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今年も大変お世話になりました
スタッフ一同、心よりお礼申し上げます
来年もどうぞよろしくお願いいたします
皆様の新年が良い年でありますように

FROM OBASAKETEN

年内休まず営業

▼

福岡県中間市東中間 2-2-3
tel 093-245-0814
fax 093-245-6760
email oba@sake-wine.com
URL www.sake-wine.com
facebook.com obasaketen
open 10:00-20:00

おおば酒店
sake-wine.com

WINTER GIFT

スパーク

フランス アルザス地方
750ml 3800 円
このワインは特別だという
細かい理由はいろいろある
のですが理屈抜きで旨い！
12 月 21 日に入荷予定。

●ただし日曜日＆31日は夕方６時まで

の
国産
ン新酒

ワイ

2017 年より営業時間及び定休日が変わります

の
世界
ン新酒

●定休日：日曜祝日●営業時間 10：00am ～ 7：30pm

ギフト商品の全国発送承ります

ワイ
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www.sake-wine.com tel.093-245-0814

●熊本シャルドネ＜やや辛口白＞
●熊本ピンクレディ＜やや辛口ロゼ＞
●奥野田デラウエア＜甘口白＞
●甲州にごり新酒＜甘口白＞
●月山山麓ほいりげ＜甘口白泡＞
●井筒わいん生ぶどう酒赤＜甘口白泡＞
●井筒わいん生ぶどう酒白＜甘口白泡＞
●ボジョレ・ヌーボー航空便各種少量
●ガメイ・ヌーボー＜やや辛口赤＞
●イタリア ノヴェッロ＜辛口赤＞

▼

福岡県 九州 四国 中部 関東 東北 北海道 沖縄
１個口の税込価格
中国 関西 北陸 信越
商品代金一万円未満 410円 510 610 710 820 920 1220 1020
商品代金一万円以上 210円 310 410 510 620 720 1020 820

●普段飲みにおすすめ辛口白泡
クオーレ・ヴィーノ 1280 円
●週末におすすめ辛口白泡
キュヴェ・ナダル 1830 円
●ちょっと甘めのおすすめ赤泡
ランブルスコ 1780 円
●和食にあう品の良いシャンパン
ルイ・ロデレール社各種
●おせちにおすすめ辛口ロゼ泡
フーゴオーストリアロゼ 2000 円

2160 円
2160 円
1512 円
1560 円
1680 円
1600 円
1600 円
1280 円
2420 円

※ボジョレの船便とノヴェッロの船便は入荷日がはっきりしていません。
早ければクリスマス近辺、遅ければ成人式あたりとなります。
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全国発送料金表

F1 の優勝の際、カパカパ振って飛ばすのをマ
ネしてはいけません。中身が減ってもったい
ないです。部屋もめちゃくちゃ汚れます。ま
ずは、振らない。しっかり冷す。栓抜きは使
いません。手でゆっくりあけながら音を立て
ずにあけるのが、ソムリエ方式です。小さく
ス～ッといったら、ソムリエ二次試験合格！

キュヴェ・マネキネコ

お正月休みは 1月1日･2日･3日です

2016-2017

おすすめの
スパークリング

泡ものを開ける時の注意事項

おいしいホットワインみつけました♪ レンジでチン！

甘口赤ワイン シュテルンターラー 1380 円

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Caffarel カファレル

朝日酒造が元旦にしぼって初出荷！
１月４日に当店へ初荷として到着！
●入荷数限定のため、ご予約をおすすめいたします●

獺祭 de クリスマス

〜〜干支の絵馬付き〜〜 1830ml 2690円
1.8L 3208円 毎年
720ml 1544円 恒例

食べた人を幸せにするキュートなカファレル。
180 年以上創業以来、母国イタリアそして世界を
魅了し続けるジャンドゥーヤの生みの親です。
大人も子供もみんなが大好きカファレルがやっぱり人気 !

ゆく年くる年

▲獺祭のお菓子たちも勢ぞろい▼

二割三分の
発泡にごりが
この時期
かわいく
変身します

獺祭バームクーヘン 獺祭ケーキ
2376 円

限定品

サクッともっちり
香ばしいハードタ
イプ。

獺祭二割三分
スパークリングにごり酒
360ml
720ml

お正月の酒

3240￥6480

毎年 1.8L 2250円
恒例 720ml 1125円

￥

これは単なる米菓子ではありません。
素材にこだわるのはもちろん、驚く
のはその技術。海苔、トマト、チー
ズのどれをとっても、芸術的な出来
栄え。シャープな形、ざくざく、パ
リッとした食感、完璧です。

-

-

春鹿 延壽 お屠蘇

756 円

DOMORI ドモーリ

『屠蘇』の『屠』は追い払うという意
『蘇』には鬼という意味があります。
新しい年の出発にあたって身体を清健
にして長寿をはかるため処方されたも
300ml のです。平安時代から続く老舗の菊岡
円 漢方薬局の屠蘇散を使っています。

今までのチョコレートの概念を覆す商品を次々と発表するドモーリ。
世界の生産量０．００１％以下のカカオ品種クリオーロ種のみのチョコ
レートを世界初販売。チョコレートをカカオのレベルで考える、若き創
設者フランゾーニ氏の新しい挑戦。｢世界はドモーリに追いついた｣

八海山の甘酒

麹をコントロールし、すっきりと
した上品な味わいに仕上げました。
国産米を 60％精米し、砂糖は不使用。

825ｇ
118ｇ

626 円

864 円

994 円

864 円

パネットーネは本場イタリアではクリスマスの時期の定番のケーキ。
甘ったるくなく日持ちがするので年末の贈り物にも使われます。
スパークリングワインとセットで手土産にするのがイタリア式！

＜500g＞3240 円

クラシックなタイプのパネットーネ。
レーズンやフルーツの砂糖漬け入り。

DASSAI × JUKKA

PANETTONE パネットーネ
756
-

2376 円 3240 円 540 円

972 円

864 円
205 円

ホール 1620 円
カット 216 円

バウンドケーキに獺祭50をたっぷりとしみ
こませた酒ケーキ。アルコール度数２％な
ので子供さんも食べながらの運転もダメ！

獺祭×十火 864円

獺祭煎餅 756 円

獺祭の原料米である
山田錦使用

お煎餅３０個が
それぞれ個別包
装され、見た目
よく入っていま
す。

-

1836 円 950 円

-

誰もがとりこになる伊チョコレートブランド、カファレル社。
甘いチョコレートの美味しさとデザインのかわいさが人気の秘訣。
ドモーリ社はストイックにカカオの風味を追求する大人のチョコレート

年 明 け 最 初 の 縁起 も の ♪

-

CHOCOLATO チョコレート

百年の孤独 今月は少量入荷（次回は2月）
チョコレート
発売元はもちろん百年の孤独の蔵元
ボンボン
宮崎の黒木本店。完璧な品質、完璧
なデザイン、完璧な美味しさ。

8粒入 1620円

当店の表示価格はすべて税込

648 円

結構スパイシーで本格
的な味わい。アルコー
ル度数はゼロですが、
大人向けです。

獺祭純米酒カレー

米ぬかから作った米菓子
獺祭 700 円
米粉を使用した
白くて丸い雪の
様な米粉クッキー

