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tel.093-245-0814

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 460円 510 660 760 860 1020 1220 760
商品代金一万円以上 260円 310 460 560 660 820 1020 560

シャンパン
2160 円
1620 円
1680 円
1600 円
1600 円

●ボジョレ・ヌーボー プレミアム各種
1280 円
●ガメイ・ヌーボー＜やや辛口赤＞
●イタリア ノヴェッロ船便＜辛口赤＞ 1680 円

の
世界
ン新酒

ワイ

※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。

▼

www.sake-wine.com
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全国発送料金表

9年
0
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●熊本心白シャルドネ＜中口白＞
●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＜甘口赤泡＞
●井筒わいん生ぶどう酒白＜甘口白泡＞

の
国産
ン新酒

お正月休みは 1月1日･2日･3日です

ギフト商品の全国発送承ります

●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
●オリのある、できたてそのまま
ソレッレ・ブロンカ 3450 円
●ヴィンテージ入りの CAVA
コンテ・アルナウ 2200 円

ニコラ・フィアット 2009 年
年末限定 ギフト缶入り
750ml 5800 円

●ただし日曜日は夕方６時まで●

2017-2018

キュヴェ・マネキネコ
フランスのアルザス地方のワ
インは日本食に合うことで知
られています。フレッシュさ
とジューシーさが群を抜いて
旨い！フルーティな辛口。
▲12 月 21 日に入荷予定。

sake-wine.com
年内休まず営業いたします

OBASAKETEN

年末年始おすすめの
スパークリング
フランス アルザス地方
750ml 3980 円

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 10:00-19:30

おおば酒店

WINTER GIFTS

スパーク

▼

ン&
シャンパ リング

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
今年も大変お世話になりました
来年
も
どうぞよろしくお願いいたします
来年もどうぞよろしくお願いいたします
皆 皆様の新年が良い年でありますように
様の新年が良い年でありますように
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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
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CHOCOLATE チョコレート

自他ともに認める酒好きのおおば酒店が

毎年恒例の干支ワイン

あたらしいサービスを始めました

エト・カルタ

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

＜ポルトガル産＞
辛口赤ワイン：2400 円
辛口白ワイン：2400 円

Caffarel カファレル

量り売り

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 !

おおば酒店の新兵器「酸化しないワインサーバー」

有料試飲

今日は何が開いているかな？と思ったら
当店のホームページをご覧ください。
↓↓↓↓↓

www.sake-wine.com

声をおかけください OBASAKETEN
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1836 円 950 円

2376 円 3240 円 540 円

756 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜八幡東区＞CACAPON さんのチョコレート

高品質で美味しいチョコレートを目指して、日々頑張
っている CACAPON さん。この秋から当店でも取り
扱うことになりました。末永くご愛顧ください。いい
ものを造っています。

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。イタリア人の必需品。

＜500g＞ 3240 円
PANETTONE パネットーネ

百年の孤独
チョコレートぼんぼん

年 明 け 最 初 の 縁起 も の ♪

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●

〜〜干支の絵馬付き〜〜

1830ml 2690円

1.8L 3207円 毎年
720ml 1544円 恒例

ゆく年くる年

ポルトガルのニーポート社が毎年日本に向け
て、干支のラベルで出荷する限定品。美味し
いので是非おすすめします。ラベルが物語に
なっていて、とてもかわいい。赤ワインは金
いぬ、白ワインは銀いぬです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

和梅酒

と
っ
て

ル

おき リキュー

お正月の酒

ゆめひびき
梅花爛漫プレミアム 樽仕込高級梅酒

毎年 1.8L 2250円
恒例 720ml 1125円

500ml（カートン入り） 風呂敷＆桐箱
500ml
2100 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4200 円

ゆめひびき
限定
販売

＜8粒入 1620円＞
12 月入荷分はご予約受付中。
2 月入荷分は年明けから受付します。

春鹿 お屠蘇
奈良の老舗蔵が造ったお屠
蘇。平安時代から続く老舗
の菊岡漢方薬局の屠蘇散を
使っています。300ml
美味しい屠蘇。756 円

美味しい甘酒
●八海山あまさけ（要冷蔵）
大 864 円 小 475 円
●五橋 玄米あまさけ（要冷蔵）
864 円

薔薇梅酒
プレミアム
風呂敷＆桐箱
500ml
3240 円

樽仕込高級梅酒
200ml
2500 円

眠り姫
梅酒品評会
第一位 2016
720ml 3024 円

薔薇梅酒
プレミアム
200ml
2484 円

