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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

5.5%

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

ラインランド ウィスパーズ

【ケルシュ スタイル エール】 デビルクラフト

ドイツ・ラインラント地方のケルン伝統のビアスタイル「ケルシュ」は驚くほど飲みやいエール。伝統的な製法とおりに醸造・発酵させ、ラガーのよう
に長いコンディショニング時間によりその柔らかな飲み口となる。 ほのかな酸味と硫黄感は、マイルドな穀物感とバランスを取り合い、フィニッ
シュには程よいホップの苦み。この飲みやすさ、ささやきの如く。

2

ヘルシュタイナー

【ヨーロピアン ラガー】

デビルクラフト

ハーフ: ¥650

5.2%

品川区 （東京都）

厳選したジャーマン麦芽を使用したラガーで、パンのような麦芽の香りと、軽やかなフルーティーさ、そして活き活きとしたホップの後味

3

4

ザ・デビル イン ジョンズ ブラウン

5.8%

サマー セイビアー

4.8%

デビルクラフト

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

品川区 （東京都）

デビルズ カレス -コーヒー エディション-

【コーヒー ミルク 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

4.4%

品川区 （東京都）

10.5%

品川区 （東京都）

【レッド IPA】

デビルクラフト

7.0%

品川区 （東京都）

New 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

トリプル スレット

【ベルジャン トリペル】

デビルクラフト

8.4%

品川区 （東京都）

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 セイビアー

【NE IPA】

デビルクラフト

【フルーツ ケトルサワー】

デビルクラフト

5.7%

品川区 （東京都）

【インディア ペールエール】

デビルクラフト

4.5%

品川区 （東京都）

【インディア ペールエール】

ニーディープ

7.0%

品川区 （東京都）

【インディア ペールエール】

インディード

6.5%

カリフォルニア州

【ヘイジー ゴールデン エール】 レフト ハンド
フルーティーなホップでドライホッピングした、トロピカルでシトラスなフレーバーが特徴のヘイジーゴールデンエール。口当たりがよく、軽やかな味わ
いで、ジューシーでフルーティーなホップの複雑な風味が口いっぱいに弾ける！

16 デイ トリッパー ペール エール

【ペール エール】

インディード

6.8%

ミネソタ州

【ミルク スタウト】

ベルチング ビーバー

5.5%

コロラド州

【アメリカンセッションIPA】

ワイマーケット

5.4%

ミネソタ州

【ヘフェヴァイツェン】

カールストラウス

5.3%

カリフォルニア州

【ベルジャン クアドラプル】

サウンド

4.5%

名古屋 (愛知県)

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

5.1%

サンディエゴ, CA

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

11.4% ポールズボ、ワシントン州

淡い色合いのベルギー修道院タイプのビールで、まるで様々なフルーツと一緒に熟成させたと錯覚するような複雑なフルーティーな香りが織りな
す奥深い味わい。これらの情熱的な風味は驚くべきことに、水、ベルジャンピルスナー麦芽、Motuekaホップ、サトウキビ砂糖というシンプルな原
材料を、トラピスト修道院酵母で発酵させることによって生み出されている。

Today's Cider!

パイント: ¥1,150
ハーフ: ¥800

伝統的なヘフェヴァイツェンのスタイルに忠実に作られており、小麦麦芽を50%、ホップにはノーブルホップのテトナンガーを使用。数百年前から
存在 する伝統的なヴァイツェン酵母がそのヴァイツェンらしいバナナ、クローヴ、バニラの風味をもたらす。「グラスに注がれたバナナブレッド」の
よう。

20 エンタンズ ノエル

パイント: ¥1,150
ハーフ: ¥800

軽やかなボディとホップのフローラルな香りが楽しめるセッションIPA。
花畑を思わせるようなFLORALホップの香りと、やさしいモルトの味わいが口中で春の訪れを歌うよう♪軽やかで美味しいのだ、めしあがれー♪
♪

19 ウィンダンシー ウィート

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

Belching Beaverの名が世に知れ渡るキッカケとなったビール。乳糖による滑らかさが特徴のミルクスタウトに、「アメリカ人の心の味」ピーナッツ
バターを使った傑作ミルクスタウト。シルクのようにスムースな飲み心地と後味の美味しさは、まさに唯一無二。Belching Beaverといえばこれ。

18 ホップ カンタービレ

パイント: ¥1,150
ハーフ: ¥800

毎日を気分をウキウキさせてくれるようなペールエール。1バレルにつき4ポンド(約1.8kg)のホップを使用したウエストコーストスタイルのペール
エールで、ホップの力強いダンク（マリファナのような香り）さ、シトラスの刺激的な香りを、複雑でほどよい甘みのある麦芽のバックボーンが支え
る。

17 ピーナッツ バター ミルク スタウト

パイント: ¥1,100
ハーフ: ¥750

Mosaic、Calypso、El Doradoホップを自由自在にブレンドすることで、今までにはなかったような素晴らしいアロマをもったIPA。ジューシーなトロピ
カルフルーツ、フレッシュな梨やブルーベリーのようなフルーティーアロマが強く香る。後味はさっぱりとした爽やかなドライフィニッシュ。

15 ジューシー グッドネス

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

20%使用した小麦により、淡いイエローカラーと、クリーンでクリスプな後味。オレンジの皮やストーンフルーツの香り。控えめな麦芽の個性に、
ホップのシトラスフレーバー。バランスの取れた一杯！

14 レット イット ライド IPA

300ml: ¥950
200ml: ¥750

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！

13 ブロークン ディッシュ IPA

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

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 ジューシー IPA

300ml: ¥800
200ml: ¥600

ペイトリオットクラッシュNE IPAを、もっと飲みやすくしたゴールデンバージョン。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。それを、オーツ麦と小麦麦芽の個性が柔らかく包み込む。 小春日和に相応しい飲みやすさ！

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

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

300ml: ¥900
200ml: ¥700

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！

レッド リベンジ

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

New 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

8

パイント: ¥1,000
ハーフ: ¥650

挽きたて淹れたてのコールドブリュー・コーヒーを使用したスウィートスタウト。乳糖によるスムースなボディが特徴的で、ローステッド麦芽と、コール
ドブリュー・コーヒーの風味と香りがバランス良い。

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

【アメリカン ブラウンエール】 デビルクラフト
このブラウン色のビールは、ミディアムボディで、味わいが絶妙に変化していく。はじめは甘みを舌の上で感じ、チョコレートやココアのような香りが
続き、そしてドライホッピングによるホップの苦味が混ざり合う。しかしながら、ドライでクリーンな後味。

【ゴールデン エール】

パイント: ¥1,000

300ml: ¥1,100
200ml: ¥900

《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 バジル ミント ハードサイダー

【ハード サイダー】

シアトル サイダー

6.9%

シアトル, ワシントン州

新鮮なバジルとミントと一緒に発酵させたミディアムドライ・サイダー.。とても華やかでウットリする香りで、甘酸っぱく、クリーンな後味。

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

