暖かくなってビールが美味しい季節に！

東京の地下天然水で仕込む
クラフトビール

東京の銘柄豚「TOKYO X」で作った
ハム・ベーコン・ソーセージ。
ワンランク上の美味しさを。
ビールには間違いなく合う！同じ福生産の相性の良い組み合わせです。
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なくなり次第終了！
春の季節仕込みビール。
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今、人気の TOKYO BLUES とビールと相
性抜群の美味しいハム＆ソーセージを
セットでお届け！
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東京の老舗ハムメーカー「大多摩ハム」
とコラボ。東京福生発！美味しいモノの
セットです。

多摩の恵 6 本セット 1 セット
大多摩ハム TOKYO X セット 1 セット

甘い香り、なめらかな泡。
やさしい口当たりの白ビール。

革新的なオリジナルレシピで造る新シリーズ。
洗練された味わいで人気急上昇中。

␜⏭⏯⏜
̀ۢק

8,643 

3,828 
7,656 

1998 年より醸造スタート！欧米のクラシカルなスタイ
ルを日本に合うよう、基本に忠実に造るシリーズ。
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TOKYO BLUES 3 種 6 本セット 1 セット
大多摩ハム TOKYO X セット 1 セット

9,426 

単品購入で好きなビール、日本酒と合わせても！
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5,400 

「大多摩ハム TOKYO X 詰め合わせ」 ロ−スハム 63ｇ 1 個、ボンレスハム 63ｇ 1 個
ベ−コン
65ｇ 1 個、ウインナ− 100ｇ 2 個、あらびきウインナ− 100ｇ 1 個 （全て TOKYO X 使用）

「多摩の恵」初の IPA 登場！
開発中のマル秘情報を、少しだけ公開！
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6,980 

ヴァイツェン・デュンケル 各 500ml
セッションエール 330ml
TOYODA BEER 330ml 各 3 本
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石川酒造 ビール製造部
土屋醸造主任

商品の価格は消費税を含んだ総額表示です。特に記載のない商品は別途送料・クール代がかかります。
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醸造元オススメの組み合わせ
毎日が楽しくなるご自宅用セット

※ 商品の価格は消費税を含んだ総額表示です。

※ 商品の価格は消費税を含んだ総額表示です。
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好評につき再度瓶詰めを行った隠し酒、
春限定の花見酒、バランスのとれた味
わいのたまの慶、雄町、香りとコクの
八重菊、普段使いの純米酒 熊川一番地
をセットに！飲み比べも楽しいですよ。

隠し酒、花見酒、たまの慶、
雄町（熟成原酒）、八重菊 生、
熊川一番地 各 720ml
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8,000 

八重菊（熟成）、
たまの八重桜、
東京の森 各 1800ml
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各 4 本 合計 12 本
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DM にかかさず登場！
日本酒も造れるビール醸造部員
田中くん（趣味は DJ）

最近ビールの苦味が美味しく感じ
るようになりました！
TOKYO BLUES セッションエール
は特に苦味が絶妙で、いろいろな
お料理に合うと思います。毎日飲
めるビールです。
（田中）
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5,980 

いつも皆様に応援をしてもらっている側の
石川酒造。ありきたりで申し訳ないですが、
この応援をお返ししたい！とお買得なエー
ル（応援）ビールのセットをご用意しまし
た。皆様にこの気持ちが届くと嬉しいです。

㾈ֽ
ؒ٦ٕزحإ

6,980 

「TOKYO BLUES」セッションエール 6 本、ゴールデンエール 1 本、
シングルホップウィート 1 本、
「多摩の恵」明治復刻地ビール 2 本、各 330ml
TOKYO BLUES グラス 1 個

「多摩の恵」ペールエール 500ml 4 本
「TOKYO BLUES」セッションエール、
ゴールデンエール 330ml 各 4 本

江戸時代の意匠が見事な復刻ラベル八
重菊とたまの八重桜はそれぞれ味わい
の違う純米酒。奥多摩の山々の青をラ
ベルにした東京の森（東京産杉チップ
使用）
は王道の味に杉香が華を添えます。
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8,000 

花見酒、アマビエ様ラベル、
熟れる赤、たまの八重桜 各 720ml
うめ酒、ムギぽん 各 500ml

遊び心満載のセット登場！春限定花見
酒、話題のアマビエ様ラベル、ダント
ツの爽やか酒 熟れる赤、定番のたま
の八重桜、梅酒、麦芽糖と日本酒のリ
キュール！ムギぽんをセットに。
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6,980 

ヴァイツェン・デュンケル 各 500ml
セッションエール 330ml
TOYODA BEER 330ml 各 3 本

「ジャパン・グレートビア・アワーズ
2021」にて入賞したビール 4 種。
数量限定（季節ビール）のヴァイツェ
ンがなくなり次第販売終了しますの
でご注文はお早めに！

ご自宅用、もしくはビール好きな方への贈り物に。ファンの多い TOKYO BLUES を
2 本ずつ入れ、王道の多摩の恵、TOYODA BEER も楽しめる内容になりました。
石川酒造 ネットショップ

ਫ਼ด

カード決済・銀行振込・代金引換をご利用いただけます。

https://tamajiman.com/index.html

ご注文は WEB またはお電話、
直売店「酒世羅」店頭で承ります

酒世羅直通 10:00 〜 18:00（火曜日休業）

042-530-5792

銀行振込・代金引換をご利用いただけます。

