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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 特徴

新入荷 播州一献　純米　夏辛
山陽盃酒造

兵庫県
2500円/1800mll
1300円　/720ml

兵庫北錦　　　　　　　　　　　　
60％精米歩合

定番で人気の播州一献辛口の夏バージョン。ドライな切れで後に引かない爽やかさが　　　　　　　　
特徴です。

新入荷 紀土(きっど)　純米吟醸　夏ノ疾風（なつのしっぷう）
平和酒造
和歌山県

2300円/1800ml 
1150円　/720ml 

五百万石
麹：50％掛55％精米歩合

軽やかな酸と旨み、口当たりの柔らかさが特徴です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今期はさらに透明感のある爽やかさ、切れの良い酒質を目指しています。

新入荷 群馬泉　淡緑（うすみどり）
島岡酒造　　　　　
群馬県

3334円/1800ml
若水　　　　　　　　　　　　　　　

50％精米歩合
微かな瑞々しいメロンの香り。優しい味わいと爽やかな酸が心地よいです。

新入荷 天青　夏・純米吟醸
熊澤酒造　　　　　
神奈川県

2750円/1800ml
山田錦　　　　　　　　　　　　

50％精米歩合
ライトなボディですが、お米の味わいのあるお酒です。まろやかな熟成感が酒通の心を　　　　　　　　
擽ります。

新入荷 川鶴　純米雄町　80
川鶴酒造　　　　　
香川県

3000円/1800ml   　　　
1600円　/720ml

岡山県まめ農園産雄町　　　　　　　　　　　
80％精米

お米の旨みのある、ふくよかで切れ味のある、上品なお酒です。

新入荷 石鎚　夏吟　（アル添タイプ）　
石鎚酒造　　　　　
愛媛県

2600円/1800ml   　　　
1300円　/720ml

麹米：山田錦50％　　　　　　　
掛米：松山三井60％

華やかな香りとクリアな味わい。６月発売予定の夏純米との比較が愉しみです。

新入荷 七田　夏純
天山酒造　　　　　
佐賀県

2900円/1800ml 
1400円/720ml 

出羽燦々　　　　　　　　　　　　
60％精米歩合

旨みのボディがしっかりとあります。軽快な後口が夏野菜の美味しさを引き立てます。

新入荷 若波　純米吟醸　FY2
若波酒造　　　　　
福岡県

2700円/1800ml
1350円/720ml　

福岡県産米
55％精米歩合

リンゴ酸を生み出す福岡夢酵母を使用。瑞々しい酸が口の中に広がります。　　　　　　　　　　　　　　
今年は例年に比べてやや軽く、キュートな仕上がりです。

新入荷 鶴齢　超辛口　純米無濾過　美山錦 火入れ
青木酒造　　　　　
新潟県

2800円/1800ml　　
1400円　/720ml 　　　　　

美山錦　　　　　　　　　　　　　　
60％精米歩合

毎年定番の夏酒超辛口火入れ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
切れ味の鋭さが特徴です。飲み飽きしないバランスの良いお酒です。

新入荷 白老×鈴木三河屋オリジナル　せめ
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

搾りの最後の部分を3ヶ月間蔵の冷蔵庫に生のまま熟成させました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新酒の爽やかさと、「せめ」の複雑な味わいをお愉しみ頂けます。

新入荷 山形正宗　夏ノ純米
水戸部酒造　　　　　　　

山形県
2500円/1800ml 
1250円　/720ml

山田錦
60％精米歩合

上立ち香はスイカやメロンのような香り。爽やかな柑橘系の味わいと抜群の切れ味。　　　　　　　　
花火ラベルが素敵な夏酒必須商品です。

新入荷 冩樂　純米吟醸　夏吟うすにごり
宮泉銘醸　　　　　　
福島県

3910円/1800ml
1900円　/720ml　

麹米：山田錦50％　　　　　　　
掛米：夢の香50％

透明感のある味わいの中にかすかな澱の旨み。上品でバランスの良いお酒です。

新入荷 乾坤一　純米吟醸　鈴風
大沼酒造店

宮城県
3000円/1800ml
1500円　/720ml

宮城県産ササシグレ
50％精米歩合

スッキリと酸をきかせてシャープな味わいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
キンキンに冷やしてもよし、ロックでもよし、夏野菜との相性も最高です。

6月のおすすめ＆夏酒

鈴木三河屋完全オリジナル

花巴　『責め』　入荷しました！

白老　Season 3 (夏)　7月入荷予定

誠に申し訳ございませんが

6/29（土）は蔵元訪問のため

店舗の営業と発送業務を休ませて頂きます。
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新入荷 若波　純米吟醸　FY2
若波酒造　　　　　
福岡県

2700円/1800ml
1350円/720ml　

福岡県産米
55％精米歩合

夢酵母No２という福岡の酵母を使用。リンゴ酸が多く含まれています。リンゴのような瑞々し
い酸が口の中に広がります。酸がしっかり、驚くほど滑らかに伸びていく味わいです。

新入荷
花巴　山廃純米　吟のさと　無濾過生原酒「責め」　　　　　　　　　　　　　　　
三河屋完全オリジナル

美吉野醸造
奈良県

3200円/1800ml　
1600円　/720ml 　　　　

奈良県産吟のさと　　　　　　　　　
70％精米歩合

搾りの最後の部分「責め」のみで瓶詰しました。お米の複雑で豊かな味わいが特徴です。　　　　　　
キリッとした酸とのバランスを愉しめます。

新入荷 日高見　純米酒　短稈渡船　生詰
平孝酒造
宮城県

2800円/1800ml
短稈渡船

60％精米歩合
穏やかな香りで口当たりがまろやか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ジューシー感のある旨みと酸味が広がり、最後はキリッと軽快に切れていきます。

新入荷 日高見　純米酒　山田穂　生詰
平孝酒造
宮城県

2800円/1800ml
山田穂

60％精米歩合
爽やかな香りで透明感があります。純米酒本来の芳醇な味わいがあり、冷やでも燗でも　　　　　　
愉しめます。

5月20日 会津娘　芳醇純米酒【一火】
高橋庄作酒造店　　　

福島県
3050円/1800ml
1550円　/720ml　

福島県会津産五百万石　　　　　　　　　
55％精米歩合

初夏の会津の風を思い起こすような、張りのある酸と上品なお米の旨みのバランスが素晴
らしいお酒です。

5月20日 伊予賀儀屋　純米　生原酒　赤ラベル
成龍酒造　　　　　
愛媛県

2750円/1800ml　
1350円/720ml 　　　　

愛媛県産松山三井
60％精米歩合

優しくしっとりとした味わい。程よい酸味と苦味が酒通を唸らせます。

5月22日 伊予賀儀屋　純米生　空ラベル
愛媛県　　　　　　　
西条市

3150円/1800ml 
1575円/720ml

愛媛県産しずく媛
60％精米歩合

醸造責任者首藤敏孝氏が、愛媛EK-1酵母で醸した、期待の新商品です。フレッシュで味わ
いの　　あるお酒です。

5月29日 春霞　夏純吟　田んぼラベル　火入れ
栗林酒造　　　　　　　　　
秋田県

2800円/1800ml　
1400円　/720ml 　　　　

秋田県地元産美郷錦　　　　　　　　　　　　　
55％精米歩合　　　　　　

かろやかな酸と上品な旨みがあります。冷やしてさわやかに飲める食中酒。　　　　　　　　　　　　　　
今期はドライながら味わえる酒を目指しました。

6月4日 鷹来屋　山田錦85%精米歩合　純米酒生酒
浜嶋酒造
大分県

2600円/1800ml　
1300円　/720ml

自家栽培米山田錦
85%精米歩合

自家栽培米の山田錦を使い、米をあまり磨かずに仕込んだお酒です。　お酒は穀物から造
られていると再認識させられます。程よい酸味と爽快な夏向けのお酒です。低精白で旨み
のボディもしっかりしています。開栓から数日後の味わいの膨らみもオススメです。

6月5日 大那　特別純米　夏の酒　「蛍」
菊の里酒造　　　　　　　

栃木県
2800円/1800ml　
1400円　/720ml 　　　　

那須産ひとごこち
55％精米

穏やかな夏酒で、夏野菜や漬物なども相性が良いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今期の大那は、旨み・酸ともにバランスの良さが特徴です。

6月5日 石鎚　特別純米　夏純米
石鎚酒造　　　　　
愛媛県

2900円/1800ml　
1450円　/720ml

しずく媛　　　　　　　　　　　　　
60％精米歩合

メロンのような瑞々しさとシルキーな舌触り。穏やかにすっきりと引いていく余韻が、もう１杯　　　　　
飲みたいという気持ちにさせます。夏吟との対比も面白いです。

6月5日 山和（やまわ）　特別純米　中取り原酒　Rock
山和酒造店　　　　

宮城県
2700円/1800ml 
1350円　/720ｍｌ

蔵の華
60％精米歩合

爽やかな香りと米の綺麗な旨みがあります。ライトな夏酒でなく、凛とした印象で綺麗な　　　　　　　
味わいの夏酒です。ロックや、お酒８：炭酸水２で割ると表情が変わります。

6月5日
花巴　山廃純米　吟のさと　スパークリング　　　　　　　　　　　　　
三河屋完全オリジナル

美吉野醸造
奈良県

1600円/720ml
吟のさと

70％精米歩合

三河屋でしか買えない完全オリジナル。強い発泡ながら瓶内二次発酵のきめ細かいガスが　　　　
心地よい。含むと、コクのある澱（おり）の旨味を感じ、ほんのり柑橘系の酸味を感じさせま
す。

6月10日 寶釼(宝剣)　涼香　純米吟醸
宝剣酒造
広島県

2700円/1800ml 
1350円　/720ｍｌ

広島県産八反錦
55%精米歩合

柔らかい口あたりと後切れの鮮やかさで、酒飲みに好まれる宝剣。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
夏酒は控えめで清涼感があり、豆腐や枝豆との相性が抜群です。

6月上旬 日高見　吟醸酒・夏吟
平孝酒造　　　　　　
宮城県

2913円/1800ml
山田錦

50％精米歩合
洋ナシのような香り。旨みも酸もしなやか。しっとりとした上品なフルーティーな味わいです。

6月中旬  貴　夏純米　発泡にごり　　　※720mlのみ
永山本家酒造場　　　　　　

山口県
1400円/720ｍｌ

山田錦
60％精米歩合

旨み・酸味・渋みと色々な要素がバランス良く混在し、爽やか仕上がりで夏の時期には最高
な微発泡タイプのお酒です。


