DevilCraft Brewery Bottles Menu!①
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

Titanium IPA (タイタニウム IPA)
Hybrid WCIPA (ハイブリッド WC IPA） / 8.4%
Brewed for the anniversary of our friends at Titans! A blend of German
and English malts fermented with German Kolsch yeast. Easy drinking
for 8.4%, with a clean, firm hop finish.
我々の友人であるタイタンズ（東京・大塚）の4周年記念のために醸造した特
別なIPA！ ジャーマンモルトとイングリッシュモルトのブレンドを使用し、ドイツ
のケルシュ酵母で発酵させた。8.4％を思わせない飲みやすさで、クリーンで
しっかりとしたホップのフィニッシュ。

Price / 330ml Bottle 650

Cloudy Outlook （クラウディ アウトルック）
New England IPA （ニューイングランド IPA） / 7.5%
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

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%
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
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

DevilCraft Brewery Bottles Menu!②
Black Is Beautiful （ブラック イズ ビューティフル）
Imperial Stout （インペリアル スタウト） / 12.2%
This is the latest brew of our Midnight Seduction imperial stout, specially
bottled in participation with the Black Is Beautiful project fighting against
systemic racism (see our DC Brewery SNS for details). All proceeds from the
sale of these BIB bottles will be donated to the Equal Justice Initiative to fight
for racial justice and criminal justice reform. This rich brew is deep and dark,
with notes of caramel, toffee, earthy cacao, roasted coffee, and dried figs and
raisins.
ミッドナイトセダクションインペリアルスタウトの最新版を、Black Is Beautiful醸造プロ
ジェクトの一環とし販売するために特別にボトル詰めしました。（詳細は、デビルクラ
フトブルワリーSNSを参照してください）。 このBlack Is Beautifulのボトル販売による
すべての収益は、人種間の平等（racial justice）や刑事司法改革など基本的人権の
保障に取り組む非営利団体「Equal Justice Initiative」に寄付します。
このビールはアルコール度数12％のリッチな味わいのインペリアルスタウトで、漆黒
の深い黒色から、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ます。

Price / 330ml Bottle 700

Midnight Seduction - Brunch Edition
（ミッドナイト セダクション - ブランチ エディション）
Imperial Stout （インペリアル スタウト） / 12.2%
Our deep and dark stout conditioned on cold brew coffee, vanilla, maple syrup,
and a dash of cinnamon
Midnight Seduction（真夜中の誘惑）の名前の如く、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
りが特徴のインペリアスタウトを、さらに、コールドブリューコーヒー、バニラ、メイプル
シロップ、アクセントにシナモンを加わえてコンディショニングした超限定ビール！

Price / 330ml Bottle 700

Coconut Craze （ココナッツ クレイズ）
Imperial Stout （インペリアル スタウト） / 12.2%
Our rich and decadent Midnight Seduction imperial stout aged on fresh
toasted coconut and vanilla. Deep, dark cocoa and caramel meld seamlessly
with smooth vanilla and huge coconut flavor and aroma.
Midnight Seduction（真夜中の誘惑）の名前の如く、カラメル、トフィー、アーシーなカ
カオ、深入りコーヒー、ドライフルーツを思わせる魅惑的な香りが特徴のインペリアス
タウトを、、さらに丁寧にトーストしたフレッシュココナッツ＆バニラと一緒に熟成！深
みのある濃いココア、リッチなインペリアスタウトの風味に、滑らかなバニラ、たっぷり
のココナッツが融合し次々と押し寄せる。12％と超高アルコールなので、ゆっくり味
わってください。

Price / 330ml Bottle 700
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
※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。

