（株）鈴木三河屋 2018-11-26

2018年12月のおすすめ＆新酒特集
『播州一献』山陽盃酒造の火災と復旧について

店舗営業は31日迄行います！

11/8(木)山陽盃酒造が火災に遭い、母屋と壺阪氏の自宅が全焼する被害となりました。消
防の尽力により、酒造りの現場は少ない被害に留まり、復旧作業と同時進行で新酒が造ら
れています。壺阪杜氏は自宅の全焼という被害に遭いながらも、ひたむきに酒造りに向き
合っています。体力的にも精神的にも疲労は計り知れないと存します。私どもも蔵の支援の
為に、まず出来ることは「美味しいお酒を皆様にお届けすること」。一歩ずつ復旧が進むよう
サポートする所存です。

23日（日） 店舗営業11時～15時 ※自社配達なし
24日（月/祝日） 店休日
25日(火)～28日(金) 通常営業
29日(土) 店舗営業12時～17時 ※自社配達なし
30日（日） 店舗営業11時～15時 ※自社配達なし
31日(月) 店舗営業11時～15時 ※自社配達なし
1/1日(火)～1/3(木) 休み
1/4(金) 店舗のみ営業 ※自社配達なし
土、日、祝日は弊社スタッフによるルート配達は行いません。
配達、発送のご飲食店様は当日9時迄に、ご連絡をお願い致します。

※『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。掲載しきれない新酒情報もありますので、ぜひスタッフへ直接お尋ねください。
入荷日・在庫

銘柄

生産者/所在地

税抜価格

原料米品種/精米歩合

特徴

新入荷

石鎚 純米吟醸 しずく媛 (チャレンジタンク)
※限定流通

石鎚酒造
愛媛県

3100円/1800ml
1550円/720ml

愛媛県産しずく媛
50％精米歩合

将来の愛媛県の酒米をリードする「しずく媛」。スリムで透明感のある旨み、カドなくスムース
に抜けながらドライなフィニッシュ。旨口ながらすっきりタイプ。ふくよかなひやおろしのライン
ナップの中にこういったすっきりタイプが１本あると取り揃えの味幅が広がります。

新入荷

伊予賀儀屋 Kagiya Seven 7 純米 －Rich Taste－

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

いつもの伊予賀儀屋より力強さがあります。口に含んだ瞬間は凝縮された柑橘系の酸を存
分に感じさせますが、後からしっとりとした旨みがやってきます。そして最後には辛口の切れ
のある後口で終わります。味わいの主張の展開が鮮やかで、深みのあるお酒。

新入荷

寫樂 純米吟醸 東条産山田錦

宮泉銘醸
福島県

4000円/1800ml

東条産山田錦
50％精米歩合

山田錦の一大産地兵庫県の中でも、最高峰の特A地区にあたる『東条地区』の山田錦で仕
込んでいます。甘みと酸ともグラマラスで余韻の長さが東条産の特色。近隣地区で同じく特
A地区の『吉川産』山田錦とぜひ飲み比べください。お米の特色の違いを実感できます。

新入荷

寫樂 純米吟醸 吉川産山田錦

宮泉銘醸
福島県

4000円/1800ml

吉川産山田錦
50％精米歩合

東条地区と並び称される、最高峰の特A地区にあたる『吉川地区』の山田錦で仕込んでいま
す。東条産に比べ、ワイルドで力強さのある味わいが特色です。近隣地区でのお米の特色
の違いを実感できます。

新入荷

貴 山廃純米大吟醸2017(27BY)

永山本家酒造場
山口県

5000円/720ml

新入荷

〆張鶴 しぼりたて生原酒

新潟県
宮尾酒造

2272円/1800ml

新入荷

紀土 純米吟醸 しぼりたて 生

平和酒造
和歌山県

2300円/1800ml
1150円/720ml

麹米：五百万石50％
掛米：一般米55％

果実の搾りたてのようなフレッシュさとジューシーがまず口の中を広がります。口に含んだ甘
みと酸味は爽快で青リンゴを想起させます。新酒の生酒らしいパワフルさがあり、引きの良
さもあります。

新入荷

七本鎗 純米搾りたて 生原酒

冨田酒造
滋賀県

2800円/1800ml
1400円/720ml

玉栄
60％精米歩合

仕込み蔵の冷蔵設備を整えることにより１１月上旬からの新酒リリースが可能に。フレッシュ
りんごのようなみずみずしさで、フルーティーで伸びやかさがあります。七本鎗の新酒生の
透明感のあるフレッシュさで虜になること間違いなし。

菊の里酒造
栃木県

2700円/1800ml

五百万石
55％精米歩合

『大いなる那須の大地の恵みが育んだ清酒』。新酒はマスカットのような香りとピチピチした
ガス感の中にお米の旨みがあります。今期はよりクリアで軽快な旨みです。

以下

新入荷

大那 特別純米 仕込壱号初しぼり

29BY新酒

蔵付き天然酵母の山廃仕込みで仕込んだ貴のフラッグシップ。複雑さと程よい酸味、熟成に
兵庫県産特A地区山田錦 よるまろやかさがあります。山廃仕込みの複雑な旨みを持ち合わせつつ、透明感のある味
他非公開
わいの伸びは『貴』の優しい味わいの極致と言えます。
麹米：五百万石掛米：こしい ソフトな甘味がありフルーティーさもありつつ、同時に辛みがじわっとやってきます。しぼりた
ての新鮮さがありながら、旨みのまろやかさを感じさせるのが〆張鶴らしさと言えます。
ぶき60％精米歩合

銘柄

生産者/所在地

税抜価格

原料米品種

特徴

今年もガス感がしっかりで泡の粒は大きくとも旨みとのバランスで心地
玉栄
よく口の中で弾けます。そしてフィニッシュはしっかりドライな仕上がりで
60％精米歩合
今年も素晴らしいスパークリング。
若々しくみずみずしいラ・フランスのような香り。口中に含むと上品な甘
麹米：山田錦50％精米歩合 さが一瞬に広がり、まるでシルクのような滑らかさ、後半はドライにフィ
掛米：五百万石50％精米歩合 ニッシュ。にごり酒の概念を覆されるきめ細やかさ。
飲み飽きしない切れの良いお酒として絶大な人気の宝剣。造りの途中
八反錦
経過は、麹米の香りと味も良く、特に甘栗のようなとても良い甘みがで
60％精米歩合
ていて搾りの日が待ち遠しいです。
不動の一番人気。旨みと酸味のバランスと直汲みらしいぴちぴち感に
麹米：山田錦 60％精米
程よい渋みが相まって、とても爽やかな新酒。ぴちぴちだけど柔らかい
掛米：八反錦 60％精米
口当たり。
グレープフルーツをそのまま搾ったような、ジューシーな旨みと酸味の
出羽燦々
フレッシュさが衝撃で、山形正宗の生酒で１.2を争う人気商品。噛みし
50％精米歩合
めて呑みたくなるお酒です。
11/8(木)山陽盃酒造が火災に遭いながらも誕生する新酒第一号。フ
兵庫県産北錦
レッシュさと柔らかさを兼ね備えた、更に進化した播州一献が期待でき
65％精米歩合
ます。

七本鎗 純米活性にごり酒

冨田酒造
滋賀県

2800円/1800ml
1400円/720ml

仙禽 雪だるま しぼりたて活性にごり酒

せんきん
栃木県

3200円/1800ml 1600
円/720ml

11月22日

宝剣 純米 しぼりたて

宝剣酒造
広島県

2500円/1800ml
1250円/720ml

11月24日

貴 特別純米 無濾過生原酒『新嘗祭』 直汲み
※720mlの直汲みは12月入荷

永山本家酒造場
山口県

2800円/1800ml

11月29日

山形正宗 純米吟醸 うすにごり

水戸部酒造
山形県

3000円/1800ml
1500円/720ml

１１月下旬

播州一献 純米 無濾過 生原酒
※お酒を飲んで支援！！

山陽盃酒造
兵庫県

2500円/1800ml
1300円/720ml

12月4日

鶴齢 純米酒 生原酒 しぼりたて

青木酒造
新潟県

2600円/1800ml
1400円/720ml

越淡麗
60％精米歩合

12月5日

鶴齢 特別純米 美山錦 生原酒

青木酒造
新潟県

1500円/720ml

美山錦
65％精米歩合

12月6日

木戸泉 本醸造 初しぼり 無濾過生原酒

木戸泉酒造
千葉県

2400円/1800ml

総の舞
65％精米歩合

720mlのみ 鶴齢新酒生原酒第一号 今期の新酒第一号は720mlの
みの販売です。毎年新酒らしいフレッシュな旨みと酸がしっかりあり。
早期完売が見込まれます。
旨みと酸がしっかりあり、ずぱっと切れる木戸泉の新酒。木戸泉のお酒
は味わいしっかりタイプですが、最後にしっかりと切れるので飲み飽き
しません。魚介類と相性抜群の新酒です。

12月7日

にいだしぜんしゅ しぼり

仁井田本家
福島県

3200円/1800ml
1600円/720ml

自栽培トヨニシキ
80％精米歩合

しぜんしゅ 純米原酒の直汲み。麹米は80％から60％精米歩合に上げ
ています。

12月7日

寫樂 純愛仕込 純米酒生 初しぼり

宮泉銘醸
福島県

2730円/1800ml
1365円/720ml

会津産夢の香
60％精米歩合

12月上旬

穏 純米 直汲み 生

仁井田本家
福島県

2400円/1800ml
1200円/720ml

チヨニシキ
80%精米歩合

フルーティーな甘みと、酸の質感の良さは、日本酒を普段の飲み慣れ
ない方にも受け入れられ、絶大な人気を誇ります。ブランドとしても信
頼され今期の新酒第一弾も注目です。
麹米の精米歩合は70→60％へグレードアップ。力強い瑞々しい味わい
と生酒のフレッシュな香り、切れと白麹特有の酸の軽快さが特長的で
す。限定直汲みでガス感ピチピチのジューシーさ満点の新酒です。

12月上旬

若波 純米 生酒

若波酒造
福岡県

2600円/1800ml
1300円/720ml

壽限無
65％精米歩合

毎年課題を持って少しずつ進化を遂げる若波。今期はアルコール度数
を15度に設定。アルコール感を軽減させより滑らかな酒質を追求。

12月10日

超王祿 純米 春季限定

王祿酒造
島根県

3040円/1800ml
1700円/720ml

麹米：五百万石 60％精米
掛米：五百万石 60％精米

王祿らしい酸味でズバッと切れ味抜群の生原酒。新酒らしいフレッシュ
さと力強さで、生まれ間もない王祿もぜひご堪能ください。

12月5日

八海山 純米吟醸 しぼりたて原酒 越後で候

八海山
新潟県

3600円/1800ml
1800円/720ml

麹・掛米：山田錦
掛米：五百万石

※50％精米歩合 培った技術のもと、バランスのとれた酒質が魅了し
ます！フレッシュな荒々しさだけではない、洗練された旨みは、八海山
ファンだけでなく、旨口ファンをも虜にします。

新入荷

新入荷

昨年の新酒は、爽快な旨みが味わいしっかりと余韻長く広がりました。
旨みしっかりかつフレッシュな新酒が期待できます。

