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おおばタイムズ
おかげさまでおおば酒店は創業61周年

61th
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

●ラッピング承ります。●全国発送いたします。

眠り姫
720ml カートン入り

3300 円

キムタクのドラマで話題に！

ちょっぴりミーハーな話題ですが、キムタク主演の TV
ドラマ「グランメゾン東京」で話題になったワインが入
荷しました。ドラマの中で架空の名前で出てきた白ワイ
ンが何だ何だということで、出てきた名前が「グリド甲
州」( 注 )。品質には定評のあるグレイスワイン。グリド甲
州は、甲州種を使用した洗練された完成度の高い味わ
い。ちょっと贅沢な白ワインを週末にいかがですか？

( 注 ) 実際にドラマで使われたのは、同じワイナリーのワンランク上のワインです。

右▲まるにし 黒麹（定番の黒麹芋焼酎）   1800ml 2200 円 
中▲まるにし 孤高の月蛍（白麹芋焼酎）   1800ml 2475 円 
左◀まるにし のんびり蓮蛙 （紅芋焼酎）    1800ml 2475 円

グリド甲州 グレイスワイン
＜辛口白ワイン＞

750ml 1980 円山梨県勝沼町

今月の

作
ざく

▼４月の入荷予定
・恵乃智 純米吟醸 中取り 1800ml 3410 円
・恵乃智 純米吟醸 1800ml 3080 円 / 720ml 1540 円
▼入荷済み
・純米大吟醸 新酒 1800ml 4180 円

爽醸 久保田 雪峰 そうじょう
くぼた せっぽう

新潟の朝日酒造が、同じく新潟のアウトドアブラ
ンド「スノーピーク」とコラボした、アウトドア
で美味しい純米大吟醸『雪峰』の春バージョンが
今年も入荷します。今年は見た目を少しリニュー
アル。爽やかな風の吹く春の日に、大自然に囲ま
れながら楽しんでみてはいかがでしょう？

500ml 3410 円
新潟県長岡市４月上旬入荷

被災地宮城県の浦霞から
花は咲く２０２０

今年は東日本大震災から９年目。来年は１０年と
いう節目を迎える被災地の現在に思いを馳せてい
ただきたいという思いを込めて浦霞（うらかすみ）
の蔵元さんから発売されます。宮城県産米「蔵の
華」を使った、バランスの良い味わいの１本です。

720ml 2200 円浦霞 純米吟醸 花は咲く
※売り上げの一部は義援金として被災地に届けられます。

春の酔鯨うすにごり生酒
純米大吟醸

高知の酒造好適米「吟の夢」とお
なじみ「山田錦」を使った２種類
の純米大吟醸をベストな配合でブ
レンド。豊かな吟醸香と上品な味
わい、にごり酒のやさしい丸味を
もつ純米大吟醸です。

1800ml 3850 円
高知県高知市

酔鯨 純米大吟醸 花ごろも 生酒
要冷蔵

竹の園の矢野酒造さん
が新しい搾り機を導入！
佐賀の矢野酒造さんが、業
界でヤブタと呼ばれるお酒
を搾る機械を今年の初めに
新調。新しいのでお酒の味
を邪魔するものがなく、さ
らに洗練された味わいのお
酒ができあがります。

蔵元さんも納
得の辛口純米
大吟醸「天狐
（あまつきつ
ね）」。キレよ
くしっかり辛
口で食中酒と
しても完璧。

1800ml 3564 円 /720ml 1870 円
要冷蔵

大和桜伝統を未来へつなげる
ネクストジェネレーション

鹿児島県いちき串木野市で、昔ながらの伝統的な甕壺仕込
みにこだわりのある焼酎蔵・大和桜酒造さんの商品の取り
扱いがスタート。造りに携わるのは、伝統をリスペクトし
つつ未来を見据える専務兼五代目杜氏の若松徹幹さん。焼
酎業界のネクストジェネレーションとして注目の
若手杜氏です。しっかりと熟成された芋焼酎は、
ほどよい芋の香りとまろやかな味わいが特徴。
今後、定番以外に限定焼酎も入荷予定ですので、
まずは定番を味わいながら楽しみにお待ちください。

芋焼酎 大和桜 （やまとざくら） 25%  1800ml 2409 円
▲どこか懐かしいラベルのデザインは、ブラック・ニッカのラベルを手掛けた故・大高重治氏。

「まるにし」 が大幅リニューアル
品質を磨き上げ、 さらに個性豊かに！

限定流通焼酎の「まるにし」が４月よ
りリニューアル！黒麹仕込みの芋焼酎
は、まるにしの定番として味わいその
ままにラベルのみ変更ですが、白麹芋
焼酎と紅芋焼酎は大変身。名前とラベ
ルはちょっぴりかわいく。味わいは、
さらに磨き上げ、個性豊かなものに。
進化を遂げた「まるにし」の味わいを
お楽しみください。

ちょっと早い気もしますが
夏に向けて生酒入荷します

▼３月下旬
・米鶴 爽快辛口 純米生酒
・梅乃宿 純米吟醸生原酒
▼４月上旬
・大山 特別純米生酒
・甲子 夏生 純米吟醸生原酒
・春鹿 純米吟醸生酒
・繁桝 雄町 特別純米 生々
・米鶴 亀の尾 純米生原酒
▼４月中旬
・五橋 純米生酒
・船中八策 純米酒 零下生酒
・名倉山 純米吟醸生酒
・手取川 石川門 純米吟醸生原酒
▼４月下旬
・浦霞 純米生酒
・御慶事 純米吟醸 夏の生酒

・・・・・・・・1800ml 2800 円
1800ml 2860 円 /720ml 1430 円

1800ml 3124 円 /720ml 1562 円
・・・・・・・・1800ml 3080 円
1800ml 3080 円 /720ml 1540 円
1800ml 2750 円 /720ml 1375 円
1800ml 3190 円 /720ml 1650 円

1800ml 3080 円 /720ml 1540 円
・・・・・・・・1800ml 3432 円
・・・・・・・・1800ml 3223 円
1800ml 3740 円 /720ml 1870 円

1800ml 3014 円 /720ml 1474 円
1800ml 3520 円 /720ml 1760 円

大好評！！
獺祭石鹸

65g 1100 円

二割三分の酒粕をたっ
ぷり練り込んだこだわ
りの手造り洗顔石鹸で
す。お肌がスベスベに
なると大好評！

2019 年梅酒全国制覇きき酒大会

第一位

第二位
菊一文字

720ml 1958 円

～スタンダード部門～

獺祭甘酒
825g 918 円

母の日
ギフト

5月10日（日）は
母の日です

鹿児島県志布志市

４月入荷予定！
鍋島 純米大吟醸 愛山 ＜生酒＞

1800ml 6270 円 /720ml 3157 円
※この時期にしか味わえない生酒です。ご予約承ります。

要冷蔵

容器がペットボ
トルになって、
お値段変わら
ず、５％増量！

アルコール 0%


