Today's Beer List (1F)
YYGオリジナル

度数: 6.3%
IBU: YYGオリジナル

度数: 6.3%
IBU: 59
YYGオリジナル

度数: 7.6%
IBU: 64.9
YYGオリジナル

度数: 5.2%
IBU: 20
YYGオリジナル

度数: 6.0%
IBU: 7
YYGオリジナル

度数: 5.9%
IBU: 35
YYGオリジナル

度数: 5.3%
IBU: 34

YYGオリジナル

度数: 5.5%
IBU: 23
YYGオリジナル

度数: 5.9%
IBU: 25
YYGオリジナル

度数: 4.7%
IBU: 10.5
YYGオリジナル

度数: 5.0%
IBU: 8
YYGオリジナル

度数: 2.6%
IBU: 11.6

#N/A

1

ニュートーキョーIPA (C2126)

スタイル： ジューシーIPA

¥1,000

アプリコットのようなジューシーなアロマ。IPAらしく、苦みもしっかりとありますが、まろやかな口当たりと程よいボディ感でバラン
スよくまとまっています。舌に残るほのかな甘み。最後の余韻まで楽しんで！

Mola mola IPA (Y2118)

スタイル： ホワイトIPA

300ml

¥1,000

ネルソンソーヴィンホップを主体に醸造したホワイトIPA。
スパイスや柑橘の香りも感じられ、口に含むとしっかり苦味もありIPA好きの方におすすめ。
飲み始めと飲み終わりの温度によるキャラクターの変化も是非楽しんで下さい！

Cold IPA (Y2201)

スタイル： コールドIPA

300ml

3/9 Released

¥1,000

ラガーの製法とIPAの製法を混ぜ合わせたハイブリットビール。コクを感じながらもクリーンな仕上がりのボディに、 Citra,Galaxy,Talusの
３種のホップのアロマがとってもジューシー。シトラスやレモンピール、ほんのりココナッツ＆ウッディな香りがオシャレにまとまっていま
す。

300ml

拝啓、銀色の君へ。 (C2132)

スタイル： ジャパニーズ ライスラガー 2/26 Released ¥900
360ml
日本が誇る、とりあえずビール！爽快な喉越しとドライな後味。銀色のあのビール。そんなあいつを、愛とBig Respectの気持ち
を込めて創りました。チェコ産のファインなホップをアロマ付けで使用。スッキリ、ライトな味わいをお楽しみください！

俺たちのウィート (C2128)

スタイル： ウィートエール

¥900

HELLO, 2022!! 今年最初のリリースは、「俺たちの大好きな小麦のビール」がテーマ。ウィートエールのフルーティーさと優しいス
パイシーな特徴を生かしつつ、トロピカルで華やかなホップのアロマを加えました。あえてガス感を弱めにし、まろやかな口当たり
と甘い余韻を楽しんで下さい。2022年も『俺たちの』ビールをよろしくお願いします。

新宿ペールエール (C2202)

スタイル： ペールエール

360ml

¥800

☆International Beer Cup2021銀賞受賞☆
Y.Y.G.の人気No.1ビール。柑橘系ホップとトロピカルな香りのホップが織りなす華やかなアロマが第一印象。苦みはしっかりあり
ながらも優しく、鼻から抜けるフレーバーはどことなくスパイシーな印象。麦芽は北米産ペールモルトを使用し、心地の良い穀物
の余韻が感じられます。

代々木アンバーエール(C2201)

スタイル： アンバーエール

360ml

¥800

☆International Beer Cup2021銀賞受賞☆
Y.Y.G.の定番ビール。じんわりと感じるトロピカルな深い香り、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。目を閉じて深く香りを楽しむと、あなたが今コンクリートジャン
グルにいることを忘れてしまうでしょう。

原宿スタウト(C2117)

スタイル： スタウト

360ml

¥800

しっかりと、ゆっくりと。柔らかなボディにコーヒー、チョコレートの香り。黒の重厚な印象とは裏腹に、程よい甘みと苦み、微かな酸
味で飲み飽きないビールに。麦の甘さと香ばしい香りの余韻が心地よく、トップからアフターノートまでを滑らかにまとめ上げま
す。それはまるで大人の麦茶。至福の余韻と時間をどうぞ。

ファームハウスエール(Y2116)

スタイル： セゾン

360ml

¥900

☆International Beer Cup2021 金賞受賞☆
セゾン酵母とアメリカ系酵母の２種類をブレンドし、どこか都会的な洗練された味わいに仕上げています。セゾン特有のクセは若
干抑えめで、フローラルでほんのりスパイシー。とても複雑な香りですが喉を通るととてもクリーンです。IPAとはまた違ったアプ
ローチの香りが楽しめます！

360ml

リヒテンハイナー (Y2202)

スタイル： リヒテンハイナー
3/13 Released ¥800
300ml
綺麗な見た目とは裏腹に、スモーキーで酸っぱい、玄人好みのビールをお届けします。ドイツの伝統的なスタイルのこのビール。
酸味と煙味のバランスが絶妙で、度数も軽くスッキリと、一度飲んだらクセになる危ないやつです。料理とのペアリングも楽しめそ
うなビールです。

Life Gose On (C2127)

スタイル： ゴーゼ

¥900

酸っぱくてしょっぱい、そんな人生みたいなビール、できました。人生に華を添えるかのように、数種類のスパイスで香り付け。
スッキリと爽やかな飲み口でありながら、エキゾチックなアロマが鼻腔をくすぐります。程よい酸味と塩味が全体をまとめ上げ、余
韻が心地よい。繰り返される毎日にささやかな驚きをお届けします。

スコティッシュライトエール(Y2116)

スタイル： スコティッシュエール

300ml

¥700

程よい酸味と麦の後味がクセになる。極限にライトな仕上がりのモルティーなビールです。
窒素によるシルキーな泡とってもスムース。苦味も少なく、温度が上がるにつれ、麦芽の甘味が出て来ます。線が細く繊細な印
象のビールですが、どんなシチュエーション、料理とも合う万能選手です。３杯目から、本当のおいしさがわかるとかわからないと
か。。。是非飲んでみて！

#N/A

スタイル： #N/A

#N/A

#N/A

360ml

#N/A
#N/A

#N/A
度数: #N/A
IBU: #N/A
Maryland,US

度数: 5.0%
IBU: -

開栓予定：

バーリーオーク / ピーチアプリコットレモナティ

スタイル： フルーツサワーエール

バーリーオークはヘイジーIPAやフルーツをふんだんに使用したサワービールなどの醸造を得意としています。
レモネードをイメージしたサワーエールにピーチ、アプリコットを追加。トロピカルでフルーティなフレーバーが溢れ出す一杯。

¥1,200
300ml

Today's Beer List (1F)
YYG Original

ABV: 6.3%
IBU: YYG Original

ABV: 6.3%
IBU: 59
YYG Original

ABV: 7.6%
IBU: 64.9
YYG Original

ABV: 5.2%
IBU: 20
YYG Original

ABV: 6.0%
IBU: 7
YYG Original

ABV: 5.9%
IBU: 35
YYG Original

ABV: 5.3%
IBU: 34

YYG Original

ABV: 5.5%
IBU: 23

YYG Original

ABV: 5.9%
IBU: 25
YYG Original

ABV: 4.7%
IBU: 10.5
YYG Original

ABV: 5.0%
IBU: 8
YYG Original

ABV: 2.6%
IBU: 11.6

#N/A

2

New Tokyo IPA(C2126)

¥1,000

Style: IPA

300ml

Fruity aroma like a fresh apricot. Hops give a super juicy and citrusy aroma to compliment the tropical flavor.
Bitterness is moderate like authentic New England-style. This is a well-balanced IPA with a Rich mouth feel and body.

Mola mola IPA (Y2118)

¥1,000

Style: White IPA

300ml

White IPA brewed using Nelson Sovin Hop.
You can feel the aroma of spices and citrus fruits, and it has a bitter taste when you put it in your mouth, so it is
recommended for those who like IPA.

Cold IPA (Y2201)

Style: Cold IPA

3/9 Released

¥1,000
300ml

A hybrid beer that mixes lager and IPA production methods. It has a full-bodied yet clean finished body with very juicy aromas of
Citra, Galaxy, and Talus hops. Citrus, lemon peel, a hint of coconut & woody aromas come together in a stylish way.

Haikei, GINIRO no Kimie(C2119)

Style: Japanese Rice Lager 2/26 Released
Japan is beer for the time being! A refreshing throat and a dry aftertaste. That silver beer. Please enjoy a refreshing
and light taste!

¥900

My Fav Wheat (C2128)

¥900

Style: Wheat Ale

360ml

360ml

HELLO, 2022 !! The theme of this year's first beer is "our favorite wheat beer". Fruity and spicy. Added tropical and
gorgeous hop aroma. Enjoy a mild gas feeling, a mellow mouthfeel and a sweet finish. We look forward to your
continued support of "our" beer in 2022.

Shinjuku Pale Ale (C2202)

¥800

Style: Pale Ale

☆International Beer Cup 2021 Silver Medal Winner☆
Shinjyuku pale ale is an american style pale with citrus and tropical fruit aromas. Crisp and dry. Moderate body from
high grade 2-row malt. Comfortable bitterness brings you happiness. enjoy!

Yoyogi Amber Ale(C2201)

360ml

¥800

Style: Amber Ale

☆International Beer Cup2021 Silver Medal Winner☆
Yoyogi Amber Ale has a hint of a deep 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.

Harajuku Stout(C217)

360ml

¥800

Style: Stout

360ml

With a gentle body and the roasted barley's coffee and chocolate aromas this beer stimulates the nostrils. The color
alone gives an impression of heaviness but there is just the right balance of sweetness to bitterness with a slight
acidity, producing a beer that you won't get tired of drinking. The sweetness of the malt and its aromatic aftertaste carry
forth smoothly from the top note to the last aftertaste like barley tea for the adult tastes. We hope you enjoy this beer's
aromatic aftertaste.

Farm House Ale(Y2116)

¥900

Style: Saison

☆International Beer Cup2021 GOLD Medal Winner☆
Blended French saison yeast and US style yeast gives a comfortable floral aroma and hint of spicy notes. Well
balanced and clean. You will enjoy this drinkable beer. Cheers!

360ml

Lichtenhainer (Y2202)

Style: Lichtenhainer
3/13 Released ¥800
300ml
A beautiful looking beer, but smoky, sour, and a connoisseur's favorite. This beer is a traditional style from the village of
Lichtenhain in Germany. It has a perfect balance of sourness and smokiness, and its light and refreshing alcohol
content makes it a dangerous beer that will become addictive once you drink it. You will enjoy pairing this beer with
food.

Life Gose On (C2127)

¥900

Style: Gose

300ml

I made a beer that is sour and salty, like that life. Scented with several spices, as if to add glamor to your life. The
exotic aroma tickles the nasal passages while the mouth is refreshing and refreshing. Moderate acidity and saltiness
bring the whole together, and the finish is pleasant. We will deliver a small surprise every day that is repeated.

Scottish Light Ale (Y2116)

¥700

Style: Scottish ale

360ml

It's like barley tea. Moderate acidity and aftertaste of wheat are addictive. A malty beer with an extremely light finish.
Silky foam made of nitrogen is very smooth. There is less bitterness, and as the temperature rises, the sweetness of
malt comes out. The beer has a delicate impression with thin lines, but it is a versatile player that goes well with any
situation or dish. You don't know if you can tell the true taste from the third cup. .. .. Please try it!

#N/A

Style: #N/A

#N/A

#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
ABV: #N/A
IBU: #N/A
Maryland, US

ABV: 5.0%
IBU: -

To Be Released：

Burly Oak / Peach Apricot Lemonati

Style: Fruit Sour Ale

Burley Oak specializes in brewing Hazy IPA and fruit-rich sour beer.
Added peach and apricot to the sour ale with the image of lemonade. A cup full of tropical and fruity flavors.

¥1,200
300ml

1

Today's Beer List (7F)
YYGオリジナル

度数: 6.3%
IBU: -

ニュートーキョーIPA (C2126)

スタイル：

ジューシーIPA

¥1,100

アプリコットのようなジューシーなアロマ。 IPAらしく、苦みもしっかりとありますが、まろやかな口当たりと程よい
ボディ感でバランスよくまとまっています。舌に残るほのかな甘み。最後の余韻まで楽しんで！

300ml

お勧めペアリング： バッファローチキンウィングス
YYGオリジナル

度数: 5.2%
IBU: 20

拝啓、銀色の君へ。 (C2132)

2/26 Released ¥990
日本が誇る、とりあえずビール！爽快な喉越しとドライな後味。銀色のあのビール。そんなあいつを、愛と Big
Respectの気持ちを込めて創りました。チェコ産のファインなホップをアロマ付けで使用。スッキリ、ライトな味
わいをお楽しみください！
スタイル：

ジャパニーズ ライスラガー

360ml

お勧めペアリング： ハラペーニョポッパーズ
YYGオリジナル

代々木アンバーエール(C2201)

度数: 5.3%
IBU: 34

☆International Beer Cup2021銀賞受賞☆
Y.Y.G.の定番ビール。じんわりと感じるトロピカルな深い香り、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。目を閉じて深く香りを楽
しむと、あなたが今コンクリートジャングルにいることを忘れてしまうでしょう。

スタイル： アンバーエール

¥880

360ml

お勧めペアリング： 骨付上州もち豚のグリル
YYGオリジナル

度数: 5.0%
IBU: 8

Life Gose On (C2127)

スタイル：

ゴーゼ

¥990

酸っぱくてしょっぱい、そんな人生みたいなビール、できました。人生に華を添えるかのように、数種類のスパ
イスで香り付け。スッキリと爽やかな飲み口でありながら、エキゾチックなアロマが鼻腔をくすぐります。程よい
酸味と塩味が全体をまとめ上げ、余韻が心地よい。繰り返される毎日にささやかな驚きをお届けします。
300ml

お勧めペアリング： 白えびのからあげ
YYGオリジナル

度数: 6.0%
IBU: 7

俺たちのウィート (C2128)

スタイル：

ウィートエール

¥990

HELLO, 2022!! 今年最初のリリースは、「俺たちの大好きな小麦のビール」がテーマ。ウィートエールのフルーティーさと
優しいスパイシーな特徴を生かしつつ、トロピカルで華やかなホップのアロマを加えました。あえてガス感を弱めにし、まろ
やかな口当たりと甘い余韻を楽しんで下さい。2022年も『俺たちの』ビールをよろしくお願いします。
360ml

お勧めペアリング： グリルシュリンプとアボカドのシーザーサラダ
YYGオリジナル

度数: 7.6%
IBU: 64.9

Cold IPA (Y2201)

コールドIPA
スタイル：
3/9 Released
ラガーの製法とIPAの製法を混ぜ合わせたハイブリットビール。コクを感じながらもクリーンな仕上がりのボディに、Citra,
Galaxy,Talusの３種のホップのアロマがとってもジューシー。シトラスやレモンピール、ほんのりココナッツ＆ウッディな香
りがオシャレにまとまっています。

¥1,100

300ml

お勧めペアリング：
YYGオリジナル

度数: 6.3%
IBU: 59

Mola mola IPA (Y2118)

スタイル：

ホワイトIPA

¥1,100

ネルソンソーヴィンホップを主体に醸造したホワイトIPA。
スパイスや柑橘の香りも感じられ、口に含むとしっかり苦味もありIPA好きの方におすすめ。
飲み始めと飲み終わりの温度によるキャラクターの変化も是非楽しんで下さい！
300ml

お勧めペアリング： ポートベロマッシュルームのフリット
日本

アサヒスーパードライ

スタイル：

ピルスナー

¥825

説明不要！！日本で最もポピュラーなピルスナービールです。
度数: 5.0%
IBU: 16

360ml

お勧めペアリング： 柔らか真蛸のオーブン焼き

開栓予定：

※税込
※IBU:International Bitterness Unit (苦味を表す単位) 参考：アサヒビール IBU:16
オリジナルグラス ¥2,600、オリジナルオープナー ¥700、グラウラー ¥4,500、トートバッグ ¥800

Today's Beer List (7F)
YYG Original

ABV: 6.3%
IBU: -

New Tokyo IPA(C2126)

Style:

¥1,100

IPA

Fruity aroma like a fresh apricot. Hops give a super juicy and citrusy aroma to compliment the tropical
flavor. Bitterness is moderate like authentic New England-style. This is a well-balanced IPA with a Rich
mouth feel and body.

300ml

Pairing: Buffalo chicken wings
YYG Original

ABV: 5.2%
IBU: 20

Haikei, GINIRO no Kimie(C2119)

Style:

Japanese Rice Lager

2/26 Released

¥990

Japan is beer for the time being! A refreshing throat and a dry aftertaste. That silver beer. Please enjoy a
refreshing and light taste!

360ml

Pairing: Jalapeno Poppers
YYG Original

ABV: 5.3%
IBU: 34

Yoyogi Amber Ale(C2201)

Style:

Amber Ale

¥880

☆International Beer Cup2021 Silver Medal Winner☆
Yoyogi Amber Ale has a hint of a deep 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.
360ml

Pairing: Griled "MOCHIBUTA" pork
YYG Original

ABV: 5.0%
IBU: 8

Life Gose On (C2127)

Style:

Gose

¥990

I made a beer that is sour and salty, like that life. Scented with several spices, as if to add glamor to your
life. The exotic aroma tickles the nasal passages while the mouth is refreshing and refreshing. Moderate
acidity and saltiness bring the whole together, and the finish is pleasant. We will deliver a small surprise
every day that is repeated.
300ml

Pairing: Fried Shrimp
YYG Original

ABV: 6.0%
IBU: 7

My Fav Wheat (C2128)

Style:

Wheat Ale

¥990

HELLO, 2022 !! The theme of this year's first beer is "our favorite wheat beer". Fruity and spicy. Added tropical
and gorgeous hop aroma. Enjoy a mild gas feeling, a mellow mouthfeel and a sweet finish. We look forward to
your continued support of "our" beer in 2022.
360ml

Pairing: Ceasar Cardini's Salad with Shrimp
YYG Original

ABV: 7.6%
IBU: 64.9

Cold IPA (Y2201)

Cold IPA
Style:
3/9 Released
A hybrid beer that mixes lager and IPA production methods. It has a full-bodied yet clean finished body with very
juicy aromas of Citra, Galaxy, and Talus hops. Citrus, lemon peel, a hint of coconut & woody aromas come
together in a stylish way.

¥1,100

300ml

Pairing:
YYG Original

ABV: 6.3%
IBU: 59

Mola mola IPA (Y2118)

Style:

White IPA

¥1,100

White IPA brewed using Nelson Sovin Hop.
You can feel the aroma of spices and citrus fruits, and it has a bitter taste when you put it in your mouth, so it is
recommended for those who like IPA.
300ml

Pairing: Fried Shroom
Japan

Asahi Super Dry

Style:

Pilsner

¥825

No need to explain. The most popular pilsner in Japan.
ABV: 5.0%
IBU: 16

360ml

Pairing: Grilled Octpus

To Be Released：

Tax included
Original Glass ¥2,600, Opener ¥700, Growler ¥4,200, Tote Bag ¥1,800

