
（株）鈴木三河屋　2019/2/27
TEL03-3583-2349

※『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 銘柄 生産者/所在地 税別価格 原料米品種

在庫有り 超王祿　純米　春季限定生原酒　28BY　★★★　
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

再入荷 会津娘　芳醇純米　生酒
高橋庄作酒造店

福島県
3050円/1800ml
1525円/720ml

会津産五百万石
55％精米歩合

再入荷 会津娘　純米生酒うすにごり　雪がすみの郷
高橋庄作酒造店

福島県
2500円/1800ml
1525円/720ml

会津産酒造好適米
55％精米歩合

新入荷 伊予賀儀屋　壱番しぼり酒　生　「壱」
成龍酒造
愛媛県

3050円/1800ml
1250円/720ml

愛媛県産しずく媛
60％精米歩合

新入荷
七田　純米　無濾過生原酒　おりがらみ
※開栓注意！

天山酒造
佐賀県

2600円/1800ml
1250円/720ml

麹：山田錦65％精米歩合
掛：麗峰65％精米歩合

新入荷 寫樂　純米吟醸　山田錦　生　※１本限り
宮泉銘醸
福島県

4030円/1800ml
播州山田錦
50％精米

新入荷 貴　純米吟醸　山田錦　無濾過生原酒　中取り
永山本家酒造場

山口県
3500円/1800ml
1750円/720ml

山口県産山田錦
50％精米歩合

2月13日頃
播州一献　純米吟醸　SPRING　SHINE　生
※名称変更　「WIND」から「SHINE」変更

山陽盃酒造
兵庫県

2700円/1800ml
1400円/720ml

播州吉川産山田錦
55%精米歩合

新入荷
花巴　水もと純米　直汲みにごり無濾過生原酒
※開栓注意！！！

美吉野醸造
奈良県

2800円/1800ml
1400円/720ml

奈良県産吟のさと
70％精米歩合

新入荷
不老泉　純米吟醸　杣の天狗うすにごり
※不老泉で一番人気のお酒

上原酒造
滋賀県

3050円/1800ml
山田錦

60％精米歩合

新入荷 春霞　純米吟醸　緑ラベル　生
栗林酒造
秋田県

3000円/1800ml
美郷錦

50％精米歩合

新入荷 山形正宗　激濁　※数量限定入荷
水戸部酒造

山形県
2500円/1800ml

出羽燦々/山田錦/赤磐雄
町/酒未来

仄かに果実を思わせる爽やかな香り。優しい口当たりで瑞々しい飲み口。含むと、優しい甘
味・旨味と柔らかい酸味が上手くマッチして広がり、程よいボディ感ながら軽快に舌を滑り落
ちます。
澱の量は多めながら程よいガスでフレッシュ。ヨーグルトを思わせる香りと共にトロリとしたク
リーミーな旨味と乳酸系のシャープな酸が広がり、ヤクルトのような乳酸飲料を思わせる味
わいになっています。
酵母・乳酸を添加しない山廃造りで定評のある不老泉ですが、「杣の天狗」は速醸造りで全
く味わいが異なります。柔らかい口あたり、ふわっとした甘・酸・渋が調和。凝縮された味わ
いながらソフトですっきりな引き。

お米の旨みが感じられつつ、爽やかで軽快な切れ。甘みと酸とフィニッシュへ向かうドライな
口当たりのいずれも程よくバランスが取れています。春霞らしさを最も体現している1本。

オリの多い部分を選りすぐり瓶詰めした激濁り酒。にごり酒とは思えない引っ掛かりのなさ
と、旨みのボディで毎年コアなファンにとって待ち遠しいお酒。

特徴

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
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
す。

旨・甘・酸・苦み・渋みの五味のバランスがあり、爽やかなフルーティーながら穏やかでドライ
なフィニッシュ。どなたが飲んでも間違いなく美味しいと思えるお酒。万能型のお酒として置
いておきたい１本

妖艶な甘・酸の極致！ここまで来たかと唸ります。口に含んだ瞬間はスリムに滑らかに舌の
上を甘・酸が伝います、中盤からじわっと綺麗に味わいが広がり、後口はその余韻を名残惜
しく引いていきます。

無濾過生原酒に澱(おり)をからめて、瓶内２次発酵をさせています。いつもの七田の味わい
に微発泡による軽快さが加わります。瓶内にガスが溜まっている為、開栓時はご注意くださ
い。

会津娘のなかで濃淳なタイプの生原酒が入荷。クリアで素直な旨みは会津娘らしいところで
すが、いつもより一歩旨みの押しの力強さがあります。新酒ならではの伸びやかさがあり

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
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
いていきます。

新酒らしい爽やかな含み香。しっとりとした甘みと穏やかな酸でマスカットのような軽快さ。新
酒らしい爽やかながありつつ、味わいは出しゃばらず繊細でスリムな後口で杯が進みます。

日本全国から、今人気の13の酒蔵をピックアップ。蔵人たちが自分の造る日本酒に合わせて普段から食

べている、おすすめのおつまみを紹介。郷土料理から、意外な組み合わせレシピまで、蔵それぞれの個

性が光る、絶品おつまみ満載です。鈴木三河屋が本の出版のお手伝いをさせて頂いており、13の酒蔵は

全て鈴木三河屋取り扱いの銘柄です！さらに日本酒の4つのテイスト(薫酒・爽酒・醇酒・熟酒)に注目し、

タイプ別にレシピも紹介。日本酒とおつまみのペアリング(相性のよい組み合わせ)のポイントをわかりや

すくお伝えしています。配達時、発送と同送も承っております。お気軽にお問い合わせください。

3月
おすすめ

特集

書籍 「酒蔵直伝日本酒つまみ」 1,400円(税別) 販売中2月22日
おかげさまで三河屋は

創業61周年を迎えます。

いつも支えてくださる皆様に

厚く御礼申し上げます。



入荷日・在庫 銘柄 生産者/所在地 税別価格 原料米品種

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

在庫有り 木戸泉　特別純米　DEEP　GREEN　2015
木戸泉酒造

千葉県
3000円/1800ml
1600円/720ml

兵庫県産山田錦
　60％精米歩合

在庫有り 木戸泉　特別純米　BLUEISH　PURPLE　2015
木戸泉酒造

千葉県
3000円/1800ml
1600円/720ml

岡山県産雄町
　60％精米歩合

在庫有り クラッシク仙禽　無垢　無濾過原酒　2018　※お燗オススメ
せんきん
栃木県

2500円/1800ml
1250円/720ml

栃木県さくら市産山田錦
50％精米歩合

2月21日 紀土(キッド)　-KID- 純米吟醸酒　春ノ薫風
平和酒造
和歌山県

2300円/1800ml
1150円/720ml

麹米：五百万石50%精米
掛米：一般米55％精米

3月1日
白老×鈴木三河屋　Season2　はつゆき
槽場直汲無濾過生原酒　 ※完全オリジナル酒

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

3月4日 石鎚　純米吟醸　春の酒
石鎚酒造
愛媛県

3200円/1800ml
1600円/720ml

しずく媛
50％精米歩合

3月上旬 伊予賀儀屋　SEIRYO　FLOWER　おりがらみ生 成龍酒造
3050円/1800ml
1525円/720ml

愛媛県産しずく媛
60％精米歩合

3月上旬 穏　純米吟醸　春のうすにごり　生　
仁井田本家

福島県
3600円/1800ml
1800円/720ml

美山錦
60％精米歩合

3月上旬 木戸泉　特別純米　PURE　PINK　2018
木戸泉酒造

千葉県
2800円/1800ml
1500円/720ml

自然栽培華吹雪
60％精米歩合

3月上旬 若波　純米吟醸　山田錦　生酒
若波酒造
福岡県

3700円/1800ml
1850円/720ml

福岡県糸島産山田錦
55％精米歩合

3月7日 鶴齢　特別純米　山田錦　無濾過生原酒
青木酒造
新潟県

3200円/1800ml
1600円/720ml

山田錦
55％精米歩合

3月8日 七田　純米七割五分磨き　愛山　生 ※1本限り
天山酒造
佐賀県

2500円/1800ml
1200円/720ml

愛山
75％精米歩合

3月8日 七田　純米吟醸　雄町50　生　
天山酒造
佐賀県

3400円/1800ml
雄町

50％精米歩合

3月7日頃
日高見　純米大吟醸しぼりたて生酒
※スペック変わらず、純米吟醸⇒純米大吟醸に名称変更

平孝酒造
宮城県

3500円/1800ml
麹：吉川山田錦　掛：東条
山田錦　50％精米歩合

3月9日頃 春霞　純米酒　限定瓶囲い　花ラベル
栗林酒造
秋田県

2500円/1800ml
1250円/720ml

秋田県産米(美郷錦ほか)
60％精米歩合

3月13日 大那　春摘み新酒　純米吟醸　おりがらみ
菊の里酒造

栃木県
2900円/1800ml

那須五百万石
55％精米歩合

3月中旬 播州一献　純米吟醸　愛山　生
山陽盃酒造

兵庫県
3050円/1800ml
1525円/720ml

播州産愛山
50％精米歩合

稀少品種の愛山で抜群のパフォーマンス！溶けやすいお米ということもあり、甘みが強く出
やすい印象の品種ですが、見事なまでのコントロール。旨みのコクと軽快な酸で透明感あり
綺麗な余韻

おりがらみは旨みふっくら優しい味わいで、まとまりがあり定評があります。まさに季節に
あった商品で春先に味わいたい商品です。ラベルもピンク色で可愛らしくお花見時期にも欲
しい１本

特徴

程よい熟成タイプの火入れ原酒。豊かな旨みと酸のバランスが良く、味わいの深さと落ち着
きがあり。お燗にしても素晴らしく旨みがありながら切れ抜群。長期熟成得意とする木戸泉
の本領発揮。お米違いのBULEISH　PURPLEとの飲み比べもオススメ。

DEEP　GREENに比べ、より味の旨みの伸びと、艶っぽさを感じさせます。やはりそこは雄町
特有の野性味があります。常温～ぬる燗よし。ぜひDEEP　GREENとの飲み比べを。

春から初夏にかけて飲むにふさわしく、透明感とみずみずしさが際立つお酒。桃のような爽
やかさとほんのり梅のようなさっぱりとした酸味がうまく同居しています。お酒の名称通り、ま
さに爽やかで生命力の感じるお酒です。

槽口から垂れてくるお酒を直接瓶に詰めた「ほんもの」の直汲み。ピチピチ元気な弾ける微
発泡はは他を圧倒します。酒蔵でしか味わうことができないようなフレッシュな新酒をご堪能
ください。

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。

約1年熟成。繊細で美しい酸が穏やかに主張し、透明感あるれる味わい。シルキーさ、エレ
ガントさが素晴らしい。お燗にすると上質かつスリムな旨みでキリッと切れ良し。和食向きの
1本

切り絵シリーズ桜バージョンが入荷。搾りたての躍動感とフレッシュな味わいのおりがらみ。
上品な甘みと穏やかな切れの良さは、煮物などの和食と合わせられます。ラベルおりがら
みの色合いともに視覚的にも春らしい1本。

麹米の精米歩合60⇒55％に変更。新酒らしくはつらつした味わいです。瓶囲いとは瓶火入
れのことを意味しています。春霞の純米酒はフレッシュできめ細かくバランスがとれているの
で、まさにリーズナブルな1本。

鶴齢の定番「純米　山田錦65%精米　生原酒」より10％ほどお米を磨いています。その為、よ
り旨みがスムースに伸びていきます。旨みのボディはしっかりしつつの滑らかさ。

新酒の時期からカドの取れた旨みの味わいに仕上がる石鎚の技術の高さに脱帽させられ
ます。春の酒は例年味幅があって香りが高いお酒に仕上がります。

麹米『兵庫県吉川産特等山田錦』　掛米には『兵庫県旧東条町特等山田錦』を使用。なんと
も贅沢な造りですが、味わいも素晴らしい。ゴージャスな甘みと酸がトロピカルで綺麗に混
在しています。抜栓直後は綺麗さが際立ち、一日経てば味わいのパワフルさが出てきます。

兵庫県に次ぐ、山田錦の産地が福岡県。糸島地区は特に良質な山田錦が栽培できる地
域。麹米の精米歩合を50％にし、より繊細な味わいを突き詰めます。

瓶内2次発酵による炭酸ガスを含んだフレッシュなリンゴのような吟醸香、程よい酸と旨みが
ジューシーな春のうすにごりです。和風シャンパンを思わせる爽快感をご堪能下さい！！

一昨年、フランスで初めて開催された日本酒鑑評会『KURA MASUTER』で見事最高賞に輝
いたお酒。受賞の発表から一日半で完売という恐るべき影響力でした。パイナップルのよう
なフルーティーさと、パワフルな旨みが魅惑的で七田の代名詞となりました。早期完売必
至。

大人気7割五分磨きの低精米新酒の第3弾が入荷。濃純な味わいはもちろんなこと、希少な
酒米愛山で仕込んだ七田は毎年、艶っぽい旨みと酸味がクセになります。

ラベルがピンク、味わいも爽やかで春の時期にオススメな生原酒。軽快でキュートな酸はあ
んずやサクランボを想起させます。爽やかでかつ16度の生原酒により、ボディがありつつ引
きの軽快さがあります。


