（株）鈴木三河屋 2018-1-26

2018年2月のおすすめ＆新酒特集
■■■今年もよろしくお願い致します■■■

三河屋完全オリジナル 花巴 山廃純米 吟のさと うすにごり 入荷

今年もよろしくお願い致します。昨年は、新規取り扱いとして、『榮万寿』(清水屋酒造)、『川鶴』(川
鶴酒造）、『会津娘』(高橋庄作酒造店)が仲間入りしました。
近年、各酒蔵が自社栽培米作りが盛んになってきました。農家の高齢化の問題や、自分たちで米
作りに取り組むことで新たな発見があったり様々な要素が絡んでますが、日本酒業界がこれから
また新たなステージに向かおうとする機運が感じられます。これからもアンテナを張って皆様に美
味しいお酒を届けるべく努めてまいります。

第一弾初しぼり生原酒に続き、うすにごりが入荷致しました。
酒米『吟のさと』、精米歩合『70％』、酵母『蔵付き酵母』山廃造り。今期は、薮田の搾り機から槽搾り
に変わっています。そして昨年よりもより味乗りするよう造りの時期を前倒しにするなどマイナーチェン
ジを遂げています。通常販売品、山廃四段仕込み(吟のさと、ひとごこち2種使用)うすにごりも併せて
お買い上げいただければ幸いです。

※『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

新入荷

銘柄

石鎚 手造り純米 初(うぶ)

在庫有り 超王祿 純米 春季限定生原酒 29BY ★★★
新入荷

超王祿 純米 直汲み28BY ★★★★ ※お一人様1本

新入荷

穏(おだやか) 純米吟醸 しぼりたて
パーカーポイント91点のお酒の米違いバージョン

新入荷

川鶴 純米 限定直汲み 無濾過生原酒

残りわず
乾坤一 純米 うすにごり 本生
か

生産者/所在地

税抜価格

原料米品種

特徴

王祿酒造
島根県

3500円/税別

麹米：五百万石 60％精米
掛米：五百万石 60％精米

仁井田本家
福島県

3200円/1800ml

美山錦
60％精米歩合

ほのかにメロンを思わせる爽やかな香り。新酒らしい瑞々しい口当たり。含むと、ソフトな旨
味と優しい酸が広がり、大人しい味わいながら飲み進めていくとじわじわと旨味が広がりま
す。
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
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
す。
ピチピチガス感を感じられる王祿の神髄、直汲みが入荷！！凝縮した旨みと酸の中で弾け
るガス感。通常本生は一つ★。最大５つ星の中取りが一番収量が少なく、直汲みは次に稀
少な四つ星
金寶自然酒でお馴染みの仁井田本家が、醸造用乳酸を一切使わず、白麹酵母で醸す穏
(おだやか)。口に含むとフレッシュ爽やかな旨みとレモンのような酸がすっと抜けていきま
す。直汲みならではのガス感がさらに爽やかを引き立てます。

川鶴酒造
香川県

2450円/1800m
1225円/720mll

オオセト
65％精米歩合

口に含むとマスカット系の爽やな香りが広がります。華やかさが前半にきて、後半は直汲み
ならではの微発泡感と軽快な切れ。新酒感抜群のフレッシュさ。

大沼酒造店
宮城県

2300円/1800ml

ササニシキ
60％精米歩合

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です。酸の効いたフレッシュな新酒

石鎚酒造
愛媛県

2700円/1800m
1350円/720mll

福井県産五百万石
60％精米歩合

王祿酒造
島根県

3400円/1800ml 麹米：五百万石 60％精米
1700円/720ml 掛米：五百万石 60％精米

限定品純米大吟醸 生酒 『Shibata's 』は柴田杜氏(醸造責任者)の名前です。華やかさと
繊細さを持ち合わせた逸品。口に含んだ瞬間はパイン系の華やかな甘と酸が膨らみます
が、その後はソフトな甘みが繊細に伸びて、優しく引いていきます。ここ数年で最高の出来
開栓注意！！！ 空気穴がありますが、今年はガス圧が高い元気な発泡です。こちらも抜
群出来映え。繊細な甘みとシルキーなおりで雪解けのように優しい余韻で口の中から引い
ていきます。価格といい味わいといい、恐れ入るにごり酒。

新入荷

紀土-KID-Shibata's純米大吟醸 be fresh(生原酒)

平和酒造
和歌山県

3600円/1800ml
1800円/720ml

山田錦
50％精米歩合

新入荷

紀土 純米吟醸 にごりざけ

平和酒造
和歌山県

2400円/1800m
1200円/720mll

五百万石
55％精米歩合

新入荷

白老 でらから 純米 槽場直汲生原酒

澤田酒造
愛知県

2050円/1800m
1225円/720mll

新入荷

白老 若水 純米 槽場直汲み生原酒

澤田酒造
愛知県

2592円/1800m
1297円/720mll

新入荷

七田 純米無濾過生

天山酒造
佐賀県

2400円/1800ml
1150円/720ml

新入荷

七田 純米無濾過生 七割五分磨き 山田錦

天山酒造
佐賀県

2400円/1800ml
1150円/720ml

山田錦
75％精米歩合

旨みのコクを感じさせつ、低精米により味の濃縮感があります。濃醇ながらも山田錦で造っ
たお酒らしく旨みと酸のバランスよく軽快さもあり、杯を重ねやすくします。

新入荷

七本鎗 純米 山田錦 直汲み生原酒
※入荷数極少、お一人様1本のみ

冨田酒造
滋賀県

3400円/1800ml
1700円/720ml

滋賀県産山田錦
60％精米歩合

数年に一度しか出荷されない限定直汲みが入荷。マスカットのような旨みと酸のボディがあ
ります。クリアな旨みの中に小さなガスがちりばめられてます。力強い味わいで濃淳酒ファン
必飲。

五百万石/あいちのかおり 旨みと酸が引き締まりつつ、中盤にエキス感のある酸味が一瞬顔を出しますが、後半は生
原酒らしい力強い辛口が尾を引きます。でらから(デラックス辛口)の名にふさわしい辛口。
75％精米歩合
限定直汲みバージョンが入荷。あんずのような酸と、密度のある旨み。ボディはありつつも
愛知県知多半島産 若水 味わいはスリムに引き締まってます。そして直汲みらしい微発泡感もしっかりで新酒らしいフ
65％精米歩合
レッシュさです。
ボディのある旨みと酸が口一杯に広がり、その後力強い酸で切れ味が良いです。七田らし
麹米：山田錦65％精米 い味乗りしたインパクトのある味わいは例年のままで、今期は透明感が増しています。濃淳
掛米：麗峰65％精米
でクリア。

入荷日

銘柄

生産者/所在地

税抜価格

原料米品種

特徴

シルキーな細い甘みとピリっと辛みの筋が抜けていきます。玉栄よりお米
の柔らかさを感じさせる新酒です。

七本鎗 純米 吟吹雪 中取り生原酒

冨田酒造
滋賀県

2800円/1800ml

吟吹雪
60％精米歩合

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

永山本家酒造
場
山口県

2800円/1800ml

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

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。

花巴 山廃純米 四段仕込み うすにごり無濾過生原酒

美吉野醸造
奈良県

2700円/1800ml

ひとごこち/吟のさと
70％精米歩合

乳酸飲料を思わせる香りの中にブドウのような要素もあり、爽やかな香り
です。フレッシュな口当たりながら舌触りは滑らかで甘酸っぱい飲み口。
含むと、ジューシーな旨味と果実のような酸味が広がります。

新入荷

花巴 山廃純米 吟のさと うすにごり
三河屋完全オリンジナル

美吉野醸造
奈良県

3000円/1800ml
1500円/720ml

吟のさと
70％精米歩合

新入荷

寶釼(ほうけん) 純米吟醸 八反錦 生酒

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

柑橘を連想させる香り。お米(澱)の穏やかな旨味を強めの酸が上手くま
とめてキリッと締まった味わいになっています。その中にも柑橘系果実を
思わせるジューシーさもあり、酸が味わいの中に馴染んでいます。
口に含んだ瞬間はするりと滑らか。口に含んだ瞬間はスリムな印象です
が、後からじゅわっときめ細やかな旨みと酸が爽やかに主張。新酒だけ
ど華美でない、でも新酒らしい爽やかさ。さすが飲み飽きしない宝剣。

新入荷

根知男山 雪見酒

渡辺酒造店
新潟県

2700円/1800ml
1700円/720ml

根知谷産五百万石
60精米歩合

口に含むと上品な吟醸香。シルキーな旨み、甘みと同時に辛みがやって
いきます。穏やかな余韻で切れがあります。新酒らしい華やかさを持たせ
つつ全体的に柔らかさを感じさせます。

新入荷

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
1600円/720ml

赤磐雄町
55％精米歩合

今年もフレッシュ仕上がり！ぴちぴちの酸をまろやかなオリの旨みが包
み込み、滑らかな旨みとレモンのような柑橘系の酸味の軽快さがたまり
ません。五味を十二分に感じらます。イカの刺身などと合わせれば至福

在庫有り

山形正宗 純米吟醸 たむぎの 27ＢＹ

水戸部酒造
山形県

3600円/1800ml

自家栽培出羽燦々
50％精米歩合

三河屋-5度冷蔵庫でさらに1年熟成で約2年の熟成。麦野地区自家栽
培米出羽燦々。出来る限り農薬を使用しない出羽燦々の旨みはトロピカ
ルで上質。約2年熟成でさらなる丸みとろみが生まれれます。

春霞 純米吟醸 無濾過生 酒こまち (栗ラベル・白)

栗林酒造
秋田県

3000円/1800ml

秋田酒こまち
50％精米

爽やかな香りと、やさしい味わいで春霞の中でも比較的甘味が強調され
ています。和菓子のようなふっくらした甘味で上質な舌触り。それでもフィ
ニッシュの軽快さがあるのが春霞らしさ。

2月2日

鶴齢 特別純米 越淡麗 生原酒

青木酒造
新潟県

3200円/1800ml
1600円/720ml

越淡麗
55％精米歩合

新潟県の酒造好適米の越淡麗。新潟の蔵でも、しっかりとした味わいと
切れに定評のある鶴齢のラインナップの中でも隠れた人気のあるお酒。
味乗りした深みのある旨みが期待できます。

2月上旬

若波 純米 無濾過生酒

若波酒造
福岡県

2600円/1800ml
1300円/720ml

壽限無
65％精米歩合

昨年、酒米『壽限無』で鑑評会金賞を受賞し、洗練された味わいをより感
じるようになりました。旨みの一押しがあり、バランス良しの生酒が期待で
きます。

2月上旬

貴 純米吟醸 山田錦 無濾過生原酒 中取り

永山本家酒造場
山口県

3500円/1800ml
1750円/720ml

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

山陽盃酒造
兵庫県

2700円/1800ml
1400円/720ml

播州吉川産山田錦
55%精米歩合

柔らかな甘みを感じられるよう四段仕込みを採用。アルコール度数も15
度に抑え重たさを感じさせない設計。山菜料理や鰆など爽やかな食材と
の相性を期待。

残りわずか

在庫有り

新入荷

残りわずか

在庫有り

1月26日頃

2月13日頃

貴 特別純米 無濾過生原酒 直汲み

播州一献 純米吟醸 SPRING WIND 生 ※新商品

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。今年はひっかかりなく後引きの良さがさらにUPで飲みすぎ注意(笑)
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

麹米：山田錦 60％精米 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
掛米：八反錦 60％精米 素が優しくまとまっていています。

鈴木三河屋
完全オリジナル第 2 弾
白老×鈴木三河屋 2 月 26 日解禁 予約受付開始
白老×鈴木三河屋

特別純米

若水

Season 1

※槽場直汲み。

コンセプト：｢幅広い料理に合わせられる食中酒｣です。｢白老｣らしいジューシー感がありつつ、引
き締まったクリアな味わい、やや辛口のシャープなキレ味を目指します。
お米：澤田酒造の地元愛知県知多半島の篤農家｢土居佐吉｣さんが栽培する『若水』だけを使用
します。これは｢いいお酒はいいお米から｣という基本的考え方に基づいて、トレーサビリティがは
っきりしている｢安心・安全なお米｣だけを使いたいという鈴木三河屋の想いを澤田酒造にご理解
頂いたからに他なりません。
品質：基本的考え方は、｢空気に触れる時間を最小
限｣にすることと冷蔵保管です。
生酒は、上槽(搾り)後速やかに瓶詰めして、即冷蔵
保管します。火入れ酒は、上槽(搾り)後速やかに瓶
詰め・瓶火入れして、即冷蔵保管します。
Season2（春）：無ろ過生原酒（ほっと和らぐ華やかさ）・・・
4 月発売予定

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <切りとり線> - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ----

限定品【白老×鈴木三河屋

特別純米 若水 Season 1(槽場直汲み)】

FAX：03-3588-1188 TEL：03-3583-2349 もしくは info@mikawa-ya.co.jp までお願いいたします。
※予約制ではありませんが数量限定の為、入荷前の予約完売の際はご容赦ください。
お名前
（店名）
受取方法

●配達

納品（受取）
希望日

ご連絡先
御予約本数

月

●ご来店
日

（○をお付け下さい。）

※納品日・受取日は２月２６日（月）以降でお願い致します。
※宅配便の場合も、２月２６日（月）以降でお願い致します。

TEL
1800ml
720ml

●宅配便

ＦＡＸ
2,593 円
1,297 円

本
本

※掲載価格は税別価格となります。本紙は予約申込用紙としてお使いいただけます。

