2018年10月のおすすめ＆秋酒特集

（株）鈴木三河屋 2018-09-26

新規取り扱い 伊予賀儀屋・北光正宗の秋酒も入荷しています。
10/1(日)はひやおろしの日。10/1解禁のお酒は、当日封開けしていただければ問題ありませので、
発送到着日、配達日は事前にご相談ください。今月のオススメはオリジナル酒や新規扱い銘柄も含
め多数案内しております。早期完売が予想されるお酒もありますので、お早目にお尋ねください。

入荷日・在庫

銘柄

10月1日
特別純米 貴 ふかまり
解禁

生産者/所在地

税抜価格

永山本家酒造場 2800円/1800ml
山口県
1400円/720ml

原料米品種

山田錦
60％精米歩合歩合

特徴

秋から冬の新酒の時期にこそ飲んでもらいたい、という想いで生まれたブランド。適度な熟
成を経て、丸みを帯びた酒質。1杯目は冷や(常温)、2杯目はお燗。鍋料理にもオススメ！

冨田酒造
滋賀県

2900円/1800ｍｌ
1450円/720ｍｌ

滋賀県産山田錦
60％精米歩合

焼いたチョコのような香ばしい香り。旨みは口の中を滑らかに広がりある余韻で素直に伸び
ていきます。ライトでまろやかな旨み。お燗は旨み酸ともに綺麗に膨らみを見せ、キリッとし
た後切れがあります。

花巴 山廃純米 吟のさと 火入れ 三河屋オリジナル
10月1日
29BY
解禁
※28BYもリリース致します。1.8L 3,100円(税別)

美吉野酒造
奈良県

3000円/1800ml

吟のさと
70％精米歩合

落ち着いた旨みにエネルギッシュな酸が調和し、奥行きさと、複雑味が生まれるのが花巴の
熟成。さらに１年寝かせれば、より旨み、酸、渋などの要素が調和します。豚の角煮や中華
などにも負けません。

10月1日 伊予賀儀屋 無濾過 純米吟醸原酒 日本酒の日記念
解禁
酒

成龍酒造
愛媛県

3050円/1800ｍｌ
1525円/720ｍｌ

松山三井
50％精米歩合

完全予約限定品。定番の純米吟醸黒ラベルの原酒を別囲いし、瓶火入れしたのち熟成期
間を経ています。賀儀屋らしい穏やかさ、原酒らしい力強さに熟成の丸みが加わり秋酒らし
い骨格のあるお酒が期待できます。

石鎚酒造
愛媛県

3500円/1800ml

麹米：山田錦50％精米
掛米松山三井60％精米

数量限定品 香り穏やかな、米のうまみと酸味が調和した食中酒。杯を重ねるたびに力強
い味わいを楽しめます。定番酒『純米吟醸 緑ラベル槽搾り』との飲み比べもおすすめ！

石鎚酒造
愛媛県

3900円/1800ml

山田錦
50％精米

数量限定品 例年、伸びやかで明るいトーンの旨み。旨み酸味のバランスが絶妙で、後半
まで旨みの心地よい余韻があります。袋吊りシリーズの中では一番のバランスタイプ。

石鎚酒造
愛媛県

3900円/1800ml

山田錦
50％精米

数量限定品 袋吊シリーズの中で、一番旨みのボリュームがあり、濃縮感があります。味わ
いの力強さと透明感の両立に魅了されます。

山和酒造店
宮城県

2300円/1800ml

宮城県産ひとめぼれ
60％精米歩合

お燗入門にオススメ！！爽やかですっきり優しい燗酒です。お酒によっては、アルコール臭
さが出たり、濃醇でインパクトのあるお燗酒が苦手な方もいます。山和は酸も穏やかでお燗
の良さを知ってもらう入門として最適。

10月6日 七田 純米吟醸 雄町 火入れ

天山酒造
佐賀県

3400円/1800ml

雄町
50％精米歩合

フルーティーな甘味と艶っぽさのある酸味が特長的です。口に含んだ旨みのボリュームが凝
縮感を持って後口までキープします。旨みを十二分に引き出した純米吟醸です。オマチスト
必飲！！

10月上旬 日高見 純米 短稈渡船

平孝酒造
宮城県

2800円/1800ml

短稈渡船
60％精米歩合

数量限定 例年ブドウのような旨みとコクがしっかりとあり、酸はジューシーで切れもありま
す。短稈渡船は山田錦の父にあたります。山田穂との呑み比べがオススメ。

10月上旬 日高見 純米 山田穂

平孝酒造
宮城県

2800円/1800ml

山田穂
60％精米歩合歩合

数量限定 スリムな旨みと締まった酸でしっかり余韻良く切れます。山田穂は山田錦の母に
あたります。短稈渡船と呑み比べをおすすめします。

10月1日
七本鎗（しちほんやり） 純米 ひやおろし 山田錦
解禁

10月1日

石鎚 純米吟醸 緑ラベル 袋吊りしずく酒
※28BYも在庫あり

10月1日 石鎚 純米吟醸 山田錦 中汲み 袋吊りしずく酒

10月1日

石鎚 純米吟醸 雄町 中汲み 袋吊りしずく酒
※28BYも在庫あり

10月3日 山和 燗純米

銘柄

生産者/所在地

税抜価格

原料米品種

特徴

9月27日

喜正 純米 山田錦 秋限定 一火入れ

野﨑酒造
東京都

2600円/1800ｍｌ

兵庫県産山田錦
60％精米歩合

お燗酒としてオススメ。まろやかな旨みと滋味深い渋みと酸が食欲をそそります。程よい味乗り
が好印象で杯を重ねやすいお酒です。

9月28日

白老×鈴木三河屋 完全オリジナル 秋あがり

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

完全オリジナル、一回火入れ原酒。新酒のフレッシュな白老も良いですが、火入れの熟成こそ
この蔵の本領でしょう。滋味深い旨みと力強い切れがあり、冷やから熱燗まで幅広く堪能できま
す。

10月6日

七田 七割五分磨き 山田穂 ひやおろし ※限定入荷１本
限り

天山酒造
佐賀県

2400円/1800ml
1150円/720ml

山田穂
75％精米歩合

人気で早期完売必至の七割五分磨きひやおろしシリーズ。山田穂に関しては例年旨みを感じさ
せつつ力強い酸のボディもあります。お米の違いにより酸の質感が全くことなるとろこが面白い
ところです。

新入荷

石鎚 特別純米 ひやおろし

石鎚酒造
愛媛県

2800円/1800ml
1400円/720ml

新入荷

石鎚 純米吟醸 山田錦50 ※新商品/木版画ラベル

石鎚酒造
愛媛県

3550円/1800ml
1775円/720ml

兵庫県産山田錦
50％精米歩合

9月よりANA国際線ファースト・ビジネスクラス搭載酒に指定。シルキーでクリアな旨み。幅があ
りつつも切れもあります。舌触りの上質感がよりグレードアップしているお酒です。

新入荷

石鎚 純米吟醸 雄町50

石鎚酒造
愛媛県

3550円/1800ml
1775円/720ml

雄町
50％精米歩合

上質で滑らかな旨み、酸は石鎚らしさに雄町特有の力強さが乗っています。味わいの伸びがさ
らに一押しあり、余韻の力強さも繊細さと併せ持って発揮しています。ぜひ山田錦との飲み比べ
を。

新入荷

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

少し熟れたパインのようなトロピカルな酸味に細かな微発泡が入り込んでゴージャスな味わい。
終盤は白麹造りらしいドライな切れがしっかりあります。

新入荷

超王祿 無濾過生詰 ひやおろし 27BY

王祿酒造
島根県

3250円/1800ml
1650円/720ml

麹米：山田錦60％
掛米：五百万石60％

2年以上の熟成を経たお酒は、酸味と旨みの丸 40～50度 旨みと酸味は立体的に膨らみ、ぬ
みと清らかさを同時に感じることができます。 る燗から熱燗まで幅広く楽しめます。

新入荷

川鶴 純米吟醸 秋あがり

川鶴酒造
香川県

2900円/1800ml
1450円/720ml

麹：雄町 掛：雄町、他
58％精米歩合歩合

40～55度 酸が素直に解けて、芳醇な味わい
スリムな旨みと力強い酸を感じます。旨み酸と
になります。旨酸のバランス良く高めの温度も
も穏やかでミディアムボディ。
OK

新入荷

醸し人九平次 純米大吟醸 火と月の間に

萬乗醸造
愛知県

3639円/1800ml

山田錦
50％精米歩合

ぶどうのような瑞々しい旨みと酸があります。
ガス感はなく酸も控えめなお燗向けの設計

40～45度 ぷっくらした甘みの瑞々しさがあり
ますが、切れがありスッキリ後口。お燗初心者
に提供しやすい1本。

新入荷

紀土(キッド)-ＫＩＤ- 純米吟醸 ひやおろし

平和酒造
和歌山県

2200円/1800ml
1100円/720ml

麹米：五百万石55％
掛米：一般米55％

口当たりの柔らかと旨みの印象から中盤から
辛味がじわじわ感じ、穏やかな余韻で最後は
しっかり切れます。

40～45度 紀土の旨みの柔らかさを堪能でき
ます。

新入荷

木戸泉 純米 秋あがり ※おすすめお燗酒

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

新入荷

七本鎗 無農薬純米 無有(むう) 火入れ 28BY

冨田酒造
滋賀県

3500円/1800ml
1750円/720ml

無農薬玉栄
60%精米歩合

旨みの中に張りのある酸が溶け込みボディが
40～55度 旨みと酸が広がり豊かなふくらみ。
しっかり。凝縮されたエキス感の酸とスモーキ
温度を上げれば切れが増します。
さもあり、これぞ秋あがりの味乗り。
全量農薬不使用の玉栄を使用。複雑味のある酸と旨みで味の幅があるのに、綺麗なしなやか
さも兼ね備えています。味わいが伸びる力強さは無農薬ならではお米の生命力。冷や～熱燗ま
で幅広く楽しめます。

10月中旬

寫樂 純米吟醸 なごしざけ

宮泉銘醸
福島県

3810円/1800ml
1900円/720ml

羽州誉
50％精米歩合

細く綺麗な旨みに円みが乗っかり、綺麗な熟成具合が魅惑的です。口に含んだ瞬間からアフ
ターまで旨みが伸びやかで、後半から程よくぴりっと切れます。瑞々しさとカドのない旨みの虜
になります。

新入荷

大那 特別純米 ひやおろし

菊の里酒造
栃木県

2800円/1800ｍｌ
1400円/720ｍｌ

那須五百万石
57％精米歩合

お米の旨みと良い渋みが合わさって深みのあ
40～45度 穏やかな旨みが繊細に広がり、切
る落ち着いた味わい。昨年よりさらにまろや
れも繊細に旨みの引きも鮮やか。
か。

新入荷

にいだしぜんしゅ 秋あがり ※お燗マジック炸裂！！

仁井田本家
福島県

3200円/1800ml
1600円/720ml

トヨニシキ
70%精米歩合

とろりとした甘みの逸品。秋酒らしいお米の甘
旨の乗った味わい。

※新商品/木版画ラベル

しっとりとした甘・旨・渋みが三位一体となって 50度 お燗にするときりっとした酸の切れが
麹米：雄町55％精米歩合
穏やかに広がります。昨年よりシルキーな舌触 あって酸のメリハリがあり。辛口と言われたらこ
掛米松山三井60％精米歩合
り
ちらがオススメ

40～50度 旨みと酸がぐっと力強く顔を出し、
旨口切れ良しの味わいにガラッと変わります。

新入荷

在庫有り

新入荷

特徴

生産者/所在地

税抜価格

原料米品種

白老 純米 ひやおろし

澤田酒造
愛知県

2638円/1800ml
1360円/720ml

知多半島産若水
65%精米歩合

白老 自然栽培米 純米酒 一度火入れ原酒 28BY

澤田酒造
愛知県

3600円/1800ml

自然米雄町
70％精米歩合

山陽盃酒造
兵庫県

3000円/1800ml
1600円/720ml

播州産愛山
65％精米歩合

高橋庄作酒造店
福島県

3450円/1800ml
1725円/720ml

有機栽培五百万石
60％精米歩合

穏やかで控えめな旨み。ふわっと優しい旨みの 40～55度 ぬる燗では清々しい旨みが綺麗に
後からじわっと渋みと辛みが来る。静かに主張 広がります。熱燗にすればキリっと辛みの切れ
する酒
が増す。

銘柄

播州一献 山廃純米 愛山 火入れ ※新商品

45～50度 旨みと酸の幅があり抜群の燗上が
旨みと渋みが程よく、後から辛みがきて最後は
り。程よい味の膨らみ、ボディ感でぜひお燗
しっかり辛口へ。丸みがあり、穏やかな正統派
に！
2年熟成×自然米雄町の本領！！凝縮された 40～50度 豊かな旨みとボディのしっかりした
コクのある旨みがまろやかかつ、酸のメリハリ お酒で、パワフルな味の伸びは自然米の力強
良し。
さ
深みのある旨みと酸があります。愛山らしい深 40～50度 キリっとした酸味の張りが出て、旨
みがありつつ、もたつかない切れの良さもあ
み酸味が程よく切れます。燗冷ましが特にオス
り。
スメ

在庫有り

会津娘 特別純米酒 無為信

在庫有り

おだやか 純米吟醸 山田錦 火入れ

仁井田本家
福島県

3800円/1800ml
1900円/720ml

福島県有機栽培山田錦
55％精米歩合

地元での有機栽培にこだわり新しい「穏」シリーズ。マスカットのような酸と、瑞々しと、ピリッと辛
みに白麹造りらしい切れの良さ、引きの鮮やかさがあります。

在庫有り

乾坤一 純米吟醸 ひやおろし

大沼酒造店
宮城県

3200円/1800ml

山田錦
50％精米歩合歩合

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。お燗もできますが、冷や
(常温)がＧＯＯＤ

在庫有り

鷹来屋 特別純米酒 山廃 2016

浜嶋酒造
大分県

2700円/1800m

在庫有り

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

ソフトでよく溶けた旨みはホットチョコのような味
40～45度 コクのある旨みが引き立ちます。柔
わいで、舌を転がる旨みはとても柔らかく引き
らかさを活かすならぬる燗がオススメ
も穏やか。昨年よりより柔らかさが増してます。

在庫有り

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

透明感のある旨みと、スリムな酸が柔らかく円 40～50度 酸が引き立ち、あてを欲します。温
くなりながらすっと潔く引いていきます。
度帯を上げてもバランスは崩れません。

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

クリアで滑らかな旨みが際立ちます。引っ掛か
45～50度 旨みの膨らみの上品さと辛口後口
りなく舌の上を伝い、シャープな切れ。飲み過
の良さも気持ち良し。
ぎ注意

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

新入荷

麹米：山田錦50％精米歩合
透明感のある旨味と柔らかな酸味が広がり、
掛米：ひとめぼれ55％精米歩
後半は辛口の味わい
合

45～55度 落ち着いた旨みが膨らみの奥行が
ありお燗酒でハマること間違いなし

新入荷

山形正宗 純米 雄町 きもと

水戸部酒造
山形県

2800円/1800ml

雄町
65％精米歩合

45～55度 旨みのふくらみと原酒らしい力強さ
穀物感のある旨みのふくらみがとても丸く広が
が増して切れ味があり、熱燗にして崩れませ
り、まろやかでミルキーさもあります。
ん。
ソフトで膨らみのある旨みに酸が優しくなじんできめ細やかさを感じます。ソフトでも味わいに力
強さがあり、山形正宗らしい後口の切れ。身体に馴染む酒とはまさにこの事。飲みすぎ注
意！！

新入荷

山形正宗 純米吟醸 酒未来 火入れ

水戸部酒造
山形県

3200円/1800ml
1600円/720ml

酒未来
50%精米歩合

山形正宗ファン人気の酒未来。 ジューシーな旨みと酸は今年も健在。旨みと酸がじゅわっと
口の中に広がりながらも、正宗らしい切れの良さ。冷や位の温度帯で飲むと、丸みのある味わ
いになります。

山和（やまわ） 純米吟醸 夜長 ひやおろし

山和酒造店
宮城県

3000円/1800ml

美山錦
50％精米歩合

チョコのようなトロミのある旨甘が口の奥でスリ 40～50度 穀物感のある旨みの力強さが増し
ムに伸びます。素直な旨みでかつ洗練された ます。熱燗あたりでも山和らしいバランスの良
質の良さ
さあり

水戸部酒造
山形県

2800円/1800ml

山田錦
55％精米歩合

コクと厚みのある旨みが程よくまとまり、力強さ 45～50度 旨みと酸の力強さが増します。お肉
を残しながら綺麗に引いていきます。
や油の乗った焼き魚などと相性◎

在庫有り

在庫有り

残りわずか 山形正宗 純米吟醸 秋あがり

新入荷

若波 純米吟醸 山田錦

若波酒造
福岡県

3600円/1800ml
1800円/720ml

福岡県糸島産山田錦
55％精米歩合

全米日本酒鑑評会にて金賞を受賞。低温冷蔵庫による熟成によりフレッシュなバナナの香を残
しつつ、滑らかで旨みが乗っています。ふくよかさと軽快さを兼ね備えた逸品。糸島では長年良
質な山田錦を栽培しています。

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

旨みの味乗りがありながら伸びやかで、しかも 45～50度 酸の粒がきめ細かく、小気味良い
凛とした後切れの良さも併せもつ抜群の出来 切れがあります。クリアな酸が円く心地良し

