秋のひやおろし

おかげさまでおおば酒店は創業60周年

2019秋
ダイジェスト版
おおば酒店

●■● 日本酒度の高いほう（数字が大きいほど、より辛口）から順番に並べています。紙面の都合上、特におすすめをご案内しています ●■●
■三千盛 純米大吟醸 秋出し （＋12） 1800ml 3840円

720ml 1745円 （岐阜県）<9月3日入荷予定>

60 おおばタイムズ
th
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みちさかり。純米大吟醸の超辛口。エレガントな吟醸香。雑味のないクリアな後味。独自の路線を貫く蔵元さん。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■米鶴かっぱ 純米 秋あがり（＋10） 1800ml 2322円 （山形県）<9月3日入荷予定>

かっぱの親分 720ml も
よねづる。スリムで切れの良い人気の超辛口。まったくクセがなく、スイスイ飲める。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■船中八策 純米ひやおろし（＋8） 1800ml 3294円

入荷します！

720ml 1652円 （高知県）<9月12日入荷予定>

720ml 1443円（福岡県嘉麻市）<9月8日入荷予定>

かんほくとシビエン。ほんのりフルーティさを残しながらも、きりっと辛口でキレのよい余韻。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■酔鯨 吟麗 純米吟醸ひやおろし（＋7） 720ml 1523円 （高知県）<9月上旬入荷予定>
すいげい。氷温熟成することで味の幅が広がり、旨みをじっくり楽しめます。キレの良い大辛口。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■綾花 純米ひやおろし（＋5） 1800ml 2916円 720ml 1458円 （福岡県久留米市）<9月2日入荷予定>
あやか。米が持つ本来の旨みを追求する蔵元。じっくり飲んでおいしい酒です。大木町の契約山田錦100％。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■南部美人 純米吟醸ひやおろし（＋5） 1800ml 3780円 （岩手県）<9月上旬入荷予定>
甘くさわやかな吟醸香をもち、なめらかでボリューム感のある味わい。飲み応えあり。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■あたごのまつ 純米吟醸ささらひやおろし（＋4） 1800ml 2990円 720ml 1620円 （宮城県）<9月3日入荷予定>
バナナやメロンを思わせる果実香。心地よい酸味。熟成による味のふくらみもある。旨みたっぷり。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■美丈夫 純麗たまラベル 純米吟醸 秋上がり（＋4） 1800ml 2808円 （高知県）<9月2日入荷予定>

初登場の龍力からは
米ちがいで雄町と神力の
じょうきげん。富山県産山田錦使用。いい具合に熟成を迎えて、やさしい飲み口。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ひやおろしも
■龍力 特別純米生原酒 山田錦ひやおろし（＋3.5） 1800ml 3780円 （兵庫県）<9月上旬入荷予定>

びじょうふ。米は松山三井。美丈夫らしい品の良い構成。米の旨みとやわらかな酸味が広がる。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■上喜元 山田錦純米 秋上がり（＋4） 1800ml 2418円

（山形県）<9月3日入荷予定>

兵庫県特A地区の「山田錦」を100％使用。穏やかな香りと、甘み酸味のバランスのとれたやわらかな味わい。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■寒北斗 純米ひやおろし（＋3.5） 1800ml 2916円 720ml 1458円（福岡県嘉麻市）<9月8日入荷予定>
かんほくと。豊かな風味と穏やかな香りにあふれ、骨格のしっかりしたやや辛口。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■大雪渓 特別純米ひやおろし（＋3） 1800ml 2905円 720ml 1458円 （長野県）<9月11日入荷予定>
だいせっけい。さわやかなマスカット系の香り。幅のある旨み。スーッと切れるきれいなあと味。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■亀泉 純米吟醸原酒ひやおろし（＋3） 1800ml 3564円 （高知県）<9月12日入荷予定>
かめいずみ。バナナを思わせるフルーティな香り。程よい酸味と米の旨みのバランスが良く、飲み心地が良い。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■五橋 純米ひやおろし （＋2.5） 1800ml 2916円 720ml 1458円 （山口県）<9月19日入荷予定>
西の関 ﬁrst ﬂower

ごきょう。全量山口県産米。ほのかに香る上品な吟醸香。口当たり優しく、コメの旨みが充分にのっている。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■甲子 純米吟醸原酒ひやおろし（＋1.5） 1800ml 3024円 （千葉県）<9月6日入荷予定>

ひやおろし純米酒
きのえね。華やかなリンゴのような吟醸香。丸みのあるやわらかい味わい。心地よくまろやかな酸味。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1800ml 2787円
720ml 1285円
■開華 純米ひやおろし（＋1） 1800ml 2484円 （栃木県）<9月7日入荷予定>
<9月上旬入荷予定>
かいか。あまやかでフルーティな香り。すっきりしながらも熟成した米の濃醇な旨みがある。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
今年の春に蔵元さんに搾り
■浦霞 特別純米ひやおろし（＋1） 1800ml 3046円 720ml 1512円 （宮城県）<9月11日入荷予定>
に行ったお酒のひやおろし
です。秋になってどんな味
うらかすみ。穏やかながらもメロンやリンゴなどの果実香、まろやかでバランスよく熟したふくらみ。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
わいに？春に飲んだ方もそ
■大山 特別純米ひやおろし（＋1） 1800ml 3067円 （山形県）<9月8日入荷予定>
うでない方も、ぜひ味わっ
てみてください。
ほのかな吟醸香。口当たりは辛口ながら、含みに甘やかさも心地よいふくらみもある。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■六十餘洲 純米ひやおろし（＋1） 1800ml 2808円

720ml 1404円 （長崎県）<10月3日入荷予定>

ろくじゅうよしゅう。バランスが良く、純米酒らしい押しもある。いい意味で古典的な、旨くて上品な酒。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■勝山 縁 特別純米酒ひやおろし（±0） 1800ml 3240円

720ml 1782円 （宮城県）<9月4日入荷予定>

■真澄 山廃純米吟醸ひやおろし（-1） 1800ml 3240円

720ml 1944円 （長野県）<9月上旬入荷予定>

勝山は
濃醇なうまくち。美味しさが詰まったたっぷりとした飲み口はいかにも勝山。雑味なくキレは良い。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2019チャンピオンサケ
受賞蔵！！

ますみ。フレッシュながら、落ち着いた熟成感もあります。山廃造りの純米吟醸を低温で熟成させました。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■天喜 TENKI 純米大吟醸ひやおろし（-2） 1800ml 3024円 720ml 1512円（埼玉県）<9月6日入荷予定>
てんき。きれいで食事に合わせやすい酒を目指す。しなやかな酸、上品な香り、やさしい甘み。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■名倉山 純米吟醸ひやおろし（-3.5） 1800ml 2927円 720ml 1555円 （福島県）<9月12日入荷予定>
なぐらやま。今年は全量山田錦。桃のような香りと甘みのある味わい。半年間０度で貯蔵。きれいな飲み口。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

※正確には、
これを書いているときはまだ入荷していませんが、
毎年の傾向で日本酒度と味わいを説明しています。
※この他にもいろいろ
「秋のひやおろし」
が入荷する予定です。
全部で４０銘柄ほどになります。
お楽しみに！

樽 酒 量り売り

１１月１３日 水 ～１７日 日
※期間中もなくなったら終了です

三千盛

■寒北斗shi-bi-en 辛口純米 （＋7） 1800ml 2887円

旭菊

せんちゅうはっさく。華のある香り、旨みをたっぷりと感じるリッチな味わい。シャキッと辛口、酸は穏やか。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

恒例
告
予

樽酒量り売りの季節がやってきます
。ほんのり杉の香りのついたお酒は
郷愁をそそるものがあり、やはり年
に一度は飲んでいただきたい。江戸
＜福岡・中口＞ の気分を味わってみませんか？ ＜岐阜・辛口＞

1800ml 2960円 / 720ml 1330円
※瓶代込みの価格です。

ご予約も承ります期間中にご来店できない方はキープも可

令和元年初日に製造を開始した

おめでたいお酒

浦霞 令和元年初仕込み
令和元年５月１日午前零時に洗米を開始
して、製造をスタートしました。宮城県の
浦霞から届くとってもおめでたいお酒で
す。１０月２２日には「即位礼正殿の儀」が
行われます。おめでたい日を、特別なお酒
で乾杯しましょう！ 限定 1002 本
10 月上旬入荷

純米吟醸 720ml 2420 円

芋焼酎の新酒がやってくる！

ツン と新酒無濾過２種
ガ
年に一度の芋焼酎新酒の時期がやってきました。

まずは、丸西酒造の「蓬原（ふつはら）」と大石酒造
の「鶴見」の二種類の新酒が鹿児島から届きます。
うすく濁っていて、いかにも濃厚な味わいが楽し
めそうな見た目。令和元年に届く、新酒ならでは
のパワフルな芋焼酎。日頃、芋焼酎に物足りなさ
を感じるかたは、ぜひ味わってみてください。
▲蓬原 無濾過 1800ml 2349 円

鶴見 白濁無濾過 1800ml 2526 円▲

ボジョレ・ヌーボー 2019
11 月 21 日木曜日 解禁
美味しいボジョレ・ヌーボーを飲みましょう♪

ご予約承り中

ご予約特典 10%OFF

▼詳しくは裏のボジョレ ・ ヌーボーの面をご覧下さい▼

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（お正月休み、お盆休みなど）
■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

１０月１日より酒類の消費税は１０％となります。

今年は超辛口ブレンド！

寒北斗黄金比率

日本酒度
＋１２

３年前にスタートした、酒米「雄町」と「寿
限無」で造った純米酒の黄金比率ブレン
ド。今年はどちらも超辛口のお酒に仕上
げブレンドしました。味わいはいかに！

10 月中旬入荷

1800ml 2954 円

そろそろお燗の恋しい季節？

山の壽 THE KAN
辛口純米酒 山田錦

10 月上旬入荷

朝晩が次第に冷えてきた今日この頃。ちょっぴり寒
い夜には、温かいお燗酒をいかがでしょうか？山の
壽から辛口に仕上げた燗上がりするお酒が発売され
ます。ほんわかラベルに癒されながら一献どうぞ。

1800ml 2970 円 / 720ml 1485 円

日本名門酒会友の会のご案内
２０１９年１０月２７日（日）開宴１７：３０
小倉リーガロイヤルホテル３F エンパイヤルーム
会費：7000円税込み（前売りチケットのみ）
※２５０名様限定（満席になり次第受付は終了します）
＜全席着席料理付き＞
【参加蔵元】男山（北海道）大山（山形）萩乃露（滋賀）五橋（山
口）一ノ蔵（宮城）奥の松（福島）春鹿（奈良）司牡丹（高知）
浦霞（宮城）甲子（千葉）嘉美心（岡山）西の関（大分）米鶴（山
形）越の誉（新潟）御前酒（岡山） 計１５蔵

秋上がりの日本酒 ほぼ
「秋のひやおろし」が勢揃い！
秋のひやおろしが店頭の冷蔵庫に
ほとんど揃いました。いろいろな
顔を見せてくれる秋上がりのお酒
たち。入荷リストは左面をご覧ください。

今月の『作（ざく）』入荷情報！
2016 年伊勢志摩サミットの乾杯酒に選ばれ、人気沸騰
中の三重県の酒「作（ざく）」。毎月なにかしら少しずつ
入荷します。ファンの方はお見逃しなく。
▼１０月の入荷予定
・雅乃智 純米吟醸 兵庫愛山 1800ml 4070 円
・雅乃智 純米吟醸 1800ml 3960 円 / 720ml 1980 円

