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※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。

DevilCraft Brewery Bottles Menu!①
TAKEOUT ONLY / テイクアウトのみ

Citra Sunshine (シトラ サンシャイン)
California Pilsner(カリフォルニアピルスナー) / 5.0%

Our modern take on a hoppy lager, featuring Citra hops.  Smooth citrus and
tropical fruit goodness meld with a semi-sweet finish as clean and refreshing as
the California sun!
シトラス感が特徴のCitraホップを使用した、デビルクラフト流ホッピーラガー！カリフォル
ニアの太陽の下で飲むのにピッタリな爽やかラガーで、スムーズなシトラスとトロピカルフ
ルーツのようなアロマが、カリフォルニアの太陽のようにリフレッシングでクリーンなフィ
ニッシュと混ざり合う！

West Coast IPA (ウエストコースト IPA) / 6.6%

Light in color with citrus and subtle pine flavors and aromas.  Clean Pilsner malt
body balances a crisp, firm, hoppy finish.
シトラスと僅かに松のようなホップのアロマとフレーバーが心地よく、爽やかな後味が特
徴的なウエストコーストIPA。クリーンなピルスナーモルトのボディが、しっかりホッピーな味
わいとのバランスを取っている。

Way Out West (ウェイ アウト ウエスト)

SmoPoMoFo (スモポモフォ)
Smoked Porter(スモークド ポーター) / 6.2%

"Mmm-mmmm, that IS a tasty Porter!" This full-flavored mambo jambo features
heaps of beachwood smoked malt reminiscent of bbq or bacon, while striking a
balance with dark roasted and caramel malts. One bad Mofo!
"うーん、これは美味しいポーターだ！"と頷いちゃうかも！？バーベキューやベーコンを連
想させるビーチウッド・スモークドモルト（ブナ材で燻したモルト）を使用した味わい深い
ポーター。豊かなスモークドモルトと、ダークローステッドモルトとキャラメルモルトとのバラ
ンスがとても取れている。One bad Mofo!

Crush On Wheat! (クラッシュ オン ウィート！)

Oats and wheat provide a soft background for huge fruit and juice aromas and
flavors from massive late hop additions. Unfiltered and naturally cloudy, with a
medium mouthfeel and low bitterness.
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ヘイジー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。 無濾過で自然な濁りがあり、優しい口当たりとほんの少しの苦み。

Hazy Session IPA(ヘイジー セッション IPA) / 4.4%

Light and easy drinking, this session hazy packs loads of citrus and tropical fruit
aromas and flavors - perfect for warm summer days to come.
低アルコールで軽やかで飲みやすい、小麦を使用したヘイジーIPA。ホップ由来のシトラス
やトロピカルフルーツのアロマとフレーバーが満載！これからやってくる暖かい夏の日に
ぴったりな味わい！

Patriot Crush (ペイトリオット クラッシュ)
Hazy IPA(ヘイジーIPA) / 6.7%



330ml ￥600

330ml ￥650

Unholy Trinity (アンホーリー トリニティ)
DDH Hazy DIPA (DDH ヘイジー IPA) / 7.5%

Inspired by our friends at Oregon's Fort George Brewery, and their Fields of Green:Trinity.
Equal portions of hop superstars Citra, Mosaic, and Simcoe were used throughout the
process for a complex and inviting array of citrus, light berry, tangerine flavors and
aromas.  Smooth, but with a flavorful hop bite - inviting you to take another sip!
我々の友人であるオレゴン州の有名ブルワリーFort Georgeの大人気ビール「Fields of
Green:Trinity」をインスパイアした、ダブルドライホップド・ヘイジー・ダブルIPA！ホップ界の大人気
スーパースターCitra、Mosaic、Simcoeの３種類を同量ずつ仕込みの全過程で贅沢に加えること
で、シトラス、ほのかなベリー、タンジェリンのような複雑なアロマとフレーバー。スムーズながら風
味豊かで、次の一口を誘う！

※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。

DevilCraft Brewery Bottles Menu!②
TAKEOUT ONLY / テイクアウトのみ

Angel Crush (エンジェル クラッシュ)
Blonde IPA(ブロンド IPA) / 6.9%

Crisp and clear with a deep golden hue, this well balanced IPA is supported by a base
of German malt varieties for smooth malt character, but aggressively dry hopped for a
big flavor and aroma impact of citrus fruits and a touch of pine. Very crushable for
7%.
爽やか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！


