日本が世界に誇る
﹁酒﹂
を救いたい！

2017～2019年の全国新酒鑑評会で、
3年連続金賞受賞は快挙！ 精米40％
の越淡麗を越後杜氏伝承の技術を駆
使し、精魂込め醸した自信作。

新発売！
YUKIOTOKO SAKEYELL
（ユキオトコ・サケエール）
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想天坊 越淡麗 大吟醸原酒
7

720ml 1,375円 青木酒造

720ml

5,500円

河忠酒造

44,000円

1 〜3

常備在庫は2本。
タイミングによって10日間ほど
お時間をいただくことがあります。
お早めにご予約ください！

予約受付開始!

ワイン中村「究極の家飲みしたい人」応援団

大好きな仲間と
「継」
で乾杯したい人大募集！

20℃以下の当店倉庫で管理された5年も
のです。味わいに複雑さを纏い、酒の旨み
が増してきました。
グラスに注ぐと少し琥珀
色をしています。
もちろん久保田らしいキレ
があって脂っこい料理などにもぴったり！

久保田千寿2015 吟醸
6

720ml

1,188円

朝日酒造

2

720ml

1,595円

朝日酒造

年一回9月限定発売！
究極のひやおろし

秋ゆきの精を世界初精米歩合28％まで
磨き上げた、気品ある香りとやさしい味
わいの「得月」、今年も入荷しました。
ま
さにまん丸中秋の名月のようなお酒に
出来上がりました。

得月
（純米大吟醸）
3

720ml

4,807円

朝日酒造

くわしくはホームページまで htt p://w w w.w in e-n ak am u ra.c o m →

ご注文･お問合せ ☎ 0258-32-0434/fax.0258-32-0411

：00〜19：30 日・祭日／10：00〜18：00 定休日／第1・第3・第5日曜日
0120-01-0434（固定電話専用） 平日／9
長岡市袋町2-1084-4 e-mail info@wine-nakamura.com

このマークの酒は長岡市ふるさと納税返礼品にエントリーしています。
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720ml

朝日酒造

限定18本

久保田 千寿 秋あがり
（吟醸原酒）

1084

12 継 tsugu

シリアルNo.

確保しました！！

河忠酒造

久保田碧寿2017 純米大吟醸
生酛（山廃仕込） 5 720ml 2,453円
朝日酒造

10月発売の

1,595円

長岡市袋町2

友達や先輩と、彼女や彼氏と、
ステキな時間を過ごしたい時がいいです
ね！ 継は
『ず〜っと仲良しでいたい人』
といっしょに飲むのが最高だと思う
んです。気軽に開けるのはチョット…だから封を開ける時のメンバーはそ
れなりの人選が必要となります（笑）。全国新酒鑑評会にも出さない唯我
独尊
「究極の酒」
ですから。
あなただったらどんな時に開けようと思う？

720ml

ワイン中村︵株︶中村商店

あなたが「継」
を開けるのはどんな時？
ひとりで飲むより大切な人と！
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-

販売の名称及び所在地

定員になり次第締め切りとなります。
お電話かメールにて
お早めにお申し込みください！

想天坊 山田錦100％の純米原酒

冬に仕込んだ千寿の原酒を、秋まで約
8ヵ月じっくり熟成。生原酒ならではの濃
厚な味わいが、夏を越えてまろやかな
味わいへと変化、今しか飲めない千寿。
原酒はアルコール度数20度と高めなの
で冷やしても常温でも、
ロックでもいけ
ます。

-

22 23

熟成酒を愉しむなら秋︒

朝日酒造

＠アオーレ長岡 市民交流ホールD
会費：3,000円／定員：20名

秋にだけ楽しめる千寿

3 30

年 8月 日

3,971円

参加者募集！
令和2年10月17日（土）16：00～18：00

新潟産山田錦を使って大吟醸ではな
く、敢えて純米酒を造ったチャレンジ精
神から誕生した酒は私たちの期待を裏
切りませんでした。辛口仕立てのふくら
みある味わいで、春から夏を経て熟成
が進み、いま、
さらに味が乗ってきまし
た。ぜひ味わってみてください！

中村藤夫

11

秋の酒・ワイン試飲会

春好評で再登場！

平成

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています︒ ※価格はすべて税込みです︒

千寿 秋あがり
（吟醸原酒）720ml 1,595円
千寿 5年熟成 720ml 1,188円
千寿（吟醸）720ml 1,188円

送料／北海道･離島を除き500円

酒類販売管理研修受講年月日

べして久保田千寿を堪能することができます。

15,000 円

酒類販売管理者の氏名

原酒や熟成度の違う千寿3本セット。
飲み比

継 2020と当店熟成古酒が
試飲できるチャンス！
！

吉乃川酒造の仕込み水
天下甘露泉500ml×2本付

酒は寒い冬に仕込まれ︑春に搾った生原酒を﹁火入れ﹂
して夏を 越し

千寿といっても違うモン！

生酛（きもと／山廃仕込）
とは、米、麹、水で
手間をかけながら
「もろみ」
をつくって酵母
を増殖させる、伝統的仕込み方法をいい、
旨み成分のアミノ酸が多く、酵母そのもの
がパワフル！ どっしりコクのある味わい
が特徴です。久保田の中でもこの碧寿と黒
の雪峰
（snow peak）
だけがこの生酛（きも
と）
100％の瓶詰めで、実は特別な久保田。
その特別な久保田を４℃の冷蔵庫で寝か
すこと3年。紫外線シャットアウトで透明感
は変わらず旨みだけが増し、
シャープな酸
味とキレ、軽いのど越しの酒に育ちました。
これはもう試すしかないネ！

1 720ml×10本

旨みを 増したこの時期に出荷されるのが﹁秋あがり﹂﹁ひやおろし﹂
です︒

5,588円→5,000円

諸橋酒造

フレッシュな新酒よりも味わい深く︑秋の味覚といっしょに愉しみましょ！

←新顔の八海山は、純米吟醸は純
米大吟醸（2,134円）に、吟醸は大
吟醸（1,936円）となり、酒質も旨
さもUPです！ 久保田はぐ～んと
シックにモダンなラベルへ。
どんな
シチュエーションにもマッチするデ
ザインに価格据え置きで変身！

5,500円

酒類販売管理者標識

全国小売酒販組合中央会

限定10セット

720ml

いま年代ものが
オモシロイ！
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8

ワイン中村熟成古酒

八海山 純米吟醸 720ml 2,024円 八海醸造
八海山 吟醸 720ml 1,837円 八海醸造
久保田 純米大吟醸 720ml 1,727円 朝日酒造

越乃景虎 大吟醸原酒

2020年秋号

令和 年8月 日

最近ラベルを変えてイメージ一新するのが
ブームみたいです。
こちらの3本は、
すべてラベ
ルのリニューアルが決まりました！で、せっかく
なので在庫一掃セール！ 早いもん勝ちです。

山田錦・越淡麗35％精米を、杜氏就任
1年目の浅井杜氏が情熱を注ぎ込ん
だ出品酒は新潟県県知事賞を獲得。

長岡市内10蔵の酒（久保田 千寿 1,188円／極上𠮷乃川 吟醸1,320円／純米吟醸 越
乃碧 1,609円／純米吟醸 山古志 1,624円／越後長岡藩 純米吟醸 1,254円／米百俵
純米 1,375円／越の景虎梅酒 1,430円／スパークリングHANABI 1,980円／想天坊
じゃんげ超辛口純米生詰原酒1,204円／越の鶴（純米）1,320円が味わえます。清酒・
スパークリング・梅酒の10本に𠮷乃川酒造の仕込み水「天下甘露泉」162円 2本付

次回研修の受講期限

ワケあり3本、
お得デス。

えちご長岡蔵元応援セット

研修実施団体名

秋の家飲みにぴったり！
飲み比べ3点セット

16

イベントや外出の自粛から 飲食店で飲まれる 機会が激減し︑いま 蔵元は存続の危機に
瀕しています︒蔵元が無くなると日本酒が造れなくなり︑世界に誇る日本酒伝統文化

3

の継承が途絶えてしまいます︒長岡には の蔵元が独自の淡麗辛口を 追求する稀有な
ところで︑酒米農家含め長岡の大切な 地場産業となっています︒ふるさと納税で人気
﹁えちご長岡地酒まんきつセット﹂を︑﹁えちご長岡蔵元応援セット﹂に変えて応援す

やり方ですネ。
こんなことはふつうの日本酒じゃあり得ません！ 複雑
な奥深い味わい、爽やかな心地いい酸味で後口スッキリ！の旨い酒
になったと…非常に楽しみです。
精米６０％以下、
中には大吟醸クラス
も含まれ、
ブレンド比率は企業秘密。ぜひあなたの舌でそれを確かめ
てください！雪男が酒を応援
（エール）
ってことで今回だけの特別価格。

ることにしました︒味は私が保証しま す︒日本中の淡麗辛口ファンのみなさま︑長岡
中の蔵元が元気になるこのセットを買ってください！ どうぞよろしくお願いします︒

酒を造り、
それらを贅沢にブレンドしてひとつの酒にしました。
ブドウ

の特性を見極めてブレンダーがブレンドするシャンパンやワインと同じ

全国新酒鑑評会﹁金賞﹂のハズでした︒
杜氏渾身の出品酒！

贈りものとしても喜ばれます︒

越淡麗、
山田錦、
美山錦、
雄町、
五百万石の酒米それぞれで5つ純米

ことしの全国新酒鑑評会は︑新型コ
ロナウィルスのせいで決 勝 審 査 中 止
という前代未聞の事態に︒つまり予
備審査を通過し決勝まで勝ち 上がっ
たのにその栄冠を 手にすることがで
き ずに 終 了︒残 念 な が ら 入 賞 酒 と
いうカ タチになっていま すが︑ 年
連続金賞獲得している蔵元の酒と︑
新 潟 県で第一位になった 酒はゼッタ
イ金 賞 受 賞していたハズなんです︒
幻の金賞となった杜氏渾身の出品酒
と 同じ 原 酒 を 低 温 熟 成して蔵 出
し︒ぜ ひ 味 わって み て く だ さ い！

5種類の純米酒をブレンド
奥深い味わいです。

今しか飲めない！
贈りものにもオススメ

令和二年九月九十五日発行

