（株）鈴木三河屋 2018-04-20

5月おすすめ＆夏酒

TEL 03-3583-2349
FAX 03-3588-1188
GWの日程 2018年4月～5月

佐川急便クール対応について

ゴールデンウィーク日程お知らせ
恐れ入りますが、GWの期間中はカレンダー通り、祝日は休み
とさせていただきます。詳しくは右のカレンダーをご参照ください。
ご発送に関しては、5/2(水)9時迄のご発注は、5/3(木)～6(日）指
定を承ります。5/2(水)正午以降のご発注は5/7(月)ＧＷ明けの発
送となります。大変申し訳ございませんが、翌日着希望のお客様
は営業日の午前9時までに発注をお願いいたします。

日本酒を含む宅配便はクール便にで発送させていただきま
す。送料は地域、本数により異なりますのでHPをご参照いた
だくか、スタッフまでお尋ねください。ご理解の程宜しくお願い
致します。なお、沖縄県や離島へのご発送の際は、ヤマト便
にて対応しております。お電話にてご相談ください。

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12～19時の営業です。
12～17時の営業です。
休ませていただきます。

※『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

銘柄

生産者/所在地

税抜き価格

原料米品種

特徴

いちごのようなキュートな香りに、ミントのような香りも見え隠れします。口に含んだ瞬間は凝
麹：秋田酒こまち45%精米 縮された甘みと酸が、綺麗にスリムに入り込んできます。そこから力強く味が伸びて後半は
掛：美山錦55%精米
ピリッと辛口のメリハリの良さが秀逸。

新入荷

天の戸 純米吟醸 夏田冬蔵 こま美 火入れ

浅舞酒造
秋田県

3200円/1800ml

新入荷

王祿 純吟限定生原酒 春季限定 ※新商品

王祿酒造
島根県

4500円/1800ml

東出雲産山田錦
50％精米歩合

新酒らしいピチピチ・フレッシュな口当たり。含むと、果実の香りと共に凝縮感のある旨味と
酸味がバランスよく広がり、後半は伸びのある酸味と新酒らしい苦味・渋味が相まってコクを
感じながらドライにしっかり切れていきます。

新入荷

木戸泉 特別純米 PURE GREEN(ピュア グリーン)
2018 生原酒

木戸泉酒造
千葉県

2800円/1800ml

兵庫県産山田錦
60%精米歩合

爽やかなキュウイのような酸がジューシーに広がります。味幅があり、酸もありつつも生原
酒でアルコール度１６度の為、いつもの木戸泉より軽快です！！爽やか濃醇系としてオスス
メ。

新入荷

クラッシック仙禽 雄町 火入れ 原酒

せんきん
栃木県

3100円/1800ml
1550円/720ml

栃木県さくら市産雄町
50％精米

透明感があり繊細な旨みに、しっとりスリムな酸が綺麗に伸びていきます。クリーミーな口当
たりで繊細ながら旨み酸の印象もしっかりと残していきます。

新入荷

寫樂 純米吟醸 備前雄町 生
※米違いで『赤磐雄町生』もございます。

宮泉銘醸
福島県

3700円/1800ml

備前雄町
50％精米歩合

冨田酒造
滋賀県

2500円/1800ml

玉栄
80％精米歩合

仁井田本家
福島県

2600円/1800ml
1300円/720ml

自然栽培米
70％精米歩合

澤田酒造
愛知県

2593円/1800ml

知多半島産若水
60%精米歩合

美吉野醸造
奈良県

3000円/1800ml
1500円/720ml

奈良県産吟のさと
50％精米

平孝酒造
宮城県

4000円/1800ml

短稈渡船
50％精米歩合

美吉野醸造
奈良県

3000円/1800ml

吟のさと
70％精米歩合

在庫あり 七本鎗 純米80 生原酒 28BY
在庫あり 田村 きもと純米 ※仁井田本家 自社栽培米ブランド

残りわずか 白老×鈴木三河屋 Season 2 無濾過生原酒

新入荷

HANATOMOE 完熟 無濾過生原酒 ※新商品

新入荷

日高見 純米吟醸 天竺 短稈渡船 生詰め
米違いで『山田穂 生詰め』も同時発売

新入荷

花巴 山廃純米 吟のさと 無濾過生原酒 無加圧
※三河屋完全オリジナル第3弾

今季最後に出荷される生酒。力強い旨みと艶っぽい酸、エネルギッシュさがありつつ透明感
抜群の味わいは日本酒ファンはもちろん、初心者にも味わっていただきたいところ。今期の
寫樂は昨年よりキレがよりしっかり感じられます。
昨年８月に蔵からリリースされた直後は、味乗りがまだ足りずに硬い印象の生原酒ですが、
それから8カ月が経過し、低精米らしい旨みのボディが出てきました。パワフルな旨み、厚み
のある酸の切れはお肉の炒め物などとも相性良し！
正統派の落ち着いた味わい。旨みを感じさせながらきもと造りらしい切れの良さが素晴らし
いです。赤身の刺身や鳥肉を含め幅広く料理に寄り添う懐の深さがあります。お燗もしっか
り辛口で◎
完全オリジナル第2弾。柑橘系の爽やかな甘と酸がクリアな口あたり。後から尻上がりに酸
と渋が浮かびあがり、フィニッシュはしっかり辛口。開栓後日にちが経つと味の膨らみが増し
ます。
含むと、根底にある辛味の上で程よいコクを感じる旨味を軽快な酸が覆って、第一印象はド
ライですが、スッキリ引き締まった味わいの中に程よい深みも感じられます。酵母無添加だ
からこそできる｢酵母｣のポテンシャルを限界まで引き出した「もろみ完熟」のお酒。
天竺シリーズ、今期は一回火入れ【生詰め】で２種入荷致します。『短稈渡船』は山田錦の
父、『山田穂』は山田錦の母の品種にあたります。どちらも透明感がありますが、山田穂の
方がより酸がしっかりタイプ。※米の収量の関係で今季で終売商品です。
圧力をかけず取れた部分の無加圧直汲みバージョンが入荷。梅の花のような香り。酸の凝
縮感がありつつも、直汲みらしい繊細な滑らかさもあります。引いていく余韻の力強さも花巴
らしく素晴らしい出来です。

入荷日・在庫

銘柄

在庫有り 寶釼(宝剣) 純米吟醸 愛山 生
新入荷

山形正宗 純米 蔵付酵母 火入れ

新入荷

若波 純米大吟醸 山田錦 ※スペックリニューアル、
一押し◎

新入荷

播州一献 山廃純米 播州愛山 生 ※新商品

4月下旬 春霞 純米吟醸 緑ラベル 生

4月下旬

にいだしぜんしゅ めろん3.33
※旧シリーズ名 番外 自然酒 純米吟醸 生原酒 直汲

生産者/所在地

税抜き価格

原料米品種

特徴

宝剣酒造
広島県

4500円/1800ml

兵庫県産愛山
50％精米歩合

艶っぽさがあり、とてもしなやかでするりと舌の上を伝います。柔らかく艶っぽい旨みに後キ
レの良さがあり魅惑の生酒。優しくも潔い、まさに造り手の心が分かるお酒。

水戸部酒造
山形県

3000円/1800ml
1500円/720ml

山形県産出羽燦々
60%精米歩合

若波酒造
福岡県

5000円/1800ml
2700円/720ml

福岡県糸島産山田錦
45％精米歩合

蔵内の古い梁から採取した酵母を使用したお酒。昨年とのスペックの違いは『生』から『火入
れ』。精米歩合65⇒60％へとマイナーチェンジしています。昨年よりしっかりとした味わいの
力強い酒質になっています。
イチゴのようなキュートな香り。甘みとピリっと小気味の良い酸。凝縮感がある甘みと酸がカ
ドなく一体となってスムースに伸びる余韻に酔いしれます。力強さと滑らかさを兼ね備えた一
押しです。

山陽盃酒造
兵庫県

3000円/1800ml
1600円/720ml

播州産愛山
65％精米歩合

攻める壺坂氏、愛山を山廃仕込みで醸した意欲作。深みのある風味、野性味と複雑さを感
じさせる酸は山廃造りらしいところ。油のある肉料理との相性が良さそうです。

栗林酒造店
秋田県

3000円/1800ml
1500円/720ml

美郷錦
50％精米歩合

美山錦
60％精米歩合

仁井田本家
福島県

蔵で一番こだわりの酒米「美郷錦」で醸した生酒。甘・旨・酸とバランスよく、そして軽快。味
わいをしっかり舌で感じさせつつ、とても爽やかに切れます。春霞らしさを存分に堪能できる
1本。
麹/掛米：五百万石60％精 「3.33」は3段仕込みプラス４段目はいつもの「0.33」割合仕込みの意味。メロンのような香
3200円/1800ml
米
掛米：トヨニシキ 味、フルボディでジューシーな甘みと酸のインパクトがあります。味の凝縮感と伸びやかさで
1600円/720ml
ハマること間違いなし。
60％精米
GW前に生原酒が入荷。火入れよりもより力強い切れを期待できます。早期完売確実の１本
です。

4月27日 鶴齢 超辛口 純米無濾過 美山錦 生原酒

青木酒造
新潟県

2800円/1800ml
1400円/720ml

5月7日

紀土(きっど) 純米吟醸 夏ノ疾風（なつのしっぷう）

平和酒造
和歌山県

2300円/1800ml
1150円/720ml

5月7日

群馬泉 淡緑（うすみどり）

島岡酒造
群馬県

3334円/1800ml

若水
50％精米

入り口は艶やかで、瑞々しいメロンのような旨みの酒質。爽やかで瑞々しい旨みにキリッと
した酸で締まります。

5月7日

天青 夏・純米吟醸

熊澤酒造
神奈川県

2750円/1800ml

山田錦
50％精米

ライトなボディでもお米のコクを残した味わいで、初夏から真夏までリピートの多いロングセ
ラーのお酒。旨みの膨らみと後切れの爽やかが、ついもう1杯とクセになります。

5月7日

播州一献 純米 夏辛

山陽盃酒造
兵庫県

2400円/1800mll
1200円/720ml

兵庫北錦
60％精米歩合

定番で人気の播州一献辛口の夏バージョン。ドライな切れで納得の辛口仕上がり。ウナギ
の油をさっぱりと流し込む酸と切れ口が特徴で、後に引かない爽やかさ。

5月9日

石鎚 夏吟 （アル添タイプ）

石鎚酒造
愛媛県

2600円/1800ml
1300円/720ml

麹米：山田錦50％
掛米：松山三井60％

夏酒らしい華やかがあり、味乗りもしています。なめらかさもあって今季も蔵元自信の１本。
毎年華やかクリアな味わいで６月発売予定の夏純米と並んで大人気の夏酒。

天山酒造
佐賀県

2700円/1800ml
1300円/720ml

出羽燦々
60％精米歩合

美吉野醸造
奈良県

1650円/720ml

吟のさと
50％精米

5月17日 白老×鈴木三河屋オリジナル 生しばり

澤田酒造
愛知県

2593円/1800ml
1297円/720ml

知多半島産若水
60%精米歩合

細かくシャープなガスがとても爽やかな味わいです。十二分に気泡が口の中で踊り、柑橘系
のキュッと締まった酸味が爽快。純米大吟醸の造りにより重たさがなくすっきりな後口抜群
で夏場に乾杯で飲みたくなります。
3ヶ月間蔵の冷蔵庫に生のまま縛り付けて(生しばり)置きました。上品な甘みが出て全体の
バランスがよくなり、一見優しそうな味わいに見せかけておいて、後半シャープでドライにガ
ツンとしばかれる｢どＭ｣的な味わいになっています。

5月18日 鶴齢 超辛口 純米無濾過 美山錦 火入れ

青木酒造
新潟県

2800円/1800ml

美山錦
60％精米歩合

こちらは毎年定番の夏酒超辛口火入れ。旨味もあるので、飲み飽きせずに何杯でも飲めて
しまいます。早期完売確実の１本です。

水戸部酒造
山形県

2500円/1800ml
1250円/720ml

山田錦
60％精米歩合

まさに名刀正宗のように抜群の切れ味、夏酒人気NO1商品です。例年味わいがありつつも
爽やかな柑橘系の後口の切れに魅了されます。花火ラベルも可愛らしく大好評。

5月11日 七田 夏純
5月16日 花巴 純米大吟醸 スプラッシュ

５月中旬 山形正宗 夏ノ純米

軽やかでシャープな酸と旨みで紀土らしい口当たりの柔らかさが特徴。今期はさらに透明感
五百万石
麹：50％掛55％精米歩合 のある爽やかさ、切れの良い酒質を目指しています。

七田らしい旨みのボディがしっかりとありますが、夏に冷酒で美味しく飲めるよう軽快な後
口。旨みは膨らみ過ぎず引きの良さがあります。

