（株）鈴木三河屋 2017/2/20
TEL03-3583-2349
仁井田本家ラインナップ特集・春酒各種3月より入荷

2月22日
dancyu 3月号の日本酒特集にて三河屋取り扱いの仁井田本家(自然酒/穏/田村)が８ページ
にわたり掲載されました。素晴らしいお酒造り、次世代につなぐ取り組み、地域貢献も含め
素晴らしい酒蔵です。別紙にてそれぞれの造りの特色と、取り扱い銘柄を紹介いたします。

おかげさまで三河屋は
創業59周年を迎えます。
いつも支えてくださる皆様に
厚く御礼申し上げます。

春酒も3月より続々入荷いたします。今年は、石鎚 純米吟醸 春の酒 袋吊り三河屋SP
も入荷致します。 次ページにてご確認ください。

3月
おすすめ
特集

※『新入荷』・『在庫あり』・『入荷予定日』の順で『50音順』にて銘柄表記しております。
入荷日は予定です。造りの状態により前後する場合がございます。
入荷日・在庫

銘柄

在庫有り 超王祿 純米 春季限定生原酒 28BY ★★★
新入荷

木戸泉 特別純米 自然栽培米山田錦 無濾過生原酒

新入荷

七田 純米 無濾過生原酒 おりがらみ
※開栓注意！

２月中旬 寫樂 純米吟醸 山田錦 生 ※１本限り

生産者/所在地

王祿酒造
島根県

税別価格

原料米品種

特徴

王祿で唯一熟成させずに出荷される新酒。力強い旨みと酸がぐっと伸びて、しっかりと切れ
3400円/1800ml 麹米：五百万石 60％精米 ます。良い意味でいつもの王祿とは違う力強く、そして少し荒々しさもある切れを堪能できま
1700円/720ml 掛米：五百万石 60％精米 す。

木戸泉酒造
千葉県

3600円/1800ml
1750円/720ml

天山酒造
佐賀県

2400円/1800ml
1150円/720ml

宮泉銘醸
福島県

3900円/1800ml

新入荷

モダン仙禽 無垢 無濾過生原酒 ※グレードUP

せんきん
栃木県

2500円/1800ml
1250円/720ml

新入荷

モダン仙禽 亀の尾 無濾過生原酒

せんきん
栃木県

3200円/1800ml
1600円/720ml

新入荷

大那 純米吟醸 吟のさと 無加圧しぼり 生酒

菊の里酒造
栃木県

3000円/1800ml

新入荷

貴 純米吟醸 山田錦 無濾過生原酒 中取り

新入荷

根知男山 純米吟醸生原酒無濾過 五百万石

渡辺酒造店
新潟県

新入荷

根知男山 純米吟醸 越淡麗 2015

新入荷
新入荷

自然栽培山田錦
60％精米歩合

埼玉県産自然栽培の山田錦 自然栽培米で醸すことにより木戸泉の個性が十二分に発揮
されます。旨みと酸の凝縮感が力強く、エネルギッシュな伸び。木戸泉の最高峰！

無濾過生原酒に澱(おり)をからめて、瓶内２次発酵をさせています。いつもの七田の味わい
麹：山田錦65％精米歩合 に微発泡による軽快さが加わります。瓶内にガスが溜まっている為、開栓時はご注意くださ
掛：麗峰65％精米歩合 い。
妖艶な甘・酸の極致！ここまで来たかと唸ります。口に含んだ瞬間はスリムに滑らかに舌の
播州山田錦
上を甘・酸が伝います、中盤からじわっと綺麗に味わいが広がり、後口はその余韻を名残
50％精米
惜しく引いていきます。
全量山田錦で仕込んでこの価格！！白ぶどう香りが繊細に立ちます。繊細で美しい酸が
栃木県さくら市産山田錦 穏やかに主張し、透明感あるれる味わいでしぼった果実のよう。シルキーさ、エレガントさが
50％精米歩合
増しました。
こちらは無垢に比べジューシーな酸と旨みのボディがあります。口に含んだ瞬間はエレガン
栃木県さくら市産亀の尾 トな口当たりで、中盤から生命力のある旨み酸味が主張し、引きは綺麗にすっと引いていき
50％精米歩合
ます。
「無加圧しぼり」とは自動圧搾機でモロミを絞る際に、圧力を加えずにそのまま出てきた綺
栃木県大田原産吟のさと 麗な酒質の部分のみを瓶詰めしたお酒。綺麗な酒質の中に生酒由来の甘味とジューシー
55％精米
な酸がじんわり。
山口県産山田錦
50％精米歩合

旨み酸味のバランスがあり、程よい爽やかなフルーティーさは、どなたが飲んでも間違いな
く美味しいと思えるお酒。万能型のお酒として置いておきたい１本

4000円/1800ml
2100円/720ml

根知谷産五百万石
55％精米歩合

根知谷産五百万石一等米を使用。 しっとりとした旨・甘味が穏やかに伸びていきます。原
酒らしい味わいの伸びやかさで程よく味わいが広がり中盤から後半は辛みを伴う後切れ。
含み香りの華やかさもあり。

渡辺酒造店
新潟県

2600円/720ml

根知谷産越淡麗
50％精米歩合

お米のふくよかな香り。旨みと渋みの幅がありつつも、全体としてはスリムなボディ。旨みが
後からじわじわと膨らんでいきます。まさに味わいのあるお酒です。

春霞 純米吟醸 緑ラベル 無濾過生原酒

栗林酒造
秋田県

3000円/1800ml
1500円/720ml

美郷錦
50％精米歩合

白老 純米吟醸 千本錦 (チャレンジタンク)うすにごり

澤田酒造
愛知県

3400円/1800ml
1700円/720ml

千本錦
55％精米歩合

永山本家酒造場 3500円/1800ml
山口県
1750円/720ml

春霞で最も力を入れている酒米。山田錦と美山錦を掛け合わせて生まれた酒米です。ほど
よい爽やかでフルーティーさもあり、鮮やかな酸の切れがあり、例年バランスの良さが際立
つ食中酒で人気
特別にチャレンジタンクのうすにごりバージョン。ピチピチしたガス感がありつつも、桃のよう
なキュートな甘みをまろやかなオリが包み込み、バランスの良い味わい。フレッシュながらも
ソフトなのが好感。

生産者/所在地

税別価格

原料米品種

特徴

美吉野醸造
奈良県

2700円/1800ml
1350円/720ml

ひとごこち/吟のさと
56％精米歩合

最も分かりやすく幅広い層に『花巴の酸』を楽しんでいただけます。マスカットやパイナップ
ルを思い起こさせるような果実味あふれる味わいです。

山和酒造店
宮城県

3000円/720ml

兵庫県産山田錦
40％精米

始めは透明感のある甘味をふんわり感じさせますが、じわじわと旨みと酸が力強さを増し、
しっかりと切れます。純米大吟醸らしい清からな甘味がありつつ、絶妙なメリハリ

在庫有り 播州一献 純米超辛口 生

山陽盃酒造
兵庫県

2700円/1800ml

兵庫県産北錦
60％精米歩合

大人気看板商品『超辛口』の生酒！お米の旨みがスリムに感じさせつつしっかりとスパッと
切れます。口に含んだ瞬間は柔らかくも後切れの良さが気持ちよく、爽やかな後切れが心
地良し。

在庫有り 播州一献 純米大吟醸 北錦 生

山陽盃酒造
兵庫県

3000円/1800ml

兵庫県産北錦
50％精米歩合

艶っぽい甘みとしなやかな酸味。軟水で仕込んだお酒らしい口当たりの柔らかさが秀逸で
す。しなやかで後切れもあり、するすると杯を重ねられます。

在庫有り 山形正宗 純米吟醸 雄町55 直汲 生

水戸部酒造
山形県

3200円/1800ml

赤磐雄町
55％精米歩合

今年はトロピカルな仕上がり！ぴちぴちの酸をまろやかなオリの旨みが包み込み、うすにご
りと並びフレッシュ新酒として鉄板の味わい！

在庫有り 若波 純米 無濾過生酒

若波酒造
福岡県

2600円/1800ml

壽限無
65％精米歩合

甘味・旨味と果実のような酸味で、フルーツ感あふれる瑞々しい味わいが広がります。後半
はコクのある旨みが顔を出し味幅のある切れが心地良いです。

2月22日 紀土(キッド) -KID- 純米吟醸酒 春ノ薫風

平和酒造
和歌山県

2200円/1800ml
1100円/720ml

麹米：五百万石50%精米
掛米：一般米55％精米

春から初夏にかけて飲むにふさわしく、透明感とみずみずしさが際立つお酒。桃のような爽
やかさとほんのり梅のようなさっぱりとした酸味がうまく同居しています。お酒の名称通り、ま
さに爽やかで生命力の感じるお酒です。

仁井田本家
福島県

3300円/1800ml
1650円/720ml

美山錦
60％精米歩合

瓶内2次発酵による炭酸ガスを含んだフレッシュなリンゴのような吟醸香、程よい酸と旨みが
ジューシーな春のうすにごりです。和風シャンパンを思わせる爽快感をご堪能下さい！！

3月上旬 石鎚 純米吟醸 春の酒

石鎚酒造
愛媛県

3100円/1800ml
1550円/720ml

しずく媛
50％精米歩合

新酒の時期からカドの取れた旨みの味わいに仕上がる石鎚の技術の高さに脱帽させられ
ます。春の酒は例年味幅があって香りが高いお酒に仕上がります。

3月上旬 石鎚 純米吟醸 春の酒 袋吊り 三河屋SP

石鎚酒造
愛媛県

4200円/1800ml

しずく媛
50％精米歩合

三河屋別注の袋吊りバージョン！！旨み甘味の透明感、伸びやかさが格段上がります。
艶っぽさに魅了される春のお酒。

3月6日

七田 純米七割五分磨き 愛山 生 ※1本限り

天山酒造
佐賀県

2500円/1800ml
1200円/720ml

愛山
75％精米歩合

大人気7割五分磨きの低精米新酒の第3弾が入荷。濃純な味わいはもちろんなこと、希少な
酒米愛山で仕込んだ七田は毎年、艶っぽい旨みと酸味がクセになります。

3月6日

七田 純米吟醸 雄町50 生

天山酒造
佐賀県

3400円/1800ml

雄町
50％精米歩合

例年、パイナップルのようなフルーティーさと、パワフルな旨みが魅惑的な七田 純米吟醸
雄町。今季の新酒はどのラインナップも早期完売で勢いがあります。今年も鮮やかな酸を期
待。

3月7日

鶴齢 純米 山田錦 無濾過生原酒 65％

青木酒造
新潟県

2700円/1800ml
1350円/720ml

山田錦
65％精米

3月9日
頃

春霞 純米酒 限定瓶囲い 花ラベル

栗林酒造
秋田県

2300円/1800ml
1150円/720ml

3月12日 大那 春摘み新酒 純米吟醸 おりがらみ

菊の里酒造
栃木県

2800円/1800ml
1500円/720ml

那須五百万石
55％精米歩合

おりがらみは旨みふっくら優しい味わいで、まとまりがあり定評があります。まさに季節に
あった商品で春先に味わいたい商品です。ラベルもピンク色で可愛らしくお花見時期にも欲
しい１本

3月中旬 寶釼(ほうけん) 純米吟醸 山田錦 生酒

宝剣酒造
広島県

3600円/1800ml

山田錦
50％精米歩合

兵庫県産 特Ａ地区 山田錦 特上米で造ったお酒。旨みの力強さ、華やかさを持ちながら
優しく綺麗にまとまるのが宝剣たるゆえん。穏やかだけど印象に残る食中酒。

入荷日・在庫

銘柄

新入荷

花巴 山廃純米吟醸 無濾過生原酒 うすにごり
※開栓注意！！！

新入荷

山和 純米大吟醸

3月上旬 穏 純米吟醸 春のうすにごり 生

長らく欠品が続き大変ご迷惑おかけいたしました。鶴齢の定番「純米 山田錦65%精米 生
原酒」の新酒が入荷致します。

秋田県産米(美郷錦ほか) 新酒らしくはつらつした味わいです。瓶囲いとは瓶火入れのことを意味しています。春霞の
純米酒はフレッシュできめ細かくバランスがとれているので、まさにリーズナブルな1本。
60％精米歩合

祝 Dancyu 2017 3月号 8ページ分掲載

仁井田本家(福島県郡山市)扱い銘柄
全てのお酒を無農薬米で醸す異色の蔵、仁井田本家。無農薬米と言っても、
旨くなければね・・・、と思う方も多いと思います。この蔵の凄さは、味わいも素
晴らしく3つの柱となるブランドそれぞれが全く異なる個性を醸すお酒。ここ数
年で酒質も劇的に変化しています。

『自然酒』シリーズ
四段仕込みにより、お米の旨味・甘味が十二分に引き出され
ています。なおかつ「きもと造り」により、後キレはしっかりと切
れてもたつきません。

自然酒 純米吟醸 火入れ 3,000円/1800ml
1,500円/720ml
亀ノ尾／トヨニシキ 60％精米歩合

『穏(おだやか)』シリーズ
主に焼酎の造りで用いられる、白麹による造り。瑞々しい甘
味と酸が軽快。フレッシュさを一番感じられるシリーズ。純米
吟醸火入れはお燗もオススメで、軽快な酸と旨味が優しく膨
らみ、お燗初心者にオススメできます。

穏 純米吟醸 火入れ 2,800円/1800ml
/720ml

1,400円

美山錦／五百万石 60％精米歩合

『田村』シリーズ
地元、田村町で蔵元が栽培した無農薬米。正統派の味わい。
控えめながら旨みの味わいがしっかりと広がり、きもと造り

らしい後切れのよさ。懐深く、煮物などが欲しくなりま
す。
田村 純米吟醸 火入れ 3,200円/1800ml
円/720ml

1,600

自社田自然栽培 一本〆 60％精米歩合

季節品も随時入荷してきます。お気軽にお問合せ下さい。
※金宝 純米酒 火入れ 2,000円/1800ml
1,000円/720ml も在庫あり。

