
入荷日・在庫 銘柄 生産者/所在地 税抜価格 原料米品種

新入荷 乾坤一　純米酒　愛国
大沼酒造店

宮城県
2300円/1800ml

愛国
60％精米歩合

新入荷 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

新入荷 春霞　特別純米　雄町
栗林酒造店

秋田県
3000円/1800ml

雄町
60％精米歩合

新入荷 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

新入荷
花巴 山廃純米 吟のさと 火入れ 三河屋オリジナル
29BY
※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

新入荷 山形正宗　純米吟醸　亀の尾　※新商品
水戸部酒造

山形県
3600円/1800ml

山形県産亀の尾
55％精米歩合

新入荷 不老泉　山廃純米吟醸　総の舞　無濾過生原酒
上原酒造
滋賀県

3310円/1800m
千葉県産総の舞

55%精米歩合

新入荷 山和（やまわ）　燗純米
山和酒造店

宮城県
2300円/1800ml

ひとめぼれ
　60％精米歩合

10月24日
山形正宗　純米吟醸　秋津産　山田錦　29BY
※マイナス５度貯蔵の28BYも少量あります。

水戸部酒造
山形県

3600円/1800m
1800円/720mll

秋津産山田錦
55％精米歩合

残り
わずか

山形正宗　純米　きもと　雄町
水戸部酒造

山形県
2800円/1800ml

雄町
65％精米

スリムでも旨みと酸味が感じられ、全体の印
象は、均整のとれたバランス良い美しさ。

45～50度　穀物のふっくらとした旨みとともに
穏やかな辛さが口の中を広がります。

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。

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。

明治の三大品種の亀の尾を使用。ふくよかで厚みのある酸があります。後から旨みがやっ
てきてフィニッシュは正宗らしい引きの良さ。飽きずにじっくりと向き合える深みのあるお酒で
す。

兵庫県産山田錦の中でも特A地区に位置するのが秋津産山田錦。グラマラスな酸と甘みが
豊かに広がります。甘みは張りのある酸の中に溶け込んでいるので甘ったるくなくメリハリ良
し。最後は政宗らしい切れでゴージャスかつ上品な逸品。

常温～45度　ソフトでふわっとした旨みとすっきりとした後口。お燗にすれば山和のお酒らし
いやさしい味わい。旨みのボリュームも広がり過ぎずにふわっとした膨らみ。

艶っぽい甘味に深みのある酸と渋みが混在し良い味幅をもたらしてます。甘味が繊細に伸
びつつ、コクのある旨みが一押しして最後は鮮やかな切れで、これぞ寫樂の秋酒。

常温～50度　酒米愛国の豊かな旨みと味わいが素直に伸び伸びと広がります。酸味・旨み
が馴染んで丸みのあるお燗酒に。常温やお燗でふくよかな味わいをじっくりと楽しめます。

落ち着いた旨みと酸の力強さを感じます。いつもの春霞らしい余韻の清らかさを感じさせな
がらも、力強く切れます。肉じゃがなど煮物の料理と合わせて呑みたいお酒。

杜氏自らが栽培した千葉県産総の舞で醸したお酒。凝縮された酸と旨み、バターのような乳
酸系のコクを感じさせ酸味でしっかり切れる。生原酒ファンにはたまらないフルボディの逸
品。

2018年11月のおすすめ＆秋酒特集 （株）鈴木三河屋　2018-10-23

特徴

全国限定7000本 秋田のスター蔵元集団 5蔵(ゆきの美人、山本、新政、一白水成、春霞)による共同醸造酒第9弾 発売日11月9日(金)より

NEXT5 hyougemono (へうげもの) 2018 720ml 9,074円(税別) ※酒杯1点＆美麗ブックレット付き

今回はモーニングの漫画『へうげもの』と全面コラボ。陶芸家49名が参加し、ランダムで酒杯１点がお酒とセットでつきます。

制作過程など詳細は公式サイトでご参照ください。 ※『NEXT5 へうげもの』で検索

11/9(金)解禁！NEXT 5 予約受付中



入荷日・在庫 銘柄 生産者/所在地 税抜価格 原料米品種

在庫あり 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
丸みと清らかさを同時に感じることができま
す。

40～50度　旨みと酸味は立体的に膨らみ、ぬ
る燗から熱燗まで幅広く楽しめます。

在庫あり 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

在庫あり 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。

在庫あり 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

スリムな旨みと力強い酸を感じます。旨み酸と
も穏やかでミディアムボディ。

40～55度　酸が素直に解けて、芳醇な味わい
になります。旨酸のバランス良く高めの温度も
OK

在庫あり 菊姫　山廃純米　鶴乃里 29BY
菊姫

石川県
4000円/1800ｍｌ
2000円/720ｍｌ

特A山田錦
65％精米

たぷっとした旨みと厚みのある酸味で濃醇代
表格のお酒。旨みがあってしっかり切れます。

50～55度　豊かな旨みと酸味が存分に広がり
ます。活き活きした力強さでまさに燗上がり。

在庫あり 仙禽　オーガニック　ナチュール　un
せんきん
栃木県

2500円/720ml
亀の尾

90%以上精米歩合

在庫あり 大那　特別純米　ひやおろし
菊の里酒造

栃木県
2800円/1800ｍｌ

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
る落ち着いた味わい。昨年よりさらにまろや
か。

40～45度　穏やかな旨みが繊細に広がり、切
れも繊細に旨みの引きも鮮やか。

在庫あり 特別純米　貴　ふかまり
永山本家酒造場

山口県
2800円/1800ml

山田錦
60％精米歩合歩合

抜群の出来！！シルキーで優しい旨みがソフ
トに舌の上を伝い、後半は穏やかにしっかり辛
口へ

40～50度　旨・酸・渋どれも突出せずにお互い
で支えあってます。燗良し、燗冷ましもなお良
し！

残り
わずか

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

在庫あり 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
くなりながらすっと潔く引いていきます。

40～50度　酸が引き立ち、あてを欲します。温
度帯を上げてもバランスは崩れません。

在庫あり 宝剣　純米吟醸　愛山　火入れ 宝剣酒造
広島県

4500円/1800ml
兵庫県産愛山
50％精米歩合

在庫あり 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

10月下旬 貴　蔵付き天然酵母　山廃純米　雄町
永山本家酒造場

山口県
2600円/1800ml
1300円/720ml

雄町
60％精米歩合

口に含んだ瞬間は柔らかく透明感のある旨
み。途中からワイルドな酸がエッジを効かせ主
張します。

常温～45度　複雑味のある旨みと酸があり、
ほんのりシルキー、スモーキーな風味もあり。

11月中～
下旬

Kagiya Seven7 純米原酒 Rich Taste / K-7酵母 成龍酒造
愛媛県

2296円/1800ml
1148円/720ml

愛媛県産しずく媛
70%精米歩合

11月中～
下旬

Seiryo Orion「石鎚山とオリオン」　/　純米　加水生熟成 成龍酒造
愛媛県

2750円/1800ｍｌ
1375円/720ｍｌ

愛媛県産しずく媛
60%精米歩合

11月初旬 紀土　純米吟醸　しぼりたて　※新酒30年度酒造
平和酒造
和歌山県

2300円/1800ml
1150円/720ml

五百万石
55%精米歩合

１１月15日
前後

大那　特別純米　初搾り　※新酒30年度酒造
菊の里酒造

栃木県
2800円/1800ml

那須五百万石
55％精米歩合

11月19日 〆張鶴　しぼりたて生原酒　※新酒30年度酒造
新潟県

宮尾酒造
2272円/1800ml

麹米：五百万石掛米：こしいぶ
き60％精米

特徴

大那の新酒第１号！！フレッシュな酸味とまろやかな旨みがきれいに広がります。新酒らしい
フレッシュでかつ旨みの余韻が綺麗に優しく伸びていきます。またフレッシュさを感じる一方で、
決して前に出過ぎず杯を重ねやすさも感じます。『食生活を楽しく彩る名脇役』

変わらない味わいで淡麗旨口を進み続け、飲むと安心できる穏やかな味わいの〆張鶴。新酒
らしいフレッシュさとまろやかさをご堪能ください。

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。

華やかさと軽快さのある紀土の新酒が入荷します。生酒らしいエネルギッシュでフルーティな甘
みと酸で普段日本酒を飲まない方にもオススメしやすい1本。

愛山らしい艶っぽい甘みと柔らかさ。溶けやすいお米ゆえ大味になってしまいがちですが、宝
剣は繊細で抑揚の効いた甘みと酸のバランス、綺麗な余韻で引きの良さで魅惑のお酒。

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。

有機農法米｢亀ノ尾｣・90%精米生酛酒母・木桶仕込み・酵母無添加(蔵付酵母)、全てが江戸時
代の酒造りそのものを再現した超古代製法。低精白とは思えない圧倒的なクリア感。奥ゆかし
くカラダに染みわたる自然な味わい。濃淳・複雑な酸・クリアさを兼ね備えた仙禽ワールド。

賀儀屋シリーズの中でも『RICH(濃淳)』さを求めて造られた商品。お酒の輪郭を作り出す酸を
基調に、後から追いかけてくる優しい旨みのバランスが特徴です。すき焼きなど濃い味付けの
料理と合わせられます。

切り絵シリーズ29BY　本生の状態でひと夏寝かせたお酒。程よく熟成された丸みを帯びた味わ
いと、しずく媛特有の柔らかさを併せ持った逸品。

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。



新しい酸の世界へ
木戸泉 AFS 新シリーズ誕生

天然の生の乳酸菌を用いて高温で酒母を仕込む高温山廃
酛で、麹菌・乳酸菌・酵母菌の３つの菌がのびのび発酵する
酒母造り手法を５０年以上変わらず守り続ける木戸泉酒造。

一段仕込みで醸されるAFS(アフス)は圧倒的な個性を放ち、
白ワインのような酸はお肉やクリームチーズのような料理と
も相性が抜群。そのアフスの新章は、さらに驚きの味わいで
飲み手を楽しませてくれます。AFSワールドへようこそ！！

木戸泉 Afruge(ｱﾌﾙｰｼﾞｭ) No.1 2016

500ml  2,100円 65％精米歩合

赤ワイン樽で貯蔵された商品。スモーキーな香り。
N0.2の白ワイン樽熟成に比べ、味の幅ありつつ
まろやかなトロミの酸があり。日本酒の概念を覆
すウィスキーのようなスパイシーさも感じさせま
す。赤ワインソースのかかったローストビーフでさ
え合わせられるようなエネルギッシュな１本

木戸泉 Afruge (ｱﾌﾙｰｼﾞｭ) No.2 2016

500ml  2,100円 65％精米歩合

白ワイン樽で貯蔵された商品。シェーリー酒のよ
うな香り。口に含むとオレンジのような酸が力強
く口の中一杯に広がり伸びやかな酸味とともに
最後はしっかりドライに切れます。酸、切れとも
に赤ワインと比べより明るいトーンでしっかり主
張します。樽の違いでこんなに印象が変わると
は驚きです。

裏面へ続く



木戸泉 Afruge Ma Cherie(ｱﾌﾙｰｼﾞｭ ﾏｼｭﾘｰ) 
2016 500ml  2,100円 90％精米歩合

シェリー樽で貯蔵された商品。さらに他のｱﾌﾙｰ
ｼﾞｭと異なるのは、お米をほとんど磨かずに仕込
んでいる点。その為、酸と甘みにトロミと厚みがよ
り感じられます。ｱﾌﾙｰｼﾞｭ シリーズの中でも最も
フルボディタイプ。

木戸泉 AFS fly(アフスフライ)

500ml  2,100円 90％精米歩合

木桶仕込み、乳酸菌無添加山廃仕込み。自然
栽培米をほとんど磨かずに、しかも乳酸菌も無
添加の山廃仕込みのまさにスーパーナチュラル。

瑞々しい酸が口の中に弾けるように主張します。
それは酸味はオレンジのような柑橘系の爽やか
さ。生命力のある元気でクリアな酸味の虜になり
ます。

afs stratae (アフスストレイター) 2017

500ml  5,000円 90％精米歩合

一言で言ってしまうとアフスによる貴醸酒。造り
の説明をすると長くなってしまうので・・・、とにか
く百聞は一献にしかず。

まさに日本酒の概念から飛び出たお酒。夏みか
んのようなジューシな酸と甘みが調和し、リッチ
な甘みはとろみを感じさせます。ただ、元気な酸
のおかげで甘みが口に中で気になることはあり
ません。

その他 定番・季節品

木戸泉 AFS 生原酒 1800ml 3,780円

木戸泉 AFS 生 500ml 1,050円

木戸泉 AFSスパークリング 360ml 1,050円


