OLVI GROUP

オルヴィグループ

Olvi brewery was founded in Finland in

1878年にフィンランドで設立されたオルヴ
ィブルワリーは、 現在では6カ国に醸造所
を所有し、従業員も1900名を超えるインタ
ーナショナル企業に成長しました。
オルヴィは公開有限責任会社であり、オル
ヴィのクラスA株はNASDAQ Nordic Ltd.に
上場しています。2020年の純売上高は4億
1,490万ユーロでした。

1878. By now it has grown into an
international

enterprise

that

owns

breweries in 6 countries and employs
1911 people. Its net sales in 2020 were
414.9 million EUR. Olvi is a public limited
company and its A shares are listed on
NASDAQ Nordic Ltd.
The Olvi brewery is located in Iisalmi,
Finland. Olvi has subsidiaries in Estonia (AS
A. Le Coq), Latvia (JSC Cesu Alus),
Lithuania (JSC Volfas Engelman) and
Belarus (Lidskaje Pivo). Olvi Group owns
majority of the shares of Servaali Oy and
The Helsinki Distilling Company.

オルヴィ醸造所は本社をフィンランドのイ
ーサルミに置き、エストニア（A. Le Coq
AS）、ラトビア（Cesu Alus JSC）、リト
アニア（Volfas Engelman JSC ）、ベラル
ーシ（Lidskaje Pivo）の4カ国に子会社を有
しています。またオルヴィグループは、
Servaali有限会社とThe Helsinki Distilling
Companyの株式の過半数を所有していま
す。

A. LE COQ
A. Le Coq is the oldest and biggest drinks
manufacturer in Estonia. Our product portfolio
includes 14 different product groups. The main
product group is beers, followed by juices, waters
and soft drinks, and the remaining product groups
such as ciders, light alcoholic beverages, Active
juice drinks, sports and energy drinks, syrups and
kvass. The company is dedicated to the
preservation and development of good drinking
culture in Estonia by valuing old manufacturing
traditions as well as taking an innovative approach
to updating its product portfolio so it can offer
consumers new and healthy flavour combinations.
A. Le Coq has been awarded the title of the most
competitive company of the Estonian food industry
for 13 years in a row, which is the result of our
constant commitment to product quality and
product development. The company has already
invested 102 million euros in production and product
development, which has made it one of the most
modern drinks industries in the Baltic States.

ア・レコック
ア・レコックは、エストニアの最古にして最大の飲料メー
カーです。当社のポートフォリオは、14種の製品グループ
からできています。主な製品グループであるビールをはじ
めに、ジュース、水、ソフトドリンクがあり、シードル、
低アルコール飲料、アクティブジュース飲料、スポーツ・
栄養ドリンク、シロップ、クワスなどの製品も揃えていま
す。
同社はエストニアの健全な飲酒文化を維持し発展させる為
に、古くからの伝統的な製造方法を大切にしつつも、革新
的なアプローチを用いて製品ポートフォリオをアップデー
トさせ、消費者の皆さまに新しい健康的なフレーバーの組
み合わせを提供できるよう取り組んでいます。
製品の品質と開発への絶え間ない努力の結果、エストニア
の食品業界で「最も競争力のある企業」の称号を13年連続
で授与されました。同社はこれまでに生産と製品開発に1
億200万ユーロを投資しており、バルト三国で最も近代的
な飲料産業の1つです。

A. LE COQ PREMIUM
A. Le Coq image flagship brand is A. Le Coq Premium, which is the market-leading and most loved
brand of beers in Estonia. Beer is not just a simple and old drink, as the brewmaster needs to add his
personal touch, soul and craftsmanship into the brew. This helps the consumer feel that there is much
more inside the bottle than average beer. Not just the best taste, but also positive feelings and
emotions. There’s more to beer; there’s more to life.
ア・レコック・プレミアム
ア・レコックのイメージ主力ブランド、ア・レコック・プレミアムは、市場をリードするエストニアで最
も愛されているビールのブランドです。ビールづくりには、醸造長がパーソナルなこだわり、魂、匠の技
を醸造に入れ込む必要があり、ただの「昔からある飲み物」ではないのです。そうすることで消費者は瓶
の中にありきたりなビールにない何かがあると感じることができるのです。最高の味わいだけでなく、ポ
ジティブな気持ちや感情に触れ、ビールの可能性、人生の可能性を感じられます。

A. LE COQ PREMIUM SELECT
Premium Select is a completely new type of light beer – it is
gluten-free, has fewer calories and a lower alcohol content.
Its light, yet hoppy taste comes from special malts and Czech
aroma hops that are used during the brewing process.
ABV: 4.3%
Beer type: pale lager
Colour 8 EBC, original gravity 7.7% P, bitterness 15 IBU
Contains barley malt
Package size: 0.355l can; 12 x 0.355l box
ア・レコック・プレミアムセレクト
プレミアムセレクトは全く新しいタイプのライトビールです。
低カロリー、グルテンフリー、そして低めのアルコール度数。
ライトでありながらホップな味わいは醸造工程で使用される特
殊な麦芽とチェコ産のアロマホップによるものです。
アルコール度数: 4.3%
ビールタイプ: ペールラガー
色合い : 8 EBC, 初期比重 : 7.7% P, 苦味 : 15 IBU
大麦麦芽を含む
パッケージサイズ: 0.355l 缶; 12 x 0.355l 箱

A. LE COQ PREMIUM NON-ALCOHOLIC
A. Le Coq Premium non-alcoholic beer retains the mellow flavour characteristic of Premium thanks to its
special vacuum evaporation method. Creating the vacuum allows the alcohol to be evaporated at a
lower temperature, so the flavour of the beer doesn’t suffer in the process and the pleasant mellow flavour
of Premium retains. Non-alcoholic beer has fewer calories than conventional lagers, and therefore this beer
is ideal if you are watching your weight. The B-vitamin content also makes non-alcoholic beer a suitable
sports drink, which helps you recover after physical exercise. Contains barley malt.
ABV: 0.0%
Beer type: non-alcoholic beer
Colour 11 EBC, bitterness 19 IBU
Package size: 0.5l can; 24 x 0.5l carton tray

ア・レコック・プレミアム ノンアルコール
ア・レコック・プレミアムのノンアルコールビールは、特殊な真空蒸発法を用いること
により、プレミアム特有のまろやかな風味を保持しています。真空状態にすることで、
アルコールをより低い温度で蒸発させることが可能になり、ビールの風味を損なうこと
なく、プレミアムの芳醇な風味が保たれます。ノンアルコールビールは従来のラガー
ビールよりも低カロリーなので、体重を気にしている方にとって理想的なビールです。
また、ビタミンB群が含まれているため、スポーツドリンクとして運動後の疲労回復に
も役立てることができます。大麦麦芽を含む。
アルコール度数: 0.0%
ビールタイプ: ノンアルコールビール
色合い : 11 EBC, 苦味 : 19 IBU
パッケージサイズ: 0.5l 缶; 24 x 0.5l カートントレイ

FASSBRAUSE
FASSBRAUSE
Fassbrause started in Germany, where it is still a very popular drink, especially in and around
Berlin. It contains many useful B vitamins (B6, B12, B5 and B7) and is lower in calories and sugar
compared to many other soft drinks. Fassbrause is a good healthy alternative to a soft drink,
both pleasantly refreshing and a great thirst-quencher. This brand has three tastes: peach,
lemon and mojito. All cans are covered with hygenic foil.
ファスブラウゼ
ファスブラウゼはドイツ発祥の現在でも非常に人気（特にベルリンやその近郊）のある飲み物です。
他のソフトドリンクに比べカロリー、糖分が低く、多くの有用なビタミンB群（B6、B12、B5、B7）
を含んでいます。心地よい爽快感があり、喉の渇きを潤してくれるファスブラウゼは、ソフトドリ
ンクの代わりとして最適です。こちらのブランドには、ピーチ、レモン、モヒートの3つの風味があ
ります。全ての缶は上部を衛生的なホイルで覆っています。

FASSBRAUSE LEMON
A. Le Coq Fassbrause Lemon is a naturally fermented drink with a light lemon flavour made from non-alcoholic
beer and lemon juice.
ファスブラウゼ・ピーチ
ア・レコック・ファスブラウゼ・ピーチはノンアルコールビールとピーチの果汁を使用したほのかなピーチ風味が特
徴の自然発酵させた飲料品です。
ABV: 0.0%
Package size: 0.5l can, 24 x 0.5l tray
Shelf life: 360 days
FASSBRAUSE PEACH
A. Le Coq Fassbrause Peach is a naturally fermented beverage with
light peach flavour made from non-alcoholic beer and peach juice.
ファスブラウゼ・レモン
A. Le Coqファスブラウゼ・レモンはノンアルコールビールとレモンの
果汁を使用したほのかなレノン風味が特徴の自然発酵させたドリンク
です。
アルコール度数: 0.0%
パッケージサイズ: 0.5l 缶; 24 x 0.5l トレイ
賞味期限 : 360日

FASSBRAUSE MOJITO
A. Le Coq Fassbrause Mojito is a naturally fermented drink that has
been produced from alcohol free beer and lemon juice. Includes B
vitamins.
ABV: 0.0%
Package size: 0.5l can, 24 x 0.5l tray
Shelf life: 360 days
ファスブラウゼ・モヒート
ファスブラウゼ・モヒートはノンアルコールビールとレモン果汁から
作られたビタミンB群を含んだ自然発酵飲料です。
アルコール度数: 0.0%
パッケージサイズ: 0.5l 缶; 24 x 0.5l トレイ
賞味期限 : 360日

ALEXANDER
Alexander brand name was chosen to embody the dignity of A. Le Coq’s history. Alexander is one of
the best-selling brand in A. Le Coq portfolio due to it’s light and easily drinkable beers. Alexander
brand has four tastes: lager, dunkel, weizen and bohemian. All these products are full-bodied, strong
and differentiating character beers.
アレキサンダー
アレキサンダーというブランド名はア・レコックの歴史の品格を体現するために選ばれました。そのライ
トな飲みやすさからも同社のポートフォリオの中で最も売れているブランドのひとつです。アレキサン
ダーブランドにはラガー、デュンケル、ヴァイツェン、ボヘミアンの４つの味わいがあり、全製品、芳醇
で力強く、違いのハッキリした個性あるビールです。

ALEXANDER LAGER
Alexander Lager is a light-yellow lager with dense bubbles. The full-bodied flavour of Alexander is clearly dominated by the
bitter crispness of hops and it is balanced out by the caramel flavour of the malt. Contains barley malt.
ABV: 5.2%
Colour 5.5 EBC, original gravity 11.1% P, bitterness 17 IBU.
アレキサンダーラガー
アレキサンダー・ラガーは、濃密な泡が特徴の淡黄色のラガーです。アレキサンダーのコクのある風味は、ホップのキレのあ
る苦味が際立ちますが、麦芽のカラメル風味によりバランスが保たれています。大麦麦芽を含む。
アルコール度数: 5.2%
色合い : 5.5 EBC, 初期比重 : 11.1% P, 苦味 : 17 IBU
ALEXANDER DUNKEL
Alexander Dunkel is a dark and exceptionally light lager with a beautiful deep
brown colour. The velvety taste of Dunkel is moderately sweet with hints of
aromatic hops. Contains barley malt.
ABV: 4.2%
Colour 60 EBC, original gravity 10.3% P, bitterness 16 IBU
アレキサンダー・デュンケル
アレキサンダー・デュンケルは、濃厚でありながら格段にライトなラガーです。美し
い深みのある褐色、ビロードのような味わいがあり、程よい甘さとほのかなアロマ
ホップの風味が特徴です。大麦麦芽を含む。
アルコール度数: 4.2%
色合い : 60 EBC, 初期比重 : 10.3% P, 苦味 : 16 IBU
Package size: 0.568l can; 24 x 0.568l carton tray
パッケージサイズ: 0.568l 缶; 24 x 0.568l カートントレイ

ALEXANDER WEIZEN
Alexander Weizen is a double fermented classic German-style wheat beer. Double fermentation means that partly nonfermented beer is added to beer that has already finished fermenting, which results in double fermentation. The beer has a
fruity sweet and sour flavour and is rich in citrusy freshness. Contains barley malt.
ABV: 5.0%
Colour 8 EBC, original gravity 12% P, bitterness 14 IBU
アレキサンダー・ヴァイツェン
アレキサンダー・ヴァイツェンは、二重発酵させた典型的なドイツスタイルの小麦ビールです。二重発酵とは、すでに発酵し終え
たビールに、一部発酵していないビールを加えることにより、二度発酵をさせることです。柑橘系の爽やかさが豊富で、フルー
ティーな甘酸っぱい風味のあるビールです。 大麦麦芽を含む。
アルコール度数: 5%
色合い : 8 EBC, 初期比重 : 12% P, 苦味 : 14 IBU
ALEXANDER BOHEMIAN
Lager-type beer with authentic Czech Bohemia hops. Alexander
Bohemian is a beer with strong taste. Contains barley malt.
ABV: 5%
Colour 16 EBC, original gravity 12.1% P, bitterness 27 IBU
アレキサンダー・ボヘミアン
アレキサンダー・ボヘミアンは、強い味わいのある、本場チェコ・ボヘ
ミア産ホップを使用したラガータイプのビールです。大麦麦芽を含む。
アルコール度数: 5%
色合い : 16 EBC, 初期比重 : 12.1% P, 苦味 : 27 IBU
Package size: 0.568l can; 24 x 0.568l carton tray
パッケージサイズ: 0.568l 缶; 24 x 0.568l カートントレイ

HOGGY’S
Hoggy’s is an intriguing brand which is specially designed for ladies. Hoggy’s cider is a naturally fermented,
juicy cider with no added sugar, very clean and clear tastes come from natural apple- berry wines. Hoggy’s
range consists of three alcoholic ciders: Rhubarb Bliss, Dry Apple and Raspberry Dream and two non-alcoholic
Apple cider and Strawberry cider.
ホギーズ
ホギーズは、女性向けに特別にデザインされた魅力のあるブランドです。ホギーズのシードルの特徴は、砂糖無添
加の自然発酵。みずみずしさがあり、クリアですっきりした味わいは天然のアップルベリーワインからきています。
ホギーズのラインナップはルバーブブリス、ドライアップル、ラズベリードリームの3種類のシードル、またノン
アルコールのアップルシードル、ストロベリーシードルの2種類があります。

HOGGY’S RASPBERRY DREAM
Hoggy’s Raspberry Dream is lightly sparkling cider with a juicy and full-bodied raspberry flavour.
ホギーズ・ラズベリードリーム
ラズベリードリームはジューシーで芳醇なラズベリーの味わいのある微発泡性シードルです。
HOGGY’S RHUBARB BLISS
Hoggy’s Rhubarb Bliss is a crisp rhubarb-flavoured cider made with
slightly tart rhubarb wine.
ホギーズ・ルバーブブリス
ルバーブブリスはキレのあるルバーブ風味のシードルで、若干渋みのあ
るルバーブワインを使用しました。
ABV: 4.5%
Package size: 0.355l can, 24 x 0.335l carton tray
Shelf life: 360 days
アルコール度数: 4.5%
パッケージサイズ: 0.355l 缶; 24 x 0.355l カートントレイ
賞味期限 : 360日

HOGGY’S DRY APPLE
Hoggy’s Dry Apple is a light cider bursting with apple flavour
thanks to the apple wine and apple juice it contains.
ABV: 4.5%
Package size: 0.355l can, 24 x 0.335l carton tray
Shelf life: 360 days
ホギーズ・ドライアップル
溢れるリンゴのフレーバーが決め手のドライアップルはリンゴの果
汁とアップルワインを使用し、軽めのシードルに仕上げました。
アルコール度数: 4.5%
パッケージサイズ: 0.355l 缶; 24 x 0.355l カートントレイ

HOGGY´S APPLE NON-ALCOHOLIC
Hoggy’s Apple is a natural, slightly bubbly apple cider without alcohol, while no concessions have been made
in terms of taste.
ホギーズ・アップル・ノンアルコール
ホギーズ・アップルはアルコール分無しのナチュラルな微発泡性シードル。アルコール分はありませんが、一切の
妥協のない味わいに仕上がっています。
HOGGY´S STRAWBERRY NON-ALCOHOLIC
Hoggy’s Strawberry is a lightly sparkling alcohol-free cider that
tastes like juicy summer strawberries.
ホギーズ・ストロベリー・ノンアルコール
ホギーズ・ストロベリーは夏のみずみずしいイチゴのような味わい
のライトスパークリング、アルコールフリーなシードルです。
ABV: 0.0%
Package size: 0.5l can, 24 x 0.5l tray
Shelf life: 360 days
アルコール度数: 0.0%
パッケージサイズ: 0.5l 缶; 24 x 0.5l トレイ
賞味期限 : 360日

CĒSU ALUS
Cēsu Alus is the oldest brewery in Latvia and one of the
oldest, still operating breweries in Northern Europe,
dating back to Year 1590. The first operation place of
the brewery – tower of Cēsu castle.
In 2014 the beer brewery Cēsu alus became the first and
only beer brewery in Latvia that uses Latvian-grown
barley in beer brewing, thus contributing to the
development of Latvian agriculture and cultivation of
grain.
ツェーシス・アルス
ツェーシス・アルス（ラトビア語でビールを指す）はラト
ビア最古のブルワリーで、その歴史は1590年までさかのぼ
り、北欧で最も古い醸造所の一つとして現在も操業してい
ます。最初に操業し始めた場所は、ツェーシス城の塔の中
でした。
2014年、ツェーシス・アルスはビール醸造にラトビア産の
大麦を使用する初にして唯一のビール醸造所となり、ラト
ビアの農業の発展・穀物の栽培に貢献しています。

CĒSU PREMIUM
Cēsu Premium light beer variety stands out with its soft golden colour and sparkling refreshment, as well as pleasant
bitterness and a superior foam stability. World-class art of brewing and superiour ingredients provide the excellent
taste and quality of the beer. The portfolio contains three different beers: Original, Amber, Bohemian. Cēsu Premium
beers are the best sellers in Cēsu Alus portfolio.
ツェーシス・プレミアム
ツェーシス・プレミアムは、柔らかい黄金色ときらめく爽快感、心地のよい苦味と上質な泡の安定性が際立っているラ
イトビール品種です。優れた味わいとクオリティは世界トップクラスの醸造技術と高品質の原材料により実現されてい
ます。ツェーシス・プレミアムには、オリジナル、アンバー、ボヘミアンの3種類のビールがあり、ツェーシス・アルス
のポートフォリオの中で最も売れているビールです。
CĒSU PREMIUM ORIGINAL LAGER
Cēsu Premium Original lager is crispy, refreshing, and well-balanced lager.
Colour 6,5 EBC; Original gravity 11,8% P; Bitterness 19,0 IBU.
ABV: 5,0%
Package size: 0.568l can, 24 x 0.568l carton tray
Shelf life: 360 days
ツェーシス・プレミアム・オリジナルラガー
ツェーシス・プレミアム・オリジナルラガーは、清々しく、キレがあり、バラ
ンスのとれたラガーです。色合い : 6.5 EBC, 初期比重 : 11.8% P, 苦味 : 19 IBU 。
アルコール度数: 5%
パッケージサイズ: 0.568l 缶; 24 x 0.568l カートントレイ
賞味期限 : 360日

CĒSU PREMIUM AMBER LAGER
Cēsu Premium Amber lager is amber lager type beer, brewed using special toasted malt, enriched with very well
hops bitterness. Colour 15,0 EBC, original gravity 11,8% P; bitterness 18,0 IBU.
ABV: 5.0%
ツェーシス・プレミアム・アンバーラガー
プレミアム・アンバーラガーは、特別にローストさせたモルトを使用して醸造されたアンバーラガータイプのビールで、
優れたホップの苦味が味わいをより濃厚にします。色合い : 15 EBC, 初期比重 : 11.8% P, 苦味 : 18 IBU 。
アルコール度数: 5%
CĒSU PREMIUM BOHEMIAN
Cēsu Premium Bohemian is velvety, dark lager beer. Caramelised malts
provide this beer with mahogany colour and pleasantly sweet taste. Colour
50,0 EBC; original gravity 11,8% P; bitterness 14,0 IBU.
ABV: 4.5%
ツェーシス・プレミアム・ボヘミアン
ツェーシス・プレミアム・ボヘミアンは、滑らかな口当たりのダークラガービー
ルです。カラメルモルトは、ほのかな甘さをビールに加え、マホガニー色に仕上
げます。色合い : 50,0 EBC, 初期比重 : 11.8% P, 苦味 : 14 IBU 。
アルコール度数: 4.5%
Package size: 0.568l can, 24 x 0.568l carton tray
Shelf life: 360 days
パッケージサイズ: 0.568l 缶; 24 x 0.568l カートントレイ
賞味期限 : 360日

PURE SPIRIT HARD SELTZER
The history of the Hard seltzers started in USA in 2013. Since 2018 the popularity of this drink has grown
rapidly, because a couple of big breweries have entered the market with low vol. hard seltzers. Now hard
seltzers are a megatrend and the most rapidly growing product category in alcoholic drinks in USA.
Hard seltzer is a light and refreshing low carb low alcohol drink with minimal quantity of sugar. The main
messages for the drink in the low alcohol drinks category is – naturality and healthiness (naturally
fermented, no added colors, low sugar content, covered with foil).
ピュアスピリット・ハードセルツァー
ハードセルツァーの歴史は2013年にアメリカで始まりました。2018年に大手ビールメーカー数社が、低アル
コール・ハードセルツァーで市場参入してからというもの、ハードセルツァーの人気は急上昇しました。現在
ではメガトレンドとして、アメリカのアルコール飲料の中で最も急成長している商品カテゴリーです。
砂糖を最小限に抑え、軽さが売りのさっぱりした低アルコール・低炭水化物飲料のハードセルツァー。この低
アルコール飲料カテゴリーである本品の一番のメッセージは、「自然さ」と「健康性」（自然発酵、無着色、
低糖分、缶上部をホイルで覆い衛生的）です。

PURE SPIRIT LIME
Pure Spirit Lime is naturally fermented light alcoholic drink with delicate flavour of lime.
ピュアスピリット・ライム
自然発酵させたライトなアルコールドリンク。ライムの繊細な風味が特徴のピュアスピリットライム。
PURE SPIRIT CRANBERRY
Pure Spirit Cranberry is naturally fermented light alcoholic drink
with delicate flavour of cranberries.
ピュアスピリット・クランベリー
自然発酵させたライトなアルコールドリンク。クランベリーの繊細
な風味が特徴のピュアスピリットクランベリー。
ABV: 5.0%
Package size: 0.355l can, 12 x 0.355l box
Shelf life: 420 days
アルコール度数: 5%
パッケージサイズ: 0.355l 缶; 12 x 0.355l 箱
賞味期限 : 420日

DYNAMI:T
Dynami:t Original is an energy drink with a traditional taste
that contains taurine, caffeine and vitamine B. Fast
effect! More caffeine! More taurine!
Alc 0.0% vol
Package size: 0.355l can, 12 x 0.355l box
Shelf life: 360 days
ダイナマイ:T
ダイナマイ:Tオリジナルはタウリン、カフェイン、ビタミン
B配合の、昔ながらな味わいのエナジードリンクです。即効
性！増カフェイン! 増タウリン!
アルコール度数: 0.0%
パッケージサイズ: 0.355l 缶; 12 x 0.355l 箱
賞味期限 : 360日

FIZZ
Fizz was first launched in Finland in 1994. Fizz cider has been the market leader in canned cider segment in
Estonia, Latvia and Lithuania over the past decade. Fizz ciders use 100% natural flavours and all cans are
covered with a removable protective foil to keep product clean, therefore it is easy to cleanse the drinking
area and enjoy the great taste of Fizz. The brand ideology today is to offer pure Nordic tastes – blueberry,
strawberry, pear and apple.
フィズ
フィズシードルは1994年にフィンランドで初めて発売されてから今日までの１０数年、バルト三国の缶シードル
市場を引っ張ってきました。フィズシードルは天然フレーバーのみを使用しており、すべての缶上部は取り外し
可能な保護ホイルで覆われ、製品・飲み口を清潔に保てるので安心してフィズを味わうことができます。ブラン
ドの理念はブルーベリー、ストロベリー、洋ナシ、リンゴといったピュアな北欧の味わいを提供することです。

FIZZ APPLE
Fizz apple is a cider with mild taste of apples made on a base of apple wine and apple juice. Fizz Apple cider has
the taste and flavour of fresh and juicy apples.
フィズ・アップル
アップルワインとリンゴ果汁を基につくられた、リンゴのマイルドな味わいのシードルです。新鮮でみずみずしいリン
ゴの味と風味をフィズアップルシードルでお楽しみください。
FIZZ PEAR
Fizz Pear is a cider made on a base of apple wine and has the
flavour of fresh, juicy pears. The cider tastes even better when
cooled with ice cubes, which add even more freshness.
フィズ・ペア
フィズペアは、アップルワインがベースのシードルで、新鮮でジュー
シーな洋梨の香りが特徴です。氷で冷やすことで、より一層フレッシュ
な味わいになるシードルです。
ABV: 4.5%
Package size: 0.5l can, 24 x 0.5l carton tray
Shelf life: 360 days
アルコール度数: 4.5%
パッケージサイズ: 0.5l 缶; 24 x 0.5l カートントレイ
賞味期限 : 360日

FIZZ BLUEBERRY
Fizz Blueberry is a blueberry-flavoured cider made on a base of Estonian apple wine. Fizz Blueberry is a cider with the deep
purple colour and delicious berry aroma characteristic of blueberries that grow in the Nordic forests. Suitable for people who
love the juicy wild taste of blueberries.
フィズ・ブルーベリー
北欧の森で育つブルーベリーの深みのある紫色とベリー特有の芳しい香りが際立つ、ブルーベリー風味のシードルです。フィズ
ブルーベリーは、エストニア産アップルワインをベースに作られています。ブルーベリーのジューシーでワイルドな味わいが好
きな人にお勧めです。
FIZZ STRAWBERRY
Fizz Strawberry is a cider with a clean strawberry taste made on a base of
apple wine and natural strawberry flavours. It offers a great taste experience
to everyone who loves ripe strawberries and appreciates the refreshing
nature of cider.
フィズ・ストロベリー
フィズストロベリーは、アップルワインを基に自然なイチゴのフレーバーを加
えた、クリーンなイチゴの味わいが顕著なシードルです。熟したイチゴ味わい、
シードルの爽快感を堪能したい方のために作りました。
ABV: 4.0%
Package size: 0.5l can, 24 x 0.5l carton tray
Shelf life: 360 days
アルコール度数: 4.0%
パッケージサイズ: 0.5l 缶; 24 x 0.5l カートントレイ
賞味期限 : 360日

JOHAN FREITAG
Johan Freitag is a Scandinavian royal brand with high quality. Johan Freitag Gin & Tonic and
Gin & Rose long drinks are refreshing cocktails made with real Johan Freitag gin, which gives
the drink its unique pure flavour with a nice hint of natural herbs. Trendy crafty can makes it
more appealing to the younger consumer. Johan Freitag Gin cocktail line includes also a
non-alcoholic option.
ヨハンフライターグ
ヨハンフライターグは、スカンジナビアの高品質なロイヤルブランドです。本物のヨハンフライターグ・ジンを使用
した「ヨハンフライターグ・ジントニック」「ジン＆ローズ・ロングドリンク」は、天然ハーブが香るピュアな味わ
いが爽やかなロングカクテルです。オシャレなクラフト感のある缶は、若者層へのアピールにもなります。ヨハンフ
ライターグ・ジンのカクテルには、ノンアルコールのものもあります。
JOHAN FREITAG GIN & GRAPEFRUIT NON-ALCO
Johan Freitag Gin & Grapefruit non-alco is a refreshing non-alcoholic
long drink with grapefruit taste.
ABV: 0%
Package size: 0.5l can, 24 x 0.5l carton tray
Shelf life: 540 days
ヨハンフライターグ・ジン&グレープフルーツ・ノンアルコール
ヨハンフライターグ・ジン＆グレープフルーツ・ノンアルコールはグレー
プフルーツ味のスッキリしたノンアルコールロングドリンクです。
アルコール度数: 0%
パッケージサイズ: 0.5l 缶; 24 x 0.5l カートントレイ
賞味期限 : 540日

JOHAN FREITAG GIN & TONIC
Johan Freitag Gin & Tonic is refreshing gin long drink produced from real Johan Freitag gin.
ヨハンフライターグ・ジントニック
ヨハンフライターグ・ジントニックは本物のヨハンフライターグ・ジンを使用した爽快なジンのロングドリンクです。
JOHAN FREITAG GIN & ROSE
Johan Freitag Gin & Rose is rosé flavoured long drink with real
Johan Freitag gin.
ヨハンフライターグ・ジン&ローズ
ヨハンフライターグ・ジン＆ローズは本物のヨハンフライターグ・ジ
ンを使用したローズフレーバーのロングドリンクです。
ABV: 5.0%
Package size: 0.5l can, 24 x 0.5l carton tray
Shelf life: 540 days
アルコール度数: 5.0%
パッケージサイズ: 0.5l 缶; 24 x 0.5l カートントレイ
賞味期限 : 540日

Contact
お問い合わせ
Olvi Group Export team
オルヴィグループ輸出担当部署
export@olvi.fi
http://export.olvi.fi/

