
酒類・煙草専門店 
リカープラザ 大越酒店
☎ 043-247-3347 
FAX 043-248-0015
■営業時間　月〜土 10:00～22:00
　　　　　　日･祝 12:00～20:00
■年中無休

★

JR稲毛駅
千葉→←東京

稲
毛
陸
橋
↓

西口
ロータリー

交番

お得なリカープラザ会員募集中！　リカープラザでお買い物すると、ポイントが貯まります！（入会費・年会費不要）

http://www.liquor-plaza.com/ リカープラザ

ご当地ビールお申込書（店頭・FAX・お電話でどうぞ）

お名前

電話番号

住所

お届け希望日 月　　　日

様
JR稲毛駅から
徒歩0分！

◆無料配達地域／稲毛区＆美浜区＆中央区（一部）　【配達日／月･水・金】
◆クール宅急便で全国に発送も可能です。　店頭にて承ります（専用クールBOX340円及び送料がかかります）

A B C D

Aセット／数量

Bセット／数量

Cセット／数量

Dセット／数量

▲ 小樽ビール ピルスナー 　 ▲ 薄野地麦酒 すすきのビール／夕張石炭ビール 　 ▲ 耕人舎 ピリカワッカ･ヴァイツェン／ピリカワッカ･スタウト 　 ▲ 銀河高原ビール 小麦のビール･シルバーボトル／ヴァイツェン･スターボトル／ペールエール 　 ▲ ベアレン醸造所 クラシック･シュヴァルツ･
アルト／岩手復興ビール･ハナビール／プレミアム復興ビール 　 ▲ 遠野麦酒 ゴールデンピルスナー／ヴァイツェン／アルト 　 ▲ エチゴビール 越後こしひかり／越後レッドエール／ビアブロンド 　 ▲ 新潟麦酒 新潟ビール 　 ▲ 富士桜高原麦酒 ラオホ／ヴァイツェン／ピルス／ヴァイツェン 　

▲ 南信州ビール アンバーエール／ゴールデンエール／デュンケル／ヴァイツェン 　 ▲ ヤッホーブルーイング インドの青鬼／東京ブラック／燦燦オーガニック／YONAYONAエール／水曜日のネコ 　 ▲ コエドブルワリー ＣＯＥＤＯ白／瑠璃／伽羅 　 ▲ 多摩の恵み ボトルコンデション／
明治復刻地ビール／ボトルコンデション／明治復刻地ビール 　 ▲ 九十九里オーシャン ペールエール／ヴァイツエン／スタウト／ピルスナー／ＩＰＡ／コシヒカリライスエール 　 ▲ サンクトガーレン ゴールデンエール／アンバーエール／ブラウンポーター／ペールエール／黒糖
スイートスタウト／スイートバニラスタウト／YOKOHAMA XPA／湘南ゴールド／パイナップルエール 　 ▲ 横浜ビール ピルスナー／ヴァイツェン／アルト／ペールエール／横浜ラガー 　 ▲ 厚木ビール丹沢のしずく ホワイトエール／ラガー／ハニー／スタウト／しそエール／ＨＡＣＨＥＹ

▲ さがみビール ケルシュ／アルト／ペールエール／ヴァイツェン／SAGAMI KABOSU 　 ▲ 御殿場高原ビール ピルス／デュンケル／ヴァイツェン／富士燦燦 　 ▲ 酪農王国・風の谷のビール  伊豆エール／ピルスナー／ヴァイツェン／レッドエール 　 ▲ ベアードブルーイング わびさび
ジャパン／ウィートキング･ウィット／修善寺ヘリテッジヘレス／沼津ラガー／ライジングサン･ペールエール／レッドローズ･アンバーエール／ングリーボーイ･ラウンエール／島国スタウト／黒船ポーター／帝国IPA／スルガベイ･インペリアルＩＰＡ 　 ▲ 日本ビール レモンビール
／有機農法ビール 　 ▲ 宮島ビール 宮島ビールキャラメルブロンド 　 ▲ 宇奈月ビール 宇奈月トロッコ／カモシカ 　 ▲ 金沢手づくりファーム 金沢百万石 　 ▲ 山口地ビール ヴァイツェン／スタウト／ペールエール 　 ▲ 梅錦ビール ピルスナー／アロマティックエール／ヴァイツェン／ボック

▲ さぬきビール 空海アルト／父帰るスーパーアルト／ケルシュ／スーパーアルト 　 ▲ ニヘデビール ソフト／ヴァイツェン／ブラックエール 　 ▲ ヘリオスブルワリー 青い空と海のビール／沖縄ゴーヤドライ  他全国各地から続々入荷中！

ニッポンのご当地ビール130種類が大集合！

味わいすっきり「ピルスナー」
6本セット 2,999円→2,680円
☆ピルスナーはキリっと冷やして飲む
爽やかなタイプのビールです

①（岩手）遠野麦酒  ゴールデンピルスナー
②（山梨）富士桜高原麦酒  ピルス
③（神奈川）横浜ビール  ピルスナー
④（静岡）酪農王国・
　風の谷のビール  ピルスナー
⑤（千葉）九十九里オーシャンビール
　ピルスナー
⑥（愛媛）梅錦ビール  ピルスナー

じっくり味わう「エール」
6本セット  3,320円→2,950円
☆エールタイプは風味豊かな味わい。
ワインのように楽しめるビールです。

①（神奈川）サンクトガーレン  ゴールデンエール
②（静岡）酪農王国・風の谷のビール  レッドエール
③（長野）南信州ビール
     アンバーエール
④（千葉）安房麦酒  ペールエール
⑤（山口）山口地ビール
　ペールエール
⑥（沖縄）ニヘデビール
　ブラックエール

個性を楽しむ①「味わいいろいろ」
6本セット  3,345円→2,980円
☆各県さまざまなタイプの味わいを
セレクトしました

①（北海道）耕人舎  ピリカワッカ（スタウト）
②（神奈川）厚木ビール  HACHEYハッチー（ハチミツ）
③（千葉）安房麦酒  ブルベリー（フルーツ）
④（山梨）富士桜高原麦酒
　ラオホ（スモーク）
⑤（静岡）ベアードブルーイング
　黒船ポーター（ポーター）
⑥（愛媛）梅錦  アロマティックエール
    （アロマエール）

個性を楽しむ②「味わいいろいろ」
6本セット② 3,100円→2,790円
☆各県さまざまなタイプの味わいを
セレクトしました

①（北海道）耕人舎 ピリカワッカ（ヴァイツエン）
②（岩手）ベアレン醸造所  山田町オランダ島ビール（ラガー）
③（山梨）富士桜高原麦酒（シュヴァルツ）
④（神奈川）さがみビール
　（ケルシュ）
⑤（香川）さぬきビール
　父帰るスーパーアルト（アルト）
⑥（愛媛）梅錦ビール（ボック）

リカープラザお薦めご当地ビールセット。1本ずつよりお得な6本セットでご自宅までお届けします！　※各330㎖　※料金はすべて税込みです



12月11月 リカープラザ大越酒店 2015秋・冬イベントカレンダー

クックパッド稲毛教室
【ワインレッスン】世界のワインの
特徴を国別に楽しもうPART①

3日 木
人気コラボ企画JTB酒蔵見学ツアー
東京小澤酒造見学へ！日本酒ナビ
ゲーターの資格も取得できる
特別セミナー

12日18:30〜20:30 10：00JR新宿駅集合土

全国の酒米を楽しもう！
稲毛の日本酒ファン大忘年会

◆参加費　3,500円
　※リカープラザ会員3,000円

◆会　場　B1F izakaya 
        銘酒の里

恒例の大忘年会！
シャンパン＆ワインパーティ！

クリスマススペシャル！
橋口孝司氏（ウイスキーの教科書著書）
特別講座
世界5大ウイスキーを試飲しながら学び、
ウイスキーの魅力をたっぷり楽しむスペ
シャル講座です。合わせてお家でつくれる
ウイスキーカクテルも伝授いただきます！

◆参加費　5,800円
　※リカープラザ会員5,000円

◆会　場　3Ｆ Aka-Tombo

お料理一品持ち込みのリカープラザ
恒例行事(^^♪ ドンペリニヨンやブーブ
クリコなどシャンパンをはじめ、ワイン
＆日本酒など2015年の締めくくりに15
種の世界のお酒をご用意いたします！

◆参加費　12,000円
　※リカープラザ会員10,000円

◆会　場　3Ｆ Aka-Tombo

千葉県産の酒米はもちろん、全国の
酒米12種を飲み比べしながら楽し
む日本酒忘年会！銘酒の里自慢の
手作り料理と楽しみましょう！

お酒教室 酒蔵見学セミナー

イベント

イベント イベント

JTB 酒蔵見学

要予約要予約

要予約

要予約

11月1日は「本格焼酎の日」 
沖縄琉球泡盛 久米島の久米仙

30年もの古酒開封！

1日 日 14:00〜20:00

ボジョレーヌーヴォ解禁！
今年もプレミアボジョレー入荷！
19日午前0時から午前2時まで
店頭試飲＆即売会
稲毛でいちばん早くボジョレーが
飲めます！ 今年はボジョレー1本
ご購入につきワイングラス1個プ
レゼント♡

◆1Ｆ リカープラザ大越酒店

秘蔵の古酒壷を開封します。
熟成の神秘をお楽しみください。

ボジョレー解禁！
秋の音楽祭～シャンソンとワインを楽しもう～
笠よしこさんのシャンソンと
ボジョレー＆チーズパーティ

◆参加費　5,400円
　※リカープラザ会員5,000円

◆会　場　3Ｆ Aka-Tombo

19日 18:30〜20:30土

19日 0:00〜2:00木 19日 19:30〜21:30木

さかえ寿司＆リカープラザの季節コラボ
おいしい本格焼酎と
秋のお寿司を味わう会

◆1Ｆ リカープラザ大越酒店

酒蔵見学＆体験ツアー 佐倉「旭鶴」酒造へ！
蔵元体験とフレンチのマリアージュ、
そして日本酒ナビゲーターの資格も
取得できる特別セミナー
◆参加費　14,500円
◆JR佐倉駅集合＆解散
   ＪＴＢとのコラボ企画
 

◆参加費　14,500円
◆JR新宿駅集合＆解散
   ＪＴＢとのコラボ企画
 

26日 20:00～22:30土23日 16:00～18:00水 祝

30日 19:00〜21:00月23日 09：00JR佐倉駅集合月

※18日の深夜

季節のお寿司に合わせての大好評
コラボ企画！ 秋は本格焼酎の季節です。

◆参加費　10,800円
　※リカープラザ会員10,000円

◆会　場　3Ｆ Aka-Tombo

当日解禁のボジョレーとフランス
直輸入のチーズが楽しめます！

本格焼酎の日

ボジョレー解禁 秋の音楽祭

酒蔵見学セミナー イベント

JTB 酒蔵見学

要予約

要予約

要予約

要予約

毎月17日は「いなげの日」

世界のワイン20%OFF &
リカープラザポイント5倍
毎月17日は「いいね稲毛」のいなげの日！
稲毛でお得に楽しんでください！

◆1Ｆ リカープラザ大越酒店

いなげの日17日 10:00〜22:00木
お一人様

1ショットサービス！

クックパッド稲毛教室

ワイン選びに困らない！ 国別に味わいの特徴を見
つけて試飲します。PART①はフランス･イタリア･
スペイン･ポルトガルの欧州ワイン特集。

◆参加費　4,800円
◆会　場　3Ｆ Aka-Tombo
◆詳　細　

＊2014年の一例

安心してお酒を選んでいただくための特別企画！

試飲して選ぶ！年末年始の「酒ギフト」無料試飲会

15:30〜19:00

大切な方への贈り物や、年末年始のご自宅用お酒選びに、リカープラザが厳選しお薦めする日本と世界の銘酒をじっくり選べるチャンスです！　

28日 土 29日 日

4日 金 〜25日 金

参加無料 
◆会場　3Ｆ Aka-Tombo

毎月17日は「いなげの日」

世界のワイン20%OFF &
リカープラザポイント5倍
毎月17日は「いいね稲毛」のいなげの日！
稲毛でお得に楽しんでください！

◆1Ｆ リカープラザ大越酒店

いなげの日17日 10:00〜22:00火

特別企画

Merry Christmas
シャンパン＆スパークリングフェア開催中
1,000円台のスパークリングワインから50,000円台の最高級シャンパンまで幅広い品揃え！
リカープラザ会員様にはクリスマスラッピングサービス


