
（株）鈴木三河屋　2018-06-25

TEL　03-3583-2349

FAX　03-3588-1188

※『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

新入荷 石鎚　特別純米　夏純米
石鎚酒造
愛媛県

2900円/1800ml
しずく媛

60％精米歩合

新入荷 川鶴　Heart & Soul
川鶴酒造
香川県

2800円/1800ml
自社栽培山田錦
80％精米歩合

新入荷 木戸泉　純米　総の舞　瓶囲い火入れ
木戸泉酒造

千葉県
2200円/1800ml
1100円/720ml

千葉県いすみ市産総の舞
65％精米

新入荷 乾坤一　純米吟醸　鈴風　
大沼酒造店

宮城県
3000円/1800ml

宮城県産ササシグレ
50％精米歩合

新入荷 鷹来屋　山田錦85%精米歩合　純米酒生酒
浜嶋酒造
大分県

2600円/1800ml
1300円/720ml

自家栽培米山田錦
85%精米歩合

新入荷 大那　特別純米　夏の酒　「蛍」
菊の里酒造

栃木県
2700円/1800ml

那須産ひとごこち
55％精米

新入荷 春霞　純米吟醸　田んぼラベル　瓶囲い火入れ
栗林酒造店

秋田県
2700円/1800ml

美郷錦
55％精米歩合

新入荷 春霞　純米吟醸　わき水ラベル
栗林酒造店

秋田県
2800円/1800ml

美郷錦
55％精米歩合

新入荷
播州一献　純米吟醸　夏のうすにごり　THUNDERHEAD
(サンダーヘッド)

山陽杯酒造
兵庫県

3000円/1800ml
兵庫県産北錦
55％精米歩合

新入荷 播州一献　純米大吟醸　無濾過　北錦
山陽杯酒造

兵庫県
3000円/1800ml

兵庫県産北錦
50％精米歩合

新入荷 播州一献　純米　夏辛
山陽盃酒造

兵庫県
2400円/1800mll

兵庫北錦
60％精米歩合

特徴

メロンのような瑞々しさに舌触りがソフトでシルキー。穏やかにすっきりと引いていく余韻。
マスクメロンのような上品さのある甘みは出しゃばらず、もう１杯飲みたいという気持ちにさ
せます。

穏やかな夏酒でリピータが多く、夏野菜や漬物なども相性が良いです。今期は落ち着いた
旨みと良い渋味が一体となって程よい味幅がありつつ軽快。昨年よりより落ち着いた味わい
で芋類とも相性が良さそうです。

ほんのりブドウを思わせる穏やかな香り。スマートな口当たり。含むと、軽快な旨味と爽やか
な酸味が一体で広がり、80%精米とは思えないクリアでドライな味わいになっています。後半
は、仄かな苦味をアクセントにじわっとコクを感じながら爽快に切れていきます。

お米の旨みとふくらみがありつつすっきり切れるのがいつもの乾坤一の特長ですが、夏酒
使用は違います。ライトな旨みと酸がクリアに広がり、旨み酸はゆっくりと引きながら最後は
ドライにしっかり切れます。

柑橘系の爽やかな酸に深みのある落ち着いた旨みがうまく馴染んでいます。原酒ならでは
の味わいのボディがありますが、後半のしっかりとした切れが抜群で杯が進みます。昨年よ
りさらに良い出来栄え、そして驚くべきこの価格。

爽やかな青リンゴのような香り。口に含むと軽快な甘みと酸がありつつ、シャープに切れま
す。例年より後口のシャープさを意識して醸されました。

自家栽培米の山田錦を使い米をあまり磨かずに仕込んだお酒　旨みと酸が伸びやかで生
酒らしい力強さがありつつ、全体的には鷹来屋らしいソフト感。たぷっとした味わいの中に複
雑味を感じさせます。この色々な味わいの要素が揚げ物など様々な料理を引き立てます。

THUNDERHEADは『入道雲』を意味します。わずかに感じる微発泡感。しまった甘みと酸の
バランスがよく柔らかく、そして軽快な切れ。初夏に最適の酸とガス感で、今期も播州一献の
完成度の高いです。

ほんのりリンゴを思わせる穏やかな香り。含むと、柔らかい甘味・旨味と瑞々しい酸がバラン
スよく広がり、程よいボディを感じつつ滑らかに喉を滑り落ちます。後半は、仄かな苦味・渋
味でコクを感じながらややドライに引いていきます。

こちらの商品は田んぼラベルとの対比でより『甘・酸』のしっかり主張したコンセプトで醸して
います。凝縮感のある甘酸がバランス良く主張しますが、そこはさすが春霞らしく後口はしっ
かりドライな展開にもっていきます。ぜひ田んぼラベルとの飲み比べもオススメ。

定番で人気の播州一献辛口の夏バージョン。超辛口でも薄っ辛くない、爽やかで切れの良
さ抜群。ウナギの油をさっぱりと流し込む酸と切れ口が特徴で、引っ掛かりのない爽やかさ
と柔らかさ。

ご飲食店様向け

7月おすすめ

＆夏酒

大長野酒祭り2018 in 四ツ谷 前売りチケット 販売してます。

日程：7月15日(日) 12:30～17：30 会場：四ツ谷～四谷三丁目エリア有志飲食店

26店舗!! 参加費：前売りチケット 6,000円

個性豊かで情熱あふれる蔵元が約27蔵、四ッ谷にやって来ます！日本酒はもちろ

ん、ワイン・地ビール・ウイスキーなども登場！。四ッ谷の有志飲食店26店に蔵元

が分かれて、自慢のお酒を振る舞います。各飲食店では、自慢の美味しい酒肴を

たっぷり堪能できます。三河屋でチケット販売中。ネットで『大長野酒祭り』と検索で

公式HPにて詳細を確認できます。



入荷日・在庫 銘柄 生産者/所在地 税抜き価格 原料米品種

新入荷 日高見　純米大吟醸　Daccha　※新商品
平孝酒造
宮城県

5000円/1800ml
蔵の華

40%精米歩合

新入荷 日高見　吟醸酒・夏吟
平孝酒造
宮城県

2913円/1800ml
山田錦

50％精米

新入荷
寶釼(宝剣)　涼香　純米吟醸
※吟醸酒から純米吟醸酒に規格変更。

宝剣酒造
広島県

3200円/1800ml
1600円/720ml

広島県産八反錦
55%精米歩合

新入荷 山和（やまわ）　特別純米　中取り原酒　ROCK
山和酒造店

宮城県
2700円/1800ml

蔵の華
60％精米

新入荷
山川光男　2018　なつ
※山形県の有志4蔵によるユニット

山形県
3200円/1800ml
1600円/720ml

山形県産酒造好適米
60％精米歩合

新入荷 若波　純米吟醸　FY2　リンゴ酸を多く生成
若波酒造
福岡県

2700円/1800ml
1350円/720ml

福岡県産米
55％精米

在庫有り 鶴齢　純米超辛口
青木酒造
新潟県

2800円/1800ml
美山錦

60％精米

在庫有り 木戸泉　actiba 生
木戸泉酒造

千葉県
2800円/1800ml
1400円/720ml

いすみ市産五百万石
60%精米歩合

在庫有り 天青　夏・純米吟醸
熊澤酒造
神奈川県

2750円/1800ml
山田錦

50％精米歩合

在庫有り 山形正宗　夏ノ純米
水戸部酒造

山形県
2500円/1800ml

山田錦
60％精米歩合

7月上旬 しぜんしゅ　蔵付木桶仕込み　新商品/限定流通
仁井田本家

福島県
3400円/1800ml
1700円/720ml

有機JAS　夢の香
70%精米歩合

7月5日
白老×鈴木三河屋 Season3（夏） うすにごり生
※720mlは7月18日発売です。

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

7月4日 鶴齢 特別純米　爽醇
青木酒造
新潟県

2700円/1800ml
1350円/720ml

越淡麗
55％精米

7月20日 日高見　純米大吟醸　助六江戸桜　※新商品
平孝酒造
宮城県

3500円/1800ml
吉川/東条産特等山田錦

50％精米歩合

麹米は吉川産特等山田錦、掛米は東条産特等山田錦を使用。カジュアルな日本酒がコン
セプト。香り系の宮城酵母を使用していますが、穏やな香りで日高見らしい切れのある純米
大吟醸です。

山形正宗、楯野川、東光、男山の4蔵共同で醸したお酒。それぞれの文字を１つずつ取って
「山川光男」な命名されました。今回の醸造元は山形正宗。穏やか旨みと味のある渋みにド
ライな切れ抜群。旨みがありつつ夏酒らしいすっきりした爽快酒。

特徴

たっぷり旨みのある力強い味わいを、14度まで加水することにより「旨口×爽快」の夏酒。こ
ちらはスリムな旨みにすっきり後口。豪快切れ味の超辛口とは異なるライトな爽醇タイプで
す。

宮城県の方言『だっちゃ』。宮城の米、水、宮城酵母で醸した純米大吟醸。ナシのような瑞々
しく透明感のある甘みと酸が柔らかく口の中を広がります。フィニッシュは日高見らしい穏や
かな切れ。バランスも良く素晴らしい「made in 宮城」の日本酒。

福岡夢酵母2号を略してＦＹ２。リンゴ酸を通常の２～３倍生成する酵母。まさにりんごのよう
うな瑞々しい酸が口の中に広がります。酸がしっかりなのに驚くほど滑らかに伸びていく味
わいで過去最高の出来ではないでしょうか。

夏酒はライトなボディのタイプが多いですが、山和はあえて原酒で勝負。そしてロック推奨。
力強い旨みと酸を感じさせつつ、山和らしいクリアでカドのない飲み口。氷を一つ浮かべれ
ばまろやかになります。

青リンゴのような爽やかな香り。旨みと軽快な酸が滑らか。しっとりと上品な旨みは、全くし
つこくなくスムースに喉を通ります。上品な旨みはすーっと綺麗な余韻を残して引いていきま
す。

熊本９号酵母らしい清涼感のある香りがあります。メロンのような瑞々しさがありつつも、滑
らかですっきりで最後はほんのりスパイシーな切れ。切れは穏やかで１４度という低アル
コールでするすると呑めてしまいます。

レモンのような香り。口に含めば聡明感のある旨みと酸が爽快で、レモンスカッシュのような
爽快さがあります。旨みがありつつ、爽快な酸が夏酒ぴったしの味わいです。今年も爽快さ
抜群で期待を裏切りません！！

口に含んだ瞬間の爽やかでクリアな吟醸香。シルキーな旨みがとにかくソフト。旨みを感じ
た後は、引きの余韻が綺麗で最後は繊細な後切れ。純米吟醸になりよりソフトで繊細な余
韻になりました。

『超辛口』タイプの夏酒として不動の人気！ラムネのような爽やかな香り。口に含むとさっぱ
りした旨みを感じさせ、そこから鮮やかな超辛口。

木桶×きもと×酵母無添加×四段仕込み　旨みのパワフルさと野性味のある酸。深みと複
雑味がありつつきもと造りならではの後口の小気味の良い切れ。一度飲んだら「お見事！」
と思う味わいの展開です。

「千葉日本酒活性化プロジェクト」から生まれたお酒です。エキス感のある旨みと酸がふくよ
かでトロミがあります。ほのかな甘みも感じさせつつ酸のキレとドライフルーツのようなコクも
ある力強いお酒。

完全オリジナル酒　夏まで冷蔵熟成することで、キメ細かいピチピチ感とハツラツとした酸に
なり、爽やかで清涼感が際立ちます。蒸し暑い日本の夏に体が欲する清涼感です。キリッと
冷やしてお召し上がり下さい。納涼料理はもちろん、スタミナ料理にも相性抜群です。


