令和元年を祝う大嘗祭限定企画 これぞ日本酒の醍醐味
五橋 《安寧祈念酒》 純米吟醸
おすすめの燗酒
毎年１１月２３日にその年の収穫に感謝して行われる
新嘗祭。今年は平成から令和になり、１１月１４日１５
日に「大嘗祭（だいじょうさい）」が行われます。そこで今
年の新米「イセヒカリ」で造られた新酒が、山口県の五橋
から届きます。秋の実りに感謝して、令和最初の新酒を
ぜひ味わってみてください。
11 月中旬入荷予定
＜山口県岩国市＞ 720ml

２０２０ 年

子

1980 円（箱入り）

新年の日本酒は干支ボトルで！
ちょっぴり早めにご予約受付開始

１２月に一番お問い合わせの多い商品です。12 月初旬に
入荷予定です。ちょっと早いのですが、いつも売り切れて
しまうので、今のうちからご予約をお受けしたいと思いま
す。お引き取りは 12 月末まで可能です。お電話でも OK
ですので、お早めにご予約下さい。120 本限定。

出羽桜 『干支ボトル』 スリム
＜山形県天童市＞ 350ml 1650円
※商品画像は酉年のものです。

ボジョレもいいけど．．．
新酒
日本ワインの新酒もおいしいよ♪
【入荷済み】
奥野田ドルチェ （甘口白）
＜山梨県甲州市＞ 720ml 1760円
【11月上旬入荷】
甲州にごり （やや甘口白）
＜山梨県甲府市＞ 720ml 1650円
井筒ワイン コンコード（やや甘口赤）
井筒ワイン ナイヤガラ（やや甘口白）
＜長野県塩尻市＞各720ml 1625円
【11月下旬入荷】
月山山麓ほいりげ（やや甘口白）
＜山形県西川町＞ 720ml 1815円

●香住鶴 きもと純米 辛口 1.8Ｌ 2640円
●大地 純米無農薬米山田錦 1.8Ⅼ 3190円
●山の壽 THE KAN 純米酒 1.8Ｌ 2970円
●米鶴 かっぱ純米辛口 1.8Ｌ 2365円
●旭菊 純米酒 7号 1.8Ｌ 2310円
●旭菊 純米酒 6号 1.8Ｌ 2310円
●八重垣 純米酒 1.8Ｌ 2310円
●久保田 百寿 1.8Ｌ 2211円
＜旨さ＞
温めることによって、味わいが豊かになります。日本酒のま
ろやかさ、ふくよかさが味わえます。
＜食に合う＞
お燗酒はいろいろな食との相性が抜群です。また、血行もよ
くなるので食欲が増進し、料理も進みます。
＜身体に優しい＞
アルコールは胃の中に入ったとき、体温に近い温度が最も早
く吸収されます。飲んでいるペースで酔いがすすむため、飲
み過ぎが防げ、二日酔い防止にもなります。
＜心身ともに温まる＞
寒い冬に嬉しいのはその温かさ。温泉につかったように体が
温まり、ゆっくりとしたぬくもりを感じます。

ヌーボーと楽しむ
おつまみいろいろ

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。
▼１１月の入荷予定
・恵乃智 純米吟醸 中取り 1800ml 3410 円
・玄乃智 純米酒 1800ml 3080 円 / 720ml 1540 円
▼入荷済み商品
・純米大吟醸 朝日 1800ml 4675 円
・雅乃智 純米吟醸 1800ml 3960 円 / 720ml 1980 円
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個性があふれだす芋焼酎企画

第一弾 野崎充紀杜氏
田崎酒造・鹿児島県いちき串木野市

個性のある芋焼酎を個性豊かな杜氏さんたち
が手がける企画、その名も「KOSEI’s 倶楽部」
が 11 月からスタートします！第一弾を担当す
る杜氏さんは、みとら、ツン、ぷぅでおなじみ田
崎酒造の野崎杜氏。すでに個性的な芋焼酎を造
っていますが、さらに個性を発揮した芋焼酎が
スト
登場します。
のイラ

芋焼酎 アシタハキット

１２００円

トローリあ ふ れだす

濃厚ク リー ム

巷で話題のフレッシュチーズ

ブッラータ

ヌーボーに合わせてご予約受付中！

黄麹の三段仕込み。おすすめの飲み方はオン
ザロック！しっかり冷やすことでフルーティ
で甘やかな味わいに変化します。

こちらも個性派ワイン酵母の芋焼酎
「ユメナカ」 も丸西酒造より同時発売
ワイン酵母 ・ 白麹仕込み

アルコール度数 25% 1800ml 2200 円

この時期だけのお楽しみ♪

芋焼酎新酒ぞくぞく入荷予定！
やっぱり定番
のり燻本舗さんの燻製いろいろ
※写真は 2018 年のものです。

生ハム！チーズ！オリーブ！
新物

プロシュート パルマ産生ハム 100g 1500 円
サラメ・ディ・ミラノ ミラノ産サラミ 50g 700 円
ペコリーノサルド ( チーズ・羊乳 ) 200g 1470 円
プリモサーレ ( チーズ・羊乳 ) 各種 200g 1350 円〜
ビラギーニ スナック 6P ( チーズ・牛乳 ) 100g 648 円
新物 手摘みオリーブ塩蔵（香川県産）80g 702 円

おいしい缶詰いろいろあります
焼き鯖のアヒージョ 280 円
焼き秋刀魚のアヒージョ 280 円
オイルサーディン 410 円
サヴァ缶 オリーブオイル漬け 410 円
サヴァ缶 パプリカチリソース味 410 円
金華さば 味噌煮 408 円
オイスターオリーブオイル漬け 837 円

１０月１日より酒類の消費税は１０％となります。

氏
野崎杜 っくり！
そ

ほんのりと白く濁った焼酎は旨みたっぷりの味わい。
今の時期にしか味わえない、とれたての芋を使って
仕込まれた新焼酎が１１月にいろいろ入荷します。
喜 六 無 濾 過 -- 1800ml 3106 円 ／ 720ml 1559
青 潮 新 焼 酎 -------------------- 1800ml 2619
市 来 焼 酎 み と ら ---------------- 1800ml 2750
姶良 本にごり ---- 1800ml 2750 円／ 720ml 1320

爆弾ハナタレ

100g 972 円

★賞味期限は 11 月 27 日頃です★
円
円
円
円

ボジョレ ・ ヌーボーのおともにどうぞ

冬季限定芋焼酎

ヌーボー解禁日に、フォカッ
チャにパルマ産の生ハムとイタ
リア産のチーズをはさんだ、と
～っても美味しいパニーニを販
売します！ヌーボーのおともに
間違いなし。ちょっと大きめな
ので二人で食べてもちょうどい
いくらい。ぜひご予約下さい！

黒木本店アルコール度数４４％の爆弾芋焼酎！
華やかで力強い香り、凝縮した味わい。水割り
やお湯割りでまた香りが開き、極めつけは冷凍
庫に！トロリとした甘さがたまりません。

＜宮崎県高鍋町＞

360ml 2516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

モッツァレラのような食感のチーズの袋の中に、濃
厚な生クリームとフレッシュチーズを閉じ込めた、
イタリア・プーリア州の特産チーズ。ナイフを入れ
るとあふれる濃厚クリームがたまりません。
11 月 18 日入荷予定

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▼

おい
しい
よ

今月の『作（ざく）』入荷情報！

60 おおばタイムズ

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

アルコール度数 26% 1800ml 2992 円

毎年人気 BROCCO さんの
ヌーボーにピッタリのオードブル

秋上がりの日本酒
「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
がりのお酒たちをお楽しみください。

おかげさまでおおば酒店は創業60周年

生ハムのパニーニ

【食べ方】生ハムをいったん取り出して、チーズをのせ
たフォカッチャをトースターでカリッと焼いてくださ
い。生ハムをはさみなおしたら出来上がり♪

11/21（木）
ご予約が
～２４（日）販売 確実です！

８75 円

◀その他ヌーボーにおすすめのおつまみは左面をご覧ください

