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お燗で美味しいお酒
お燗の美味しい季節になりました。
ということで、今回は、お燗に合うお酒を選んでみました。
もしかすると、お燗に合う日本酒ということ自体おかしな
ことかもしれません。というのは、もともと日本酒は、お燗
にして飲むもので、冷酒で飲むのはごく最近になってのこと
なのです。
お燗に合わないといわれている大吟醸酒や生酒に燗をつけ
みるのもおつでしょう。知ってて燗をつけるなら何でもあり
だと思います。

夜の帝王

純米酒

龍勢シリーズを造っ
ている藤井酒造さんに
燗で旨いとすすめても
らったお酒です。実際
試してみると、大変美
味しかったので紹介し
ます。
同蔵の酒はどれも燗
にしてのむと旨いです。

神亀 特別純米
「お燗といえば神
亀」というくらい神亀
の酒はお燗にすると美
味しいです。
神亀の生酒やにごり
酒をお燗にして飲んで
いる強者もいるらしい。
一升瓶 3,170円

一升瓶 2,350円

千代の光 特別本醸造
当店飯村が燗酒とい
えば買っていくお酒で
す。
燗が旨いといわれて
いる酒は酸度が高いも
のばかりですが、千代
の光は酸度が低く優し
い甘みのお酒です。
酸味の強い酒が嫌い
という人もおおいです
が、そんな人におすす
めです。
一升瓶 2,250円

鯉川 純米吟醸
鯉川酒造の社長は大
の燗酒好き。あんまり
関係ないかもしれませ
んが、鯉川の酒をお燗
にして飲むと実際旨い
です。
同蔵の「亀治好日」
が某有名雑誌で「燗酒
にして旨い酒ナンバー
１」になったという実
績もあります。
一升瓶 2,550円

大信州 厳選山田錦
単に大信州の純米酒
だからという理由だけ
で選びました。
良い酒はお燗にして
も良い酒。寒いときは
冷やのまま飲むよりも
暖めて飲んだ方絶対旨
いし体には優しいはず
です。
一升瓶 2,600円
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いーき香もて天物 かう悪良で本 かレいるを
まルる味嬉造然がまり特いい︑酒そにがのたふ
すと体をしらの使たま性部部日をれ感大でめん
︒しに楽いれ原わ︑すが分分本用はじ変す柚だ
て優し点て料れ香︒あをを酒い︑ま良が子ん
仕しむでいだて料 る隠引にてベすく︑のに
上いこ︑るけお等 こしきはいー︒︑後濃使
がリと自とをらの とて出柚るス ま口度っ
っキが然こ使ず添 がしし子たに ろのがて
てュでなろっ︑加 分ま︑のめ日 やキ高い
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醸のま開をな な簡す簡以近いす がめが発勘るすはこまな
酒酵す発たっ吟い単︒単前でたのしでてピ酵に杜︒大のす香吟
に母︒さくた醸のにとにとはのがかき吟タなよ氏酒変吟︒り醸
よは最れさ理酒で出いな比吟は難しる醸っどっが造な醸酒を酒
く︑近たん由造す来っっべ醸過し︑の香とのて長り技香造吟の
使以のこ出にりがるててる香去い吟でを決様︑年の術をり醸持
わ前吟とす︑が︒ももきとをのと醸す出ま々蒸の達が出に香つ
れま醸が酵吟簡 の素て格出話さ香︒すっなし経人必すおと華
てで酒あ母醸単 で人い段の︑れを こて要︑験で要こいいや
い吟用りが香に はがまには最て出 と初因麹とあでとていか
︑
︑
︑

黒帯「堂々」
黒帯堂々の燗酒が旨
いというのをよく耳に
するので選びました。
この下のクラスの
悠々でも十分旨いので
すが、やはり堂々の方
が旨いとのこと。
金沢の料亭では燗酒
として黒帯の悠々はよ
く使われている銘柄で
す。
一升瓶 3,470円

はな前功もた荷 すしと売でな冬 用然にすた酒
飲なく回し柚がすこ︒まいれ予の頃こいの取︒︑が梅
んいなのた子︑るの っう行想でにのた柚りそ現爆の
ででっよとを蔵こた た間きをす発ゆゆ子組の在発宿
みしてうい大元とび とにの遙が売すずをん梅注的と
るょしにう量さに︑ いなたか︑さ酒酒ふだの目人い
とうま︑こ確んなや うくめに大れはでんの宿の気え
︑︒うすと保のりっ 代な︑上変た去すだがが酒とば
柚 こぐでに方まと 物っあ回好も年︒ん︑新蔵な︑
子 とに︑成でし入 でてっる評のの に天たでっ梅

一み醸用酒 まんか
目比酒いと高せなと
瞭べをて新価んこい
然て実造型な︒とう
でみ際っ酵大 はと
しるにた母吟 あ︑
ょと飲吟を醸 りそ
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くラ て悪ぎあな最価らな わ格もな能大た大 しかがりを すさ較た
価スそしいるり酒近がしだ以け帯ず吟で吟︒き新ま︑崩過造そ︒んに９
値のれまとと︑なでもいけ前でのっ醸き醸昔な型う酒れぎるの のな号
の大でいい逆吟どはら酒ではす吟と香な酒は衝酵ほがててと酵 吟ら系
な吟はまうに醸︑香えだ﹁香︒醸すがかだ︑撃母ど香し酒︑母 醸なの
い醸︑すこバ香なりた﹂こり 酒っ︑っけウをはな水まの吟を 香い酵
も酒一︒とラがんがのとれが にとそたでン与︑のにうバ醸使 をほ母
のな万 にンあぼ華でいは華 も安れ華し万え業でなどラ香っ だどと
など円 なスりでやすう素や あいよやか円ま界すっこンがて したは
の全ク っがすもかが評晴か る価りか堪のしに︒てろスあ酒 まく比
︑

使醸い 酒た り麹くのて吟い酵かりがき麹 おま安で ら造るわくく
っ麹まそ﹂吟こま造りたも醸く母っに出まのこかが価素近れりとい︑さ最
てとだしと醸のすりにめ良麹らをた依るす造のげ︑で晴頃てにいも発ん近
吟古にてよ酒よ︒を標︑くにで使のるか︒り酵なこ売ら︑い適う柔酵出で
醸典︑︑びをう す準酒なこもえでとど以方母ののりし香まし極ら力すは
酒的頑一ま﹁に るをのりだ出ばすこう前もをで新出いりすためかがだ吟
をなな方す酵し こ合味まわせ吟がろかは変使す型さ吟が︒酵てく強け醸
造酵にで︒母て とわわすらる醸︒がは吟わう︒酵れ醸華 母吟仕くで香
っ母︑は の造 にせい︒なた香新大麹醸っと 母て酒や 用醸上︑はを
てを吟︑
っ なたづそくめは型き造香て︑ のいがか い酒が味なた
︑
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分なすし吟う
かい︒く醸︒
ると酒感酒お
といはじのそ
思う香ら方ら
いこりれがく
まとだる断高
すがけは然価
︒良でず美な
くはで味大

のさに造くか﹁感な酵付 や使のっ い必っわ酒 い
でん合りいっ昔じに母け昔はっ吟てしる要てざ﹂こる
しいうのまたのがかをてかりて醸醸かかも吟古なち蔵
ょる人吟す﹂吟すア使きら違出酒ししもな醸くのら元
うとが醸がと醸るンった吟い来とた︑しい酒さではも
かいま酒︑い酒とバた人醸がた新︑吟れと造いす︑あ
？うだの古うはいラ吟は酒あも型昔醸ま思り酵が﹁り
こ︑方典人美いン醸︑をりの酵な麹せうを母︑麹ま
とたが的が味まス酒新飲まに母がにん人すをわのす
なく口なよしすなは型みすはをらよ︒もる使ざ ︒
︒
︒

