冬の魅力がいっぱい。横手に来てたんしぇ！

特別お取り寄せカタログ

横手のお酒【特選品】
阿櫻酒造（株）

横手

日の丸醸造（株）

増田

浅舞酒造（株）

平鹿

阿櫻城（横手城）を冠したこの蔵元は、明
治１９年創業、恵まれた自然風土と蔵人た
ちの酒造りにかける情熱は、阿桜酒造の誇
りであり１３０余年の歴史そのもの。

元禄２年（1689年）創業、蔵名でもある「日の
丸」は、秋田藩主である佐竹公の紋所に由来
し、明治40年には商標登録されている。増田に
あって、見事な内蔵を見にくる観光客も多い。

大正６年創業、地元浅舞地区で収穫された酒米
と敷地内の湧水を使ったこだわりの酒造りを
代々行ってきた。全国新酒鑑評会では秋田県初
となる５年連続金賞を受賞。

横手市大沢字西野6６７－２
Tel 0182-32-0126 Fax 0182-32-3448

横手市増田町増田字七日町１１４－２
Tel 0182-45-2005 Fax 0182-45-1337

横手市平鹿町浅舞字浅舞３８８
Tel 0182-24-1030 Fax 0182-24-0708

A-1 阿櫻 大吟醸
3,240円（税込み）/720ml

酒米の王様兵庫県産「山田錦」100%使用。
気品ある華やかな香りに、山田錦ならでは
の芳醇なふくらみが特徴の大吟醸。
精米歩合40％山田錦、酒度+1 淡麗辛口
保存温度帯（常温）

A-2 阿櫻 純米吟醸
2,160円（税込み）/720ml
「ＡＫＩＴＡ雪国酵母」で仕込んだ華やか
な香りとまろやかさが調和した純米吟醸酒
精米歩合50％ふくひびき、酒度+1淡麗辛口
保存温度帯（常温）

A-3 阿櫻 純米 超旨辛口
1,425円（税込み）/720ml

B-1 純米大吟醸 まんさくの花
3,240円（税込み）/720ml

山田４５

C-1 純米酒 天の戸 吟泉
1,058円（税込み）/720ml

PP(パーカーポイント)全800点中上位80点を頂い
た香り、味に優れた当蔵自信の逸品

米の旨みを感じるやわらかな口当たりとスッキ
リとした後味 やっぱりぬる燗がおすすめ

精米歩合45％山田錦、酒度+4
保存温度帯（常温）

精米歩合 65％ 秋田県産米
保存温度帯（常温）

芳醇中辛

B-2 純米吟醸 まんさくの花
1,814円（税込み）/720ml

穏やかな香りとスッキリとした味わいの飲み飽
きせず、いろいろな食材とも相性の良い純米吟
醸酒です
精米歩合50％山田錦美山錦、酒度+2 淡麗中辛
保存温度帯（常温）

B-3 特別純米 うまからまんさく
1,404円（税込み）/720ml

C-2 天の戸 純米大吟４５
1,542円（税込み）/720ml
純米大吟醸を身近に！
柔らかな吟醸香で飲みごたえのある味わい
精米歩合45％県産酒造好適米
保存温度帯（常温）

飲みごたえあり

C-3 特別純米酒 美稲（うましね）
1,512円（税込み）/720ml

キレのある辛口純米酒。幅広いお料理に合
う抜群のキレと米の旨味が愉しめます

「いっぽん!!しあわせの日本酒」第１、２話掲
載以来欠品状態が続く辛口の当社人気商品です

「酒は田んぼから生まれる」を信条に、真心を
こめて醸した芳醇旨口純米酒

精米歩合60％ふくひびき酒度+10淡麗超辛口

精米歩合55％ 酒度+8以上
保存温度帯（常温）

精米歩合55％ 県産酒造好適米
保存温度帯（常温）

保存温度帯（常温）

A-4 かまくら 純米酒
1,200円（税込み）/720ml
すっきりと優しい口当たりの辛口純米酒。
幅広いお料理に合うまろやかな米の旨味が
愉しめます
精米歩合70％ふくひびき、酒度+4淡麗辛口
保存温度帯（常温）

かまくら 純米生原酒
A-5 1,250円（税込み）/720ml
新酒！うまれたての味わいをお届けする純
米生原酒です。米の旨味がたのしめます
精米歩合60％ふくひびき、酒度+2濃醇辛口
保存温度帯（要冷蔵）配送区分（クール便）

芳醇辛口

B-4 純米しぼりたて限定生酒まんさくの花
1,404円（税込み）/720ml

芳醇旨口

C-4 純米酒 醇辛 天の戸
1,458円（税込み）/720ml

秋田県内限定 新酒ならではの軽快な酸味とキ
レの良い辛口が特徴の純米生酒です

「酒は田んぼから生まれる」を信条に、真心を
こめて醸した芳醇旨口純米酒

精米歩合60％ 酒度+11 淡麗辛口
保存温度帯（要冷蔵）配送区分（クール便）

精米歩合55％ 県産米
保存温度帯（常温）

B-5 梅まんさく
1,468円（税込み）/720ml

日本酒を造る時に用いる贅沢な麹を100%使用
「甘酒」を使用した造り酒屋のこだわりの梅酒
です
原材料 米麹、横手産梅
保存温度帯（常温）

日本酒度+10

芳醇辛口

B-6 秋田美人のひみつ（甘酒）ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ
250円（税込み）/180g
米麹100%の美味しさ
粒なしでなめらか！甘酒人気で品薄商品です
原材料 米麹、横手産梅
保存温度帯（要冷蔵）

冬の魅力がいっぱい。横手に来てたんしぇ！
横手市観光協会の特選品

100% 無添加ジュース、本場さんないの秋田いぶりがっこ、横手といえば『横手やきそば』

大沢葡萄ジュース（樹上完熟）
D-1 1,674円（税込み）/720ml

山内 いぶりがっこ （ロング）
D-3 750円（税込み）/400g

保存温度帯（常温）

洋梨ジュース
D-2 1,350円（税込み）/720ml

横手やきそば（三浦商店）４人前ｾｯﾄ
D-5 1,080円（税込み）/麺４、ソース340g

本場山内のいぶりがっこ。自然由来の材料のみ
で漬け込んだ、独特の歯触りが自慢の逸品
材料：大根、白ザラメ、米、米麹、食塩、紅花
保存温度帯（要冷蔵）配送区分（クール便）

横手市観光協会の看板商品。完熟スチュー
ベンを搾った無添加極上ジュースです

山内 いぶりがっこ （ミニ）
D-4 540円（税込み）/230g

香り豊かなラ・フランスと旨みのシルバー
ベルの２種類をブレンドした洋梨ジュース
です
完熟させてから搾った無添加極上ジュース
保存温度帯（常温）

エコの森「笑子豚」のきりたんぽ
E-1 6,500円（税込み）/５～６人前

横手やきそば（藤春食堂）４人前ｾｯﾄ
D-6 1,008円（税込み）/麺4、ｿｰｽ4袋
横手やきそば四天王に最も多く輝いた「藤春食
堂」の味をそのままに

材料：大根、白ザラメ、米、米麹、食塩、紅花
保存温度帯（要冷蔵）配送区分（クール便）

具材は別に準備願います
保存温度帯（常温）

コクがあって食べごたえあり

横手スタイルの Newきりたんぽ
E-1 6,500円（税込み）/５～６人前

横手スタイルの Newきりたんぽ
E-1 6,500円（税込み）/５～６人前

味の決め手のつゆは、横手市十文字町のシバタ
食品加工の「つゆ」です。日高のだし昆布や土
佐の宗田鰹をタップリ使用したつゆをご賞味く
ださい
笑子豚バラスライス400g、きりたんぽ10本
ねぎ、セリ、ゴボウ、舞茸、糸こんにゃく
この商品は単独発送品（クール便）です

旨みタップリの笑子豚のダシで食べる、県
南風の『きりたんぽ鍋セット』
笑子豚バラスライス400g、きりたんぽ10本
ねぎ、セリ、ゴボウ、舞茸、糸こんにゃく
この商品は単独送付品（クール便）です

オリジナル升付き

横手やきそば４人前の麺と横手やきそばのボト
ルソース１本の大人気の定番セットです。
具材は別に準備願います
保存温度帯（常温）

本場山内のいぶりがっこ。自然由来の材料のみ
で漬け込んだ、独特の歯触りが自慢の逸品

横手の特産のブランド豚『笑子豚（えこぶ～）』だから、「きりたんぽ」も豚肉で！

IDEHA（イデハ）の酒蔵

特別お取り寄せカタログ

豚肉ときりたんぽ、合います（絶妙）
豚の産地、横手ならではの「きりたんぽ」スタ
イルにチャレンジしませんか？
「笑子豚」の食感は柔らかく、脂の甘さと旨味
が絶妙です。秋田名産のうどんや納豆を食べて
育つ豚は、おそらく他にはいないでしょう。

飲み比べセット

イデハは古代の秋田県県南部の呼称 出端のちに出羽と表記され後三年の合戦～奥州平泉京の時代はジパング（黄金の國）として欧州まで知れ渡るほど「イデハ」の地が栄えました
イデハの統一ブランドの元、横手市内の蔵元が自慢の逸品にオリジナルの升を添えて製品化しました。セットでも単品でもご注文できますが、数量に限りがあり限定品です。
F-1

F-2

F-3

F-4

F-5

F-1 日の丸醸造 特別純米酒 まんさくの花 精米歩合５５％ 酒米の上質な旨みが感じられる逸品です
F-2 阿櫻酒造 純米吟醸 阿櫻 秋田県産のふくひびきを５０％まで磨き上げ「こまち酵母R5」で醸した銘品です
F-3 備前酒造 純米酒 穂円（ほまる）やわらかでスッキリとした味わい ぬる燗にするとさらに味わい深く変化
F-4 浅舞酒造 醇辛天の戸 キリっとした辛口 刺身や肉料理などを引き立てる美味しさの酒です
F-5 舞鶴酒造 大吟醸純米酒（生貯蔵）朝乃舞 フルーティーで、まるでワインのような大吟醸生貯蔵酒
F-set上記のF-1～F-5までの５蔵５本セット 付属の升は各蔵のマークが焼き印されているオリジナル限定品
F-1～F-5

横手市観光協会

とも

単品すべて1,080円（税込み）／300mlオリジナル升付き

５本セットは5,400円（税込み）

特別お取り寄せについて

別紙の、お取り寄せ注文書にご記入いただき、ＦＡＸをお願いいたします。（電話、郵送、メール等によるお申し込みも承ります）
ご注文品は、注文確認後３日程度で発送が可能ですが、到着日についてご指定がある場合には、横手市観光協会の物産担当まで電話にてご連絡をお願いいたします。
複数の商品のご注文を頂いた場合には、混包にて発送いたします。要冷蔵の商品が含まれる場合にはクール便で発送させていただきます。
ご不明な点、お問い合わせは、横手市観光協会までお願いいたします。（Tel 0182-33-7111 Fax 0182-33-7113 mail info@yokotekamakura.com）

