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おすすめ
特集

春酒 ピンク・さくらラベル ラインナップ

重要 3/28(木)営業時間変更のお知らせ

左から『石鎚 純米吟醸 春の酒』 、『穏 純米吟醸 春のうすにごり』、
『大那 純米吟醸 春摘み おりがらみ 生詰』 『伊予賀儀屋 切り絵 春』

3/29(木)は、棚卸のため店舗営業は

16時から19時まで となります。
発送・配達業務は、休ませて頂きます。
3/27(水)発送受付締め時間 当日12時迄
3/28(木)9時以降のご注文は 3/29(金)発送⇒3/30(土)以降の着
となることご容赦下さい。
大変ご迷惑をお掛けいたしますが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

銘柄

生産者/所在地

税抜き価格

原料米品種

特徴

新入荷

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

ほんのり桃やイチゴを思わせる上品な香り。柔らかく瑞々しい旨味が綺麗に広がり、それを
程よい酸味が支えて春を感じさせる優雅な印象

新入荷

伊予賀儀屋 切り絵・春 新風純米
｢SEIRYO FLOWER｣ うすにごり生

成龍酒造
愛媛県

3050円/1800ml
1525円/720ml

愛媛県産 しずく媛
60％精米歩合

ほんのりスモモを思わせる爽やかな香り。仄かにガスを感じるフレッシュな飲み口。澱由来
の旨味をじわっと感じつつ酸味とガスが上手くまとめて、キリッと辛口の味わいです。

仁井田本家
福島県

3600円/1800ml
1800円/720ml

美山錦
60％精米歩合

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。ガスが抜けた後でもシルキーでキュートな旨・酸のバラン
ス良し！
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滑らかに伸びていきます。旨みのボディはしっかりしつつの滑らかさ。

残りわず
穏 純米吟醸 春のうすにごり 生
か
新入荷

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

新入荷

川鶴 特別純米 限定生原酒

川鶴酒造
香川県

2800円/1800ml
1400円/720ml

山田錦/オオセト
55%精米歩合

新入荷

木戸泉 特別純米 PURE PINK2016 ※春酒としても◎

木戸泉酒造
千葉県

2800円/1800ml
1500円/720ml

青森県産華吹雪
60％精米歩合

新入荷

七田 純米吟醸 雄町50 生 ※1本限り

天山酒造
佐賀県

3400円/1800ml

雄町
50％精米歩合

新入荷

モダン仙禽 雄町 無濾過生原酒 2019

せんきん
栃木県

3200円/1800ml
1600円/720ml

栃木県さくら市産雄町
50％精米歩合

若々しくジューシーながら、雄町らしいボディのある落ち着いた味わい。低アルコール度数な
がら『芳醇なお酒を水のように飲める』お酒を体現しています。

新入荷

七本鎗 純米搾りたて うすにごり生原酒 玉栄

冨田酒造
滋賀県

2800円/1800ml
1400円/720ml

玉栄
60％精米歩合

お米(澱)の旨味をしっかり感じつつ厚みのある酸味が支えて、ボリューミーで筋肉質な味わ
いになっています。後半は、苦味・渋味でミネラル感のあるドライな味わい

新入荷

大那 純米吟醸 春摘み おりがらみ 生詰

菊の里酒造
栃木県

2800円/1800ml

栃木県那須産五百万石
55％精米歩合

この時期にぴったりのピンクラベルにうすにごり。桃のようなキュートな香り。オリがとてもソ
フトでしっとり、きめ細やかな舌触り。旨みも繊細なまま広がり過ぎず、後半は程よい渋みと
辛口の余韻を伴って優しく切れていきます。

新入荷

花巴 山廃純米 吟のさと 無濾過生原酒 せめ
※三河屋完全オリジナル第3弾

美吉野醸造
奈良県

3000円/1800ml
1500円/720ml

吟のさと
70％精米歩合

ほんのりと澱絡みです。熟した柑橘を思わせる甘酸っぱい香り。お米の旨味をしっかり感じ
つつ柑橘を思わせるキリッとした酸が支えて締まったボディで奥底でコクを感じる味わい。

お米の香りの中にほんのりリンゴを思わせる香りもあります。フレッシュな口当たり。含むと、
ジューシーな甘味・旨味と爽やかな酸味が広がります。後半は、しっかりした酸と仄かな苦・
渋味でコクを感じながら爽快に切れていきます。
キュートな酸にピンクの文字で春酒にオススメ 青森県産自然栽培の華吹雪を使用。ピュ
アシリーズは木戸泉らしい旨みと酸のボディがあり原酒ながらもアルコール度は16度で口当
たりがよりスムース。
パイナップルのような甘味とジューシーな酸が伸びやかに広がります。旨みがしっかりあり
つつ七田の中でも特にフルーティーさを感じられます。

入荷日・在庫

銘柄

生産者/所在地

税抜き価格

新入荷

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

新入荷

寶釼(宝剣) 純米吟醸 山田錦 生

宝剣酒造
広島県

3600円/1800ml

新入荷

若波 純米吟醸 山田錦 生酒

在庫有り 会津娘 芳醇純米 生酒
在庫有り 伊予賀儀屋 壱番しぼり酒 生 「壱」
在庫有り 超王祿 純米 春季限定生原酒 30BY ★★★
新入荷

クラッシク仙禽 亀の尾 2018 ※火入れ

在庫有り 貴 純米吟醸 山田錦 無濾過生原酒 中取り

原料米品種

特徴

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
麹：吉川山田錦 掛：東条
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
山田錦 50％精米歩合
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。
兵庫県産山田錦
50%精米歩合

宝剣シリーズの中でも一際旨みと酸のフレッシュさを堪能できます。ピチピチフレッシュで柑
橘系を連想させる酸が口の中を踊ります。

ほんのり桃やバナナを思わせる香り。極仄かにガスを感じるフレッシュな口当たり。上品な
甘味が程よい酸をまとって広がり、ジューシーで甘酸っぱい味わい。比較的しっかりした味
わいながら上質な甘味と円やかな喉越し
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
高橋庄作酒造店 3050円/1800ml
会津産五百万石
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
福島県
1525円/720ml
55％精米歩合
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。
成龍酒造
3050円/1800ml
愛媛県産しずく媛
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
愛媛県
1250円/720ml
60％精米歩合
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。
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

せんきん
栃木県

3200円/1800ml
1600円/720ml

栃木県さくら市産亀の尾
50％精米歩合

ジュシーな酸のボディがしっかり口に広がります。入口はエレガントな酸と旨みを感じさせ、
引きは綺麗に鮮やか。ボディがありつつも軽やかな口当たりですいすい飲めてしまいます。

山口県産山田錦
50％精米歩合

旨み酸味のバランスがあり、程よい爽やかなフルーティーさは、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

永山本家酒造場 3500円/1800ml
山口県
1750円/720ml
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

花巴 山廃純米 吟のさと 無濾過生原酒 うすにごり
※三河屋完全オリジナル第２弾

美吉野醸造
奈良県

3000円/1800ml

吟のさと
70％精米歩合

新入荷

播州一献 純米吟醸 愛山 生

山陽盃酒造
兵庫県

3300円/1800ml

愛山
50％精米歩合

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。
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。
パインやブルーベリーを想起させる香り。透明感のある甘みに愛山特有の溶け具合に合わ
せ、播州一献らしい軟水のしなやかさ。透明感のあるお酒としてさらに磨きがかかっていま
す。愛山でこの価格はお手頃！！

新入荷

山形正宗 純米吟醸 酒未来 生酒

水戸部酒造
山形県

3200円/1800ml
1600円/720ml

酒未来
50％精米歩合

数量限定！生酒で出荷！甘みを残ししぼることで酒未来が持つジューシーさを存分に引き
出しました。みずみずしい水蜜桃のようなフレッシュさ。

新入荷

寶釼(宝剣) 純米吟醸 八反錦 かすみ酒

宝剣酒造
広島県

3200円/1800ml
1600円/720ml

広島県産八反錦
55%精米歩合

宝剣の生酒今季最終出荷。柔らかく旨みで、かつ力強い切れも持ち合わせる宝剣。飲み飽
きしないので酒飲みに好まれます。かすみ酒なので春のお酒としても薦めやすい１本

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

完全オリジナル第2弾が入荷します。新酒第一弾はピチピチ元気なお酒でしたが、生原酒な
がらもほっと和らぐ華やかさを求めております。ご期待ください！

成龍酒造
愛媛県

2750円/1800ml
1375円/720ml

愛媛県産松山三井
60％精米歩合

蔵に伺いタンク指定した完全予約品の限定直汲み！綺麗な酒質、軽快さの中に旨みと酸
のメリハリがしっかりしたいつもの伊予賀儀屋にプラス直汲みのピチピチ感が加わります。
純米吟醸タイプも少量入荷予定

新入荷

在庫有り

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

3月28日 白老×鈴木三河屋 Season 2 無濾過生原酒

4月上旬

伊予賀儀屋 純米 生原酒「限定選抜」番外編直汲み
※純米吟醸バージョン 1.8L 3,050円/720ｍｌ 1,525円

4月上旬

にいだしぜんしゅ めろん3.33
※旧シリーズ名 番外 自然酒 純米吟醸 生原酒 直汲

4月8日

七田 純米 七割五分磨き 山田穂 無濾過生

4月中旬

おだやか 純米吟醸 山田錦 生
※県内有機栽培・自然栽培米

仁井田本家
福島県

昨年は2週間で完売の大人気商品。今期は麹米を「五百万石」から「亀の尾」に変更。
3500円/1800ml
麹米：亀の尾60％精米 「3.33」は3段仕込みプラス４段目はいつもの「0.33」割合仕込みの意味。メロンのような香
1750円/720ml 掛米：トヨニシキ 60％精米 味、フルボディでジューシーな甘みと酸のインパクト。抜群の味の凝縮感と伸びやかさ。

天山酒造
佐賀県

2400円/1800ml
1150円/720ml

山田穂
75％精米

人気の低精白シリーズ、山田穂の七割五分磨きです。パワーのある酒米をあえて削らずに
お米の旨みを上品に引き出そうと試みています。パワフルな旨みが期待できます。

仁井田本家
福島県

3400円/1800ml
1700円/720ml

福島県いわき産
55％精米歩合

全て地元にこだわった新しい穏。 直汲み生バージョン。旨みと酸の力強さがありつつ、バラ
ンスよく調和し口当たりの柔らかさが秀逸。

