
（株）鈴木三河屋　2017-12-19

※『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。掲載しきれない新酒情報もありますので、ぜひスタッフへ直接お尋ねください。

入荷日・在庫 銘柄 生産者/所在地 税抜価格 原料米品種

新入荷 会津娘　純米酒
高橋庄作酒造店

福島県
2450円/1800ml
1225円/720ml

会津産五百万石/夢の香
60％精米歩合

新入荷 天の戸　純米吟醸　夏田冬蔵　こま美
浅舞酒造
秋田県

3200円/1800ml
秋田酒こまち/美山錦

55％精米歩合

新入荷 超王祿　純米　春季原酒限定
王祿酒造
島根県

3400円/1800ml
1700円/720ml

麹米：五百万石　60％精米
掛米：五百万石　60％精米

新入荷 鶴齢　純米酒　生原酒　しぼりたて
青木酒造
新潟県

2600円/1800ml
1400円/720ml

麹・掛：山田錦、
掛：五百万石60％精米

新入荷 喜正　純米　生 
野崎酒造
東京都

2400円/1800ml
美山錦

60％精米

新入荷
木戸泉　純米しぼりたて　無濾過生原酒
※本醸造初しぼりは残りわずかです。

木戸泉酒造
千葉県

2400円/1800ml
1200円/720ml

総の舞(ふさのまい)
65％精米

新入荷 乾坤一　純米　うすにごり　本生
大沼酒造店

宮城県
2300円/1800ml

ササニシキ
60％精米

新入荷 にいだしぜんしゅ　はつゆきだより
仁井田本家

福島県
3200円/1800ml
1600円/720ml

トヨニシキ
80％精米歩合

在庫あり
榮万寿　純米吟醸　2014　※クリスマス時期にオススメ
※ワインボトルの為、オープナーで抜栓

清水屋酒造
群馬県

2600円/750ml
新潟県産五百万石

50％精米歩合

残り
わずか

七本鎗　純米活性にごり酒
冨田酒造
滋賀県

2800円/1800ml
1400円/720ml

玉栄
60％精米

新入荷 不老泉　山廃仕込み　酒母四段　無濾過生原酒
上原酒造
滋賀県

2610円/1800ml
1305円/720ml

滋賀県産山田錦
65％精米歩合

12月18日 寫楽　純米吟醸　おりがらみ
宮泉銘醸
福島県

3200円/1800ml
五百万石

50％精米歩合

とろけるチョコのような甘みとコク。しなやかな甘と酸が新酒特有の渋みをコーティングして、
新酒らしからぬ滑らかさ。味わいも出しゃばり過ぎずも、しっかりと主張するところが流石。今
期も裏切らない出来！！程よいおりが、味わいを包み込みます。

しぜんしゅ　純米原酒のあらばしり。おりがしっかりと混じっていますが、にごり酒のような重
たさは全くありません。きめ細かい甘みと旨みに、レモンのような柑橘系を連想させる酸が
締まって爽やかな新酒

山廃酒母をそのまま四段として添加し、アルコール添加をせずにそのまましぼるので、不老
泉の山廃の生酒の中で一番の濃醇なお酒。旨みと酸の凝縮とスパイシーな切れに虜になり
ます。

穏やかな香りで柔らかい口当たり。含むと、お米の優しい甘味・旨味と酸味がバランスよく広
がり、どこかほっとさせる温かみのある味わい。この優しさに溢れた味わいが魅力で、飲み
飽きせず、料理にも寄り添ってくれます。お燗はすっきり切れがありお燗もオススメ。

ほぼ真空瓶詰めと低温管理により古酒感のない熟成酒を実現。熟れたぶとうの甘みと熟成
による複雑味のある酸。蜜のようなトロミとスパイシーさも感じさせる妖艶な味わい。ワイン
ボトルでクリスマス時期に提供しやすい1本
おりがしっかり入ったにごり酒ですが、見た目に騙されることなかれ。にごり酒ですが、ガス
がしっかり粒の大きさ、口当たりの良い発泡感。見た目濃厚でもしっかりドライな後切れ爽快
さ。

爽やかな柑橘系の香り。お米の旨みを感じつつ、新酒らしくレモンのような爽やかな酸味。と
ても心地の良い軽快さ。

年末年始のおすすめ＆新酒特集

地元いすみ市産総の舞(ふさのまい)を使用。ボリュームのある酸味の幅があり、伸びやか
でジューシーな味わいです。木戸泉らしい旨み・酸味エキスがありながら、アルコール度を
抑えたことですっと入っていく印象。

特徴

王祿で熟成させずに出荷される新酒の生原酒。力強い旨みと酸がぐっと伸びて、しっかりと
切れます。今年も新酒の段階でほんのり旨みを感じさせ、力強い切れ、そしてほのかなガス
感あり。

ラムネのような爽やかな香り。爽快な旨みが味わいしっかりと余韻長く広がります。同時に
切れも伸びやかに抜けていきます。

野崎社長が杜氏として醸す二期目。フレッシュな旨甘と酸の切れがあります。昨年よりバラ
ンスの良さが増して、さらに後切れがしっかり。お値段もお手頃です。

蔵から5km内の｢JA秋田ふるさと・平鹿町酒米研究会｣の米を使って仕込んでいます。「秋田
酒こまち」のやわらかな味わいと、「美山錦」の力強い味わい。二つの酒米の特徴を生かし
た純米吟醸酒。

年末のお酒のご発送の受付は12/29(金)午前9時までとさせていただきます。12/30(土)9時以

降のお電話・ウェブ・FAXによるご注文は1/4(木)以降の発送とさせていただきます。年末にか

けて、出荷数や運送業者の配送量が増加するため、指定日、指定時間帯にお届けができな

い場合がございます。前もってお早目のご注文をお待ちしております。

ご発送の受付締切日
日 月 火 水 木 金 土

2017年12月～2018年1月営業日程
■通常営業 12～19時

■24日(日)臨時営業11～15時 ※自社配達休み

■12/30、1/6（土）店舗営業12時～17時 ※自社配達休

み

■12/31(日)～1/3(水) 店休日

1/8(月)祝日は 自社配達休み 店舗営業11～15時

※自社配達年末最終日 29日(午前9時受注締め切り)

※宅配便の受付最終日 29日(午前9時受注締め切り)

宅配便は弊社休業日でも日付指定でお届け可能です。
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入荷日・在庫 銘柄 生産者/所在地 税抜価格 原料米品種

新入荷 七本鎗　純米　吟吹雪　搾りたて生原酒
冨田酒造
滋賀県

2800円/1800ml
吟吹雪

60％精米

新入荷 川鶴　純米吟醸　讃岐風花
川鶴酒造
香川県

2900円/1800ml
1450円/720ml

麹：雄町　掛：雄町、他
58％精米歩合

新入荷
仙禽　初槽　中取り
　※『あらばしり』同価格、『せめ』は価格が異なります。

せんきん
栃木県

3200円/1800ml
1600円/720ml

非公開

新入荷 大那　純米吟醸　あらばしり
菊の里酒造

栃木県
3048円/1800ml
1600円/720ml

那須五百万石
50％精米

新入荷 貴　特別純米　無濾過生原酒　直汲み
永山本家酒造場

山口県
2800円/1800ml
1400円/720ml

麹米：山田錦　60％精米
掛米：八反錦　60％精米

新入荷 播州一献　純米超辛口　生
山陽盃酒造

兵庫県
2700円/1800ml
1400円/720ml

兵庫県産北錦
60％精米歩合

新入荷 白老　若水　純米　しぼりたて生酒 
澤田酒造
愛知県

2638円/1800ml
1360円/720ml

知多半島常滑産 若水
65%精米歩合

新入荷 日高見　純米初しぼり
平孝酒造
宮城県

2600円/1800ml
ひとめぼれ

60％精米歩合

新入荷 宝剣　純米吟醸　八反錦　生
宝剣酒造
広島県

3000円/1800ml
1500円/720ml

広島県産八反錦
55％精米歩合

新入荷 松の寿　純米吟醸　五百万石　しぼりたて
栃木県

松井酒造
3000円/1800ml
1500円/720ml

五百万石
55％精米

新入荷 山形正宗　純米吟醸　うすにごり
水戸部酒造

山形県
3000円/1800ml

出羽燦々
50％精米

新入荷 山形正宗　純米大吟醸　藍　※蔵元渾身の1本
水戸部酒造

山形県
5000円/720ml

赤磐雄町
40％精米歩合

在庫あり 山形正宗　純米吟醸　秋津産　山田錦
水戸部酒造

山形県
3600円/1800m
1800円/720mll

秋津産山田錦
55％精米歩合

12月20日 大那　純米吟醸　スパークリング
菊の里酒造

栃木県
1600円/720ml

那須五百万石
50％精米歩合

12月22日 山和　純米吟醸　無濾過生原酒
山和酒造店

宮城県
3000円/1800ml
1500円/720ml

美山錦
50％精米

12月22日
頃

春霞　純米　無濾過生　赤ラベル
栗林酒造
秋田県

2300円/1800ml
美郷錦

　60％精米歩合

12月22日
頃

若波　純米吟醸　生酒　
若波酒造
福岡県

3100円/1800ml
1550円/720ml

麹米：山田錦55%
掛米：夢一献55%

全量『美郷錦』で仕込んでいます。旨みのフレッシュさ酸味の鮮やかさ、味わいのバランス後
切れと申し分ありません。お手頃価格で抜群の味わいということもあり人気商品。

今年も『あらばしり』、『中取り』、『攻め』と搾りの部分３種類が入荷。ぜひ飲み比べでお買い
求めいただきたい新酒。　※攻め1.8Ｌ 3000円 720ml1500円

洗練された程よい酸味と飲み飽きしない旨みは、杯を重ねるごとに良さを実感します。程よ
い軽快でメリハリのある酸が特色で、新酒のフレッシュな山和も味わいたいところ。

『岡山県産雄町』、『きもと造り』、『２年熟成』ソフトな旨みに穏やかに辛みがじわじわ、じわ
じわと力強く、余韻が長く伸びていきます。熟成された丸みもありつつ、その奥から徐々に凛
とした酸が主張してきます。

県産米ひとめぼれを使用　味幅のある旨みが伸びて、後半から良い辛みと渋みも織りなし
味わい深さがあります。今年も干支ラベル『戌』の文字が入ってます。

今期も抜群のフレッシュ感！生搾りグレープフルーツのような果実感がある旨みと酸味で、
まさにフレッシュな新酒と言えます。今年も抜群のジュシーさ。

兵庫県産山田錦の中でも特A地区に位置するのが秋津産山田錦。グラマラスな酸と甘みが
豊かに広がります。甘みは張りのある酸の中に溶け込んでいるので甘ったるくなくメリハリ良
し。最後は政宗らしい切れでゴージャスかつ上品な逸品。

ガスがしっかりあって重たくない爽やかなにごり酒です。旨みが伸びやかで軽快なので、ぜ
ひワイングラスに注いで乾杯の１本におすすめ致します。

例年ぶどうのようなジューシーな酸が豊かで力強さがあります。今季の初しぼりは酸がより
クリアで綺麗な印象であらばしりがどんな味わいか楽しみです。

八反錦特有の瑞々しい酸とシルキーな旨みをより堪能できる新酒の生酒。新酒らしいフレッ
シュさと、新酒らしからぬ滑らかさ、切れは宝剣の酒造りの技術の高さを実感できます。

昨年は鑑評会での金賞受賞も含め明らかな酒質の向上を感じられた若波。口に含むと清ら
かで、伸びやかな甘みが広がります。その旨みは控えめに存在しながらも、しっかりと主張
もしてきます。出しゃばらないけど、確かな存在感。間違いなく最注目の蔵の一つ。

特徴

1601・601号の２種類の酵母をブレンドしていることで、程よいフルーティーさと味わいのバラ
ンスを上手くとっている松の寿。フルーティーさと切れのある新酒。

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。口に含んだ瞬間は新酒らしいフレッシュさがあり、柔らかくも後切れの良さが気持
ちよく、シャープな後口。超辛口の名に恥じないスッキリ新酒。
甘酸っぱい飲み口ですが、含むとお米のしっかりした旨味・甘味を酸味が支えて、濃厚なが
ら輪郭のはっきりした味わい。後半は酸味と辛味で硬質な切れ味。ボディがありつつ切れも
良し。

ソフトなお米の旨味と酸がまろやかで、新酒らしい苦渋が味わいの中に溶け込んでいて、辛
めの味わいになっています。新酒ながら、全ての要素が優しくまとまっていています。

玉栄と山田錦の掛け合わせで生まれた滋賀の酒米「吟吹雪」　固い米の「玉栄」と比べ柔ら
かく溶けやすいので、新酒から味が乗っています。お米の旨みがより感じられ艶っぽさもあ
ります。

低温貯蔵庫で熟成されたことにより、爽やかな飲み口、ふくよかな旨みが備わっています。
鍋料理との相性が良く、冷酒からお燗まで幅広い温度帯で味わうことができます。


