～梅酒は日本が世界に誇るりっぱなリキュール！しかも健康的！～

おいしい梅酒は天盃で！
梅酒の季節がやってきました。梅酒を
造るならやっぱり天盃の梅酒用！しっ
かりした麦の風味と青い梅の相性はバ
ツグン。ホワイトリカーとちがい、梅
と麦のコラボが醍醐味です。そして何
年たっても味がへたりません。
天盃で美味しい梅酒を造りましょう！

麦焼酎 天盃 ( てんぱい ) 梅酒用 35% 1800ml 2750 円

※天盃さんの梅酒レシピあります。お気軽にお尋ねください。

今月のおすすめチーズ２種
ボーダーゾーラ＆ミモレット
▼ボーダーゾーラ

青かび＆フレッシュタイプ

青かびチーズのゴルゴンゾーラ・ドルチェとフレッシュなマス
カルポーネが層になったチーズ。ゴルゴンゾーラのちょっぴり塩
気が強くクセのある味わいを、クリーミーなマ
スカルポーネが優しく包み込んでいます。青か
び好きはもちろん、初心者の方にもおすすめ。
パンやクラッカーにのせてお楽しみください。
＜産地：イタリア＞
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＜産地：フランス＞

1 カット約 60g 800 円前後

他にもいろんな種類のチーズが入荷しています。
ワインにはもちろん、日本酒との相性もバッチリ！
いろいろなお酒と一緒にお楽しみください。

今月の

作

ざく

▼５月の入荷予定

・穂乃智 純米酒 1800ml 3080 円 / 720ml 1540 円
▼入荷済み

・恵乃智 純米吟醸 1800ml 3080 円

2020年５月号

天心 雫取り 入荷しました！

毎年盛況な北九州・溝上酒造さんの酒蔵開きです
が、コロナの影響で今年は延期となり開催できる
かどうかも分からない状況です。そこで、いつも
はお店に並ばない蔵開き限定の生酒が入荷しまし
た。蔵開きを楽しみにしていた皆様もそうでない
方も、贅沢な雫取りの生酒を味わってみて下さい。

ゴールデンウイークのお知らせ
ゴールデンウィークは通常通り営業します
要冷蔵

香りよく華やかな吟醸酒の先駆け的存在

桜花吟醸酒４０周年記念酒

今では当たり前のように飲まれている吟醸酒。そ
の昔、まだ吟醸酒が一般的でなかった頃、その先
駆けとして「桜花吟醸酒」が誕生。華やかなフルー
ティな香りで出羽桜の「中吟（ちゅうぎん）
」と
呼ばれ、親しまれていました。誕生から４０年を
記念して、その当時の味わいを思わせる桜花吟醸
が発売。桜花吟醸ファンはお見逃しなく！

山形県天童市

1800ml

モダンな味わい仙禽
「甘酸っぱさ」を追及する、いまどき
な味わいの「仙禽（せんきん）
」は栃
木の酒です。甘酸っぱいと言ってもイ
ヤ味はまったくなく、酸味と旨みが絶
妙なバランスのジューシーな味わいが
楽しめます。

仙禽 純米大吟醸 朝日
せんきん

栃木県さくら市

1800ml 3300 円 / 720ml 1650 円
こっそり 「うらなべ」 入荷しました…

鍋島 隠し酒 純米吟醸 ＜生酒＞

要冷蔵 1800ml 3080 円 /720ml 1683 円
※通称「裏鍋島」。なかなかお目にかかれませんのでこの機会にどうぞ。

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。

天心 純米生酒 雫取り 720ml 1870 円

ハードタイプ

オレンジの見た目が印象的なフランスのハー
ドタイプのチーズ。カラスミのような味わいが
あるともいわれます。１８ヶ月熟成の凝縮した
濃厚な味わいは、お酒のアテにぴったりです。
外側の硬いところは取り除いてお召し上がり
ください。
（食べても体に害はありません）

おおばタイムズ

今年は蔵開きが延期になったので…

1 カット約 100g 1000 円前後

▼ミモレット １８ヶ月熟成

おかげさまでおおば酒店は創業61周年

2640 円

わさびオイルふりかけ
アヒージョタイプ

わさびの里から届いた食べる
オイル。ローストビーフ、刺
身、サラダやご飯、
卵かけご飯等にか
けるだけ！ツンと
くるサクサクわさ
びの風味が美味し
い逸品です。

静岡県三島市 110g 680 円

日曜祭日は 18 時までの営業です
（５月３日４日５日６日は１８時まで）

母の日
ギフト

5月10日（日）は
母の日です

父の日
ギフト

6月21日（日）は
父の日です

夏の生酒いろいろあります。

▼入荷済み商品
・米鶴 爽快辛口 純米生酒
・梅乃宿 純米吟醸生原酒
・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
・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
・浦霞 純米生酒
・御慶事 純米吟醸 夏の生酒
・手取川 石川門 純米吟醸生原酒
▼５月中旬入荷予定
・大七 完熟生もと 生原酒
・寒北斗 シビエン 夏
・大嶺 夏純かすみ酒

・・・・・・・・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 3014 円 /720ml 1474 円
1800ml 3520 円 /720ml 1760 円
1800ml 3740 円 /720ml 1870 円
・・・・・・・・720ml 1609 円
1800ml 2940 円 /720ml 1470 円
1800ml 3520 円 /720ml 1980 円

