●2020 年酒蔵開きのご案内●

61th おおばタイムズ

城島酒蔵開き
2月１５日、1６日 9時半～16時
久留米市城島町
町民の森
TEL0942-64-3649
旭菊をはじめ8つの蔵元の
合同蔵開き

宗像「楢の露」勝屋酒造
2月23日、24日
10時～16時
宗像市赤間4-1-10
TEL0940-32-3010

宗像「亀の尾」伊豆本店
2月1４日～1６日
9時～16時
宗像市武丸1060番地
TEL0940-32-3001

八幡東区「天心」溝上酒造
3月１４日、1５日
9時半～16時
八幡東区景勝町1番10号
TEL093-652-0289

2020年2月号
今年も新酒ができました
水辺のくに 純米吟醸生酒

【フレッシュタイプ】 デンマーク ・ クリーム
チーズ、 クリーム ・ ラム 【白カビタイプ】
カマンベール、 ブリー、 ブリア ・ サヴァ
ラン 【ハード ・ セミハードタイプ】 ミモレット、 コンテ ・
アルパージュ、 ウエストカントリー・ファームハウス・チェ
ダー、 ベームスター ・ ブラスカス、 オッチェッリ ・ アル ・
バローロ 【シェーブルタイプ】 ローブ・デ・ガリッグ 【青
カビタイプ】 ボーダーゾーラ、フルム・ダンベール 【ウォッ
シュタイプ】 タレッジョ、 マンステール

今月のおすすめ

ウエスト・カントリー・ファームハウス・チェダー

100g 1300 円前後

とっても長い名前ですが、世界中で
造られ親しまれているチェダー
チーズの本家本元です。イギリス産
で 12 カ月熟成のハードタイプ。食
べやすく、なめらかで芳醇なコクの
ある味わい。赤ワインにももちろん
合いますが、シングルモルトに合わ
せるのもオススメ。

開栓直後の若々しさから
開栓後の角の取れた味わいへ
移り行く変化をお楽しみください

福岡県小竹町産の山田錦を使っ
て、寒北斗で醸造する、遠賀川流
域の地元にこだわった純米吟醸
酒。今年も無事に
美味しいお酒がで
きました。新酒生
酒をぜひ味わって
みて下さい。

三五二〇円
一九八〇円

取り扱いチーズ一覧

■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

しぼりたて生酒

▼入 荷 済 み
●八海山 越後で候 純米大吟醸
1.8L 4378 円
●獺 祭 48％ 寒 造 早 槽
720ml 1782 円
●久保田 千寿 生原酒 (※)
1.8L 3432 円
●大嶺 純米３粒 新酒
1.8L 3520 円
ml ml
●山の壽 純米吟醸 山田錦 (※)
1.8L 3520 円
●天吹 うるとらドライ初雪
720ml 1485円
1800ml 3300 円
1.8L 3410 円
要冷蔵 ●冬の月 純米吟醸無濾過
720ml 1540 円
●名倉山 純米吟醸しぼりたて (※) 1.8L 3190円
●寒北斗 shi-bi-en 辛口純米 (※) 1.8L 2970 円
黒木本店の新商品 ●からはし 純米吟醸 無濾過生
1.8L 2998円
●今西 純米吟醸 雄町
1.8L 2860 円
人気イラストレーターたなかみさきさんのセ
●南部美人 カルメン 純米吟醸 (※) 1.8L 3740円
クシーなイラストが目を引くにごり酒「ゆき
●東一 山田錦 純米吟醸
1.8L 4180 円
おんな」が今年も入荷。味わいもセクシー。
宮崎の黒木本店から尾鈴山
1800ml 3960 円 / 720ml 2310 円 ブランドの山ねこの限定版。 ●天喜 純米大吟醸
1.8L 3190 円
要冷蔵 ※イラストの色による味の違いはありません。
2020 年は麹米に甦る大地の ●梅乃宿 アンフィルタードサケ 高島雄町 1.8L 3850 円
会で育てた山田錦を使用（通
直汲みのしぼりたてをその日のうちに
●浦霞 特別純米 (※)
1.8L 3278 円
常はヒノヒカリ）。香りよく
1.8L 3740 円
旨みもアップした特別な山 ●六十餘洲 山田錦 純米吟醸
ねこをお楽しみください。
●雨後の月 純米吟醸 無濾過原酒 1.8L 3457 円
特別純米無濾過生原酒
要冷蔵
1800ml 2822 円 ●満寿泉 生純米吟醸 (※)
国東半島の東端、大分・西の関の萱
1.8L 3300 円
島酒造。蔵元さんへ向けて早朝に出
720ml 1416 円
▼２ 月 以 降 入 荷 予 定
発し、しぼりたてのお酒を瓶詰めし
て、その日のうちに持って帰ります。
●水辺のくに 純米吟醸 (※)
1.8L 3300 円
夕方にはお店に到着予定ですので、
●御慶事 純米吟醸 (※)
1.8L 3520円
時間を合わせてご来店ください。
1800ml 2838 円 / 720ml 1309 円
▼２月の入荷予定
1.8L 3080 円
ざく ●美丈夫 純米吟醸 荒ばしり
・雅乃智 純米吟醸酒
到着予定時刻
●鍋島 純米吟醸雄町 生酒 (※)
1.8L 3905 円
2020 年 2 月 11 日 16:30 頃
1800ml 3960 円 / 720ml 1980 円
(※) は 720ml もあります。他にもいろいろ入荷しています。
※２月１１日当日の営業時間は１８時までです。

要冷蔵

チーズ好き集まれ～！
昨年のクリスマスに合わせてチーズが入荷しました
が、ネズミ年なので（？）今年もいろいろなチーズ
をご案内していきたいと思います。食べやすいチー
ズから食べにくいチーズまで、好みのチーズを見つ
けて、お酒と一緒にお楽しみください。

甲子 春酒香んばし
純米大吟醸生原酒

春の
「甲子」
きのえね
一八〇〇
七二〇

●旭菊酒造蔵開き 3 月 2２日 １０時～１６時
●喜多屋 3 月７日、８日 10 時～ 16 時
●鍋島・能古見・竹の園などなど 6 蔵
鹿島酒蔵ツーリズム 3 月 2８日、２９日
●東一酒造などなど 3 蔵
嬉野温泉酒蔵祭り 3 月２８日、２９日
●山の壽酒造 ４月４日、５日

おおば酒店

おかげさまでおおば酒店は創業61周年

セクシィなにごり酒

大嶺ゆきおんなにごり 尾鈴山 山ねこ

麹米山田錦

西の関ファーストフラワー

芋

今月の

作

