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色

Hama Devil Free
pass【devilcraft123】

DevilCraft Hamamatsucho Tap List
名称

ビアスタイル

醸造所

度数

地域

5.2%

品川区 （東京都）

パイント … 473ml
ハーフ … 260ml
グラス サイズ

Ψこの赤枠で囲まれたビールは、品川にあるデビルクラフト醸造所で造られた完全オリジナルビールですΨ

1

ウェイニング サンセット

【アメリカン ウィート】

デビルクラフト

クリーンで、とても爽やかなアメリカンウィート。CitraとLemondropホップを少し使用することで、後味に柑橘系の香りが加わり、とてもリフレッシングできる
味わい。

2

ルシディティ チェック（チェコ） ピルスナー

【チェコスタイル ピルスナー】 デビルクラフト

ハーフ: ¥650

5.5%

品川区 （東京都）

悪魔が生み出したチェコスタイルのピルスナー。ボヘミアンモルトが、複雑でミディアムボディのモルト風味と黄金の色合いを演出。コンチネンタルホップ
は、レモンの皮や程よいハーブのようなウキウキする香りを与えている！

3

デレイ デレイ ミトチャ

【スパイスド】

デビルクラフト

ジューシー IPA

【インディア ペールエール】

デビルクラフト

6.0%

品川区 （東京都）

ファイアー and フューリー

【インペリアル IPA】

デビルクラフト

7.5%

品川区 （東京都）

ノーイースター

【NE インペリアル IPA】

デビルクラフト

9.0%

品川区 （東京都）

7

8

フレッシュ ホップ オクトーバーフェスト

【メルツェン/オクトーバーフェスト】

デビルクラフト

8.4%

品川区 （東京都）

【アンバー ラガー】

デビルクラフト

6.0%

品川区 （東京都）

バレルエイジド ダブル レッド リベンジ

【ダブル レッド IPA】

デビルクラフト

5.8%

品川区 （東京都）

【レッド IPA】

デビルクラフト

9.1%

品川区 （東京都）

【モカジャバ ミルクスタウト】 デビルクラフト

7.4%

品川区 （東京都）

【ケトル サワー】

デビルクラフト

7.0%

品川区 （東京都）

【アメリカン ペールエール】

メルヴィン

5.4%

品川区 （東京都）

【インディア ペールエール】

スリー ウィーバーズ

6.0%

ワイオミング州

【アメリカン セッション IPA】 ワイ マーケット

7.3%

カリフォルニア州

【サワー】

ヘレティック

4.9%

名古屋 (愛知県)

【インペリアル IPA】

ザ・ホップ コンセプト

6.0%

カリフォルニア州

【インペリアル IPA】

メルヴィン

8.5%

カリフォルニア州

【ヘフェ ヴァイツェン】

日本海倶楽部

8.0%

ワイオミング州

【フルーツエール】

ハーヴェストムーン

5.0%

鳳珠郡 （石川県）

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

5.5%

舞浜イクスピアリ （千葉県）

千葉県浦安市のディズニーリゾート・イクスピアリにある醸造所「ハーヴェストムーン」の新作フルーツビール。フレッシュなゆずの香りと、ベルギー酵母由来
のフルーティーでスパイシーなフレーバー。フルーティーで爽やかな口当たり。

Today's Perry!

パイント: ¥1,250
ハーフ: ¥900

白濁した色合いで、香りはとてもフルーティ、滑らかなクリーミィ感と口当たりの柔らかい麦の旨味がたっぷりで、ヴァイツェンならではの酸味も感じます。
洗練された豊かで長い余韻をご堪能下さい。

20 ゆず セゾン

パイント: ¥1,250
ハーフ: ¥900

伝説のアクションスター、チャック・ノリスのような名前のダブルIPA。彼が繰り出す回し蹴り、空手チョップ、マシンガンの如く、バッシバシに効いたホップが
あなたの心に届く！飲む前にストレッチしてね。

19 日本海倶楽部 ヴァイツェン

300ml: ¥1,100
200ml: ¥900

その名の通り、シトラスと松を思わせるホップの風味が前面にでたIPA。オレンジピールと蜂蜜を思わせるアロマの奥に、パンのようなモルトのアロマ。 そし
て、タンジェリンやグレープフルーツのようなホップ香に支えられクリスプでスパイシーなフィニッシュ。

18 チャック モリス インペリアル IPA

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

たっぷりのカシス（=ブラックカラント）と一緒に1年間樽熟成したヘレティック渾身のサワー。カシスの甘酸っぱさとサワーエールの優美な風味がバランス抜
群。フレッシュでスムーズな飲み口。

17 シトラス & パイニー

パイント: ¥1,300
ハーフ: ¥950

ホップの使用手法に工夫を加え、よりホップの香りを引き出す事に成功しました。使用ホップはYマーケットらしくいつものアメリカンホップ３種。明るくライ
トなボディーにシトラス、トロピカル、ややスパイシーなホップキャラクターを堪能して頂けます。

16 アゴニー (ブラック カラント）

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

Idaho7とAzaccaの２種類のホップをふんだんに使い、パイナップル、オレンジ、ストロベリーのようなアロマが強く香る。後味はドライ。苦味はしっかりとし
つつも、軽く感じる飲み口のウェストコーストスタイルIPA。

15 ブレイクスルー セッション IPA

300ml: ¥1,000
200ml: ¥800

多くの方がこのビールをIPAというが、彼らはこれをメルヴィン ペールエール（Melvin Pale Ale)、訳してMPAと呼んでいる。軽やかで、爽やかで、新鮮な味
わい。そして、ちょっぴり苦い。きっと気にいるはず！GABF, AmeriCAN Festival 金賞受賞。

14 ホップス ニード フレンズ

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

たっぷりブルーベリーを使用したケトルサワー。まさにブルーベリーの色合いで、甘酸っぱい風味に溢れている。そこに、ほんのりとバニラの香り。スムーズ
でクリーミーな口当たり。

13 ヒューバート MPA

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

レフトハンドブルーイング（コロラド州）とのコラボレーションビール！彼らの有名なミルクスタウトのレシピに、コーヒーとカカオニブを加えて、まさにビールの
悪魔を生み出した！マイルドに焙煎したコーヒーの香りと、滑らかなキャラメルのようなクリーミーさ。後味には、程よいカカオの風味が広がる。

12 ブリューベリー

300ml: ¥1,000
200ml: ¥800

アンバーエールとアメリカンIPAの出会いにより誕生したレッドIPAに、採れたての日本産ホップとアメリカンホップを使用をすることで、松、シトラス、軽やか
なフルーツとスパイシーさ、そしてちょうど良い苦みが加わった特別版。飲めるのいまだけ！

11 デビルズ レフトハンド

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

ダブルレッドIPAを、ウィスキー樽で3か月間熟成させた。ダブルドライホッピングを行い、アロマティックで、木樽の香りや、キャラメル麦芽とホップの個性が
交わる。アメリカン・バーレーワインを思わせる風味。

10 レッド リベンジ - フレッシュホップ版-

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

キャラメル麦芽の豊かな風味と、トースターしたてのパンのような香ばしさが特徴のアンバーラガー。味わい深いが、口当たり滑らかで、後味サッパリで飲
みやい！一晩中飲んでいたいほどに！

9

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

新鮮な日本のホップ「IBUKI（イブキ）」と、ドイツ産麦芽が織りなす秋の味わい。濃いアンバー色のラガーで、カラメル感や香ばしい麦芽を主体に、後味の
シトラスやハーブを思わせるホップの香りがバランスよい。ドイツ発祥の伝統的なビアスタイルで、秋の収穫期を祝うためにこの時期に造られる。

アンバーリシャス

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

この無濾過のIPAは、フルボディで、ホップのシトラス感が爆発。グレープフルーツとオレンジのようなホップのアロマとフレーバー。ほんのりハーバルさも効
いており、そして程よい苦味。まるでジュースを連想させるが、果物は使用していない。

New

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

ロンドンのモンドブルーイングとのコラボレーション！世界が見たことないようなダブルIPA！まさに偉大だ！(＝It's YUGE!）ん？どこかで聞いたことあるセ
リフっぽい？この味わいは、たっぷりのシトラス感、グレープフルーツ、オレンジの花、蜂蜜のような甘いモルトのバックボーン。

6

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

オレンジゴールデンカラーで、ミディアムボディのIPA。厳選した大量のホップによる、ビッグな柑橘系のアロマとフレーバー。軽やかなホップの苦味、若干の
甘みにより、実にまろやかな後味。7%とは思えないほどの飲みやすさ！

5

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

スィートアッサム紅茶を使用したビール。アッサム紅茶の華やかな香りと麦芽のカラメル感、そして結婚したての二人を表現するかのように長く余韻の残る
甘味が、あなたの心を非常に穏やかな気分にさせる。

4

パイント: ¥1,000

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

《ペリーとは、洋梨を発酵させて造る醸造酒です》

21 ペアモーサ

【ペリー】

ペア アップ サイダー

5.3%

ワシントン州

ペリーとは、リンゴではなく洋ナシ（Pear）で作られたサイダー。季節限定品のペアモーサは、シャンパンとオレンジを合わせたカクテル「ミモザ」のようなペ
リー。爽やかなオレンジの香りに、まろやかな洋ナシの風味が合わさる。

ペア ジェムソンウイスキー ＆ クラフトビール ペアリング セット
Sip me アイリッシュウィスキー「ジェムソン(30ml)」とデビルクラフトビール（ハーフサイズ or 200ml）のペアリングを、スペシャルプライスで！
I'm ① ジェムソン ”スタンダード” セット
>>> \1,100 !! 定番のジェムソン
Irish! ② ジェムソン "カスクメイツ スタウト エディション" セット >>> \1,200 !! クラフトビール樽で熟成。革新的味わい。

③ ジェムソン "カスクメイツ 東京エディション" セット

>>> \1,400 !! デビルクラフトの樽で熟成！超限定！

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

US PINT … 473ml
Hama Devil Free
pass【devilcraft123】
Half … 260ml
GLASS SIZE
Colour NAME
STYLE
BREWERY
REGION
ABV
The beers in this red box are DevilCraft's own, brewed fresh locally at our DC brewery in Tokyo. 
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1

DevilCraft Hamamatsucho Tap List

Waning Sunset

【American Wheat】

DevilCraft

5.2%

Tokyo、JAPAN

Clean and refreshing with a light straw hue, accented by light additions of Citra and Lemondrop hops for a zesty finish

2

Lucidity Czech Pils

【Czech-Style Pilsner】

DevilCraft

Half: ¥650

5.5%

Tokyo、JAPAN

A blend of Bohemian malts provides a complex medium malt body and golden color, and continental hops give a snappy hop punch with lemon
peel and mild herbal tones.

3

Dherai Dherai Mithocha

【Spiced】

DevilCraft

Juicy IPA

【India Pale Ale】

DevilCraft

6.0%

Tokyo、JAPAN

Fire and Fury

【Imperial IPA】

DevilCraft

7.5%

Tokyo、JAPAN

Nor'easter

【NE Imperial IPA】

DevilCraft

9.0%

Tokyo、JAPAN

7

8

Fresh Hop Oktoberfest

【Marzen/Oktoberfest】

DevilCraft

8.4%

Tokyo、JAPAN

【Amber Lager】

DevilCraft

6.0%

Tokyo、JAPAN

Barrel Aged Double Red Revenge

【Double Red IPA】

DevilCraft

5.8%

Tokyo、JAPAN

【Red IPA】

DevilCraft

9.1%

Tokyo、JAPAN

【Mocha Java Milk Stout】

DevilCraft

7.4%

Tokyo、JAPAN

【Kettle Sour】

DevilCraft

7.0%

Tokyo、JAPAN

【American Pale Ale】

Melvin Brewing

5.4%

Tokyo、JAPAN

【India Pale Ale】

Three Weavers

6.0%

Jackson, Wyoming

【American Session IPA】

Y.Market

7.3%

Inglewood, CA

【Sour】

Heretic

4.9%

Aichi, JAPAN

【Imperial IPA】

6.0%

Fairfield, California

【Imperial IPA】

The Hop Concept

8.5%

San Marcos, CA

Melvin Brewing

【Hefeweizen】

Nihonkai-Club

8.0%

Jackson, Wyoming

【Fruit Ale】

Pint: ¥1,250
Half: ¥900

5.0%

Ishikawa, JP

Their German Hefeweizen has aromatic ester, very smooth and creamy mouthfeel with Mild maltiness.

20 Yuzu Saison

Pint: ¥1,250
Half: ¥900

Chuck Morris is a Double IPA that will roundhouse kick, karate chop and machine gun its way to your heart. Dry hopped to perfection,
power-packed like its namesake, but as balanced as a fighter doing the splits. Make sure to stretch first!

19 Nihonkai-Club WEIZEN

300ml: ¥1,100
200ml: ¥900

Bold orange peel and honey aromas with a faint hint of bready malt define this IPA. The citrus and piney are both on full display, with
tangerine and grapefruit notes that lead to a crisp spicy finish.

18 Chuck Morris Imperial IPA

Pint: ¥1,100
Half: ¥750

Barrel Aged Fruit Sour Ale, wild fermentation, blended with black currants, aged for a year in oak.

17 Citrus & Piney

Pint: ¥1,300
Half: ¥950

Made with simcoe, mosaic, citra. This golden brew delivers a smooth body, sandpapery mouthfeel and a sweet hit, followed by earthy pine
before going back to sweet tropical fruit notes in the finish with a refreshing bitterness.

16 Agony (Black Currant)

Pint: ¥1,100
Half: ¥750

They loaded this west coast IPA with Idaho 7 and Azacca hops, and it's bursting with notes of pineapple, orange, and strawberry.

15 Break Through Session IPA

300ml: ¥1,000
200ml: ¥800

While most of the beer connoisseurs would call this an IPA, Melvin Brewing calls it the MPA aka Melvin Pale Ale. This MPA is like a welcomed
handshake to your taste buds. Light, crisp, fresh and a little bitty bitter.

14 Hops Need Friends

Pint: ¥1,100
Half: ¥750

Deep purple in color bursting with tart berry flavor and aroma with hints of vanilla and smooth cream in the background.

13 Hubert MPA

Pint: ¥1,000
Half: ¥650

Our collaboration with Left Hand Brewing! We made a devil of a beer by adding coffee and cacao nibs to their famous recipe for milk stout!
Mild roasted coffee notes and smooth caramel creaminess, with a light cacao aroma and flavor in the finish.

12 BruBerry

300ml: ¥1,000
200ml: ¥800

A marriage of amber ale and American IPA, with a red hue from carefully-selected character malts balanced by a moderately hoppy
bitterness, with pine, citrus, and mild fruit and spice aromas from American and freshly picked Japanese grown hops.

11 Devil's Left Hand

Pint: ¥1,000
Half: ¥650

Our double red aged 3 months in whiskey barrels. Double dry hopped and aromatic, with wood notes, caramel malt, and hop character.
Reminiscent of an American barleywine.

10 Red Revenge - Fresh Hop Edition

Pint: ¥1,000
Half: ¥650

Rich caramel malt and toasted bread aromas with matching flavor, and a moderately dry finish. Deep and interesting, yet smooth enough to
drink all night.

9

Pint: ¥1,100
Half: ¥750

A rich marriage of German malt seasoned with freshly harvested Japanese Ibuki hops. This deep amber lager boasts big caramel and toasty
malt notes on the foreground, balanced by zesty and herbal hops at the finish.

Amberlicious

Pint: ¥1,100
Half: ¥750

Unfiltered, unrestrained, and unapologetic, Nor'easter is a full-bodied citrus assault - bursting with grapefruit and orange hop flavors and
aromas, with a mild, herbal edge and moderate bitterness. Reminiscent of juice, no fruit was harmed in the making of this beer.

New

Pint: ¥1,000
Half: ¥650

Our Collaboration with London's Mondo Brewing! A double IPA the likes of which the world has never seen! It's YUGE! Big citrus,
grapefruit, and orange blossoms balanced by a honey-sweet malt backbone.

6

Pint: ¥1,000
Half: ¥650

This light orange-colored, medium bodied IPA features big citrus aromas and flavors from generous select hop additions. With mild hop
bitterness and a round, slightly sweet finish, this beer is all too easy to drink for being nearly 7%!

5

Pint: ¥1,000
Half: ¥650

Brewed with Assam Sweet Tea. Aroma of Assam Tea up front with a full caramel body and a lingering sweet finish.

4

Pint: ¥1,000

Pint: ¥1,000
Half: ¥650

Harvestmoon

5.5%

Chiba, JAPAN

This fruit ale is brewred with Yuzu citrus and fermented with Belgian yeast. Fresh Yuzu notes and mild mouthfeel, with fruity and spicy
flavor from belgian yeast.

Pint: ¥1,100
Half: ¥750

Today's Cider
Today's
Perry!!
21 Pearmosa

【Perry】

Pear Up Cider

5.3%

Bright and Crisp Orange notes bubble thtought smooth full-mouth pear. citrus balances with bold fruit flavor in a light and refreshing perry
to be enjoyed any time of the day (Seasonal)

Pair Jameson's Whiskey & Craft Beer Pairing Set
Sip me Pair any suggested DevilCraft beer (Half or 200ml) with Jameson's Whiskey (30ml) for a special price!

I'm ① Jameson "Standard" Set
>>> \1,100 !!
Irish! ② Jameson "Caskmates Stout Edition" Set >>> \1,200 !! Aged In Craft Beer Barrels

③ Jameson "Caskmates Tokyo Edition" Set >>> \1,400 !! Aged In DevilCraft Barrels!

Wenatchee, WA

Pint: ¥1,100
Half: ¥750

