伝統の生酛造りと山廃仕込
かすみつる

但馬の酒「香住鶴」
登場

ロンドンのジャパンセンター（日
本食品販売店）の日本酒試飲販売
では、有名な〇〇や〇〇よりも香
住鶴の「しぶさ」が受けるみたい
です。「社長さんに話しとくから是
非取り扱って」
（ロンドン在住の娘）
ということで、3 月から取引が始
まりました。蔵のお酒すべてを、
伝統製法の生酛造りと山廃仕込で
醸す、シブ～い大人な酒蔵です。

▶香住鶴 生酛 吟醸純米 1800ml 3089 円 / 720ml 1836 円
▶香住鶴 生酛 純米 1800ml 2376 円 / 720ml 1490 円
▶香住鶴 山廃仕込 但馬の誇り 1800ml 2117 円

丸西酒造の限定芋焼酎 まるにし
芋焼酎「むかしむかし」でおなじ
みの丸西酒造さんから限定焼酎の
「まるにし」３種類が到着。
〇に西のラベルが印象的な「白麹」
「黒麹」「紅芋」の３種の芋焼酎で
す。それぞれに特徴のある味わい
が楽しめます。
杜氏さんのお話では面白い焼酎の
アイデアもあるそうで
▶まるにし 白麹 1800ml 1903 円
すので、今後の新入荷 ▶まるにし 黒麹 1800ml 1903 円
商品にもご注目下さい︕ ▶まるにし 紅芋 1800ml 2571 円

伊勢志摩サミット乾杯酒「作」入荷
伊勢志摩サミットの乾杯酒として使われた三重
県の「作（ざく）」。３月には、純米酒「穂乃智（ほ
のとも）」と新酒の純米大吟醸が入荷しました。
そして、４月には純米酒「玄乃智」と純米吟醸
「Z ラベル」が入荷予定です。作ファンの皆様は
お見逃しなく︕
▶作 穂乃智 純米酒
▶作 新酒 純米大吟醸

1800ml 3024 円 / 720ml 1512 円
1800ml 4104 円 / 720ml 2052 円

おかげさまでおおば酒店は創業60周年

60 おおばタイムズ
th

2019年４月号

Ohmine is now available
大嶺酒造 ( 山口県 ) の取り扱いを開始しました

●ラッピング承ります。●全国発送いたします。

革新的な酒造りと若い力で次世代をリード
する、山口県秋芳町の大嶺酒造を 2019 年
3 月に訪問し、お酒の取り扱いをスタート
しました。味はもちろん、スタイリッシュ
なデザインで贈り物にもおすすめです。

母の日ギフト 5月12日（日曜日）
無農薬栽培の
イングリッシュ
ローズ使用

▶ 純米大吟醸１粒 720ml 5508 円
▶ 純米吟醸２粒 720ml 3888 円
▶ 純米酒３粒
1800ml 3456 円
720ml 1944 円
100ml カップ 260 円
▶ ゆきおんな にごり 純米酒
1800ml 4230 円
720ml 2592 円

※お酒はすべて要冷蔵です。

※アルコール度数１４度の原酒で、お米は山田錦を使用。香りよく、やさし
い旨味とほどよい酸味で、バランスのよい味わいに仕上がっています。

大嶺酒造の歴史は古く、創業は 1822 年。し
かし 1955 年に休業となります。そして
2010 年に酒造りを再開し、2018 年に新しい
蔵を設立。秋吉台のすぐ近くに蔵があります。
自然豊かなその地には名水百選の「弁天の湧
水」があり、そのミネラル豊富な軟水は仕込
水に使われています。
また、
「ダボス会議 2013」での日本政府主催
の晩さん会や、三ッ星レストランのパーティ
などでふるまわれたりと、世界でも認められ
ているお酒。ぜひ一度味わってみてください。

おおば酒店
■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
■電話＆ファックス＆メールでのご注文可
■営業時間／1０:００～19：3０（日曜祝日は18：00まで）
■定休日 特になし
■当店の表示価格はすべて税込みです■お酒は20歳になってから

●ばら梅酒プレミアムバージョン
新発売：長期貯蔵の梅酒とバラエキス
200ml 2484 円（カートン入り）

●ばら梅酒 ギフトカートン入り
大分県 大山夢工房から
200ml 1543 円
●ばら梅酒
プレミアム１４度

眠り姫

大分県 大山夢工房
500ml 3240 円
薔薇の香りと梅の香り、
甘味と酸味のバランスも
良い。極上のリラックス
タイムを

720ml カートン入り

3024 円
2016 年全国梅酒品評会第一位

五橋《馨嘉》今年も入荷！
じっくり飲んで、感動的においしい酒「五橋
馨嘉（けいか）」。きもと造りで純米大吟醸
、そしてこの価格！香り高くはありません。
たっぷりおいしさが詰まったタイプでもあり
ません。酒としてバランスが完璧です。
▶五橋 馨嘉 純米大吟醸生酒 1800ml 3240 円 / 720ml 1620 円

▲「弁天の湧水」は仕込水に

▲仕込みタンクもオシャレ

●爽醸 久保田 雪峰 発売日決定︕【４月５日発売】500ml 3348 円●紫やきいも黒瀬（芋焼酎）1800ml 2847 円 / 720ml 1570 円
【４月中旬入荷】●寒北斗 寿限無 超辛口純米無濾過生原酒 1800ml 2800 円 / 720ml 1400 円【入荷済】●シルクスイート本にごり
（芋焼酎）1800ml 3456 円 / 720ml 2052 円【４月中旬入荷】●大七、酔鯨、御慶事、甲子などなど「夏の酒」ぞくぞく入荷予定︕

竹の園のキツネとパンダ！？
佐賀「竹の園」の季節限定のお
酒が入荷します。キツネのラベ
ルは「天狐(あまつきつね)」。
昨年は「九尾」として人気だっ
た超辛口純米大吟醸です。「ぱ
んだ祭り 夏 2019」はまろや
かな味わいの純米吟醸酒です。

4 月 20 日頃入荷予定

▶天狐 超辛口純米大吟醸 1800ml 3500 円 / 720ml 1836 円
▶ぱんだ祭り 夏 2019 純米吟醸 1800ml 3240 円 / 720ml 1728 円

