新潟清酒

D

スペシャルセレクト

・アルコール度数／17度
・精米歩合／非公開 ・日本酒度／非公開 ・酸度／非公開

・アルコール度数／17度
・精米歩合／40％
・日本酒度／非公開 ・酸度／非公開
蔵おすすめの合う料理
和洋中、どれもオススメです。

11,000円

（税込）

・アルコール度数／15度以上16度未満
・精米歩合／70％ ・日本酒度／+2 ・酸度／1.4

新潟第一酒造(株)

越の白鳥 特別純米酒

・アルコール度数／17度
・精米歩合／60％ ・日本酒度／非公開 ・酸度／非公開

白龍酒造(株)

白龍 契約栽培米 純米吟醸

・アルコール度数／15度
・精米歩合／55％ ・日本酒度／+2 ・酸度／1.6

弥彦酒造(株)

こしのはくせつ 吟醸

・アルコール度数／15度
・精米歩合／55％ ・日本酒度／非公開 ・酸度／非公開

（税込）
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オリジナル
ステッカー付

中川酒造(株)

越乃白雁 純米酒

・アルコール度数／15度
・精米歩合／57％ ・日本酒度／+3 ・酸度／1.4

コシノロクハクの6蔵のお酒を
セルフブレンドしてオリジナルの
ロクハクを試してみて下さい。

8,800円

︻上越市︼
代々菊醸造︵株︶

・アルコール度数／15度以上16度未満
・精米歩合／65％ ・日本酒度／+3 ・酸度／1.3

カツオのたたき

6,000円

（税込）

D
お申込締切／2022年5月12日（木）※6月中旬頃お届けとなります。
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越後鶴亀 純米大吟醸

・アルコール度数／15度以上16度未満
・精米歩合／48％ ・日本酒度／＋1.0 ・酸度／1.4

笹祝酒造(株)

笹祝 淡麗純米酒 青竹

・アルコール度数／14度以上15度未満
・精米歩合／60％ ・日本酒度／＋3.5 ・酸度／1.7

弥彦酒造(株)

こしのはくせつ 純米吟醸

5,500円

（税込）

720ml×6

720ml

(株)越後鶴亀

新潟県新潟市、
西蒲にある酒造会社5社
が手を組み、
地元の山林保護活動に取り
組んでいます。
その取り組みを行う5社より
おすすめのお酒を集めてセットにしました。

1
2
3
4
5
6

・アルコール度数／16度
・精米歩合／55％ ・日本酒度／非公開 ・酸度／非公開

峰乃白梅酒造(株)

峰乃白梅 純米吟醸

・アルコール度数／15度
・精米歩合／60％ ・日本酒度／＋3 ・酸度／1.6

宝山酒造(株)

宝山 純米大吟醸

・アルコール度数／16度以上17度未満
・精米歩合／40％ ・日本酒度／＋1 ・酸度／1.3

山田錦・越淡麗2009年 vintage飲み比べセット
500ml×2

300ml×4
200ml×1

お申込店受取

C 頒布会限定酒コース

15,000円（税込） 宅配便（税込別途1,100円）

本

泉流こしのはくせつ 大吟醸7年秘蔵酒
720ml 11,000円（税込） 宅配便（税込別途1,100円）

本

お申込店受取
錦鯉 丹頂 The RISING SUN
720ml 7,480円（税込） 宅配便（税込別途1,100円）

本

鑑評会用貯蔵大吟醸 無濾過限定版 木箱入り お申込店受取
720ml 6,000円（税込） 宅配便（税込別途1,100円）

本

コシノロクハク セルフブレンドセット お申込店受取
720ml×6 8,800円円（税込） 宅配便（税込別途1,100円）

本

新潟厳選５本 スペシャルセット
300ml×4、200ml×1 5,500円（税込） 宅配便（税込別途1,100円）

本

お申込店受取

お申込店受取

D スペシャルセレクト

6 月（中旬頃）にお届けいたします。
特別なひとときや贈り物（父の日など）にもおすすめです。

新潟清酒産地
呼称協会の趣旨

5つの基準を満たした新潟の
美味しいお酒のマークです。
厳しい基準をパスしたお酒に与えられる認証マークです。

新潟清酒産地呼称協会は1997年
（平成9年）、恵まれた環境による原
材料と酒造の伝統技術をもつ新潟
ならではの酒を、他の産地との差別
化をはかり、
より呑み手にわかりやす
く伝えていくために発足いたしまし
た。具体的には5つの基準をクリア
しているお酒にシンボルマークをつ
けて、オール新潟産であることをア
ピールしています。

清酒・ワイン・その他の情報・イベント等の
メルマガ配信をご希望の方はこちら

頒布会共通のお知らせ
※宅配便をご希望の方は配送料全国一律、A.テロワールコース・B.銘酒コース・C.頒布会限定酒コー
スは770円（税込）、D.スペシャルセレクトはチルド便代金1,100円（税込）
が別途かかります。

お申込方法/頒布会申込書に必要事項をご記入の上、最寄りの販売店へお申込下さい。
お届け方法/お申込の販売店、又は宅配便にてお届けいたします。
お支払方法/毎回頒布会をお受取の際、販売店にてお支払い下さい。

酒類販売管理者標識

本

本
本
本
本
本

19時〜21時

※ご記入頂いた個人情報は厳重に管理し、
商品の発送・次回のご案内のために利用させて頂きます。

新潟清酒産地呼称協会加盟蔵

新潟清酒

新潟厳選５本
スペシャルセット

白瀧酒造(株)

蔵おすすめの合う料理

コシノロクハク
セルフブレンドセット

高野酒造(株)

・酒質／大吟醸
・アルコール度数／18度
・精米歩合／40％
・日本酒度／+3
・酸度／1.3

720ml

コシノロクハク専用「白露」 白瀧 純米酒
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鑑評会用貯蔵大吟醸

7,480円

（税込）

6月〜 8月の3 ヵ月間 720mlを2本セット
にいがた清酒めぐりの厳選したお酒を毎月2本お届けいたします。

（通常市販されていない特別なお酒です）

無濾過限定版 木箱入り

のどくろ塩焼き

B 銘酒コース

6月〜 8月の3 ヵ月間 300mlを5本セット
新潟清酒産地呼称協会加盟蔵が厳選したお酒をお届けいたします。

720ml

今春、出来立ての鑑評会用の
大吟醸です。酒造好適米の山
田錦を40%まで精米し低温発
酵でじっくりと仕込みました。
出品
用のとても貴重なお酒です。当
頒布会でしか飲めない特別限
定企画になります。

︻新潟市︼
今代司酒造︵株︶

蔵おすすめの合う料理

3

錦鯉 丹頂

・酒質／純米大吟醸
・アルコール度数／16度
・精米歩合／麹米40％・掛米50％
・日本酒度／非公開
・酸度／非公開

500ml×2

The RISING SUN

『錦鯉 丹頂 The RISING SUN』
は、
自ら立ち上がり挑戦する全ての
人へ勇気を贈る日本酒です。苦境
の中で立ち上がろうとする全ての人
に勇気を贈り、
自らも常に新しい醸造
方法に挑戦していく日本酒プロジェ
クトとして誕生したお酒です。

（税込）

新潟清酒

めぐり

15,000円

2

限定50本
弥彦村産山田錦100％使用。
40％精米の7年秘蔵酒。
まろやか
さと、艶感は熟成だからこそ味わ
える醍醐味。
弥彦酒造は一級酒
造技能士のみが集まった全国的
に珍しい酒蔵です。
妥協を許さな
い酒造りをぜひご体感下さい。

清
酒

にいがたの地域
「テロワール」
にこだわったお酒を
毎月２本お届けいたします。
︻弥彦村︼
弥彦酒造︵株︶

越淡麗

6月〜 8月の3 ヵ月間 720mlを2本セット

泉流こしのはくせつ
大吟醸7年秘蔵酒

・アルコール度数／17度
・精米歩合／非公開 ・日本酒度／非公開 ・酸度／非公開

1

山田錦・越淡麗2009年

山田錦

vintage飲み比べセット

中川酒造最後の山田錦100％で醸
された大吟醸酒と中川酒造最初の
越淡麗100％で醸された「鑑評会出
品用」の大吟醸酒の飲み比べセット
です。
山田錦ラストvintageと越淡麗
ファーストvintageが13年以上の時
を経て目覚める希少な逸品です。

A テロワールコース

特別なひとときや贈り物（父の日など）にも
おすすめです。

︻長岡市︼
中川酒造︵株︶

限定120セット

新潟

新潟清酒

※お申込店でお受け取り頂く場合は商品代のみ、
宅配便でお届けする場合はチルド便代金1,100 円
（税込）
が別途かかります。
ご注文の際に、
どちらかの欄にご記入下さい。

販売場の名称
及び所在地
酒類販売管理者の氏名
酒類販売管理研修受講年月日
次回研修の受講期限
研修実施団体名

20歳未満の方への酒類の販売はいたしません
●お酒は20歳になってから。
●開栓後は早めにお召し上がり下さい。
●20歳未満の方への酒類の贈答・販売はできません。 ●飲酒運転は法律で禁止されています。

新潟県新潟市西区流通センター 3 丁目 3-1
●妊娠中や授乳期の飲酒はお控え下さい。
●のんだあとはリサイクル。
TEL.025-260-3055 FAX.025-268-2621
※ご記入頂いた個人情報は厳重に管理し、
商品の発送・次回のご案内のために利用させて頂きます。
営業推進部

新潟清酒

にいがたの地域の「テロワール」にこだわったお酒を毎月２本お届けいたします。

「テロワール」とはその土地が持つ特徴や気候で誰も真似することができないオンリーワンの個性です。

A テロワールコース

それぞれの地域の「テロワール」を大切にする蔵元の想いを込めた企画になります。

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

お漬物・鮭の焼き漬け

冷奴・シーフードサラダ

お刺身・お寿司

天ぷら・お刺身

豆腐料理

・アルコール度数／15度 ・精米歩合／60％
・日本酒度／＋5 ・酸度／1.0

・アルコール度数／15度 ・精米歩合／65％
・日本酒度／＋5 ・酸度／1.5

・アルコール度数／15度 ・精米歩合／60％
・日本酒度／＋4 ・酸度／1.0

・アルコール度数／15度 ・精米歩合／65％
・日本酒度／＋5 ・酸度／1.3

・アルコール度数／15度 ・精米歩合／60％
・日本酒度／＋4 ・酸度／1.8

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

鮭の酒びたし・白身魚のカルパッチョ

鶏のから揚げ

焼き鳥（塩）

カキフライ・ロールキャベツ

グラタン・ドリア

大吟醸 八海山

真 特別本醸造

鶴齢 純米吟醸

大洋盛 特別純米酒

本醸造 雪中梅

越乃景虎 特別純米

すっきり軽快なのど越し、飲み
飽きない旨さの中にも、米の
旨味を感じる淡麗タイプ。

ほのかに香る吟醸香と爽やか
な味わいをお楽しみ下さい。

落ち着 い た 華 やかな香りの
中にしっかりとした味わいを
感じます。

昭和期に販売していたお酒の
復 刻 版 。旨 味 豊 かな大 辛 口
酒。後口のキレも抜群です。

・アルコール度数／15度 ・精米歩合／60％
・日本酒度／＋4 ・酸度／1.6

・アルコール度数／14度 ・精米歩合／65％
・日本酒度／＋3 ・酸度／1.1

・アルコール度数／15度 ・精米歩合／58％
・日本酒度／＋5 ・酸度／1.2

・アルコール度数／16度 ・精米歩合／50％
・日本酒度／＋2 ・酸度／1.3

・アルコール度数／16度 ・精米歩合／70％
・日本酒度／＋8〜10 ・酸度／1.8

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

揚げ出し豆腐・鯵の南蛮漬け

だし巻玉子・焼き鳥（塩）

蛸わさ・冷奴

ブリの刺身

お刺身・塩辛・魚の干物

︻糸魚川市︼
田原酒造︵株︶

連華山 復刻版

︻上越市︼代々菊醸造︵株︶

【長岡市】諸橋酒造(株)

大吟醸酒限定版

【上越市】(株)丸山酒造場

16℃以下で5年貯蔵し穏や
かな熟 成 感と柔らか い 味 わ
いが特徴。

︻上越市︼
田中酒造︵株︶

口当たりが柔らかくほど良い
酸味が特徴で、食中酒として
楽しめます。

吟田川

【村上市】大洋酒造(株)

能鷹
純米生貯蔵酒

米本来のシンプルな旨味を生
かしたスッキリ辛口の純米酒
です。

︻小千谷市︼新潟銘醸︵株︶

【南魚沼市】青木酒造(株)

︻柏崎市︼原酒造︵株︶

生酒を貯蔵することにより新
鮮な香りとフレッシュ感を表現
しました。

長者盛
吟醸生貯蔵酒

【妙高市】千代の光酒造(株)
しん

【南魚沼市】八海醸造(株)

越の誉
純米酒

ふくよかな香りと米本来のや
わらかな旨みが広がる味わい
です。

︻長岡市︼柏露酒造︵株︶

8月お届け

︻小千谷市︼高の井酒造︵株︶

吟醸酒にも匹敵する手造りの
特別本醸造酒。ほのかな香りと
柔らかな口当たりが特長です。

︻糸魚川市︼池田屋酒造︵株︶

蔵おすすめの合う料理

柏露

7月お届け
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謙信 特別純米
限定
・アルコール度数／15.3度 ・精米歩合／55％
・日本酒度／＋10 ・酸度／1.4

本醸造生貯蔵酒

頒布期間／ 2022 年 6･7･8 月の毎月1回計 3 回

︻上越市︼妙高酒造︵株︶

・アルコール度数／17.4度 ・精米歩合／60％
・日本酒度／±0 ・酸度／1.6

︻五泉市︼金鵄盃酒造︵株︶

2本

妙高山
特別純米原酒

・アルコール度数／16.4度 ・精米歩合／60％
・日本酒度／＋4 ・酸度／1.6

純米酒 五年貯蔵

新潟清酒720ml×各月

月お届け

銘酒コース

6月お届け

・アルコール度数／14度 ・精米歩合／60％
・日本酒度／＋2 ・酸度／1.3

越後杜氏

3,300円×3回

・アルコール度数／15度 ・精米歩合／65％
・日本酒度／＋9 ・酸度／1.5

（税込）

にいがた清酒めぐりの厳選したお酒を毎月2本お届けいたします。

︻長岡市︼越銘醸︵株︶

カルパッチョ・あっさりパスタ

頒布期間／ 2022 年 6･7･8 月の毎月1回計 3 回

米の旨味が広がり、後口さわ
やかです。

本醸造生貯蔵酒

蔵おすすめの合う料理

魚介類・天ぷら

5本

新潟県産五百万石100％仕
込み。本格派の逸品。

たかの井

蔵おすすめの合う料理

かぐら南蛮味噌・ふかし茄子

純米酒 越の鶴

蔵おすすめの合う料理

クリームチーズ・焼き鳥（たれ）

頒布会限定酒300ml×各月

低温でゆっくり発酵、雑味を抑
え米の旨味を十分に味わえる
純米酒です。

︻長岡市︼
お福酒造︵株︶

蔵おすすめの合う料理

イカ・タコの刺身

︻阿賀野市︼白龍酒造︵株︶

蔵おすすめの合う料理

・アルコール度数／15度
・精米歩合／非公開 ・日本酒度／非公開
・酸度／非公開

白龍

蔵おすすめの合う料理
煮しめ・クリームチーズ

・アルコール度数／15度
・精米歩合／60％ ・日本酒度／±0
・酸度／1.4

（税込）

柔らかな辛さが広がり、スッキ
リとした味わいに包まれる軽
快なお酒です。

越後 お福正宗
純米酒

・アルコール度数／15度
・精米歩合／非公開 ・日本酒度／非公開
・酸度／非公開
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本醸造生貯蔵酒

・アルコール度数／15度
・精米歩合／57％ ・日本酒度／+6
・酸度／1.6

原料米はほぼ全量棚田で造ら
れる糸魚川市根知谷産の特等、
一等米。根地谷の地下水で仕込
みました。絶妙なブレンドで仕上
げた味わいのある日本酒です。

2,800円×3回

上品で旨味のある深い味わい
の辛口酒。お燗酒としても大
変美味しいです。

︻村上市︼大洋酒造︵株︶

・アルコール度数／15度
・精米歩合／55％ ・日本酒度／−3
・酸度／1.3

「ALL柏崎市高柳町産！」。
その魅力をすべて詰め込ん
だ本醸造酒です。酒米、仕
込み水、ラベルにいたるま
で高柳産にこだわりました。

︻新潟市︼笹祝酒造︵株︶

・アルコール度数／15度
・精米歩合／60％ ・日本酒度／+3〜5
・酸度／1.6

B

長岡市大積産「高嶺錦」を使用
し、西山連峰の湧水で仕込んだ
なめらかな口当たりにドッシリし
た旨味が特徴のお酒です。純米
酒ファンを魅了する逸品です。

新潟清酒産地呼称協会加盟蔵が厳選したお酒をお届けいたします。
（通常市販されていない特別なお酒です）

頒布会限定酒コース

特別本醸造
大洋盛

「弥彦村産伊彌彦米100％」と弥
彦山の伏流水を使用し、弥彦酒造
の女性一級技能士と弊社の女性社
員を中心に女性だけで醸しました。
その名もREADY！LADY！READY！

6

月お届け

「佐渡産・五百万石」とかつ
て佐渡を襲った大渇水でも
枯れることのなかった仕込
み水で醸しております。米の
旨味も楽しめる純米酒です。

新潟清酒

地元（旧三島郡地区）で蔵人が栽培
した蔵人栽培米「越淡麗」を１００％
使用し、長岡市内にそびえる西山連
峰の伏流水で仕込みました。香りと
うまさが広がります。

【糸魚川市】(合)渡辺酒造店

DOMAINE
WATANABE

【柏崎市】石塚酒造(株)

越乃白雁
純米吟醸 越淡麗

READY！LADY！READY！

いたる

吟醸 for YOU

純米酒 至

【長岡市】栃倉酒造(株)

越後 高柳

【長岡市】中川酒造(株)

8月お届け

C

限定
辛口本醸造 瑞気

7月お届け

【弥彦村】弥彦酒造(株)

2本

頒布期間／ 2022 年 6･7･8 月の毎月1回計 3 回

米百俵 純米酒

【佐渡市】逸見酒造(株)

新潟清酒720ml×各月

新潟清酒産地呼称協会加盟蔵

月お届け

6月お届け

3,500円×3回
（税込）

テロワールコース

お申込締切／2022年5月12日（木）

〔商品代 3,500 円（税込）〕
×3 回
〔商品代 3,500円（税込）+ 配送料 770

円（税込）〕×3 回

銘酒コース
八海山の雪解け水が湧水と
なった「雷電様の清水」で
醸した大吟醸。細かくまろ
やかで綺麗な味わいです。

新潟清酒の特徴である淡
麗さと米本来のうまさをか
ねそなえたお酒です。あら
ゆる温度で楽しめますがヒ
ヤが一番です。

米本来の味を重視しながら
も、軽くソフトに仕上げ飲み
飽きしない純米酒。ほのか
な香りと優しいふくらみのあ
る旨味が調和した1本です。

地元産の酒米「五百万石」を
主原料に、とことん“新潟”にこ
だわり、酒米の良さを引き出す
純米酒。その特長である酸味
がお酒の味を引き締めます。

やわらかな口 当 たりで 甘
さとコクがあり、かすかな
苦みと渋みが後 口を引き
締 めます 。契 約 栽 培 米を
含む上越産米を使用。

純米酒の醸造の歴史が酒
どころ新潟でも古く、その
伝統に裏書きされた名水
仕込特別純米は澄み通っ
た口当たりが特徴です。

・アルコール度数／15.5度
・精米歩合／45％ ・日本酒度／非公開
・酸度／非公開

・アルコール度数／15度以上16度未満
・精米歩合／54％ ・日本酒度／+2
・酸度／1.2

・アルコール度数／15度以上16度未満
・精米歩合／55％ ・日本酒度／＋0.5
・酸度／1.4

・アルコール度数／15度以上16度未満
・精米歩合／60％ ・日本酒度／＋4
・酸度／1.3

・アルコール度数／15.5度
・精米歩合／63％ ・日本酒度／−3.5
・酸度／1.2

・アルコール度数／15度以上16度未満
・精米歩合／55％ ・日本酒度／+3
・酸度／1.6

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

蔵おすすめの合う料理

天ぷら料理全般・中トロ刺身

ビーフシチュー・焼肉

しゃぶしゃぶ・焼き鳥（塩）

ふろふき大根・春雨サラダ

枝豆・茄子漬

栃尾の油揚げ

〔商品代 3,300円（税込）〕
×3 回
〔商品代 3,300円（税込）+ 配送料 770円（税込）〕×3 回

C 頒布会限定酒コース
〔商品代 2,800円（税込）〕
×3 回
〔商品代 2,800円（税込）+ 配送料 770円（税込）〕×3

回

19時〜21時
※お酒のデザイン・色は変更になる場合がございます。
※宅配便での直送をご希望の方は、配送料全国一律 770 円（税込）
が別途かかります。
※ご記入頂いた個人情報は厳重に管理し、
商品の発送・次回のご案内のために利用させて頂きます。

D

