21

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

7.0%

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

ジューシー IPA

【インディア ペールエール】

デビルクラフト

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！

2

エアルーム アンバー

【アンバーエール】

デビルクラフト

ハーフ: ¥650

5.6%

品川区 （東京都）

IPAがクラフトビールの代表的存在となる以前に、アンバーエールはその役割を担っていた。このビールは、90年代アメリカの『マイクロブルワ
リー』ブームを促進させた古典的なアンバーエールに敬意を表しつつ、フィニッシュのホップで現代的なツイストを効かせた。豊富に使用したクリス
タル麦芽の風味と、ほのかなロースト感、そして爽やかなホップのバックボーン。

3

チェスナット ダッチェス

【イングリッシュ ブラウンエール】 デビルクラフト

サマー セイビアー

【ゴールデン エール】

デビルクラフト

4.8%

品川区 （東京都）

ウェストフォール

【セッション IPA】

デビルクラフト

4.8%

品川区 （東京都）

エクストラ ブラック イグニアス

【エクスポート オートミール スタウト】

デビルクラフト

4.9%

品川区 （東京都）

アメリカン インペリアリズム

【トリプル IPA】

デビルクラフト

7.3%

品川区 （東京都）

レッド リベンジ

【レッド IPA】

デビルクラフト

10.5%

品川区 （東京都）

トリプル スレット

【ベルジャン トリペル】

デビルクラフト

7.0%

品川区 （東京都）

【NE IPA】

デビルクラフト

8.4%

品川区 （東京都）

【フルーツ ケトルサワー】

デビルクラフト

6.6%

品川区 （東京都）

【アメリカンブラウンエール】 ワイ マーケット

4.5%

品川区 （東京都）

【インディア ペールエール】

フリー ウィル

5.1%

名古屋 (愛知県)

【NE IPA】

湘南ビール

7.3%

ペンシルベニア州

【ブリュット IPA】

エクリプティック

7.0%

茅ヶ崎 （神奈川県）

【アメリカン ペールエール】

レヴォリューション

8.0%

オレゴン州、ポートランド

【インペリアル ポーター】

ニーディープ

5.5%

シカゴ、イリノイ州

【ピルスナー】

インディード

10.0%

カリフォルニア州

【ベルジャン ホワイト】

ファンクワークス

5.1%

ミネソタ州

【ベルジャン トリペル】

サウンド

4.8%

コロラド州

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

9.9%

ポールズボ、ワシントン州

明るく澄んだ色合いの、修道院タイプのベルジャントリペル。最高級の原材料を、シンプルなレシピながら丁寧に仕込むことで、複雑ながらもバラ
ンスが非常によく、とても奥深いフルーティーな味わい。口当たりはスムーズで、高アルコールながら飲みやすい。食事との相性も抜群！

Today's Cider!

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

ファンクワークスのベルジャンホワイトが日本初上陸！とても爽やかな小麦ビールで、少量のオーツ麦も使用することで滑らかな口当たりとドライ
な後味。小麦の豊かな香りと、オレンジの皮やコリアンダー、カモミールのスパイス香が吹き抜ける心地よい飲み口。

20 トリプル エンタンドレ

300ml: ¥1,000
200ml: ¥800

ドイツビールへの愛から生まれた本格的なピルスナー。伝統的なドイツ産麦芽と、伝統的なホップHallertauer Mittelfruhと新種ドイツホップ
Mandarina Bavariaを使用。炭酸は人工的に加えず、発酵による自然な炭酸のためにソフトで繊細。複雑ながら飲みやすく、爽やかでドライな後
味。

19 ファンクワークス ホワイト

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

Knee Deepの創業2周年記念ビール。彼らの人気ビールのタニラポーターを更に強化したインペリアルバージョン。タヒチ産のグレードAのバニラ
ビーンズを使用。控えめなバニラの香りに、チョコレート、エスプレッソのフレーバーが共存するフルボディのポーター。

18 ビーサイド ピルス

パイント: ¥1,300
ハーフ: ¥950

シカゴNo.1クラフトブルワリーであるRevolution Brewingからお届けする”シカゴスタイル”ペールエール。ホップ好きのために造られた、シトラシー
でグレープフルーツ香が広がる。ほどよいモルトのバックボーンにより、ずっと飲み続けられるバランスの良さ！

17 インペリアル タニラ

パイント: ¥1,150
ハーフ: ¥800

宇宙の空間のようにドライでクリーンな味わいの背景に対して、ホップのビッグバ ンが起こったかと思わせるほど圧倒的なホップ感が合わさる！

16 フィスト シティ シカゴ ペールエール

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

名古屋Handsと湘南ビールのコラボレーションIPA。フレークドオーツ麦と小麦、大量のホップがもたらす霞がかった外観。「ホップバースト製法」と
「ダブルドライホップ製法」による圧倒的なホップ感。Mosaic, Nelson Sauvinホップによるトロピカルフルーツジュースのような風味。

15 スター パーティー ブリュット IPA

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

ホップの個性が全開で、ほどよい麦芽の甘みによりバランスの整ったIPA。ホップは、Centennial, Cascade, Simcoe, Citraの4種を使用。

14 ハンズ ダウン

300ml: ¥950
200ml: ¥750

5種のモルトのブレンドによる後口の余韻と、シングルホップで使用したシトラホップの柑橘系の香りとしっかりとした苦みを共存させた、ミディア
ムボディーのブラウンエール。

13 テクノ IPA

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

乳酸発酵による爽やかな酸味のケトルサワーに、たっぷりフルーツを加えた。軽やかなルビー色で、甘酸っぱく刺激的な香りのクランベリーと柚子
のアロマとフレーバー、そしてバニラと乳糖による滑らかさがバランスの良く共存している。

12 十八番

300ml: ¥800
200ml: ¥600

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。

11 クラン ユー ディグ イット? (Cran Yu Dig It?)

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

京都醸造とのコラボレーションビール！ 澄み切った明るい色合い。ライスシロップの使用により軽やかなボディとなり、その一方で、トーストした香
ばしい米（ポン菓子）が、リッチで深い風味を与えている。ベルジャン酵母とホップによるフルーツやスパイスの香りが風味をまとめ、繊細で風味
豊かなバランスを演出している。

10 ペイトリオット クラッシュ

300ml: ¥800
200ml: ¥600

アンバーエールとアメリカンIPAとのファンタスティックな出会いにより誕生したレッドIPA。厳選したモルトによる赤い色合いで、松、穏やかなシトラ
ス、洋ナシ、アプリコットやプラム等の香り。そして、ちょうど良いホップの苦みがバランス良い。めっちゃ美味！

9

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

目の前にホップの「壁」が現れたかと思うほど、どっしりとしたIPA。10.5％の高アルコール度数による温かみと、大量のホップによる深いフルー
ティーさ、松、そして際立つ「オレンジ」のようなホップ香が五感を攻撃する。 我々デビルクラフト ブルワリーの醸造300回目（batch #300）の記
念ビール！

8

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

最初の一口で豊かな風味が爆発！フルボデでしっかりした泡。口当たりは滑らかで、トーストしたカカオと軽やかなキャラメルのような甘さが破裂
する。 オーツ麦は他のキャラクター麦芽を支える役割を果たし、しっかりとしたホップの苦味と軽やかな焙煎香がビールのバランスを保ち、それら
に支えられた滑らかな後味。

7

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

セッションIPAとケルシュの出会いによって生まれたハイブリッドスタイル。ジャーマンモルトと酵母のクリスプなキャラクターが特徴的で、アメリカン
ホップによる繊細なシトラス感と、マイルドな苦味。一部使用した小麦により柔らかな口当たりで、素晴らしい夏の渇きを吹き飛ばしてくれる！

6

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

黄金の輝きを放つ日の出のようなリッチな麦芽の風味から、ホップの豊かなシトラス香が夕焼けのごとく続いていく....。この非常に飲みやすい
エールは、暑い夏の長い一日の終わりにピッタリ！

5

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

濃い銅色でミディアムボディのこのビールは、軽やかなカラメル、ナッツのように香ばしいモルトの風味が心地よい。しっかりと満足感がありながら
もスッと消えていく後味。 このビールでしっかり温まって、目一杯楽しもう！

4

パイント: ¥1,000

300ml: ¥1,000
200ml: ¥800

《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 コンコード グレープ

【サイダー】

ポートランド サイダー Co.

5.5%

オレゴン州

ノースウエスト産のアップルを100％使用したサイダーと、新鮮なコンコードグレープをブレンドした贅沢デザート。懐かしのブドウジュースを思い出
させてくれる味わいに、アルコールがプラスされて、まさに大人のジュース♪

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

