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オンタリオ州最高のビールを提供することを誇りに思っています。
AMMS JAPAN 代表
ローン エレンバーグ
Proud to be serving Ontario’s best,
Lorne Erenberg
President
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AMMS JAPAN はオンタリオ州南部に位置するカナダの公認輸出会社です。
弊社は数多くのカナダのクラフトビール醸造所から日本の卸業者(代理店)へ
の主要な輸出業者で、
トロントからクラフトビールをお手元までタイムリー
にお届けいたします。

フライング モンキーズ クラフト 醸造所
12 ミニッツ ター デスティニー ハイビス
カス ペール ラガー

フライング モンキーズ クラフト 醸造所
ホプティカル イリュージョン オールモス
トペールエール

フライング モンキーズ クラフト 醸造所
ミソロジー ゴールデン ピルスナー

12 Minutes to Destiny Hibiscus Pale
Lager
Alc./Vol 4.1% IBU 8

Hoptical Illusion Almost Pale Ale
Alc./Vol. 5% IBU 32

Mythology Golden Pilsner
Alc./Vol 5.3% IBU 24

辛い現実にいるよりも快い幻想にひた
る方が心地よいもの。
クラフトビールの
魅了する幻想は、
グレープフルーツ風
味のアマリロホップの効いたその美し
いドライホッピングの素晴らしさにあ
る。クラフト醸造のアートにおいては、
狂気の沙汰が芸術を造り出すように、
ホップが狂気じみてクラフトビールが
生み出されるのである。ただちょっと
無謀だっただけではない、そんなクラ
フトブリュワーに出会ったことがありま
すか？

カナダ ブルワリー アワード受賞：2016
ゴールド：ヨーロピアンスタイルのラガー
（ピルスナー）

新鮮なラズベリー、ハイビスカスの花、
ローズヒップ、オレンジ ピール。エキゾ
チックなロゼ色をしたハイビスカスの
花が、
この新鮮な長期熟成されたラガ
ーの中で、新鮮な切れの良いラズベリ
ーとエネルギッシュなシトラスの香りを
際立たせています。ユニークで爽やか
に醸造されているビールです。
Fresh Raspberries, Hibiscus Flowers,
Rose Hips, Orange Peel. Exotic rosé
colour. Hibiscus flower compliments
the fresh tart raspberries and the
energizing citrus in this refreshing
lager. A uniquely refreshing brew.

A Pleasant Illusion Is Better Than A
Bitter Reality. Mesmerizing visions
of Craft Beer glory with its beautiful
dry-hopping with grapefruit-y
Amarillo hops. In the art of craft
brewing, Hops are to Brewing What
Insanity is to Art. Have you ever met
a craft brewer that wasn’t just a little
mad?

新しいクラシック クラフトビール：金色
のチェコスタイルのピルスナーです。神
話は、北アメリカでこのスタイルを損な
う大量生産を拒否し、
カナダ風のクラフ
ト醸造ピルスナーという独自の神話を
作り出しました。
2016 CANADIAN BREWING AWARDS
GOLD : European Style Lager
(Pilsner)
A new classic Craft Beer: Golden
Czech-style Pilsner. Mythology rejects
the mass-produced departures that
have maimed this style in North
America to create its own myth: a
Canadian style craft-brewed Pilsner.

FLYING MONKEYS BREWING CO.

FLYING MONKEYS BREWING CO.

FLYING MONKEYS BREWING CO.
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フライング モンキーズ クラフト 醸造所
チョコレート マニフェスト

フォークドリバー 醸造所
フラッシュバックルバーブウィートエール

キャメロンズ 醸造所 コズミック
クリームエール

Chocolate Manifesto
Alc./Vol. 10 %

Flashback Rhubarb Wheat Ale
Alc./Vol. 4.5 %

Cosmic Cream Ale
Alc./Vol. 5 %

チョコレートマニフェストはそれ自体が
デザートで, ワンスクープのアイスクリ
ームにかければ見事なビールフロート
に。チョコレートケーキやクレームブリ
ュレ、
プリン、
またチーズケーキにも合
います。非発酵性乳糖(ラクトース)でで
きています。生カカオ、
ココアパウダー
とチョコレート麦芽=この独特なミルク
スタウトの中には3つチョコレートがブ
レンドされています。
自然なエスプレッ
ソの風味で10%のアルコールのほろ苦
い暖かさに包まれた濃厚なチョコレー
トです。

トロピカルフルーツのフルーティーな香
りと味わいが特徴的な
非常に飲みやすいビールです。

コズミック クリームエールは興味津々
な夜の星空の下ではうってつけのお供
です。ヨーロッパのホップとうまくブレ
ンド醸造されフルーティな味わいを醸
し出しており、暖温発酵した後、冷蔵で
熟成されており、
その結果新鮮でバラン
スのとれた上品な金色のエールが生ま
れています。

A different light refreshing wheat beer
with a fruity smell and flavour , and a
tart finish from the Rhubarb.

On clear nights, it seems as if you can
reach out and touch the stars. Cosmic
Cream Ale is the perfect companion
for idyllic, curious nights beneath the
constellations. Brewed with a cosmic
blend of European hops for a fruity
and floral backbone, this ale is
fermented warm then laid to rest at
a cold, lagering temperature. The
result is an elegant golden ale which
is crisp, balanced and refreshing.

The Chocolate Manifesto is our
definitive statement on beer and
chocolate. Unfermentable milk
sugars, or Lactose, gives this classic
Milk Stout voluptuous body and
velvety moutfeel.

FLYING MONKEYS BREWING CO.

FORKED RIVER BREWING CO.

CAMERONS BREWING CO.

フライング モンキーズ クラフト醸造所

フォークドリバー醸造所

キャメロンズ 醸造所

レールウェイ シティ
エクスプレス

レールウェイ シティ
メープル・ボック

レールウェイ シティ
ダブル デッド エレファント IPA(*季節限
定)

Express India Session Lager
Alc./Vol. 4.8% IBU 18

Maple Bock Dark Lager
Alc./Vol. 6.3%

エクスプレス、
グラスに注ぐと、麦わら
の黄金色のビールに白いレースの泡を
掛けたような上品なビールです。
シトラ
スやトロピカルフルーツ、松の複雑な
ホップの香りが鼻に漂います。
さわやか
でライトな麦芽の風味の上に、鮮明な
レモン、
オレンジ、パイナップル、マンゴ
ーと松の特徴が溶け合い、
しつこくない
苦みがほどよく口の中に広がります。

メープルシロップの時期がやってきま
した。雪も解けて、木々達はメープルシ
ロップの抽出に準備万端です。レール
ウェイシティは伝統的な定番のメープ
ルボックを創り出しました。
自然の最も
美味しい風味を取り入れたダークラガ
ーで、地元の砂糖小屋から直に取れた
天然のメープルシロップを使用してい
ます。缶入り473ml、瓶入り650ml、樽入
り20リットル.

Double Dead Elephant IPA (*Seasonal)
Alc./Vol. 7.5% IBU 90

Express pours a golden straw colour
with white lacing. Complex hop
aromas of citrus, tropical fruits and
pine fill the nose. Bright lemon,
orange, pineapple and mango meld
seamlessly with pine notes over a
crisp and light malt background,
followed by a pleasant, lingering
bitterness that’s not overpowering.

Ah, maple syrup time... snow is
melting and trees are ready to tap.
We’ve tapped into tradition
with this classic Bock style, a malty
dark lager that features nature’s
tastiest treat. A maple swirl and dark
fruit notes combine for a taste
straight from the local sugar shack!
Available in 473 ml cans , 650 ml bottles and 20L Kegs

ビッグブラザーが我々に良く見かける
デッド エレファントビールをくれます。
大松と梨の香りのするコクのあるフル
ボディビールです。
これは、
「ジャンボ」
級のIBU（苦み）
を持った、季節限定のビ
ールです。飲むと体がほてり、驚くほど
苦みを感じます。
The big brother to our regular dead
elephant beer. Full bodied with a
large pine and pear aroma. this is
seasonal beer with a “Jumbo” IBU
count that makes it warming and
staggeringly bitter.
*Seasonal*

RAILWAY CITY BREWING CO.

RAILWAY CITY BREWING CO.

RAILWAY CITY BREWING CO.

レイルウェイ シティー醸造株式会社

レイルウェイ シティー醸造株式会社

レイルウェイ シティー醸造株式会社

レールウェイ シティ
デッド・エレファント・IPA
Dead Elephant IPA
Alc./Vol. 6.5% IBU 46
デッド エレファントは、
フルボディの淡
い黄金色をしたエールです。
グラスに注
ぐと、麻色の白い中密度の泡が浮かび、
グラスの周りには鮮やかなクモの巣を
掛けたような透明の模様が浮かび上が
ります。
口当たりは、最初に、一口キャンディー
を舐めたような甘さと
（アプリコット マ
ンゴーのような）をフルーティーな香り
が口の中に広がり、快適なグレープフ
ルーツとモノトーンな香水の香り、ほの
かなビスケットの味を帯び、わずかに
芝生の香りが漂うのが特徴です。
Dead Elephant is a full-bodied golden pale ale that pours with a linen
white medium density head leaving
spider web lace on the glass. On the
palate, the flavour is sweet and fruity
up front (apricot, mango) with a bit
of candy, and slight grassy notes that
fall away to reveal a hint of biscuit
with rather pleasant grapefruit and
perfume undertones.

RAILWAY CITY BREWING CO.
レイルウェイ シティー醸造株式会社
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