
店舗でお飲みの場合は、別途\300円頂戴いたします。/ Drink-in bottle charge \300

Price / 330ml Bottle  500

Black Igneous (ブラック イグニアス)

Schwarz (シュヴァルツ） / 5.1%

Oatmeal Stout (オートミール スタウト） / 6.3%

Darkshine (ダークシャイン)

DevilCraft Brewery Bottles Menu!①

Oats and wheat malt provide a soft background for huge fruit and juice aromas and
flavors from massive late hop additions.  This version is slightly lighter for Spring, and
made with an addition of Southern Hemisphere hops for a fruity, slightly bitter finish.
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ニューイングランドスタイルIPA。それを、オーツ麦と小麦麦芽の個性が
柔らかく包み込む。 今回のバージョンは春に向けてわずかにライトで、南半球のホップを追加
しフルーティーで少し苦めに仕上げた。

Price / 330ml Bottle  550

Party Puff (パーティー パフ)
Rice Lager (ライス ラガー） / 4.6%

This light and easy drinking lager was made with an addition of toasted rice puffs,
lightening body while adding delicate toasted mochi character.  A great summer beer!
Good for all seasons!
軽やかで飲みやすいラガーで、トーストしたライスパフ（お米のポン菓子）を使用している。ライ
スパフにより、軽やかな飲み口となり、そして焼き餅のような繊細な風味が加わっている。これ
ぞまさに夏ビール！そして、どの季節に飲んでも美味しい！

Price / 330ml Bottle  500

Patriot Crush (ペイトリオット クラッシュ)
New England Style IPA (ニューイングランドスタイルIPA） / 5.5%

A rich explosion of flavors at the first sip, bursting with toasted cacao and mild
caramel sweetness with a smooth, full body and firm head.  Oats play a supporting
role to other character malts, adding a smooth finish supporting by a firm hop
bitterness and mild roasted notes to keep the beer balanced.
最初の一口で豊かなフレーバーが爆発！フルボディだが滑らかな口当たりで、トーストしたカカ
オ、マイルドなカラメルの甘さが溢れる。オーツ麦を使用することで、他のモルトの個性が引き
立つ。そして、ホップの苦みと香ばしい焙煎感がこのビールの滑らかな後味を演出している。

Price / 330ml Bottle  500

A blend of German Pilsner, Vienna, and Munich malts add malt depth to this medium
bodied dark lager, while specialty malts add biscuity toast and a slightly roasted finish.
Highly drinkable due to the low alcohol, with a gorgeous tan head.  Prost!
ミディアムボディの漆黒のラガー！3種の異なるドイツ産の麦芽(German Pilsner、Vienna、
Munich）が深みを与え、さらにスペシャリティー麦芽によりビスケットのような香ばしさと、わず
かに焙煎感のある後味を演出している。低アルコールで、とっても飲みやすい。プロース
ト！！！



店舗でお飲みの場合は、別途\300円頂戴いたします。/ Drink-in bottle charge \300

West Coast IPL (ウエスト コースト IPL） / 7.5%

Our collaboration with Denmark's Amager Brewing, this time with lager yeast!  This
hop-forward West Coast India Pale Lager features a complex bouquet of citrus, floral,
melon, and pine needle hop notes, with a brisk and fruity hop finish!
デンマークのAmager Brewingと、我々DevilCraft Breweryとのコラボレーションで生まれたIPA
を、今回は特別にラガー酵母で発酵！ ホップの風味が前面にでたウエストコーストIPL（イン
ディア ペール ラガー）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。フルーティーでホップが効いた後味！

Price / 330ml Bottle  700

Cloudy Outlook (クラウディ アウトルック)
New England Style IPA (ニューイングランドスタイルIPA） / 6.9%

Citrus and tropical aromas and flavors with a hazy appearance.  Flavorful with
a mild fruit-like zestiness, and easy to drink.
霞がかった外観(Hazy)で、シトラスとトロピカルなアロマとフレーバーがいっぱいの
ニューイングランドスタイルIPA。シトラスフルーツの皮ような爽やかなフルーティーさが
風味豊かに広がり、飲みやすい味わい。

Price / 330ml Bottle  600

Crispy Devil JPA　（クリスピー デビル JPA ）
Japanese Pale Ale　（ジャパニーズ ペールエール）　/ 7.0%
Inspired by our friend Chris P, blurring the lines between an English bitter and a
modern IPA.  Medium bodied with ample bitterness and a burnt orange hue.  Loaded
with contemporary "hopburst" fruit and spice aromas, blending seamlessly with
character malts for drinking bliss.  Bringing two brewing traditions together with a
modern twist.
我々の友人"クリス・P"氏のビールに触発され、英国のイングリッシュビターと現代的なIPAの境
界線を曖昧にした！色合いは焦がしたオレンジの皮のようで、ミディアムボディで、十分な苦
み。現代の「ホップバースト」製法によるフルーティーでスパイシーなホップアロマと麦芽の個性
が継ぎ目なく混り合う。2つのビアスタイルの伝統をモダンにアレンジ♪

Midnight Seduction　（ミッドナイト セダクション）
Imperial Stout　（インペリアル スタウト） / 12.0%

Deep and dark, with big notes of caramel, toffee, earthy cacao, dark roasted
coffee, and dried figs and raisins.
アルコール度数12％のインペリアルスタウト。Midnight Seduction（真夜中の誘惑）
の名前の如く、漆黒の色合いから、カラメル、トフィー、アーシーなカカオ、深入りコー
ヒー、イチジクやレーズンなどのドライフルーツを思わせる魅惑的な香りが溢れだす。

Price / 330ml Bottle  500

Devil's Death Match! - Lager version
  (デビルズ デス マッチ！ - ラガー バージョン)

Price / 330ml Bottle  600
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※ボトルデザインは異なる場合がございます。

※価格は税込み表記です。

※ラベル表記のアルコール度数は法令に従い0.5 %刻みとなりますので、上記と異なる場合があります。

店舗でお飲みの場合は、別途\300円頂戴いたします。/ Drink-in bottle charge \300

Helltopia (ヘルトピア)
Hybrid IPA (ハイブリッド IPA） / 6.8%

Our collaboration with Modern Times!  Slightly hazy but with firm, complex bitterness,
this experimental IPA blurs the lines between contemporary West Coast and Hazy IPAs.
Medium-bodied with notes of passion fruit, tangy citrus, and a medley of light resinous
pine, herbal thyme, and mild lemon balm, proving that east and west can co-exist
somewhere between - in Helltopia!
サンディエゴの超有名ブルワリーModern Timesとのコラボレーション！ この実験的なIPAは、
少し霞がかった色合いながら、しっかりとした複雑な苦味で、モダンなウェストコーストIPAとヘ
イジーIPAの境界を曖昧させます。ミディアムボディで、パッションフルーツ、シトラス、少しの松
樹脂感、ハーブのタイム、マイルドなレモンバームなどの香りメドレーで、東と西のニュアンスが
ヘルトピアのどこかで共存できることを証明している！

Price / 330ml Bottle  650（購入本数制限あり）

A fantastic marriage of amber ale and Imperial American IPA.  A delicious red
hue with mild nutty toasted malt character balances a robust hoppy bitterness,
with pine, subtle citrus, tropical, and stone fruit aromas.
アンバーエールとインペリアルアメリカンIPAの素晴らしき融合。美味しそうな赤い色
合いで、ナッツのように香ばしいトーストされた麦芽の個性が、繊細なシトラス、松、
アプリコットなどの核果を思わせるしっかりとしたホップの個性と苦みを、実にバラン
スよくまとめ上げている。

Price / 330ml Bottle  600

Eins-Zwei-Dry! (アイン ツヴァイ ドライ！)
Helles Lager (へレス ラガー) / 5.6%
Very pale in color with good clarity.  Features a light malt body with slight
toasted notes and toasty cereal notes from all German malt.  Hop bitterness is
low but memorable in this extremely easy-drinking lager, but the dry finish
keeps the beer refreshing and highly thirst-quenching.  Prost!
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！

Price / 330ml Bottle  500
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Double Red Revenge (ダブル レッド リベンジ)
Double Red IPA (ダブル レッド IPA） / 8.0%


