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pass【devilcraft123】

DevilCraft Hamamatsucho Tap List
名称

ビアスタイル

醸造所

度数

地域

5.4%

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
New

2
New

3

アイン ツヴァイ ドライ！

【へレス ラガー】

デビルクラフト

透き通るような黄金色で、非常に飲みやすいラガー。,ジャーマン麦芽による穀物の香ばしさが、苦味はわずかながら、このビールを印象深くしている。後
味は非常にドライで、リフレッシュするにも喉の渇きを癒すのにも最高！さぁ、この掛け声で乾杯！アイン！ツヴァイ！ドライ！プロースト！

アファブル イーブル

【セッションIPA】

デビルクラフト

ハーフ: ¥650

4.5%

品川区 （東京都）

ホップ爆発のセッションIPA。これでもかとアメリカンホップを使用しつつ、モルトの十分な個性によりバランスが非常とれている。ビッグなシトラス感と松の
様な香り、ほんのり甘いキャラメル感と穀物の香ばしい後味が、ついつい次の一口を誘惑する。

ブリュッティフル

【ブリュット IPL】

デビルクラフト

エンジェル クラッシュ (w/NE yeast)

【ブロンド IPA】

デビルクラフト

7.1%

品川区 （東京都）

5

6
New

7

ペイトリオット クラッシュ

【NE IPA】

デビルクラフト

7.1%

品川区 （東京都）

【インディア ペールエール】

デビルクラフト

7.0%

品川区 （東京都）

【インペリアル IPA】

デビルクラフト

7.1%

品川区 （東京都）

レッド リベンジ - フレッシュホップ版-

【レッド IPA】

デビルクラフト

9.0%

品川区 （東京都）

バレルエイジド デュベル デビル

【ベルジャン デュベル】

デビルクラフト

7.4%

品川区 （東京都）

10 スモーク スクリーン

【スモークド バルティック ポーター】

デビルクラフト

9.0%

品川区 （東京都）

【ブラウン ポーター】

デビルクラフト

6.8%

品川区 （東京都）

【ケトル サワー】

デビルクラフト

5.3%

品川区 （東京都）

13 パブカルチャー ロンドン エール

【イングリッシュ ペールエール】 ワイ マーケット
ボディーはミディアムで全体的にモルティーな印象。ケントゴールディングスホップを使用した上品な苦味と、イーストからくるエステルのフルーティーさ、おと
なしいけど良い意味で若干クセのある味わいのペールエール。

14 パトリック ヘイズ

【ヘイジー IPA】
ファイアーストーン ウォーカー
Firestone Walker初の完全無濾過Hazy IPAが超限定入荷！大量のホップによる、熟したトロピカルフルーツやシトラス感が溢れ、その後にほのかに心地
よい苦味。名称は、初の無濾過ビールに、あえて濾過工程のスペシャリストであるブリュワーPatrick Hayesに敬意を表し付けられた。

15 ヒア カムス マンゴー IPA

【インディア ペールエール】

ベルチング ビーバー

4.8%

品川区 （東京都）

【ゴーゼ】

スティルウォーター

4.6%

名古屋 (愛知県)

【スモークド】

富士桜高原麦酒

7.5%

カリフォルニア州

【ミルクスタウト】

ニーディープ

6.6%

カリフォルニア州

【ヘーフェヴァイツェン】

ベイ ブルーイング

4.5%

ボルチモア、メリーランド州

【サワー レッド】

ニュー ベルジャン

7.0%

河口湖 （山梨県）

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

6.0%

カリフォルニア州

パイント: ¥1,150
ハーフ: ¥800

5.0%

横浜市 （神奈川）

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

6.5%

フォートコリンズ, コロラド州

ベルギーで130年の歴史をもつランビック醸造所Oud Beersel（アウト･ベールセル）とコラボレーション。Oud Beerselの自然発酵チェリーランビック(クリー
ク)と、New Belgiumのサワーゴールデンエールを絶妙にブレンド。大西洋を越えて完成した、伝統と革新のコラボレーションビール。

Today's Cider!

パイント: ¥1,200
ハーフ: ¥850

戸塚新工場製！関内本店で醸造していた時も人気だった「ヘーフェヴァイツェン」。ビールの中にフルーティーなエステル香を閉じ込める為に、敢えて発酵
温度を低く設定し、ゆっくり丁寧に発酵させました。

20 トランスアトランティック クリーク

パイント: ¥1,150
ハーフ: ¥800

Knee Deepのミルクスタウトが上陸！このStoutellaは、ヘーゼルナッツペーストをベースとしたスプレッド”nutella(ヌテラ)”を使用したスペシャルなミルクス
タウト。ヘーゼルナッツのアロマと、ミルクチョコレートを思わせるフレーバー。リッチでバランスのとれた大人のスウィーツをお楽しみください。

19 ベイ ヴァイス

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

ブナのチップで燻煙した麦芽を使ったスモークビール「ラオホ」をベースに、モルト投入量を増やして長期熟成させた富士桜高原オリジナルビール。味わい
深いモルトの甘味が口の中に広がる一方、燻製香とローストモルトの香ばしさも愉しめる点が大きな魅力。2010年World Beer Cup銅賞！

18 スタウテロ

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

スティルウォーターの人気ビールGose Gone Wildのダブルドライホップド・バージョン！さっぱりとした酸味と、爽やかな塩味が特徴のゴーゼで、Amarillo,
Citra, Simcoeホップを大量にドライホッピングして仕上げている。まさに、リフレッシュするのにもってこい！

17 富士桜高原 ラオホ ボック

300ml: ¥1,000
200ml: ¥800

本物のマンゴーを使用したIPA。AmarilloとSimcoeホップが、ジューシーでトロピカルなマンゴーの風味を引き立てており、ホップの苦みとフルーティーさがバ
ランス良く交わるIPA。ビール全体のバランスが秀逸。

16 ゴーゼ ゴーン ホップド

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

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。

New

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

濃いマホガニー色のブラウンポーター。ローステッドモルトの軽やかな焙煎感が、キャラメル、少しのチョコレート感とのバランスが取れている。とても風味豊
か！

12 ブリューベリー

300ml: ¥1,000
200ml: ¥800

ブナの木で燻製した麦芽、焙煎麦芽、そして特別なカラメル麦芽で醸造された、複雑なハイブリッドビール。とても風味豊かで、しっかり満足させてくれる
一杯。

11 ポーテンシャス

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

トーストした新鮮なココナッツとデーツ(ナツメヤシの果実）と一緒にウイスキーバレルで熟成したベルジャンデュベル。 マイルドなカラメルや穏やかなチョコ
レート香が、ベルジャン酵母のスパイシーさと、さりげないダークフルーツ感やココナッツの風味とのバランスを取っている。

New

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

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！

9

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

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。

8

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

デンマークのAmager Brewingとのコラボレーション！ ホップの風味が前面にでたウエストコーストIPAで、シトラス、フローラル、メロン、松葉のようなホップ
の香りが、まるで複雑な花束を思わせる。後味は軽やかで爽やか。

ファイアー and フューリー

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

とてつもない量のホップをレイトホッピングに使用し、とてもジューシーでフルーティーなアロマとフレーバーがあふれ出す。それを、オーツ麦と小麦麦芽の個
性が柔らかく包み込む。 濾過されていないために自然な濁りがあり、優しい口当たりとほんの少しの苦み。

デビルズ デス マッチ！

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

クリスピーでクリアな黄金色のIPA。数種のドイツ産モルトのキャラクターによる滑らかな麦の味わいが、このバランスの良いＩＰＡを支えている。そして、アグ
レッシブなドライホッピングにより、シトラスフルーツや若干の松を連想させるアロマのインパクト！7％の度数を打ち砕く飲みやすさ！

New

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

極限までドライに仕上げたホッピーラガーで、最新のビアスタイル「ブリュットIPA」のラガー版。黄金色で、ライトボディーで飲みやすく、しっかりとしたホップ
のキャラクターがある。

4

パイント: ¥1,000

300ml: ¥1,200
200ml: ¥1,000

《サイダーとは、リンゴのみを発酵させて造る醸造酒です》

21 ベリー ロゼ ハード サイダー

【アメリカン サイダー】

シアトル サイダー

6.9%

シアトル, ワシントン州

地元で栽培されたラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーを使用したサイダー。しっかとした酸味があり、やわらかな甘みがある後味。 味わい深いなが
らも飲みやすいサイダー。

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: ¥1,150
ハーフ: ¥800

