🍺TAP LIST🍺
FRESH HOP FEST. 2022 @ DevilCraft Jiyugaoka
シトラ スリッカー ウェット ホップ IPA
【IPA】
ベイル ブレイカー
1
\1,200
(300ml)

Citra Slicker Wet Hop IPA

\1,200
(300ml)

\1,200
(300ml)

Bale Breaker - Yakima, WA

【IPA】

ジョージタウン - シアトル、ワシントン州

この季節だけの生ホップを使用した贅沢なフレッシュホップIPA。大人気のボディザーファIPAのフレッシュホップ版で、ホップの名産地ワシントン州ヤキマの収穫したて
の生のCitraホップを大量に使用！フレッシュなシトラス香が増大している！

Fresh Bodhizafa IPA

【IPA】

ABV
7.0%

Georgetown - Seattle,WA

They took their base recipe for Bodhizafa IPA and added an additional 1,500 lbs of fresh Citra hops from Double R Farms in Yakima to give
this beer an extra fresh citrus

フレッシュホップ ヘイゼリシャス IPA
3

【IPA】

ABV
6.2%

Collaboration with Cloudburst Brewing (Seattle, WA). This IPA is all about the fresh, farm-grown Citra hops that are handpicked from Loftus
Ranches’ picking machine and poured directly in the brew kettle in a four-minute turnaround.

フレッシュ ボディザーファ IPA
2

- ヤキマ、ワシントン州

フレッシュホップ！今の時期限定！Bale BreakerとCloudburst（シアトル、ワシントン州）のコラボレーションIPA。手摘みで収穫した大量のCitraホップのフレッシュホッ
プを、ホップ農場で収穫してからわずか4分で醸造釜に投入し使用。今の時期しか飲めない超フレッシュな味わい！

【ヘイジー IPA】

ルーベンズ ブリュー - シアトル、ワシントン州

今年のワールドビアカップ2022で金メダルを獲得したヘイゼリシャスIPAの、フレッシュホップバージョン！ヤキマバレー産の摘みたてのStrataホップを使用している。

Fresh Hop Hazealicious

ABV
6.0%
【Hazy IPA】

Reuben's Brews - Seattle, WA

Using fresh Strata hops from the Yakima Valley they've brewed a special version of Hazealicious, their year-round hazy IPA.

フィールド トゥ ファーメント フレッシュホップ エール 【アメリカン ペールエール】 フリーモント - シアトル、ワシントン州
4
\1,200
(300ml)

ホップ農家との協力体制により摘みたてのCentennialホップを使用！フレッシュホップこそが最高のホップとの信念から生み出されたフレッシュホップペールエー
ル。

Field to Ferment Fresh Hop Pale Ale

\1,200
(300ml)

\1,200
(300ml)

Cowiche Canyon Fresh Hop Ale

\1,200
(300ml)

8
\1,600
(300ml)
店内提供
Served at
Main Bar

【American Pale Ale】

ABV
6.0%

Fremont - Seattle, WA

Brewed from FRESH Organic Mosaic, Citra, Simcoe, and Ekuanot hops grown in the Cowiche Canyon of the Yakima Valley which are harvested
and placed into their kettle within 24 hours, creating a unique, once-a-year beer. They make this pale ale in partnership with hop-growing
wizards in an effort to expand the organic hop industry in Washington State.

【ヘイジー IPA】

フリーモント - シアトル、ワシントン州

ホップの名産地ワシントン州ヤキマ産の採れたてMosaicとCitraホップを、収穫後24時間以内に贅沢に使したヘイジーIPA。 彼らにとってフレッシュホップでの醸造
は年間のハイライトであると言う通り、評価サイトでも高得点を獲得している。

Head Full of Fresh Hops

【Hazy IPA】

ABV
6.8%

Fremont - Seattle, WA

Brewed from FRESH Mosaic and Citra hops. Head Full of Fresh Hops starts with select fresh hops harvested in Yakima and loaded into the
brew kettle within 24 hours of harvest. Fresh hop beers signal the harvest season in the Pacific Northwest and are the height of their
brewing year.

フレッシュホップ カシミア ビエール ド ギャルド
7

【アメリカン ペールエール】 フリーモント - シアトル、ワシントン州

ホップの名産地ワシントン州ヤキマ産の４種のオーガニックホップ（Citra、Simcoe、Mosaic、Ekuanot）を、収穫後24時間以内に贅沢に使したペールエール。ワシント
ン州のオーガニックホップ産業の拡大を支援するために、年に一度だけ仕込まれる限定ビール！

ヘッド フル オブ フレッシュホップス
6

Fremont - Seattle, WA

Brewed from FRESH Centennial. Brewing is the craft of blending science with artistry then introducing the mystical. Field to Ferment
exemplifies this adventure and represents a colossal collaboration between the brewery and their hop farmers.

カウチェ キャニオン フレッシュホップ エール
5

【American Pale Ale】

ABV
6.0%

【ビエール ド ギャルド】

エコー - ワシントン州

ホップの名産地ワシントン州ヤキマ産の摘みたて新鮮なCashmereホップを収穫当日に大量にワールプールに加えることで、驚くべきほどのフレッシュホップのフレー
バー、そして大麦、オート麦、ライ麦モルトを使用することでスムーズでジューシーに仕上げたビエール・ド・ギャルド。

Fresh Hop Cashmere Biere de Garde

【Biere de Garde】

ABV
6.7%

Echoes - Poulsbo, WA

Add an amazing explosion of fresh Cashmere hop flavor, with Barley, Oat and Rye malts forming the grist for this smooth, juicy, Bier de
Garde. 10lbs per bbl of fresh hops were added to the whirlpool the day they were harvested from Yakima Valley. This is a fresh hop beer
that really centers around the amazing fresh hop flavor.description about this item

エナジー コーン

【ヘイジー IPA】

シングル ヒル - ワシントン州

Full Throttle BottleworksとのコラボレーションIPAで、時代を先取りしたユニークなフレッシュホップIPA。もちろんホップは今年の収穫仕立て！評価サイトで高得
点！

Energy Cone
【Hazy IPA】
Single Hill - Yakima, WA
Q: Are we not fresh hops? A: We are Energy Cone! This Full Throttle Bottleworks collaboration IPA is unique, ahead of its time. 100% 2022
crop.

ABV
6.5%

タイム バンディト

【ダブル IPA】
シングル ヒル - ワシントン州
9
ホッピーなビールの品評会Alpha King Challenge 2022のために醸造されたフレッシュホップダブルIPA。まだ名前もついていない新ホップのYCH 301を使用してい
\1,600 る。先日にはWashington Beer Awards Fresh Hop competitionにて銅賞を獲得！
ABV
(300ml)
8.2%
店内提供 Time Bandit
【Double IPA】
Single Hill - Yakima, WA
Served at A punchy Double IPA with notes of grapefruit and orange peel. Brewed for the Alpha King 2022 competition. Featuring YCH 301. The Bronze
Main Bar for Fresh Hop American-Style or Hazy Imperial IPA at the Washington Beer Awards Fresh Hop competition 2022.

お支払い - 現金, Paypay, or 【ドリンクチケット-\5,500で1200円のビール5杯分(300ml)！500円お得♡】
Payment - Cash, Paypay or 【Drink Ticket- \5,500 for 5 cup (300ml) of \1,200 beer!】

