
（株）鈴木三河屋　2018-12-21

※『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

在庫あり 会津娘　純米酒
高橋庄作酒造店

福島県
2450円/1800ml
1225円/720ml

会津産五百万石/夢の香
60％精米歩合

新入荷
伊予賀儀屋　純米大吟醸生原酒　しずく媛45
※純米大吟醸の生熟成は稀少です。

成龍酒造
愛媛県

3800円/1800ml
1900円/720ml

愛媛県産 しずく媛
45％精米歩合

新入荷 超王祿　純米　春季原酒限定
王祿酒造
島根県

3400円/1800ml
1700円/720ml

麹米：五百万石　60％精米
掛米：五百万石　60％精米

新入荷 穏　純米　しぼりたて　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

新入荷 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

麹・掛：山田錦、
掛：五百万石60％精米

在庫あり 醸し人九平次　純米吟醸　火と月の間に
萬乗醸造
愛知県

3639円/1800ml
山田錦

50％精米歩合

新入荷 川鶴　純米　限定直汲み　無濾過生原酒 
川鶴酒造
香川県

2450円/1800ml
1225円/720ml

オオセト
65％精米歩合

新入荷 喜正　純米　生 
野崎酒造
東京都

2400円/1800ml
美山錦

60％精米

新入荷
木戸泉　純米しぼりたて　無濾過生原酒
※本醸造初しぼりは残りわずかです。

木戸泉酒造
千葉県

2400円/1800ml
1200円/720ml

総の舞(ふさのまい)
65％精米

残りわずか 乾坤一　純米　うすにごり　本生
大沼酒造店

宮城県
2300円/1800ml

ササニシキ
60％精米

新入荷
榮万寿65  2018 無濾過生原酒
※ワインボトルの為、オープナーで抜栓

清水屋酒造
群馬県

1800円/750ml
新潟県産五百万石

65％精米歩合

12月18日 寫楽　純米吟醸　おりがらみ　弐
宮泉銘醸
福島県

3410円/1800ml
五百万石

50％精米歩合
レモンのような柑橘系の酸、クリアな旨み、エネルギッシュな酸を力強く感じさせます。昨年
より酸による爽やかさがあります。今期も素晴らしい出来です。

穏やかな香りで柔らかい口当たり。含むと、お米の優しい甘味・旨味と酸味がバランスよく広
がり、どこかほっとさせる温かみのある味わい。この優しさに溢れた味わいが魅力で、飲み
飽きせず、料理にも寄り添ってくれます。お燗はすっきり切れがあり、温めるのもオススメ。

新酒の限定生原酒！名称変更して純米酒という表記を取りました。清廉な旨みと甘み。ス
リムなボディは無駄な雑味が全て削ぎ落されてます。生まれたてエネルギッシュさを感じさ
せる新酒で完全受注の限定品です。

爽やかな柑橘系の香り。お米の旨みを感じつつ、新酒らしくレモンのような爽やかな酸味。と
ても心地の良い軽快さ。

完全受注生産の直汲み　青リンゴのような爽やかな旨みと酸、さらにきめ細かい微発泡感
がさらにフレッシュさを引き立てます。これぞ新酒の直汲みという醍醐味を味わえます。

冷やでは、仄かにジューシー感のあるグレープのような甘味・旨味と爽やかな酸味で爽快に
飲めます。お燗にすると、ふくよかなお米の旨味とほんのり円やかな酸味が一体となって広
がり、飲むほどに深みのある味わいになります。
ほんのり杏を思わせる香り。濃醇な甘味・旨味ながら酸味とのバランスがよく重さを感じさせ
ず、フレッシュ感・ジューシー感もあって果実のような甘酸っぱい味わいになっています。後
半は、仄かな苦味・渋味でややドライな印象になって切れていきます。

年末年始のおすすめ＆新酒特集

地元いすみ市産総の舞(ふさのまい)を使用。ボリュームのある酸味の幅があり、伸びやか
でジューシーな味わいです。木戸泉らしい旨み・酸味エキスがあり厚みがありつつ切れま
す。

特徴

王祿で熟成させずに出荷される新酒の生原酒。力強い旨みと酸がぐっと伸びて、しっかりと
切れます。今年も新酒の段階でほんのり旨みを感じさせ、力強い切れ、そしてほのかなガス
感あり。

ラムネのような爽やかな香り。オレンジのような柑橘系の甘・酸が口一杯に広がります。張り
のある味わいに爽やかに切れる後口。ボディがありながら重たくない流石の鶴齢。

フレッシュでジューシー。甘・酸・渋みが三位一体となって伸びていきます。後口はすっきりと
引いていきます。

ほんのり熟した果実の穏やかな香り。含むと、円やかな甘味・旨味をライトな酸味が包み込
んで、ボディがありつつ透明感のあるソフトな味わいになっています。熟成することで角が取
れたマイルドで深みのある味わい。
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年末のお酒のご発送の受付は12/29(土)午前9時までとさせていただきます。12/29(土)9時以

降のお電話・ウェブ・FAXによるご注文は1/4(金)以降の発送とさせていただきます。年末にか

けて、出荷数や運送業者の配送量が増加するため、指定日、指定時間帯にお届けができな

い場合がございます。前もってお早目のご注文をお待ちしております。

ご発送の受付締切日
日 月 火 水 木 金 土

2018年12月～2019年1月営業日程
■通常営業 12～19時

■23日(日)、臨時営業11～15時 ※自社配達休み

■12/29(土)、1/4(金)、5日（土）店舗営業12時～17時

※自社配達休み

■12/24(月)、1/1(火)～1/3(木) 店休日

※自社配達年末最終日 28日(午前9時受注締め切り)

※宅配便の受付最終日 29日(午前9時受注締め切り)

宅配便は弊社休業日でも日付指定でお届け可能です。
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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 七本鎗　純米　吟吹雪　搾りたて生原酒
冨田酒造
滋賀県

2800円/1800ml
1400円/720ml

吟吹雪
60％精米

新入荷
仙禽　初槽　中取り
　※『あらばしり』同価格、『せめ』は価格が異なります。

せんきん
栃木県

3200円/1800ml
1600円/720ml

非公開

新入荷 大那　純米吟醸　あらばしり
菊の里酒造

栃木県
3048円/1800ml
1600円/720ml

那須五百万石
50％精米

新入荷 貴　特別純米　無濾過生原酒　直汲み
永山本家酒造場

山口県
2800円/1800ml
1400円/720ml

麹米：山田錦　60％精米
掛米：八反錦　60％精米

新入荷
播州一献　純米大吟醸　無濾過　生
※お酒を飲んで支援！！

山陽盃酒造
兵庫県

3000円/1800ml
兵庫県産北錦
50％精米歩合

新入荷 播州一献　純米超辛口　生
山陽盃酒造

兵庫県
2700円/1800ml

兵庫県産北錦
60％精米歩合

新入荷 白老　若水　純米　しぼりたて生酒 
澤田酒造
愛知県

2638円/1800ml
1360円/720ml

知多半島常滑産 若水
65%精米歩合

新入荷 白老　でらから純米　槽場直汲生原酒 
澤田酒造
愛知県

2050円/1800ml
麹米：五百万石
75%精米歩合

新入荷 日高見　純米初しぼり
平孝酒造
宮城県

2600円/1800ml
ひとめぼれ

60％精米歩合

新入荷 にいだしぜんしゅ　はつゆきだより
仁井田本家

福島県
3500円/1800ml
1750円/720ml

自然栽培トヨニシキ
80％精米歩合

12月22日 宝剣　純米吟醸　八反錦　生
宝剣酒造
広島県

3000円/1800ml
1500円/720ml

広島県産八反錦
55％精米歩合

新入荷 北光正宗　冬の純米吟醸　しぼりたて生
角口酒造店

長野県
3143円/1800ml
1571円/720ml

長野県飯山産ひとごこち
59％精米歩合

新入荷 北光正宗　冬の純米吟醸　にごり酒
角口酒造店

長野県
2571円/1800ml
1286円/720ml

長野県飯山産ひとごこち
59％精米歩合

新入荷 大那　純米吟醸　スパークリング
菊の里酒造

栃木県
1600円/720ml

那須五百万石
50％精米歩合

新入荷 春霞　純米　無濾過生　赤ラベル
栗林酒造
秋田県

2500円/1800ml
美郷錦

　60％精米歩合

新入荷 山和　純米吟醸　無濾過生原酒
山和酒造店

宮城県
3000円/1800ml
1500円/720ml

美山錦
50％精米

新入荷 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

甘みと程よい渋みが味幅を利かせています。上品な甘みをほんのり感じさせながら、綺麗に
穏やかに引いていきます。価格帯から見ても抜群のパフォーマンスの純米大吟醸です。

たかが1度、されど１度！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。飲めばその意味が分かるほどに柔らかくしなやか。旨みの厚みは
そのままで、より口当たりが柔らかく恐るべき酒質。

甘みに旨みのコクがしっかりと乗っています。とろみがありつつ、すっと引いていく。辛口とい
うより旨みが鮮やかに引いていきます。火入れとは印象の違う、新酒らしい爽やかさ。

ボディのある旨みに発泡感とよい渋みでじわっと切れます。厚みがありながら、にごり酒特
有のざらつきが無くとてもスムースに口の中を伝います。

糀米を60％精米歩合にグレードアップ。にしぜんしゅ　純米原酒のあらばしり。きめ細かい甘
みと旨みに、レモンのような柑橘系を連想させる酸が締まって爽やかな新酒

掛米：あいちのかおり(飯米)　。アタックは、元気なガス感でピチピチ・フレッシュ。含むと、お
米の旨味と引き締まった酸が絡み合って広がり、シャープなボディ。後半は、ガスが残ったま
ま新酒らしい苦味・渋味と相まってミネラル的な余韻を伴ってドライに切れていきます。

特徴

お米の旨みがスリムに感じさせつつしっかりとスパッと切れます。口に含んだ瞬間は新酒ら
しいフレッシュさがあり、柔らかくも後切れの良さが気持ちよく、シャープな後口の余韻がしっ
かり。
甘酸っぱい飲み口ですが、含むとお米のしっかりした旨味・甘味を酸味が支えて、濃厚なが
ら輪郭のはっきりした味わい。後半は酸味と辛味で硬質な切れ味。ボディがありつつ切れも
良し。

ソフトなお米の旨味と酸がまろやかで、新酒らしい苦渋が味わいの中に溶け込んでいて、辛
めの味わいになっています。新酒ながら、全ての要素が優しくまとまっていています。

玉栄と山田錦の掛け合わせで生まれた滋賀の酒米「吟吹雪」　固い米の「玉栄」と比べ柔ら
かく溶けやすく、旨みをより感じさせます。旨みと辛みが同時にやってきて、後口はぴりっと
シャープな辛味。

全量『美郷錦』で仕込んでいます。旨みのフレッシュさ酸味の鮮やかさ、味わいのバランス後
切れと申し分ありません。麹米60⇒50％精米歩合に変更したことにより価格改定していま
す。

今年も『あらばしり』、『中取り』、『攻め』と搾りの部分３種類が入荷。同じタンクから生まれた
新酒でも、搾りの部分により驚くほど味わいが異なります。ぜひ飲み比べを。　※攻め1.8Ｌ
3000円 720ml1500円

洗練された程よい酸味と飲み飽きしない旨みは、杯を重ねるごとに良さを実感します。程よ
い軽快でメリハリのある酸が特色で、新酒のフレッシュな山和も味わいたいところ。

県産米ひとめぼれを使用　味幅のある旨みが伸びて、後半から良い辛みと渋みも織りなし
味わい深さがあります。今年も干支ラベル『猪』の文字が入ってます。

ガスがしっかりあって重たくない爽やかなにごり酒です。旨みが伸びやかで軽快なので、ぜ
ひワイングラスに注いで乾杯の１本におすすめ致します。

ふわっとした甘みと旨みがスリムに伸びつつ、辛口の切れがあります。甘みはナチュラルで
出しゃばらず、フレッシュさを感じさせつつ辛口のフィニッシュが心地よいです。

八反錦特有の瑞々しい酸とシルキーな旨みをより堪能できる新酒の生酒。新酒らしいフレッ
シュさと、新酒らしからぬ滑らかさ、切れは宝剣の酒造りの技術の高さを実感できます。


