八 海 山 の 米 焼 酎 が 限 定 入 荷！

四合 １︑
８９０円
上槽し︑生のまま瓶に詰
めたお酒で︑香りときめ
細かさががノーマル品よ
りもさらに一段上になって
います︒
純米吟醸表示ですが︑
大吟醸としても十分に通
用する酒質と言えるでし
ょう︒
また︑去年のしずくど
りを低温で保管していた
ものが当店に若干残って
います︑
こちらの方は︑熟
成によって堅さがとれて
柔らかく優美さが加わっ
ており︑最高に飲み頃にな
っています︒お買い求めの
際は新酒か熟成ものかお
選び下さい︒

と五〇％の酒の味を比べ
てみれば一目瞭然だ︒精
米歩合七〇％と六〇％
を比べてみてもよい︑精米
大吟醸酒
歩合が１０％ちがっただ
けでも︑酒の味は全然違っ
筆者を含めて日本酒
てくる︒高精白のものを
業界に関係する人という
飲んだ後に精白の低い酒
のは︑総じて︑大吟醸酒と
を飲むと︑その違いがよ
いうものが大好きな人種
り分かりやすい︒
である︒皮肉ではなく︑本
高精白な方の酒の味わ
当に大吟醸酒が大好きな
のだ︒蔵元との酒の席では︑ いを一言でいうなら﹁きれ
いな味﹂ということになる︒
大吟醸酒を飲みながら︑
というのも︑白米の外側に
﹁これは今年の出品酒で
多く含まれる旨味の元に
す﹂﹁この大吟醸本当にい
なる成分が大幅に取り除
いねー﹂なんていうのは良
くある光景だ︒おそらく︑ かれているからだ︒
﹁きれいな酒﹂
にするた
お酒のことを何も知らな
めに大吟醸造りでは高精
い一般人が︑
もし︑何も知
白の白米が用いられるの
らないで最高の大吟醸酒
だが︑大吟醸造りによって
を飲んだとすると︑なん
取り除かれなければなら
か変わった味のする酒と
ないのは旨味成分だけで
感じる人も多いのではな
はない︒苦味︑異臭︑酒造
いのだろうかと思ったり
りの悪さのため出る酸味
もする︒
なども蔵元の持つ高い醸
大吟醸酒の特徴として
造技術をもって徹底的に
大きく挙げられるのは高
取り除かれる︒純米酒や
精白と吟醸香だろう︒酒
本醸造酒ではあまり気に
について少し詳しい人な
ならないような些細な欠
らご存じだろうが︑大吟
点も︑味わいが繊細な大
醸酒というのは︑原料米
吟醸酒で目立ってしまう
の精米歩合が五〇％以下
からである︒
でなければいけない︒例え
そして︑大吟醸酒のも
ば︑
一トンの玄米を精米
歩合五〇％で精米すると︑ う一つの特徴として︑吟醸
香が挙げられる︒吟醸香
つくられる大吟醸用の白
というのは︑米が発酵して
米は五〇〇キロで残りの
出来たものとはとうてい
五〇〇キロは糠になると
考えられないような︑華
いうことだ︒
やかでフルーティーな香
勿体なくも︑そこまで
りのことだ︒
この吟醸香は
米の表面を削ってどうな
大吟醸酒の醍醐味であり︑
るの？ということになる
この吟醸香を巧く出す技
が︑精米歩合六〇％の酒
術を会得するのに︑やは

新規取り扱い
コラム
プレミアムな芋焼酎

一升 ２︑
５２０円
四合 １︑
２６０円

香 幻︵かげん︶

一升 ２︑
５４０円

越乃寒梅 別撰

一升 ２︑
０３０円

越乃寒梅 白ラベル

新潟の銘酒﹁越乃寒梅﹂は
地酒の先駆的存在として知
られている超有名銘柄です︒
越乃寒梅特約店の当店で
は︑問屋やブローカーを全く
通さず︑蔵元から直接仕入れ
ているため︑
一般に売られてい
る価格よりもかなり安価で提
供することができます︒
今現在︑数量はたっぷりと
在庫しておりますが︑限定入
荷商品につき品切れの際はご
容赦下さい︒

北斗随想しずく取り
越
乃
寒
梅
新酒が入荷しました

北斗随想は︑夕張郡栗
山町にある小林酒造さん
に毎年委託醸造してもら
っている︑当店人気商品で
す︒
その北斗随想の限定版︑
北斗随想しずくどりが発
売になりました︒
年々味わいがグレード
アップしていく北斗随想
ですが︑今年の北斗随想
も大変よく︑北海道では
トップクラスの銘柄といっ
ても過言ではないくらい
素晴らしい銘柄に成長し
ました︒
今回入荷した︑北斗随
想しずく取りは︑搾りの
段階で北斗随想の良い部
分のみを﹁しずく取り﹂
で

☆

香幻︵かげん︶
の最大の特徴はそのブ
レンド方法にあります︒
ベースとなる黒
麹仕込みの原酒に︑甘みのある白麹仕
込みの初垂れ
︵ハナタレ︶
と︑華やかな
香りの黒麹仕込みの初垂れ
︵ハナタレ︶
をブレンドされています︒
ハナタレとは
蒸留時最初に出てくる︑全体の数パー
セントしかない貴重な部
分で︑香味が大変濃縮さ
れています︒
ハナタレのブレンドに
よって︑華やかな香りとコ
クのある味わいが両立し
た︑鮮烈かつ深みのある
まさに︑プレミアムな味
わいの芋焼酎に仕上がっ
ています︒
お湯割り︑
ロックそれぞ
れに違った美味しさを味
わうことが出来る不思議
な芋焼酎です︒

特約店価格

新潟の銘酒﹁八海山﹂より︑米
焼酎﹁よろしく千萬あるべし﹂
新発売されました︒今回発売に
なったのはモロミ取りで︑粕取
りは今後の発売となるそうで
す︒
そのモロミというのは︑なん
と︑清酒八海山のモロミと全く
同じ製造方法である︑黄麹︑三
一升 ２︑
４２０円
段仕込みが用られています︒清
酒蔵らしい繊細な管理によって
四合 １︑
１６０円
造られたモロミを直接蒸留し︑ 味わいの特徴
その原酒をさらに三年以上熟
口当たり円やかで︑やさしい甘さがあり︑﹁
成させることによって︑淡麗で
のもつ︑上品な吟醸香が特徴的です︒
優しい飲み口の米焼酎に仕上 八海山﹂
新潟淡麗辛口をほうふつさせる︑八海山らし
げました︒
さが全面に出た味わいに仕上がっています︒

よろしく千萬あるべし

30

り︑蔵元は大変な努力を
積み重ねてきているので
ある︒
蔵元の持てる最高の技
術を出し切って出来上が
った大吟醸酒は︑
かくして︑
極めて香りが良く︑極め
て味わいがキレイな︑普通
の日本酒とは全く別の味
のものになってしまうのだ︒
普通の酒に慣れ親しん
でいる一般の酒好きの人
の中には︑大吟醸酒より
も︑
いつもの酒の方が美味
しいと感じるかもしれな
い︒そういう人は決してそ
の人の味覚が悪いという
ことではないので︑自分の
舌を信じればよいと思 う︒
しかし︑蔵元の持てる
技術を駆使して作り上げ
た大吟醸酒の味が大好き
なのは︑我々︑日本酒業界
に関係する人たちにとっ
て当然のことで︑仕方のな
いことだということも分
かってほしい︒

→出品酒
斗瓶取り風景

酒比較

●日本酒とは本来、米から造るもの。純米酒こそ本当の日本酒。

純米酒 と アル添酒

ラベルに本醸造酒・吟醸酒・大吟醸酒、
などの表示のある日本酒は、別名「アル添酒
（あるてんしゅ）」
と呼ばれている。
「アル添」
とはアルコール添加を略したもので、醸造ア
ルコールという無味の極めて甲焼酎に近い
物が、搾り直前のモロミの段階で添加され
ている酒のことです。
焼酎で純米酒をうすめた安酒がアル添
酒、
というふうに言ってしまえば、聞こえが悪
いですが、
しかし、
アル添はコスト削減のた
めだけに行われているのではありません。
と
いうのも、
アル添酒特有の飲みやすくで香り
の立ったお酒は、多くの飲み手に好まれ、受
け入れられています。
アル添愛好家はまだま
だ多いのです。
そのため、多くの場合は積極
的理由でアルコール添加がされます。

●しっかりとした日本酒らしい味わい。

●アル添酒なんかうすっぺらくて飲んでられない。

当店代表銘柄

越乃寒梅・ばくれん・出羽桜 桜花吟醸

１ 中 々 麦25度

17ｐｔ

２ 喜 六 芋25度

15ｐｔ

中々 1.8Ｌ 2,890円
中々 720ＭＬ 1,470円

喜六 1.8Ｌ 2,890円
喜六 720ＭＬ 1,470円

３ 山ねこ 芋25度

6ｐｔ

４ 花と蝶 芋25度

5ｐｔ

５ 黒天狗 芋25度

3ｐｔ

山ねこ 1.8Ｌ 2,890円
山ねこ 720ＭＬ 1,470円

花と蝶 900ＭＬ 1,470円
花と蝶 1.8Ｌ 2,890円
花と蝶 720ＭＬ 1,470円

黒天狗 1.8Ｌ 2,890円
黒天狗 720ＭＬ 1,470円

６ ぎんやんま 芋25度 3ｐｔ
ぎんやんま 1.8Ｌ 2,890円
ぎんやんま 720ＭＬ 1,470円

７ 夢づる 芋25度

2ｐｔ

夢づる 1.8Ｌ 2,890円
夢づる 720ＭＬ 1,470円

８

2ｐｔ

くじらのボトル 芋25度 2ｐｔ

くじらのボトル 1.8Ｌ 2,890円
くじらのボトル 720ＭＬ 1,470円

９ 海 芋25度

2ｐｔ

10 山翡翠 米25度

1ｐｔ

山翡翠 1.8Ｌ 2,890円
山翡翠 720ＭＬ 1,470円

一升

2,540円

酒屋の要望に応え、
ちょ
っと冒険して造ってみたとい
う山法師の超辛口です。
酒に透明感があり、後口
がスパッときれてきます。

一ノ蔵 掌 たなごころ
宮城県

一升

純米酒

2,100円

一ノ蔵の新商
品の低価格純
米酒です。
完成度高く
万人受けしそう
な仕上がり。

喜六

宮崎県

一升

芋焼酎25度

2,420円

四合

1,340円

当店芋焼酎ＮＯ１
の酒です。
とても品
の良い飲み口を持
ちます。

新商品

くどき上手 純米大吟醸３３
山形県

一升

純米大吟醸 生詰

3,500円

【限定入荷】

精米歩合はナント３３％
という超高精白。値頃感抜
群の純米大吟醸酒です。
ゼ
ッタイお買い得です。

出羽鶴 生もと純米酒 大信州超辛口
秋田県

一升

純米酒

2,000円

生もと仕込みの
低価格純米酒で
す。柔らかくしっ
とりとした味わ
い。

山ねこ
宮崎県

一升

芋焼酎25度

2,500円

四合

1,250円

当店芋焼酎ＮＯ２
のお酒です。芳香
な飲み口はロック
にピッタリ。

新入荷

長野県

一升

純米吟醸

2,990円

四合

1,500円

珍しい純米吟醸
の超辛口酒です。
ふくよかな旨み
のある辛口酒。

黒牛 梅酒
和歌山県

一升

梅酒10度

2,800円

一升

1,400円

和歌山県産南
高梅を純米酒
黒牛で仕込んだ
贅沢な梅酒。

超辛口

2,630円

3,770円

2,350円

3,470円

吟醸酒

2,830円

2,260円

リキュール部門

海 1.8Ｌ 2,890円
海 720ＭＬ 1,470円

【超限定入荷】

喜久泉
田酒
特別純米 吟冠

本格焼酎部門

只今の おすすめ商品
純米

八海山
八海山
純米吟醸 吟醸酒

西田酒造

●純米酒を飲んだ時のヌカくさいような後口がイヤ。

獺祭 50 1.8Ｌ 2,000円 獺祭 遠心分離50 1.8Ｌ 2,410円
八海山 吟醸1.8Ｌ 3,470円 八海山 純吟1.8Ｌ 3,770円 他

山形県

繁桝
繁桝
純米辛口 本醸造

八海醸造

●キリッと洗練された香味は飲み比べてみると歴然。

八海山、
〆張鶴、越乃寒
梅など新潟系のものが上
12ｐｔ 位を占めています。やはり、
２ 〆張鶴 各種
〆張鶴 月1.8Ｌ 2,000円 〆張鶴 雪1.8Ｌ 2,410円
新潟の淡麗辛口な飲み口
〆張鶴 純1.8Ｌ 3,470円 〆張鶴 吟撰1.8Ｌ 3,770円 他
のお酒は根強い人気を誇
7ｐｔ
３ 北斗随想 各種
ってます。
北斗随想1.8Ｌ 3,150円 北斗随想 720ＭＬ 1,580円
北斗随想しずく取り 720ＭＬ 1,890円
しっかりとした味わいが
7ｐｔ 特徴のコクのある純米タイ
４ 越乃寒梅 各種
越乃寒梅 白1.8Ｌ 2,030円
越乃寒梅 別撰1.8Ｌ 2,540円
越乃寒梅 無垢1.8Ｌ 3,050円 他
プのものは、
ランキングに
入っているのは１
０位の黒
6ｐｔ
５ ばくれん
1.8Ｌ 2,310円
牛くらいで、全体的にみる
６ 黒帯・加賀鳶 各種 5ｐｔ とあまり人気がないようで
黒帯 悠々1.8Ｌ 2,310円
黒帯 堂々1.8Ｌ 3,470円
す。
加賀鳶 極寒純米1.8Ｌ 2,100円 他
７ 大信州・香月 各種 5ｐｔ やはり強いのはサラッと
香月 純米吟醸1.8Ｌ 2,800円 大信州 極寒辛口1.8Ｌ 3,470円 飲みやすいタイプか、
スッ
大信州 厳選山田錦1.8Ｌ 2,600円 他
キリとした辛口タイプ、
もし
5ｐｔ くは香りの華やかな吟醸
８ 刈穂 各種
刈穂 超辛口 1.8Ｌ 2,650円 刈穂 番外品1.8Ｌ 2,940円
【限定品】刈穂 弐拾六1.8Ｌ 3,024円 他
酒タイプというふうになり
ます。
3ｐｔ
９ 獺祭 各種

山法師 純米超辛口 番外

青森県

●飲めば飲むほど旨くなるスッキリとした飲み口が最高。

38ｐｔ

無濾過純米原酒

新潟県

アル添派の言い分

八海山 清酒1.8Ｌ 2,000円 八海山 本醸1.8Ｌ 2,410円
八海山 吟醸1.8Ｌ 3,470円 八海山 純吟1.8Ｌ 3,770円 他

黒牛 無濾過純米1.8Ｌ 2,890円
黒牛 無濾過純米720ＭＬ 1,470円

福岡県

神亀・龍勢

日本酒部門

10 黒牛

同じ蔵元のアル添酒と純米酒を飲み比べてみると、
それぞれの
特徴のちがいが良くわかります。

高橋商店

当店代表銘柄

当店 売れ筋 Ｂｅｓｔ 10
１ 八海山 各種

飲み比べてみよう

純米派の言い分

１位から３位までは当店 １ 梅の宿 ゆず
ゆず酒 1.8Ｌ 2,940円
主力銘柄の黒木本店もし
ゆず酒 720ＭＬ 1,470円
くは尾鈴山蒸留所の焼酎 ２ あらごし梅酒
あらごし梅酒 1.8Ｌ 2,940円
が独占してます。
それに続
あらごし梅酒 720ＭＬ 1,470円
いて４位５位と白石酒造の
３ 柚子日和
ゆず日和 1.8Ｌ 3,150円
銘柄も人気のようです。
ゆず日和 720ＭＬ 1,650円
黒天狗に関しては、以前
梅乃宿 梅酒
までは数量が十分に入荷 ４
梅乃宿 梅酒 1.8Ｌ 2,100円
梅乃宿 梅酒 720ＭＬ 1,050円
してこなかったのですが、
最近になって満足出来る ５ 小正 梅酒
小正 梅酒 1.8Ｌ 2,000円
数量が入荷するようになり
小正 梅酒 720ＭＬ 1,260円
ました。今後急上昇してい
６ 檸檬日和
くかと思われます。
檸檬日和 1.8Ｌ 2,940円
檸檬日和 720ＭＬ 1,650円
最近取り扱ったばかり
の、海、
くじらのボトルも大 ７ 大信州 吟撰梅酒
大信州 吟撰梅酒 1.8Ｌ 2,800円
健闘で、今後まだまだ上に
大信州 吟撰梅酒 1,400円
あがってくるのではないの ８ 梅太夫
梅太夫 1.8Ｌ 2,900円
でしょうか。
梅太夫 720ＭＬ 1,520円
ベスト１０中８酒類が芋
五代 梅酒
焼酎となっており、米焼酎 ９
五代 梅酒 1.8Ｌ 2,340円
は１０位の山翡翠がかろう 五代 梅酒 720ＭＬ 1,210円
じてランクイン。芋焼酎強し。10 請福 梅酒

10ｐｔ
7ｐｔ
6ｐｔ
6ｐｔ
4ｐｔ
3ｐｔ
2ｐｔ
2ｐｔ

リキュール部門では、梅
の宿ゆずが２位のあらごし
梅酒を大きく引き離してダ
ントツの１位です。発売か
らまだ２年弱しか経ってい
ないのですが、完全に定着
してしまった模様です。
６位の檸檬日和を除い
ては、梅酒とゆず酒のみの
ランクインとなっています。
それ以外では１１位の梅
の宿あらごしもも、
１８位の
梅の宿苺などが、柚子、梅、
以外のリキュールが売れ
筋となっております。
大信州吟撰梅酒はやや
高価な梅酒ですが、
７位に
ランクインと大健闘といえ
ます。

1ｐｔ

請福 梅酒 1.8Ｌ 2,600円

加賀鳶 極寒無濾過生

加賀鳶 純米吟醸 生詰 １５ＢＹ

一升

一升 3,150円

石川県

純米酒 生原酒

2,420円

【限定入荷】

刈穂弐拾六
秋田県

一升

純米酒

大人気
再度入荷

3,024円

大人気のため追
加出荷されまし
た。
Ｔ部長絶賛
のお酒、常温で
飲んでみてくだ
さい。
ザンクト・ローテンティウス
ロゼ・ブリュット

ドイツ ロゼ 辛口

フルボトル

3,800円

色は美しいチェリー
ピンク、
キレのある
舌ざわり、
ワインコ
ンクールで金賞の実
力あるスパークリン
グ。

石川県

純米吟醸 生詰

【超限定入荷】

福光屋にある冷蔵庫で約
４年間低温貯蔵した価値あ
る逸品です。香り華やか、軽
やかで落ち着いた飲み口が
素晴らしい。

当店売れ筋の加賀鳶極
寒純米の季節限定の無濾
過・生バージョンです。
しっかりとした飲み応え
があります。
スッキリ
冷酒で

26ｐｔ

繁桝 超辛口
福岡県

一升

本醸造

スッキリ
冷酒で

2,350円

スッキリ辛口
の冷酒にピッ
タリな酒質で
す。飲み飽き
しません。

グリーンポイント
ブリュット・ロゼ

オーストラリア ロゼ 辛口

フルボトル

2,580円

造りはシャンパン
と同じ製造法を採
用した上質なスパ
ークリング。
ダーク
チェリー、
スパイス
のアロマ。

馬 吟醸
札幌市

一升

吟醸酒

スッキリ
冷酒で

2,630円

スッキリ芳香
の後切れの
良い吟醸酒
です。
こちらも
冷酒にピッタ
リ。

カバ・グランレゼルヴァ
マス・デ・モニストロル
イタリア ロゼ 辛口

フルボトル

2,000円

クリーミーな泡立
ちで野いちごのよう
な生き生きとした
風味のある大人気
のスパークリング。

