
※『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

新入荷 川鶴　純米吟醸　雄町
川鶴酒造
香川県

3000円/1800ml
岡山県産備前雄町

58％精米歩合

ほんのりブドウを思わせる上品な香り。含むと、ふくよかな甘味・旨味に程よい酸
味が絡んで、バランスよくまとまっています。後半は、仄かな苦渋でややドライな
味わいになって軽快に切れます。

再入荷 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

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。

新入荷 七本鎗　純米80　生原酒　※限定出荷
冨田酒造
滋賀県

2700円/1800ml
1450円/720ml

滋賀県産玉栄
80％精米歩合

生原酒は数量限定　滋味深い旨みと酸。生原酒らしい力強いボディを感じさせつ
つスムースな余韻。お肉料理や脂の乗った焼き魚などとも相性良し

新入荷
白老×鈴木三河屋　裏バージョン３
※生熟成からの火入れ熟成原酒

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

搾りたてを３ヶ月間生熟成後、火入れして更に３ヶ月間熟成した普段は中々お目
にかかれない特別誂え。落ち着いたフレッシュ感を残しつつ、程よい味乗りと爽快
な切れ味を実現しました。

在庫あり 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

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。バランス良い「made in 宮城」の日本酒。

新入荷 若波　純米吟醸　壽限無(じゅげむ)
若波酒造
福岡県

3200円/1800ml
1600円/720ml

壽限無(じゅげむ)
55%精米歩合歩合

よく溶けた甘みと酸、ほんのりガス感があることで爽やかさもあります。旨みの味
乗りがありながら伸びやかで、しかも凛とした後切れの良さも併せ持った素晴らし
いお酒。

8月24日 山形正宗　純米吟醸　秋あがり
水戸部酒造

山形県
2800円/1800ml
1400円/720ml

山田錦
55％精米歩合

例年野太く落ち着いた旨みに、旨みの幅を持たせたまま抜群の切れで辛口の
フィニッシュが期待できます。今年はより凝縮された、しっかりとした旨みに仕上
がっています。サンマはもちろん豚ロースなど油の乗った料理との相性も抜群。

8月24日 天青　特別純米　原酒　秋おりがらみ
熊澤酒造
神奈川県

2700円/1800ml
五百万石

60％精米歩合

毎年お米の旨みとコクが落ち着いた味わいで、秋のサンマを食べながら飲みたく
なります。お燗もオススメで、旨みのふくらみと原酒らしい力強さが熱燗にして崩
れません。

8月26日 播州一献　純米吟醸　無濾過原酒　ひやおろし
山陽盃酒造

兵庫県
2900円/1800ml
1600円/720ml

兵庫県産北錦
55％精米歩合

クリアな旨みが程よく膨らみ穏やかな余韻で後半はしっかりとした辛口のフィニッ
シュへ。昨年よりも後切れの洗練さが増して新たなステージへ昇る播州一献を体
感できます。

9月4日 石鎚　特別純米　ひやおろし
石鎚酒造
愛媛県

2800円/1800ml
1400円/720ml

麹米：雄町55％精米
掛米松山三井60％精米

毎年透明感のあるひやおろし。しっとりとしたお米の味わいがありますが、後口が
とてもきれいです。冷からぬる燗まで幅広く楽しめる辛口純米酒。

（株）鈴木三河屋　　2018-08-24
2018年9月のおすすめ＆秋酒特集

しんき新規アちうか

新規取り扱い開始！！！ 伊予賀儀屋(いよかぎや) 愛媛県西条市、 北光正宗(ほっこうまさむね) 長野県飯山市

別紙で詳しく記載しておりますのでぜひご覧ください。



銘柄 生産者/所在地 税抜き価格 原料米品種

9月上旬
伊予賀儀屋　秋あがり　無濾過 純米原酒
※新規取り扱い

成龍酒造
愛媛県

2750円/1800ml
1375円/720ml

松山三井
60％精米歩合

ひと夏寝かせた火入れ原酒は生原酒で感じられない重厚感や季節折々の味わいが
人気の秘密。秋風や秋の味覚と一緒に気軽に飲んで頂きたい1杯です。

9月上旬
伊予賀儀屋　純米原酒　「SEIRYO　TSUKIMI」
※新規取り扱い

成龍酒造
愛媛県

3050円/1800ml
1525円/720ml

愛媛県産しずく媛
60％精米歩合

切り絵作家塩崎剛さん秋の代表作「月光稲穂」をラベルにあしらいました。秋の涼風の
中、月を見ながら飲んで頂きたい円熟の旨味を実現した無濾過原酒。

9月4日 山和（やまわ）　純米吟醸　ひやおろし
山和酒造店

宮城県
3000円/1800ml
1500円/720ml

美山錦
50％精米歩合

旨みの口当たりの良さは三河屋取り扱いのお酒の中でもトップクラス。山和のふっくら
旨みと酸のバランス、口当たりの柔らかさは杯を重ねるごとに良さが分かる酒。

9月上旬
超王祿　無濾過生詰　ひやおろし
27BY　※蔵の在庫状況により

王祿酒造
島根県

3250円/1800ml
麹米：山田錦60％

掛米：五百万石60％

約3年の間、じっくり寝かされ機が熟して出される27BYのひやおろし。蔵の在庫状況に
より27BY完売後に、28Yが出荷となる可能性もあります。是非、王祿の凄みをお楽しみ
ください。

9月5日 七本鑓　無農薬純米酒　無有
冨田酒造
滋賀県

未定
滋賀県産玉栄
60％精米歩合

限定入荷の無農薬純米　しっかりとした熟成感とお米本来の旨みと深みを特に感じさ
せ、特にこのお酒を好まれる七本鎗ファンも多いです。穀物から出来たお酒と実感でき
ます。

9月7日 春霞　特別純米　ひやおろし
栗林酒造店

秋田県
3000円/1800ml

山田錦
60％精米歩合

米の旨みと酸の味わいがしっかりと感じられます。毎年ほんのりトロピカルなジュー
シーさと丸みのある味わいのバランスが良く、さんまやナスなど旬の食材とご一緒に。

9月7日 宝剣　純米吟醸　秋あがり
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

切れ味が抜群の宝剣の中でも、通常と違う火入れのタイミングに、貯蔵温度を少し高
めにして熟成の丸い味わいを出しています。様々な料理に合わせられますが、白身魚
では刺身、焼き煮つけなどには最高の相性。

9月7日
北光正宗　ひやおろし生一本特別純米原酒
※新規取り扱い銘柄

角口酒造店
長野県

3200円/1800ml
1600円/720ml

木島平産金紋錦
59％精米歩合

クリアでコクのある旨みが感じられます。旨みがありつつライトな後口の仕上がり。金
紋錦は長野県で生まれた酒米で、今現在数蔵のみで使用されている稀少品種。

9月8日 木戸泉　純米　秋あがり
木戸泉酒造

千葉県
2300円/1800ml
1150円/720ml

千葉県産総の舞
　65％精米歩合

千葉県産酒造好適米「総の舞」を全量使用した純米酒。ひと夏超えて味わいが深くな
ります。熟成酒造りの第一人者の本領発揮です。

9月8日 七田　七割五分磨き　雄町　ひやおろし
天山酒造
佐賀県

2400円/1800ml
1150円/720ml

雄町
75％精米歩合

旨味系ひやおろしと言えば七田。口に含むと豊かな旨みをストレートに感じることがで
き、ボリュームがありながら切れが良いのも特長。値段も手頃なのが魅力的な要素の
一つ。

9月8日 七田　七割五分磨き　愛山　ひやおろし
天山酒造
佐賀県

2500円/1800ml
1200円/720ml

愛山
75％精米歩合

数量限定お一人様1本　七田ファンがいつも楽しみにしているひやおろし。低精米の愛
山で造るお酒はなかなか見当たりません。いつも早期完売必至のお酒です。

9月8日頃 乾坤一　純米吟醸　ひやおろし
大沼酒造店

宮城県
3200円/1800ml
1600円/720ml

山田錦
50％精米歩合

スリムで落ち着いたお米の旨みを感じさせる乾坤一のひやおろし。ソフトな旨みと
キュートな甘味をほんのり感じさせつつ、すっきりとした後口が飲み飽きしません。

9月10日 鶴齢　特別純米　ひやおろし
青木酒造
新潟県

3100円/1800ml
1550円/720ml

山田錦
55％精米歩合

コクのある旨みと深みの濃縮感を毎年感じられる鶴齢のひやおろし。鶴齢の雪室で貯
蔵したお酒です。濃淳だけど辛口に切れる安定の味わい。

9月12日頃 日高見　純米山田錦　ひやおろし
平孝酒造
宮城県

2800円/1800ml
山田錦

60％精米歩合
栗を連想させるふっくら豊かな旨みと伸びやかな酸と良い渋みがバランス良く混在して
いました。クリアでかつふくらみのある味わいで今年も期待大。

9月中旬 穏　純米　直汲み　生原酒
仁井田本家

福島県
2400円/1800ml
1200円/720ml

有機トヨニシキ60％/チヨ
ニシキ

80%精米歩合

メロンのような香り、口に含むと香りのイメージ通りのメロンのようなジューシーな甘み
とシルキーな酸、その中にピチピチのガス感が混ざりこみゴージャスな味わい。また低
温熟成の効果で落ち着いた丸みのある味わいに仕上がってます。



新規取り扱い開始

伊予賀儀屋(いよかぎや)
愛媛県西条市に位置する成龍酒造。伊予賀儀屋は熟成向上させ、旨味を
増幅したお酒です。お食事との相性を考え、極限まで酒本来の主張を抑え
ながらも米の個性や旨味を引き出す事を考えて醸し熟成をかけています。
透明感のある旨みと、締まった後切れの正統派。綺麗な味わいに、熟成し
た旨みのまろやかさを感じさせるお酒。

伊予賀儀屋 無濾過純米 赤ラベル

1800ml  2,500円 720ml  1,250円

使用米：愛媛県産松山三井 60%精米歩合

梨のような瑞々しい旨みと酸。酸味は控えめで、中
盤は甘みと酸が細く繊細に引いて、清廉な辛口の
後切れでフィニッシュ。ぬる燗も良し。

伊予賀儀屋 無濾過純米吟醸 黒ラベ
ル
1800ml  2,750円 720ml  1,375円

使用米：愛媛県産松山三井 50%精米歩合

控えめで好印象な吟醸香。桃のようなソフトなイ
メージも。純米に比べ酸があり、味わいの立体感
がありつつも、全体的に清々しく完成度の高いお
酒。

写真左

首藤常務

写真右

蔵の入り口



新規取り扱い

長野県飯山市に位置する角口酒造店。厳寒の澄みきった空
気と日本有数のブナの原生林をいただく麗峰・鍋倉山より湧
き出る清らかで豊かな水、恵まれた自然の中で、長野県産酒
造好適米である「金紋錦」｢美山錦｣「しらかば錦」を使用して酒
造りを行っています。『北光正宗』は、北の夜空に光り輝く杓
型をした北斗七星より命名。『正宗』と名のつく通り、酒質は
さっぱり切れのある後口が身上です。

北光正宗(ほっこうまさむね)

北光正宗 純米酒 1800ml  2,120円

使用米：長野県飯山産ひとごこち 70%精米歩合

口に含んだ瞬間お米の旨みを感じさせますが、全体的な印象
はきりっとしたスリムな辛口。

北光正宗 特別純米

1800ml  2,772円 720ml  1,453円

使用米：長野県木島平村産金紋錦59%精米歩合

ほんのりふくよかさを感じさせる旨みと酸が
クリアです。ピリッとした辛みが中に混在し、
程よいアクセントとなっています。

北光正宗 純米吟醸
1800ml  3,534円

使用米：長野県木島平村産金紋錦
49%精米歩合

純米と比べ酸味のボディがありま
す。スリムでキリっとした旨みと酸
は、出しゃばらずに抜群の切れの
良さを演出します。

写真左：田んぼ金紋錦 写真右：造りの風景(HPより)


