶
ヤッホーブルーイング Yoho 東京ブラック tokyo black 300 定番 ○ 缶
ヤッホーブルーイング Yoho ハレの日仙人2017 3,470 限定 ○ 750MLボトル

山梨
富士桜高原麦酒 Fujizakura ヴァイツェン weizen

490 定番 ○
バナナのようなフルーティーな香りと上品な味わい。世
界トップレヴェルのヴァイツェン。
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富士桜高原麦酒 Fujizakura ラオホ rauch

490 定番 ○
燻製麦芽を使用したスモーキーなビール。ワールド・ビ
ア・カップ２０１２燻製ビール部門金賞

富士桜高原麦酒 Fujizakura ピルスpils 490 随時 ○ 苦味のきいたすっきりビール
富士桜高原麦酒 Fujizakura ラオホボック 530 限定 ○
富士桜高原麦酒 Fujizakura インペリアルピルスナー 530 限定 少
富士桜高原麦酒 Fujizakura ドラゴンモザイク 530 限定 少
富士桜高原麦酒 Fujizakura 夢幻ライ麦ビール 510 限定 ○
FAR YEAST KAGUA Rouge 670 定番 ○
FAR YEAST KAGUA blanc 670 定番 ○
FAR YEAST Kreik In The Brrel 700 限定 少
FAR YEAST オフトレイル　樽熟成フルーツセゾン 830 限定 ○

静岡 ベアード Baird Beer 帝国IPA teikoku ipa 470 定番 ○ パンチのあるホップの香りと苦味が楽しめる

　
ベアード Baird Beer

ライジングサンペールエール rising sun
pale ale 470 定番 ○

ベアード Baird Beer
アングリーボーイブラウンエール
angry boy brown ale 470 定番 ○

　
ベアード Baird Beer

スルガベイインペリアルIPA
surugabay imperial ipa 510 定番 ○

ベアード Baird Beer 無礼講時間ストロングゴールデンエール 530 限定 ○
ベアード Baird Beer ばかやろー！エール 580 限定 少
ベアード Baird Beer ジュビレーションエール 580 限定 少
ベアード Baird Beer ダークスカイインペリアルスタウト 620 限定 少
ベアード Baird Beer セゾンさゆり 560 限定 ○
ベアード Baird Beer 四姉妹スプリングボック 510 限定 ○

愛知 金しゃち Kinshachi 赤味噌ラガー akamiso lager 490 定番 ○ 茶色。香りも味もビール。飲み込むと赤味噌の香り。
　 金しゃち Kinshachi プラチナエール 510 随時 ○

Y.Market Brewing ゴーストライターIPA 530 限定 ○
Y.Market Brewing ウィートウィングセッションIPA 530 限定 ○

富山 城端麦酒 輝W７ 620 随時 少 ウィートIPA
三重 伊勢角屋麦酒 Isekadoya ペールエール pale ale 490 定番 ○ カスケードホップのさわやかな柑橘系の香り。

伊勢角屋麦酒 Isekadoya ヒメホワイト hime white 600 随時 少
伊勢角屋麦酒 Isekadoya ねこにひきnew england IPA 940 随時 ○
伊勢角屋麦酒 Isekadoya ラッシュホップIPA 600 随時 少
伊勢角屋麦酒 Isekadoya パイレーツキングIPA 600 限定 ○
伊勢角屋麦酒 Isekadoya インペリアルアメリカンラガー 600 限定 少
伊勢角屋麦酒 Isekadoya 柚子の香NE　IPA 940 限定 少
伊勢角屋麦酒 Isekadoya オーバードライブヘイジ―IPA 940 限定 少

滋賀 二兎醸造 コーヒーチェリーインペリアルスタウト 850 限定 ○
京都 黄桜 Kizakura アルト alt 420 随時 ○

黄桜 Kizakura ブロンドエール缶 blonde ale can 330 定番 ○ 酒米山田錦を使用。すっきりとした飲み口。
黄桜 Kizakura ゴールドエール缶 gold ale can 330 随時 ○
黄桜 Kizakura Lucky Cat 缶 310 随時 ○
黄桜 Kizakura Lucky Dog缶 Lucky Dog pale ale can 310 随時 ○
キンシ正宗京都町家麦酒
 Kyoto machiya bakusyu

かるおす（ケルシュ） kolch
540 随時 ○ 軽い飲み口のすっくりタイプ

　
キンシ正宗京都町家麦酒
 Kyoto machiya bakusyu

まったり（アルト） alt
540 随時 ○ 香ばしい麦芽を使ったほろ苦い味わい

キンシ正宗京都町家麦酒
 Kyoto machiya bakusyu

くろおす（stout）
540 随時 ○ ロースト麦芽の香ばしさと苦味を存分に味わえる

四社合同企画 はんなりIPA hannari ipa 540 限定 ○ 柑橘系の華やかな香り、苦味とコクのバランス良し
西陣麦酒 Nisijin Beer 柚子無碍 yuzumuge ipa 550 随時 ○
西陣麦酒 Nisijin Beer 白夜にレモンエール 550 随時 ○
西陣麦酒 Nisijin Beer シルキーヴァイツェン 550 随時 ○
西陣麦酒 Nisijin Beer スィートジンジャーエール 550 定番 ○
西陣麦酒 Nisijin Beer 室町セゾン 550 定番 ○
ウッドミルブルワリー・京都
woodmil brewery kyoto

はっさくホワイトHassaku　White
570 定番 ○

ウッドミルブルワリー・京都
woodmil brewery kyoto

ペールエールPale　Ale
540 定番 ○

ウッドミルブルワリー・京都
woodmil brewery kyoto

ゴールデンエールGolden Ale
540 定番 ○

ウッドミルブルワリー・京都
woodmil brewery kyoto

和らぎIPA
570 定番 ○

ウッドミルブルワリー・京都
woodmil brewery kyoto

カサギハニーエール
600 限定 ○

京都・一乗寺ブリュワリー 一乗寺スタウト 740 随時 ○
京都・一乗寺ブリュワリー 一乗寺モザイクゴールデン 740 随時 ○
京都・一乗寺ブリュワリー 一乗寺ゆずヴァイス 740 随時 ○
京都・一乗寺ブリュワリー 一乗寺コーヒースタウト 740 随時 ○
京都・一乗寺ブリュワリー 亀岡ゴールデン 740 限定 ○

大阪 箕面 Minoh Beer ヴァイツェン weizen 420 定番 ○ フルーティーな味と香りですっきり飲みやすい。
　 箕面 Minoh Beer ピルスナー pilsner 420 定番 ○

箕面 Minoh Beer スタウト stout
420 定番 ○

コーヒーのような香り、クリーミーな口当たりでキレの良
い後味。

　 箕面 Minoh Beer ペールエール pale ale 420 定番 ○ 柑橘系の香り、心地よい苦味、すっきりとした後味。
箕面 Minoh Beer W-IPA 590 定番 ○ 華やかな香りと濃厚な味わい。飲みやすいが度数は

　
箕面 Minoh Beer カベルネ

600 限定 少
カベルネ果汁使用。きれいなルビー色で程よい酸味が
楽しめる。

箕面 Minoh Beer ゆずホ和イト 500 限定 少

國乃長 Kuninotyo 貴醸ゴールド kijo gold
540 限定 ○

日本酒使用のビール。グレープフルーツのような爽や
かな香りと芳醇な甘味が楽しめる

國乃長 Kuninotyo 蔵アンバーAmber ale 460 随時 ○
國乃長 Kuninotyo 蔵ケルシュKolch 460 随時 ○
コニシ 大阪ベイブルース（ホワイトエール） 510 随時 ○
六甲ビール ベイエール 500 随時 ○

和歌山 ナギサ Nagisa Beer ペールエール pale ale 430 定番 ○ 華やかな香りとコクのある贅沢な味わい。
　 ナギサ Nagisa Beer アメリカンウィート american wheat 430 定番 ○ スパイシーな香りですっきりとした飲み心地

ナギサ Nagisa Beer アイパッチスタウト 430 限定 少
ナギサ Nagisa Beer ドュンケルヴァイツェン 430 限定 ○

鳥取 大山Gビール DaisenG Beer ヴァイツェンweizen 540 定番 ○ ワールド・ビア・アワード2011ヴァイツェン部門世界一。
大山Gビール DaisenG Beer ペールエール 540 随時 少
大山Gビール DaisenG Beer スタウト 540 随時 少
大山Gビール DaisenG Beer ピルスナー 540 随時 少
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　 大山Gビール DaisenG Beer 八郷 Yago Rice Ale 670 限定 ○ 八郷産山田錦を使用したストロングエール
大山Gビール DaisenG Beer 強吟 Gougin Rice Ale 670 限定 ○
大山Gビール DaisenG Beer 大山ブロンド 670 限定 少

島根 ビアへるん Shimane Beer 縁結ビールスタウト stout 490 定番 ○ 香ばしい風味に、乳糖使用したマイルドな味わい
　 ビアへるん Shimane Beer ペールエール Pale ale 490 定番 ○ 華やかな香りとコクのある、贅沢な味わい

ビアへるん Shimane Beer ヴァイツェン weizen 490 定番 ○ フルーティーな香り。こってりで爽やかな飲み心地
ビアへるん Shimane Beer ショコラNo.7　2019 990 限定 ○
ビアへるん Shimane Beer オロチ 550 限定 ○ 酒蔵の米麹を使ったハイアルコール

　 ビアへるん Shimane Beer 柚子フレッシュ 540 限定 ○
宮崎ひでじビールHIDEJI BEER 九州クラフト日向夏 hyuganatsu 510 随時 ○
宮崎ひでじビールHIDEJI BEER 栗黒　KURIKURO 920 限定 ○
Sierra Nevada torpedo extra IPA 560 随時 ○
Stone Tangerine Express IPA 640 随時 ○
Stone Enter Night Pilsner 700 限定 ○ 473ml缶
Stone Toropic of Thunder Lager 540 随時 ○ 355ml缶
LAGUNITAS スーパークラスターIPA 620 随時 ○ 355ml缶
Karl Strauss アイソメライザーIPA 600 随時 少 355ml缶
FireStoneWalker Lager 370 随時 ○ 特価
MAUI Coconut Hiwa Poter 660 随時 ○ 355ml缶
MAUI Double Overhead WIPA 710 随時 ○
PIZZAPORT Swami's IPA 710 随時 ○ 473ml缶

青森 もりやま園 テキカカシードル 630 随時 ○
愛知 鶴見酒造 かいぶつ島シードル 420 随時 ○

商品リスト 2020/3/3


