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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

今月の

作
ざく

▼６月の入荷予定
・雅乃智 純米吟醸 中取り 720ml 2310 円
・雅乃智 純米吟醸 1800ml 3960 円 / 720ml 1980 円
▼入荷済み
・穂乃智 純米酒 1800ml 3080 円 / 720ml 1540 円

夏に爽快芋焼酎ＡＬＯＡＬＯ
今年も夏に向けて登場した芋焼酎、鹿児島酒造
「ALOALO（アロアロ）」。今年はひと味違って、
定番のベニサツマの芋焼酎に、変わり種のオレン
ジ芋・ハマコマチの芋焼酎をブレンド。オレンジ
芋を使うことで、トロピカルな香りがプラスされ
ました。オンザロックでも香りの良さが強調され
ますが、爽快感アップの炭酸割りがオススメ！

ALOALO アロアロ 1800ml 2378/720ml 1362 円

鑑評会酒をモデルにした贅沢な日本酒
超お買い得な山の壽チャレンジ酒
コロナの影響がいろいろな業界に大きな影響を及ぼすなか、
山の壽さんからチャレンジ酒としてヤマノコトブキフリー
クスが発売！鑑評会の出品酒の酒質をモデルにした純米吟
醸クラスのお酒です。香りよく優しい口当たりで、ふくら
みのあるジューシィな味わいが楽しめます。応援企画とい
うことで価格もとってもお手頃。このお酒を飲んで山の壽
フリークになってみては？

1800ml 2640 円 /720ml 1320 円ヤマノコトブキフリークス
要冷蔵

夏の酒いろいろあります。
・米鶴 爽快辛口 純米生酒
・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
・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
・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
・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
・木曽路 夏純 純米吟醸生酒
・愛宕の松 ひと夏の恋 純米吟醸
・八海山 特別純米原酒 生詰
・封印酒 純米吟醸 ～４種
　（大山、越の誉、春鹿、司牡丹）
・手取川 純米大吟醸 kasumi【６月下旬予定】

・・・・・・・・1800ml 2800 円
・・・・・・・・   720ml 1562 円
・・・・・・・・1800ml 3080 円
1800ml 3080 円 /720ml 1540 円
・・・・・・・・   720ml 1650 円
・・・・・・・・1800ml 3080 円
・・・・・・・・1800ml 3432 円
1800ml 3014 円 /720ml 1474 円
1800ml 3520 円 /720ml 1760 円
・・・・・・・・   720ml 1870 円
・・・・・・・・   720ml 1609 円
1800ml 2940 円 /720ml 1470 円
1800ml 3520 円 /720ml 1980 円
1800ml 3168 円 /720ml 1584 円
1800ml 2992 円 /720ml 1870 円
1800ml 3399 円 /720ml 1663 円
・・・・・・・  各 720ml 2035 円

・・   720ml 1980 円

父の日
ギフト

6月21日（日）は
父の日です

今月のおすすめチーズ
トリュフが散りばめられた贅沢な味わい

山田錦
獺祭の酒米

450g（３合） 375 円

＜山口県産＞
コロナの影響でお酒の需要が
落ち込み、ひいては酒米農家
さんにも影響が…。というこ
とで獺祭から山田錦が届きま
した。なかなか食べることの
ない山田錦、農家さんのサ
ポートも兼ねてこ
の機会にぜひ味わ
ってみて下さい。
水は通常より少な
めがいいです。リ
ゾットもおすすめ。

クリーミーでクセのない味わいが人気の白カビチーズ「ブリー」。
カマンベールの元になったと言われます。今回ご紹介するチーズ
　　　　　　　　　　は、ブリーの中に高級食材のトリュフが散
　　　　　　　　　　りばめられたれた贅沢な逸品。チーズのミ
　　　　　　　　　　ルキーで滑らかな口どけとトリュフの官
　　　　　　　　　　能的な香りの競演をお楽しみください。

ブリー ・ ダフィノア ・ オ ・ トリュフ 白カビタイプ

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。

＜産地：フランス＞
1 カット約 100g 1500 円前後

＜福岡県久留米市＞

オレンジ芋でトロピカル感ＵＰ！

炭
酸
割
り
が
お
す
す
め

スパークリング日本酒

要冷蔵

マルニシぷんぷんベニハルカ
1800ml 2890 円

高品質な熟成「ベニハルカ」を
使って、ぷんぷん！薫る芋焼酎
ができました。無濾過で瓶詰め
された濃厚な味わい。ロックも
もちろん美味しいですが、暑さ
に火照った身体を、温かいお湯
割りでやさしくいたわるのもい
いのではないでしょうか。

熟成芋の無濾過焼酎
ぷんぷん薫る！

＜鹿児島県志布志市＞

＜鹿児島県阿久根市＞

期日指定の全国発送承ります。 店内商品のラッピング承ります。

麦焼酎
陶眠中々
2516円

雪漫々 五年熟成酒
大吟醸（山形県）
720ml 6050円

小瓶 330ml もあります。

感謝ビール
一升瓶入り

みんなで飲もう

1800ml 2585 円 要冷蔵

マッカラン １２年
ダブルカスク 8800円

シングルモルト
ウイスキー

※６月中旬入荷予定

おつまみも
いろいろあるよ

シュワッとさわやか！！

・出羽桜 とび六【６月上旬入荷予定】 720ml 1650 円
・獺祭スパークリング４５ 720ml 2046 円 360ml 1023 円
・八海山 あわ 720ml 3300 円 360ml 2090 円
・山の壽 雄町 夏うすにごり 720ml 1705 円 
・旭菊 もろみ取りにごり 500ml 1210 円

暑い日には爽快スパークリングをお楽しみください

ドンペリ酵母のスペシャル大吟醸

純米大吟醸 Ｒ（アール） 生酒 720ml 5500 円

近頃テレビでも日本酒がよく取り上げられていま
す。中でも目を引くのが、シャンパン「ドンペリ」
の元醸造長リシャールさん。富山の満寿泉・桝田
酒造店さん協力の元、これまでの技術を駆使して
新しい日本酒を造っています。ということでリ
シャールさん提供のシャンパン酵母を使った生酒
が桝田酒造店さんから入荷しました。リシャール
さんの頭文字をとった、その名も『R』。日本酒の
新しい世界をのぞいてみませんか？


