（株）鈴木三河屋 2019-1-26

2019年2月のおすすめ＆新酒特集
■■■今年もよろしくお願い致します■■■

三河屋完全オリジナル 「花巴」、「白老」

昨年の11月、「播州一献」で知られる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
被害となりましたが、新酒も無事出荷され、とても素晴らしい出来が続いています。引き続き皆様
のご支援を頂ければと存します。
今期の各酒蔵の新酒の傾向ですが、全体的に綺麗で切れのある味わいが多いように感じます。
28年のお米の性質として『溶けにくい』という話もあるようです。年度ごとの新酒の傾向も捉えられ
るとより、日本酒の奥深さを知ることができます。

今季も「花巴」、「白老」の鈴木三河屋完全オリジナルをリリース致します。「花巴」は3季目、「白老」は
2季目の造りです。スペックは変えずに造られたお酒をもとに、より理想のお酒に近づけるよう微調整
のリクエストをしております。事前の予約も承っております。今年も引き続きよろしくお願いいたします。

※『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。
入荷日・在庫

新入荷

銘柄

会津娘 純米生酒うすにごり 雪がすみの郷

在庫有り 超王祿 純米 春季限定生原酒 30BY ★★★
新入荷

王祿 丈径 blue 本生 28BY ※お燗にも◎

新入荷

穏(おだやか) 純米吟醸 しぼりたて
パーカーポイント91点のお酒の米違いバージョン

残りわずか 川鶴 純米 限定直汲み 無濾過生原酒

生産者/所在地

税抜価格

原料米品種

特徴

爽やかな含み香。フレッシュながら優しい口当たり。お米(澱)の軽やかな甘味・旨味と適度な
高橋庄作酒造店 2500円/1800ml
会津産酒造好適米
酸味で、ジューシーさも感じる爽やかな味わいになっています。後切れは、ナチュラルに引
福島県
1250円/720ml
55％精米歩合
いていきます。
王祿で唯一熟成させずに出荷される新酒。力強い旨みと酸がぐっと伸びて、しっかりと切れ
王祿酒造
3400円/1800ml 麹米：五百万石 60％精米 ます。良い意味でいつもの王祿とは違う力強く、そして少し荒々しさもある切れを堪能できま
島根県
1700円/720ml 掛米：五百万石 60％精米 す。
程よい丸み、ミディアムボディの熟成感。マスカットのような爽やかな旨み、酸の密度があり
王祿酒造
3770円/1800ml
東出雲産山田錦
ます。しかし、いつもの丈径の原酒とは好対照で、後半はしなやかで滑らかさが際立ちま
島根県
1900円/720ml
55％精米歩合
す。お燗は綺麗な旨みと軽快さを兼ね備えていて一押し。
醸造用乳酸を一切使わず、白麹酵母で醸す穏(おだやか)。口に含むとフレッシュ爽やかな
仁井田本家
3500円/1800ml
有機JAS美山錦
旨みとレモンのような酸がすっと抜けていきます。直汲みならではのガス感がさらに爽やか
福島県
1750円/720ml
60％精米歩合
を引き立てます。
川鶴酒造
香川県

2450円/1800m
1225円/720mll

オオセト
65％精米歩合

口に含むとマスカット系の爽やな香りが広がります。華やかさが前半にきて、後半は直汲み
ならではの微発泡感と軽快な切れ。新酒感抜群のフレッシュさ。
ほんのりリンゴを思わせる爽やかな香りでフレッシュな口当たり。コクのある甘味・旨味と爽
やかな酸味で濃醇ジューシーな味わいになっています。

新入荷

川鶴 特別純米 限定生原酒

川鶴酒造
香川県

2800円/1800m
1400円/720mll

オオセト
55％精米歩合

新入荷

紀土-KID-Shibata's純米大吟醸 be fresh(生原酒)

平和酒造
和歌山県

3600円/1800ml
1800円/720ml

山田錦
50％精米歩合

新入荷

紀土 純米吟醸 にごりざけ

平和酒造
和歌山県

2400円/1800m
1200円/720mll

五百万石
55％精米歩合

新入荷

木戸泉 特別純米 吟ぎんが 無濾過生原酒

木戸泉酒造
千葉県

3000円/1800ml
1500円/720ml

岩手県産吟ぎんが
60％ 精米歩合

木戸泉酒造
千葉県

3000円/1800ml
1200円/720ml

総の舞(ふさのまい)
65％精米

限定品純米大吟醸 生酒 『Shibata's 』は柴田杜氏(醸造責任者)の名前です。華やかさと
繊細さを持ち合わせた逸品。口に含んだ瞬間はパイン系の華やかな甘と酸が膨らみます
が、その後はソフトな甘みが繊細に伸びて、優しく引いていきます。
開栓注意！！！ 空気穴がありますが、今年はガス圧が高い元気な発泡です。こちらも抜
群出来映え。繊細な甘みとシルキーなおりで雪解けのように優しい余韻で口の中から引い
ていきます。価格といい味わいといい、恐れ入るにごり酒。
自然栽培の吟ぎんがを使用。深みとボディのある酸があります。酸のしなやさかがあり、後
半は鮮やかな辛口の切れに展開していきます。酸が途中からグッと主張しすっと引く展開の
あるお酒。
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。

在庫有り 木戸泉 純米しぼりたて 無濾過生原酒
新入荷

七田 純米無濾過生 七割五分磨き 山田錦

天山酒造
佐賀県

2600円/1800ml
1250円/720ml

山田錦
75％精米歩合

旨みのコクを感じさせつ、低精米により味の濃縮感があります。濃醇ながらも山田錦で造っ
たお酒らしく旨みと酸のバランスよく軽快さもあり、杯を重ねやすくします。

新入荷

七本鎗 純米 山田錦 しぼりたて生原酒

冨田酒造
滋賀県

3000円/1800ml
1500円/720ml

滋賀県産山田錦
60％精米歩合

爽やかで旨みと酸のバランスがとても良いのが特色。ボディがありつつ切れもしっかりある
のが七本鎗らしいところです。

宮泉銘醸
福島県

3410円/1800ml

五百万石
50％精米歩合

しなやかな甘と酸が新酒特有の渋みをコーティングして、新酒らしからぬ滑らかさ。味わいも
出しゃばり過ぎずも、しっかりと主張するところが流石。今年はひっかかりなく後引きの良さ
がさらにUPで飲みすぎ注意(笑)

在庫有り 寫楽 純米吟醸 おりがらみ

銘柄

生産者/所在地

永山本家酒造場

税抜価格

原料米品種

特徴

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
麹米：山田錦 60％精米 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
掛米：八反錦 60％精米 素が優しくまとまっていています。

新入荷

貴 特別純米 無濾過生原酒 直汲み

新入荷

花巴 水酛×水酛 無濾過生原酒

美吉野醸造
奈良県

3600円/1800ml
1800円/720ml

新入荷

花巴 山廃純米 吟のさと 初しぼり
三河屋完全オリンジナル

美吉野醸造
奈良県

3000円/1800ml
1500円/720ml

奈良県御所市産吟のさと 柑橘を思わせる爽やかな香り。お米(澱)の甘味・旨味を感じつつキリッと
した酸が包み込んで引き締まったボディ。後半は、新酒らしい苦味・渋味
70％精米歩合
でドライな味わいになってスッと切れていきます。

新入荷

白老×鈴木三河屋 ｢生熟｣ 氷温熟成 無濾過生
原酒
※三河屋完全オリジナル

澤田酒造
愛知県

2593円/1800ml
1297円/720ml

愛知県知多半島産 若水 氷温熟成することで荒々しさが取れて丸みのある旨味ながら後切れはキ
リッと爽快。このメリハリの効いた味わいで飲み飽きせず、いつまでも盃
60%精米歩合
を重ねられます。

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 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
59％精米歩合
象の違う、新酒らしい爽やかさ。

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 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
59％精米歩合
す。

新入荷

根知男山 プレミアム雪見酒

渡辺酒造店
新潟県

3400円/1800ml
1700円/720ml

根知谷産五百万石
60精米歩合

しっとりとした甘みが上質な和菓子のよう。繊細な余韻かつ、甘みは残ら
ずに穏やかに引いていきます。味わいの芯がしっかりしていて、でも控え
めな味わいの為、杯がすすみます。

新入荷

山形正宗 純米 蔵付酵母 生

水戸部酒造
山形県

3000円/1800ml
1500円/720ml

自家田産出羽燦々
60％精米歩合

オール山形正宗産の結晶。 農業法人「水戸部稲造」で育てた出羽
燦々、蔵から採取した酵母で仕込んだお酒。グレープフルーツの香りに
少し若草のニュアンス、はつらつとした旨み、そして後口は名刀の切れ。

新入荷

山形正宗 純米吟醸 雄町55 直汲 生

水戸部酒造
山形県

3200円/1800ml
1600円/720ml

赤磐雄町
55％精米歩合

薄っすら澱が絡んでいます。ブドウを思わせる瑞々しい香り。ブドウや梨
を思わせるジューシーな甘味・旨味と酸味がバランスよく広がり、搾りた
ての果汁のような味わい

新入荷

若波 純米吟醸 生酒

若波酒造
福岡県

3100円/1800ml
1550円/720ml

春霞 純米吟醸 無濾過生 酒こまち (栗ラベル・白)

栗林酒造
秋田県

3000円/1800ml

秋田酒こまち
50％精米

爽やかな香りと、やさしい味わいで春霞の中でも比較的甘味が強調され
ています。和菓子のようなふっくらした甘味で上質な舌触り。それでもフィ
ニッシュの軽快さがあるのが春霞らしさ。

1月末

白老 純米吟醸 夢吟香 直汲無濾過生原酒

澤田酒造
愛知県

3000円/1800m
1500円/720mll

愛知県常滑産 夢吟香
55％精米歩合

限定直汲みバージョンが入荷。ほんのり柑橘系の香りで、程よいガスを
感じるフレッシュな飲み口。含むと、ふくよかな甘味・旨味を柑橘系の酸
味が上手くまとめて、ボディがありつつキリッと締まった味わい

2月2日

鶴齢 特別純米 越淡麗 生原酒

青木酒造
新潟県

3200円/1800ml
1600円/720ml

越淡麗
55％精米歩合

新潟県の酒造好適米の越淡麗。新潟の蔵でも、しっかりとした味わいと
切れに定評のある鶴齢のラインナップの中でも隠れた人気のあるお酒。
味乗りした深みのある旨みが期待できます。

2月4日

花巴 山廃純米 吟のさと うすにごり
三河屋完全オリンジナル

美吉野醸造
奈良県

3000円/1800ml
1500円/720ml

奈良県御所市産吟のさと 柑橘を連想させる香り。お米(澱)の穏やかな旨味を強めの酸が上手くま
とめてキリッと締まった味わいになっています。その中にも柑橘系果実を
70％精米歩合
思わせるジューシーさもあり、酸が味わいの中に馴染んでいます。

2月7日

白老×鈴木三河屋 常温追熟 無j濾過原酒
※三河屋完全オリジナル

澤田酒造
愛知県

2593円/1800ml
1297円/720ml

愛知県知多半島産 若水 2018年冬の新酒を瓶詰め・瓶火入れ（生詰め）し約8ヶ月間冷蔵熟成した
後、3ヶ月間常温で追加熟成。味乗りした旨味たっぷりの味わいの中に、
60%精米歩合
仄かな生感と程よい熟成感が融合した味わいをご堪能頂けます。

2月8日

播州一献 純米吟醸 SPRING SHINE 生
※名称変更

山陽盃酒造
兵庫県

2700円/1800ml
1400円/720ml

1月26日頃

山口県

2800円/1800ml

奈良県産契約栽培
吟のさと
70%精米歩合

水酛の貴醸酒バージョン。花巴ワールド全開！リッチな甘みと酸の凝縮
感が口一杯に広がります。乳酸エキス感を存分に味わえる1本。

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

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

麹：山田錦 掛：夢一献 パイン系の爽やかな香り。甘みがとても繊細で滑らか。ほんのりガス感
がありつつよい渋みもアクセントをつけます。全ての味わいの調和がとれ
55％精米歩合
た新酒。

播州吉川産山田錦
55%精米歩合

昨年の『SPRING WIND』から名称変更。柔らかな甘みを感じられるよう
四段仕込みを採用。アルコール度数も15度に抑え重たさを感じさせない
設計。山菜料理や鰆など爽やかな食材との相性を期待。

