Today's Beer List & Snacks
Y.Y.G. BREWERY ORIGINAL
1626: 南新宿バーレーワイン

(11/17 開栓) ※16年8月醸造。数量限定。他のビールの半量です。

￥1,000

アルコール度数：9.7% IBU:50
小規模醸造所では珍しいバーレーワイン。他のビールに比べて大量の麦芽を使用し、何倍もの時間をかけて
熟成させたプレミアムなビールです。ベリー、バナナ、カラメル、バニラの様な甘い香りが複雑に絡まったハイア
ルコールのバーレーワインは締めの一杯に最適です。

1638: 代々木八幡ブルーベリーウィート

(12/12 開栓)

￥800

アルコール度数：4.4% IBU:15
麦汁とブルーベリーを一緒に発酵させました。ブルーベリーの爽やかな酸味、ふわっとした小麦の優しい風味が
感じられる、さっぱりドリンカブルなフルーツビールです。見るにも飲むにも目に優しいビールです。

1639: 代々木アンバーエール

(12/25 開栓)

￥800

アルコール度数：5.3% IBU:20
Y.Y.G.での一番人気。エキノックスホップによるレモンを中心としたトロピカルな香り、後から来る力強い麦芽の
香りと甘みを楽しめる琥珀色のビールです。熟成が進んだとき、温度が高いときは麦芽の余韻が増します。

1640: 南麻布山椒ＩPＡ

(12/26 開栓)

￥800

アルコール度数：6.4% IBU:50
Y.Y.G.と、Stone Brewingで働いていたドイツの醸造家Chris Sullivan氏で共同開発・醸造した、独日クロスカル
チャービールです。ドイツ産の麦芽、日本で開発されたSorachi Aceホップ、そして山椒によって” WOW！”な体
験が得られます。完熟した柑橘の香りと山椒の余波をお楽しみください。

1641: 新宿ペールエール

(1/10 開栓)

アルコール度数：4.9% IBU:25
ホップによる柑橘系の華やかな香りが第一印象。キャラメルモルトのほのかな甘みが感じられます。スッキリと
飲みやすいビールに仕上げました。心地よい麦芽の余韻もお楽しみください。

1642: 神南ゴールデンエール

(1/11 開栓)

アルコール度数：5.2% IBU:15
人気のシムコーホップとカスケードホップが良い仕事をしております。鼻腔に広がる心地よい松の木とグレープ
フルーツの香り、ライトでセッショナブルでアンストッパブルなゴールデンエールが春の訪れを感じさせます。

1643: 表参道ゆずエール

(12/26 開栓)

￥800

￥800

￥800

アルコール度数：4.7% IBU:30
高知県産の柚子皮を使用して醸造しました。甘く香ばしいモルトの風味がする一方で、心地よい柚子の香りも感
じられる、爽やかで飲みやすいビール。ビールとは思えない程のジューシーさも特徴です。
近日開栓予定：アンバーエール（2/2頃）、チョコレートスタウト（2/9頃）、ペールエール（2/16頃）、ＩPＡ（2/23）

GUEST BEER
￥800

常陸野ネスト ラガー
アルコール度数：5.5% IBU:20
モルトの風味、柑橘系のホップの爽快な風味が特徴のすっきりとした低温熟成ビールです。

SNACKS
オリジナルミックスナッツ
日替わりのおつまみ３種盛り

¥500
¥500

ケサディーヤ（チーズ、チョリソー、赤タマネギ、ハラペーニョ、パクチーをトルティーヤに挟んで焼いたメキシコ料理）

¥700
¥ask

本日のシェフの一品
※IBU:International Bitterness Unit (苦味を表す単位) 参考：アサヒビール IBU:16
※「開栓」という表現は樽を開けたという意味でなく、「提供開始」という意味です。

English Menu on the back

Today's Beer List & Snacks
Y.Y.G. BREWERY ORIGINAL
1626:Minami Shinjuku Barley Wine

(11/17 released)

※Limited edition. 180ml

￥1,000

ABV：9.7% IBU:50
The longer Barley Wine is stored and matured, the better and smooth it becomes. Brewed in
August, 2016, this beer has berry, banana, caramel, Vanilla-like flavours and sweetness.
Enjoy this complexity!

1638:Yoyogi-Hachiman Blueberry Wheat

(12/12 released)

￥800

ABV：4.4% IBU:15
What a beautiful color this is! A gentle wheat flavour, a refreshing blueberry flavour and
sourness are nicely combined to make this eye-friendly beer.

1639:Yoyogi Amber Ale

(12/25 released)

￥800

ABV：5.3% IBU:20
Yoyogi Amber Ale has a strong tropical jungle flavour, a fair bitterness, and a nice malty flavour
coming out through your nose.Close your eyes and breathe twice deeply with this beer, and
you’ll almost forget you are actually in a concrete jungle.

1640:Minami-Azabu Sansho Spice ＩPＡ

(12/26 released)

￥800

ABV：6.4% IBU:50
This is a German / Japanese cross-cultural beer, produced and brewed by Y.Y.G. and a
German brewer, Chris Sullivan, who once worked for the Stone brewing. German malts,
Japanese Sorachi Ace hops, and Japanese spice “Sansho” makes it “WOW” ! Enjoy its nice
mature-citrus flavour and the cozy aftermath caused by the Sansho.

1641:Shinjuku Pale Ale

(1/10 released)

￥800

ABV：4.9% IBU:25
Our Shinjuku Pale Ale has a refreshing citrus flavour and a caramel flavour, followed by a
cozy bitterness. And what echos nicely in your mouth later on is beautiful maltiness.

1642:Jinnan Golden Ale (1/11 released)

￥800

ABV：5.2% IBU:15
Simco and Cascade hops. Combination of pine and grapefruit aromas has done a good job.
Light, sessionable, and unstoppable golden ale makes you feel that the spring is just around
the corner.

1643:Omote-Sando Yuzu Ale

(1/24 released)

￥800

ABV：4.7% IBU:30
Brewed with Yuzu, a Japanese citrus fruit. While this beer has a nice sweet malty flavour it
also has a refreshing cozy citrus top note. And it’s really juicy like a real juice!

To be released: Amber Ale (2/2), Chocolate Stout(2/9), Pale Ale(2/16), IPA(2/23)

GUEST BEER & OTHERS
HITACHINO NEST LAGER

￥800

ABV：5.5% IBU:20
Citrus flavoured refreshing lager beer from one of the most favorite craft beer
breweries in Japan.

SNACKS
Original Mixed Nuts
Assorted Three Kinds of Snacks
Quesadilla
Today’s Chef’s Special
Cash On Delivery (tax included)

¥500
¥500
¥700
¥ask

