
▼詳しくは裏のボジョレ ・ ヌーボーの面をご覧下さい▼

ボジョレ・ヌーボー 2020
11 月 19 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♪

10%OFFご予約承り中 ご予約特典

100g 972 円11月18日入荷予定

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

トローリあふれだす
濃厚クリーム
ブッラータ

巷で話題のフレッシュチーズ

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。

ヌーボーに合わせてご予約受付中！

★賞味期限は 11月 27日頃です★

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。

冬季限定芋焼酎爆弾ハナタレ

 　360ml 2516円

おすすめの燗酒

これぞ日本酒の醍醐味

＜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。 

【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

新酒ボジョレもいいけど．．．

【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

日本ワインの新酒もおいしいよ♪

２０２１ 年

※商品画像は酉年のものです。

ちょっぴり早めにご予約受付開始

新年の日本酒は干支ボトルで！

 ＜山形県天童市＞　350ml 1650円
出羽桜 『干支ボトル』 スリム

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。96 本限定。

丑

山田錦の兄弟品種で醸した日本酒

【入荷済み】
  奥野田ドルチェ （甘口白）
  ＜山梨県甲州市＞　720ml 1760円

ヌーボーと楽しむ
おつまみいろいろ

やっぱり定番
のり燻本舗さんの燻製いろいろ

生ハム！チーズ！

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
ブリー（白カビチーズ・牛乳） 約 100g 700円
ゴルゴンゾーラ・ピカンテ（青カビチーズ・牛乳） 約 100g 800円
ピエダングロワ（ウォッシュチーズ・牛乳） 約 100g 1000円
ペコリーノサルド ( ハードチーズ・羊乳 ) 200g 1470円

※写真は 2018 年のものです。

＜宮崎県高鍋町＞

「白鶴錦」は「山田錦」と同じ「渡船」と「山田穂」を
交配させた酒造好適米。白鶴酒造が８年もの歳月
をかけ交配種から優れた米を選び抜いた希少な
酒米です。その米を使い、日本を代表する、佐賀の
東一・五町田酒造と三重の作・清水清三郎商店
が醸した白鶴錦の味わいをお楽しみください。

希少米白鶴錦飲み比べ

１２００円

毎年人気BROCCO さんの
ヌーボーにピッタリのオードブル

2020年11月号

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
秀鳳はじめました。

しゅうほう・山形県

秀鳳 純米大吟醸 山田錦 47 原酒 ・・・
秀鳳 純米大吟醸 超辛口   ・・・・・・ 
秀鳳 純米吟醸 八反   ・・・・・・・・
秀鳳 特別純米 無濾過 美山錦  ・・・・

1800ml 3300 円 /720ml 1650 円
1800ml 3520 円 /720ml 1760 円
1800ml 3190 円 /720ml 1595 円
1800ml 2739 円 /720ml 1375 円

1800ml 3300円 / 720ml 1650円

１１月２３日（月・祝）発売
山形県産の出羽燦々で仕込んだ、純米大吟醸の生原酒です。

ピチピチとしたフレッシュな味わいをいち早くお楽しみください。

水牛モッツァレラも
入荷します！

★賞味期限は 11月 22日頃です★
250g 2160 円 / 125g 1080 円

水牛ミルクの濃厚な味わい

11/18（水）入荷予定 11 月 9日までのご予約が確実です

今回、東北・山形県を代表する人気銘
柄の「秀鳳（しゅうほう）」の取り扱い
を始めました。旨みののった山田錦の
純米大吟醸や超辛口の純米大吟醸など、
まずは４種入荷しました。１１月２３
日には新酒の純米大吟醸ヌーボーが入
荷しますのでそちらもお楽しみに！

東一 純米吟醸 白鶴錦 720ml 2200円
作 純米大吟醸 白鶴錦 720ml 2200円

今月の

作
ざく

▼１１月の入荷予定
・純米吟醸 兵庫愛山 720ml 2035 円
・雅乃智 純米大吟醸 中取り 1800ml 4620 円 /720ml 2310 円
・玄乃智 純米酒 1800ml 3080 円 /720ml 1540 円
・恵乃智 純米吟醸 中取り 1800ml 3410 円
▼入荷済み
・恵乃智 純米吟醸 1800ml 3080 円 / 720ml 1540 円

樽
酒

恒例樽酒量り売り！

ほんのり樽の香りのついたお酒は、
郷愁を誘うものがあります。中口・
辛口の二種類ありますので、お好
みの味わいをお楽しみ下さい。

11 月 11 日 ( 水 ) ～ 15 日 ( 日 ) まで

旭菊（中口）／三千盛（辛口）
1800ml 3080 円 / 720ml 1430 円
※期間中もなくなったら終了です。

美味しいイタリアンでボーノ！
リナルドさんのお手軽冷凍イタリアン

ピザ 594 円／パスタ・ラザニア 918 円

十
月
に
蔵
元
さ
ん
に

お
邪
魔
し
て
き
ま
し
た

●大地 純米無農薬米山田錦　1.8Ⅼ 3190円　

●大七 生酛純米　1.8Ｌ 2800円

●米鶴 かっぱ純米辛口　1.8Ｌ 2365円

●旭菊 純米酒 6号　1.8Ｌ 2310円

●久保田 百寿　1.8Ｌ 2211円

●清泉 雪　1.8Ｌ 1824円

キムタクのドラマで話題になった
グレイスワインがいろいろ入荷！

2019 年のキムタクのドラマ「グランメゾン東
京」で話題になった山梨県の中央葡萄酒・グ
レイスワインシリーズが入荷しました。本格
的な国産ワインの味わいをお楽しみください。
グレイス甲州   ・・・・
グリド甲州   ・・・・・ 
茅ヶ岳甲州   ・・・・・
ヤマナシ・ド・グレイス・・

（辛口白）750ml 3000 円
（辛口白）750ml 1980 円
（辛口白）750ml 2750 円
（辛口赤）750ml 2750 円

チーズの

パーティセット

※他にもいろいろな種類があります。お好きなチーズのご予約も承ります。

秋のひやおろし勢揃い＆新酒しぼりたて入荷中！

１３００円


