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LAGER ラガービール

すべての原料に自然素材を使用。ドイツ国内ピルスナー生産量No.1

クロンバッハはドイツ東部に位置する、創業 1803 年、215 年の歴史ある家族経営の
醸造所です。

美しい広大な森林と牧草地に囲まれた場所にあり、原材料はすべて地元で採れる自然
素材を使用。中でも水への拘りは徹底しており、ブリュワリーが所有する４８カ所の井
戸から汲まれる、人工的な手を加えることなく岩の隙間を流れることで浄化された山
岳天然水を使用しています。この天然水が、クロンバッハに格別な風味と格別な質の
高さをもたらす大切な要素になっています。

大手ビール会社として名が知れるクロンバッハですが、ライセンス生産を断じて行わな
い、世界中で飲まれているクロンバッハの全てが現地のみで生産されています。

LAGER ラガービール

コブラ

１９０６ レゼルヴァ・エスぺシアルエストレーリャ・ガリシア セルベサ エスペシアル エストレーリャ・ガリシア セルベサ・エスペシアル

焙煎モルトの深い香り 。濃い
琥珀色の輝き。なめらかな泡、
エレガントな味わいで心地よ
い余韻が長く残ります。1906
は、「イホス・デ・リベラ」の創
業年を表しています。スペイン
ワイン＆ガストロノミー情報発
信サイト（Que aproveche) が
選ぶ最も優れたスペインビー
ルに選ばれました。

         スペイン
ビール
ラガー
6.5％
330ml × 24
8412598034213
8412598033308
1245

         スペイン
ビール
ラガー
5.5％
30L × 1
-
-
10033

         イギリス
ビール
ラガー
5.0％
330ml × 24
5010038441312
5010038441329
1242

イギリスで楽しめるクオリティ
の高いインド料理によく合う
ビール。それが「コブラ」です。

クリアで淡い黄金色の液体で、
炭酸控えめな、モルトとコーン
のアロマと爽やかな甘味を楽し
めるラガービール。口当たりの
良い、程よい苦味の後味です。

         スペイン
ビール
ラガー
5.5％
330ml × 24
8412598024214
8412598000959
1243

ガリシア州の豊かな自然から
得られた軟水を用い、100 年
以上も変わらぬ伝統製法と厳
選された麦芽やホップを用い
て造られる高品質のラガー
ビールです。 さっぱりとした苦
味とホップの効いた芳醇な味
わいを持つ、すっきりとした喉
ごしのビールです。

ガリシア州の豊かな自然から
得られた軟水を用い、100 年
以上も変わらぬ伝統製法と厳
選された麦芽やホップを用い
て造られる高品質のラガー
ビールです。さっぱりとした苦
味とホップの効いた芳醇な味
わいを持つ、すっきりとした喉
ごしのビールです。

チェコの国営醸造所で生産されるブドバー
ビール大国、チェコを代表するピルスナーの１つ。ブド
バーは、チェコ国家に守られている歴史と伝統あるビー
ルメーカーで、チェスケー・ブデヨヴィツェにある国営
醸造所で生産されています。

世界への輸出量No.1を誇る
一方、ライセンス生産するこ
となくチェスケー・ブデヨ
ヴィツェのみで製造されてい
ます。チェスケー・ブデヨヴィ
ツェ流域の地下湖から汲み上
げられる水は、
地球の地質時代の一つ、白亜
紀の7000～ 8000年前のも
のだと推測されています。

スペイン北部 No.1ビールブランド
エストレーリャ・ガリシア

1906年、ホセ・マリア・リベラが『La Estrella Galicia』
(エストレーリャ・ガリシア) ブルワリーを創業しました。

創業から今日に至っても、ガリシア州 ラ・コルーニャで
生産されており、会社もリベラ家が代々引き継ぎ、現在は
四代目が経営を担っています。

ガリシア州の首都ラ・コルーニャか
ら６.５km程離れた湖から採れる、
スペインでもベスト５のひとつに挙
げられている純粋な水、ピルゼン
（チェコ）の麦芽とロースト麦芽のブ
レンド、そしてエストレーリャ・ガ
リシアをリッチでクリーミーな泡立
ちに仕上げるのに重要な要素であ
る、バレンシアや南フランスおよび
ポルトガル産のコーンの３つの拘り
の原料から成り立ちます。



LAGER ラガービール ＷＨＥＡＴ ＢＥＥＲ　ウィートビール

ウィートビールとは、原料に小麦麦芽
を５０％以上使用したビアスタイルの
ことで、ヴァイスビア、ヴァイツェン
（ヴァイス＝ドイツ語で「白」の意味）
と呼ばれるものです。

無ろ過で白濁色をしている為、日本語
では白ビールとも呼ばれています。

フルーティーで円やかなのが特徴です。

4066600611301
4066600111306



ALE エールビール

フラー・スミス・アンド ターナー社（通
称フラーズ）は、1845 年からロンド
ンのチズウィックを流れるテムズ川の
脇に所在しています。ジョン・バード・
フラー、ヘンリー・スミス、ジョン・ター
ナーの共同経営により設立されまし
た。フラーズ社の固有名詞に等しい
『ロンドン プライド』からも分るよう
に、ロンドンに強い拘りと誇りを持ち、
ロンドン市内で古くから健在する醸
造所はフラーズ社のみ。

ロンドン市内とイギリス南東部に400
店舗近くものパブを経営しており、そ
の中には 175 年以上経営しているパ
ブもあります。いわばフラーズは、近
世ロンドンの発展と共に歩んできた由
緒ある醸造所です。

発泡酒

ALE エールビール

発泡酒

        イギリス
ビール
インペリアル IPA
10.5％
500ml×12
5011885012342
05011885012359
1239

フラーズ　インペリアル IPA

90％の大麦麦芽と、10％のク
リスタルモルトを使用。ホップ
はイギリスの伝統的な 3 種を
使用し、加熱の前と最後にホッ
プを加え、更にドライホップを
投入する事で際立った苦味と
松や木々などの植物系アロマ
を造りだしています。

        イギリス
ビール
ヴィンテージエール
8.5％
500ml×12
お問合せください（毎年変更）
お問合せください（毎年変更）
お問合せください

フラーズ　ヴィンテージエール

その年に採れた最も上質なモ
ルトとホップを贅沢に使用した
逸品となるこのエールは、高級
ワインのようにその年毎のヴィ
ンテージにより、味わい、保
存レベル、すべてが変わりま
す。全ボトル、シリアルナンバー
入りのレア商品。特別な日や、
プレゼントなどに人気です。
2013～ 2017　在庫はお問合
せください。



Craft Beer クラフトビール

ジャパニーズ クラシック エール

だいだいエール

スイートスタウト ホワイト エールヴァイツェン

かつて日本で初めて醸造され
たであろう古のビールを思い
描いて醸造した杉樽仕込みの
IPA（インディアン・ペール・
エール）。
杉の香りと強い苦味が印象的
な日本独自のテイストを持っ
たビールです。

茨城県石岡市八郷の「福来ミ
カン」と、オレンジ風味のホッ
プで醸造した常陸野ネスト
DAi DAi（橙）エール。
柑橘系の爽やかな香り、心地
よい苦味と旨味の絶妙なバラ
ンスをお楽しみ下さい。

英国ビールの発祥地バートン･
アポン･トレントで生まれた上
面醗酵淡色ビールです。 ネス
ト・ペールエールは、英国産
のモルト、ホップをふんだん
に使い、本場の英国式の醸
造法で仕込みました。 アロマ
ホップの華やかな香りが特徴
的なビールです。

小麦麦芽を材料に仕込んだ軽
快な味が特徴のにごりビールで
す。特殊な酵母を使用、クロー
ブやバナナのような香りと爽快
さが特徴です。 常陸野ネスト・
バイツェンは、本場ドイツの
DLG（ドイツ農林省）から2年
連続金メダルを授かり、2000
年 英 国 The Brewing Industry 
International Awards でも金メ
ダルを受賞した本格的バイツェ
ンビールです。

ロースト麦芽をふんだんに使
用した、すっきりと軽快な味
わいの黒ビール。
苦みと香ばしさの中に甘味を
ひめたライトテイストなスイー
トスタウトです。

フラーズ フロンティア

UK
クラフト

         イギリス
ビール
ラガー
4.5%
330ml ×24
5011885011970
05011885011987
1864

フラーズ社の手作りクラフト
ラガーです。近代のホップの
品種と、古典的なクリスタル
モルトの融合によりスッキリ
とした苦味でとてもバランス
の良いラガーです。同商品の
ドラフトは、INTERNATIONAL 
BREWING & CIDER AWARDS 
2017 にてチャンピョン ケグラ
ガーに輝きました。

ALE エールビール

ウィドマーブラザーズ ヘフェヴァイツェン

アメリカ合衆国でビールの楽園と
呼ばれる、オレゴン州・ポートラン
ドにおいて異彩を放つ「ウイドマー 
ブラザーズ」。ヘフェヴァイツェン
と呼ばれるドイツの伝統ビールを
造り、アメリカでいち早く世に知ら
しめたブリュワリーです。リーンな
フレーバー、際立ったシトラスとフ
ローラルなアロマがアメリカらしい
ヘフェヴァイツェンです。

        アメリカ合衆国
ビール
アメリカン ヘフェ ヴァイツェン
5.0％
355ml × 24
702770000005
702770000043
1714

リトルクリーチャーズ　ペールエール

西オーストラリアのフリーマント
ルで誕生した、オーストラリアを
リードするクラフトビールブラン
ドです。
ホップを粒状のペレットではな
く、ホールホップコーンをそのま
ま使用しています。
ホップが踊る、フルボディでスッ
キリしたペールエールです。

        オーストラリア
ビール
ペールエール
5.0％
20L
-
-
10039

樽

1980 年より、 ワシントン州シア卜
ルで製造が開始された、現地で
最も有名なビールのひとつレツド
フック。
ESB の味わいは、 キャラメル麦芽
の甘さと柑橘類の花のような甘い
香りで、 やや甘い麦芽の味に果実
風味が混じり、後にホップの苦み
を感じます。

レッドフックのロング・ ハマー
IPA は大量のホツプを使用した
エールビール。
従来の伝統的な IPA よりも柑橘
系のよい香りがし、 すっきりとし
た口当りからじんわりとしっかりと
した苦味が口の中に広がります。

ウイドマーブラザーズ アップヒーバルＩＰＡ

アメリカ合衆国でビールの楽
園と呼ばれる、オレゴン州・
ポートランドにおいて異彩を
放つ「ウイドマー ブラザーズ」。
解き放たれたホップのフレー
バーとアロマ、強い苦味のバ
ランスのとれたフィニッシュで
す。少し霞みがかった大胆な
味わいのアップヒーバルは、
IPA らしさを最大限に引き出
す無ろ過製法の IPAです。

        アメリカ合衆国
ビール
IPA
7.0％
355ml × 24
702770058006
702770058013
1714-4

Craft Beer クラフトビール

リトルクリーチャーズ　ドッグデイズ

西オーストラリアのフリーマントル
で誕生した、オーストラリアをリー
ドするクラフトビールブランドです。

ホップを粒状のペレットではなく、
ホールホップコーンをそのまま使用
しています。

爽やかでピーチのようなジューシー
さ溢れるホップの香りが弾けるこの
ビールは、何敗でも飲めるような
飲み心地です。

        オーストラリア
ビール
ペールエール
5.0％
20L
-
-
10039

樽

ペールエール アンバーエール

モルトの芳醇な味わいとホッ
プの苦味を活かした赤褐色の
ビールです。ビールの持つ香
り、旨味、コクのバランスが
絶妙です。

コリアンダー、オレンジピー
ル、ナツメグ等を加えた小麦
ビール。爽やかな香りに、柔
らかな味わいが特徴的。

※その他ネスト商品のラインナップはお問合せ下さ
い。



         スペイン
果実酒
サイダー
4.0％
330ml ×24
8436552820674
1266

マエロック　ドライシードルマエロック ドライシードルマエロック オーガニックシードル

５種類のスペイン・ガリシア州
産りんごを 100％使用したりん
ごのお酒。豊かな果実味とすっ
きりとした味わいです。
昔ながらの伝統製法により
シードル本来の美味しさを実
現。マエロックは 6世紀にイギ
リスからスペイン・ガリシア州
にやって来た司教がこの地に
シードル文化・伝統を伝えた
と言われています。

CIDERサイダー

５種類のスペイン・ガリシア州
産りんごを 100％使用したりん
ごのお酒。豊かな果実味とすっ
きりとした味わいです。
昔ながらの伝統製法によりシー
ドル本来の美味しさを実現。マ
エロックは 6 世紀にイギリスか
らスペイン・ガリシア州にやっ
て来た司教がこの地にシードル
文化・伝統を伝えたと言われて
います。

スペイン・ガリシア州の５種類
のリンゴから造られた本格派
オーガニックシードル.まろやか
でコクのある飲み飽きない味わ
いです。マエロックは 6 世紀に
イギリスからスペイン・ガリシ
ア州にやって来た司教がこの地
にシードル文化・伝統を伝えた
と言われています。

         スペイン
果実酒
サイダー
4.0％
330ml ×24
200ml ×24
8437011862402
8437011 862914
1252
1250

Country
Category

Type
Alc
瓶
瓶

バラ（330ml)
バラ（200ml)

商品コード（330ml)
商品コード（200ml)

         スペイン
果実酒
サイダー
4.5％
330ml ×24
200ml ×24
8437011862839
8437011 862921
1256
1254

Country
Category

Type
Alc
瓶
瓶

バラ（330ml)
バラ（200ml)

商品コード（330ml)
商品コード（200ml)

マエロック シードル  洋梨フレーバーマエロック シードル　パイン＆洋梨   マエロック シードル　ストロベリー 

スペイン・ガリシア州のシードル
ブランド、マエロックの洋梨フ
レーバー。洋梨のまろやかな甘
さとリンゴの酸味が溶け合った
美味しさです。
マエロックは6世紀にイギリス
からスペイン・ガリシア州にやっ
て来た司教がこの地にシードル
文化・伝統を伝えたと言われて
います。
「FUJIサイダーチャレンジ2017 
銅賞」受賞「インターナショナル
サイダーチャレンジ2016 銅賞」
受賞

スペイン・ガリシア州のシードル
ブランド、マエロックのパイン＆
洋梨フレーバー。洋梨のまろや
かな甘さとパインの酸味が溶け
合った美味しさです。
マエロックは6世紀にイギリス
からスペイン・ガリシア州にやっ
て来た司教がこの地にシードル
文化・伝統を伝えたと言われて
います。
「FUJIサイダーチャレンジ2017　
銅賞受賞」受賞

スペイン・ガリシア州のシードル
ブランド、マエロックのストロベ
リーフレーバー。イチゴの爽やか
な酸味と豊かな果実味が心地
よい美味しさです。
マエロックは6世紀にイギリス
からスペイン・ガリシア州にやっ
て来た司教がこの地にシードル
文化・伝統を伝えたと言われて
います。
「インターナショナルサイダー
チャンレンジ2014～2015 銅賞」
受賞

         スペイン
果実酒
サイダー
4.0％
330ml ×24
8437011862952
1264

Country
Category

Type
Alc
瓶
バラ

商品コード

マエロック スパークリングオーガニックサイダー マエロック オーガニックドライサイダー マエロック シードル ブラックベリーフレーバー

スペイン・ガリシア州のリンゴか
ら造られた本格派オーガニック
シードル。キレのある酸味と豊
かな果実味が織り成す爽やか
な味わいです。
マエロックは6世紀にイギリス
からスペイン・ガリシア州にやっ
て来た司教がこの地にシードル
文化・伝統を伝えたと言われて
います。
昔ながらの伝統製法により
シードル本来の美味しさを実
現しました。

スペイン・ガリシア州産りんご
100%使用した日本限定ボト
ル。日本人好みにアレンジされ
た爽やかでスッキリとした味わ
いです。
マエロックは6世紀にイギリスか
らスペイン・ガリシア州にやって
来た司教がこの地にシードル文
化・伝統を伝えたと言われてい
ます。
昔ながらの伝統製法により
シードル本来の美味しさを実現
しました。

スペイン・ガリシア州のシードル
ブランド、マエロックのブラック
ベリーフレーバー。黒イチゴの爽
やかな酸味と甘味が心地よい
美味しさです。
「FUJIサイダーチャレンジ2017 
銅賞受賞」受賞「インターナショ
ナルサイダーチャレンジ2015 銅
賞」受賞"

         スペイン
果実酒
サイダー
4.5％
20L
-
-
10034

Country
Category

Type
Alc
樽
-
-

商品コード

Country
Category

Type
Alc
瓶
バラ

商品コード

         スペイン
果実酒
サイダー
4.0％
200ml ×24
8437011 862853
1260

Country
Category

Type
Alc
瓶
バラ

商品コード

         スペイン
果実酒
サイダー
4.0％
200ml ×24
8437011862846
1258

Country
Category

Type
Alc
瓶
バラ

商品コード

         スペイン
果実酒
サイダー
4.0％
200ml ×24
8436552820476
1262

Country
Category

Type
Alc
瓶
バラ

商品コード

         スペイン
果実酒
サイダー
4.0％
750ml ×12
8437011862372
1268

Country
Category

Type
Alc
瓶
バラ

商品コード

コーニッシュ ゴールドサイダー

        イギリス
甘味果実酒
サイダー
5.0％
330ml ×12
5060084980891
5060084980549
1866

イギリスの南西部に位置する
コーンウォール州 / デュローを
拠点とするサイダー、果実
ジュースの会社、「コーニッ
シュ・オーチャーズ」のサイ
ダー。 2013 年からはフラーズ
社のグループ会社として、ブラ
ンドを保ち存続しています。
非常にスッキリとしたサイダー
で、シャンパンを思い浮かばせ
る輝きと、フルーティーなアッ
プルの良い口当たりが特徴。

マグナーズ　オリジナル サイダー

        アイルランド
甘未果実酒
サイダー
4.5％
330ｍｌ×24
5391516872720
5391516870825
1986

樽

        アイルランド
甘未果実酒
サイダー
4.5％
30L
-
-
2013

        アイルランド
甘未果実酒
サイダー
4.0％
330ml ×24
5391516874342
5391516874366
1990

        アイルランド
甘未果実酒
サイダー
4.5％
330ml ×24
5391516871600
5391516872669
1988

        アイルランド
甘未果実酒
サイダー
4.5％
330ml ×24
5391516875424
5391516875448
1249

世界５０カ国以上で愛飲されて
いるアイルランドのサイダー。
世界に広まったアイルランドの
最初のサイダーブランドです。
１７種類のリンゴを使用した、
芳醇な香りと、爽やかで口当
たりの良さが特徴です。

マグナーズ　オリジナル サイダー

世界５０カ国以上で愛飲されて
いるアイルランドのサイダー。
世界に広まったアイルランドの
最初のサイダーブランドです。
１７種類のリンゴを使用した、
芳醇な香りと、爽やかで口当
たりの良さが特徴です。

         フランス
甘味果実酒
サイダー
5.5%
330ml×24
3256550202662
33256550202663
1869

ルイレゾン ルージュ デリス

フランス西部 ブルターニュで
生まれた、芳醇さとスッキリ
さが上品なバランスのプレミア
ムハードシードル。『ルージュ
　デリス』は酸味の強い赤身
のリンゴを使用し、スウィート
＆フルーティーに加え、滑ら
かでマイルドなスタイルです。
程よい苦味、オレンジの花や
ハニーを想像させる味わいを
お楽しみ頂けます。

         フランス
甘味果実酒
サイダー
5.5％
330ml × 24
3256550202600
33256550202601
1868

ルイレゾン オリジナル クリスプ

フランス西部ブルターニュで
生まれた、芳醇さとスッキリ
さが上品なバランスのプレミ
アムハードシードル。『オリジ
ナル クリスプ』は、「ビタース
ウィート」というリンゴを使
用しており、リッチで複雑、
酸味と口当たりの良さが程よ
くバランスがとれ、後味の余
韻が長い味わいです。

CIDERサイダー

マグナーズ　ペアー サイダー

世界５０カ国以上で愛飲されて
いるアイルランドのサイダー。
世界に広まったアイルランドの
最初のサイダーブランドです。
厳選された「洋梨」のみを使
用し、じっくり熟成した繊細で
爽やかなサイダーです。

マグナーズ　ベリー サイダー

世界５０カ国以上で愛飲されて
いるアイルランドのサイダー。
世界に広まったアイルランドの
最初のサイダーブランドです。
女性に人気のペアー（洋梨）
シードルに選びぬかれた新鮮
なラズベリー、ストロベリー、
黒スグリをブレンドしました。

マグナーズ　ジューシーアップル  サイダー

世界５０カ国以上で愛飲されて
いるアイルランドのサイダー。
世界に広まったアイルランドの
最初のサイダーブランドです。
オリジナルサイダーより甘めで、
さらにフルーティーでスウィー
トなりんごの香りが特徴の甘
口サイダーです。



SPIRITS スピリッツ

SPECIALITY スペシャリティー

ブルーボトル ドライジン

ガーンジーに所在するスリー
フィンガーズ蒸留酒製造所に
て、１本１本丁寧につくられ
ている高級蒸留ジン。
厳選されたボタニカルを使
用。伝統的なジュニパー（ネ
ズの実）がしっかり香りつつ、
主張し過ぎない絶妙なハー
モニー。

スピリッツ
ジン
47％
700ml　×　6
702811558366
05020059001211
3344

ガーンジー
（イギリス王室属領）

gフィフティー

グリーンアップル、ホワイト
ピーチ、クールミントをほの
かに連想させるような華やか
でフレッシュな味わい。Sake 
One のラインナップの中で最
もプレミアムな商品です。
グリルミート、クリームパス
タ、濃厚な魚料理、ハードチー
ズなど、濃味のお料理とのペ
アリングがおススメです。

gジョイ

大胆でかつエレガントな味わ
い深さと深いボディー、メロ
ンのような香りが際立ち、ペッ
パーのような香り引き立つ
フィニッシュです。どっしりと
した飲みごたえかつフルー
ティーのｇジョイは、テリヤ
キソースやステーキ、BBQソー
スにもペアリングすることの
できるお酒です。

エストレーリャ・ガリシア 0,0

高品質ラガーからアルコール
除去した本格派の味わい。爽
やかな香り、透き通る旨味。
キレのあるおいしさ。 

         スペイン
ノンアルコール
ラガー
0.04％
250ml × 24
8412598 001659 
8412598000447
1247

        アメリカ
清酒
純米吟醸原酒
18％
750ml×６
747846567501
10747846567508
3355

        アメリカ
清酒
純米吟醸原酒
18％
750ml×６
747846507507
10747846507504
3357

ブルーボトル ドライジンの
生産地 ガーンジー島

カーンジー島という、小さな島を聞
いたことがあるでしょうか？
ガーンジー島は、イギリスとフラン
スの間に位置するチャンネル諸島の
一つ。イギリス王室領であり、イギリ
ス女王を主君としていますが、グレ
ートブリテン及びアイルランド連合
王国には属さない為、独自の政府と
議会を持つユニークな島です。
観光業、園芸品を主要な産業とし、牛
の家畜が盛んです。ガーンジー牛乳
などでも知られています。

Sake Oneは、世界中がSAKE
ブームのなか、オレゴン州初
のアメリカ産クラフトSAKE
蔵です。

原産地である自然に恵まれた
オレゴン州の良質な天然水は
日本の水に似ており、アメリ
カでのSAKE造りに抜擢しま
した。

テキーラとは、メキシコ中部ハリスコ州、グアダラハラ市近郊のテキーラ村という
地域で 1700 年代から造られている地酒です。テキーラ村で造られているものの
みを「テキーラ」と呼ぶことができます。

カサノブレは、ウルトラ プレミアムテキーラです。原料はブルーアガベ。十分な糖
分を含んだアガベのピニャ（スペイン語でパイナップルの意味）と呼ばれる球根
部分のみを使用します。カサノブレは、USDA認証を受けた、完全自然栽培で育っ
たアガベのみを使用し、完全自然発酵させた後に３回の蒸留を行います。

テキーラ造りには非常に珍しいフレンチオーク樽で熟成させたカサノブレの芳醇な
アロマと味わいは、飲み手にテキーラの次元を超えた究極な体験をもたらします。

世界的に有名なギターリスト、カルロス・サンタナは、カサノブレの「完璧への追及」
に魅了され、ブランドオーナーの一人となりました。

Spirits スピリッツ

750ml でお馴染みのカサノブ
レが、375ml サイズで登場。 
バーでの採用はもちろん、ご
自宅用やプレゼント、お試し
用にも最適です。驚く程丸み
の あ る 口 当 たりで、トッ
フィー、カラメル、オレンジピー
ルを連想させる味わい。アガ
ベとオークの至高のマリアー
ジュをご堪能いただけます。

750ml でお馴染みのカサノブ
レが、375ml サイズで登場。 
バーでの採用はもちろん、ご
自宅用やプレゼント、お試し
用にも最適です。
ソフトでエレガントな口当た
り、すっきりとした絹のような
滑らかさです。

Joven とは、” Young ( 若い )”
という意味がります。
ブランコと、樽貯蔵したもの
のブレンドです。アガベのリッ
チな風味が、フローラルなト
ロピカルフルーツを思わせるフ
レーバーと交じり合う素晴ら
しいバランス。
６週間熟成させ、バニラの風
味も引き立ちます。

True Blue Margarita
トウルーブルーマルガリータ

カサノブレクリスタル、
ライムジュース、
ブルーキュラソー、
アガベシロップを使った
マルガリータでアクアの世界へ。

La Verde Margarita
ラベルでマルガリータ

カサノブレクリスタル、
ライムジュース、
アガベシロップ、
バシルの葉を使った、
上品なマルガリータ。

カサノブレ・ホーヴェン

          メキシコ
スピリッツ
テキーラ
51％
750ml×6
750301336154
3352

Country
Category

Type
Alc
瓶
バラ

商品コード

          メキシコ
スピリッツ
テキーラ
40％
750ml×6
081240052264
3332

Country
Category

Type
Alc
瓶
バラ

商品コード

          メキシコ
スピリッツ
テキーラ
40％
750ml×6
375ml×12
081240050376
750301336093
3300
3346

Country
Category

Type
Alc
瓶
瓶

バラ（750ml)
バラ（375ml)

商品コード (750ml)
商品コード (375ml)

          メキシコ
スピリッツ
テキーラ
40％
750ml×6
375ml×12
081240044818
750301336109
3302
3348

Country
Category

Type
Alc
瓶
瓶

バラ（750ml)
バラ（375ml)

商品コード (750ml)
商品コード (375ml)

          メキシコ
スピリッツ
テキーラ
40％
750ml×6
375ml×12
081240050499
 750301336116
3304
3350

Country
Category

Type
Alc
瓶
瓶

バラ（750ml)
バラ（375ml)

商品コード (750ml)
商品コード (375ml)

フレンチオークで５年間熟成
させた非常に貴重なエクスト
ラアニェホ。社長、ペペ・エ
ルモシージョが 1 本 1 本手書
きでサインを入れる 1 店もの
です。
クリーミーとも言える程濃密
でシルクのようなエレガントな
滑らかさをじっくりご堪能くだ
さい。

カサノブレ シングルバレル エクストラアニェホ



1970年  2月

1971年  5月

1981年 7月

1981年～1年

2001年 4月

2003年 11月

2005年 8月

2006年 5月

2006年  9月

2008年  1月

2008年  5月

2008年 9月

2009年 2月

2009年 4月

2009年 5月

2009年 6月

2009年  12月

2010年 6月

2011年 1月

2012年 1月

2012年  11月

2013年  11月

2014年

2015年 7月

2016年 1月

2016年 5月

2017年 4月

2017年  8月

2018年   6月

東京都港区芝西久保桜川町 23に株式会社アイコンを設立。(I)

サンミゲール社と日本総代理店契約を結ぶ。(I)

アジアパシフィック ブリュワリー社と日本総代理店契約を結ぶ。(I)

海外輸入瓶缶詰めビールの先駆者として全国に販売網を拡大。(I)
活気あふれるアジアで製造されたリーズナブル・高品質商品を中心に販売。(I)

東京都新宿区大京町 8に株式会社ユーロパブインポーツを設立。(E)

ベルギー・インターブリュー（現 :インベブ社）と日本総代理店契約を結び
ボディントンズ、ステラ等を取扱開始。(E)

ドイツ・パウーラナー社と日本総代理店契約を結び同商品の取扱開始。(E)

オランダ・ハイネケン社と代理店契約を結びマーフィーズ・アイリッシュスタ
ウトビールの取扱開始。(E)

イギリス・スコティッシュ＆ニューキャッスル社と日本総代理店契約を結び
ジョン・スミス・エールビール、ストロングボウ・サイダー等取扱開始。(E)

イタリア・ハイネケン社と代理店契約を結びモレッティーの取扱開始。(E)

イギリス・フラーズ社と代理店契約を結びロンドンプライドの取扱開始。(E)(I)
(I) は㈱アイコンの略、(I) はユーロパブインポーツ㈱の略

株式会社アイコンとユーロパブインポーツ株式会社が合併し、アイコン・ユー
ロパブ株式会社を設立。マーケットを全世界に広げる。

シンガポール・アジア・パシフィック・ブリュワリー社との契約により新たに
タイガー樽詰商品の取扱開始。

スコティッシュ&ニューキャッスル社との契約により、日本正規代理店とし
てニューキャッスル・ブラウンエール瓶、ジョン・スミス缶の取扱開始。

スコティッシュ&ニューキャッスル社との契約により、日本正規代理店とし
てストロングボウ瓶の取扱開始。

インベヴ社との契約により、日本正規代理店としてベックス瓶の取扱開始。

イギリス・ウエストンズ社との代理店契約を結び、ウエストンズ・プレミアム・
サイダーの瓶及び樽詰商品の取扱開始。

チェコ・バドワイザー・ブドヴァル社との契約により、ブドバー新たに樽詰
商品の取り扱い開始。ピルスナー・ビールの本場チェコの樽詰商品として日
本初上陸。

メキシコ・セルベセリア・クアウテモック・モクテスマ社と代理店契約を結
びソル瓶の取扱開始。

メキシコのラ・コフラディア社との正規代理店契約により、カサノブレ (テキー
ラ)の取扱開始。

ブリュノォ醸造所との代理店契約により、ベルギービールを輸入・販売開始。

アメリカのクラフト ブルー アライアンス社との代理店契約により、レッドフッ
ク瓶、ウィドマー ブラザーズ瓶の取扱開始。
パウラーナーヘフェヴァイスビア缶商品の販売開始。
サリトス「ブラジル・スペシャル・エディション」の販売開始。
パウラーナー「ワールドカップ・スペシャル・パッケージ」の販売開始。

 ベックス 30L 樽詰商品の取扱及びオクトーバーフェストへの出店開始。

ドイツのトュルン・ウント・タクシス社の樽詰商品をイベント用に取扱開始。

クイーン公式ビール クイーン・ボヘミアン・ラガーを正規代理店として取扱
開始。

ドイツのクロンバッハ社のクロンバッハ ピルス、ダーク、ヴァイツェンを正規
代理店として取扱い開始。

白鶴酒造株式会社の子会社となる。

R.W.ランドール社との契約により、ブルーボトル ドライジンを正規代理店と
して取扱い開始。

ライオンネイサン社との契約により、リトルクリーチャーズの取扱い開始

会社沿革

1 WEEKS

1 WEEKS
1 WEEKS6 WEEKS

3 WEEK
S

上記の流れは、 問題なく最短で作業
が進んだ場合の所要期問です。
船の経由、遅延、通関手続きなどで、 
1~3ケ月 の遅れが発生する場合も
ございますので、 予めご了承ください。

輸入ビールは約１ヵ月半かけて船で輸
入され、通関手続きや厳重な商品検査、
日本仕様のラベル貼り作業など、３ヶ
月かけてしっかりと日本のお客様のも
とへ出荷準備をします。

アイコン・ユーロパブでは、定番商品の他にもシーズナル商
品や限定商品も常に輸入をしています。未だ世界ではあまり
有名ではなくても、クオリティーの高いビールを造りだして
いるマイクロブリュワリーや、有名アーテイストが手掛ける
ビールなど、希少価値のある商品を少量輸入で日本のお客様
へお届けいたします。

ご興味をお持ちのお客様は、いつでも弊社にお問合せください。

当社では、メーカーの品質を守る事
を重視し、賞味期限に余裕を持った
（瓶缶商品は２ヵ月前、樽商品は
１ヶ月前）商品を出荷しています。



アイコン・ユーロパブ株式会社
〒160-0015　東京都新宿区大京町１４-５
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