酒蔵
紹介
古伊万里酒造

牟田酒造場

木賃宿、呉服屋、菓子屋、豆腐屋が軒をなら

ちなんで、名付けられた。元禄年間・創業以来、

酒造は、じつに 390 年の伝統を誇る老舗。上

300 年の歴史をもつ天吹は、実り豊かな佐賀

撰清酒「若木桜」粕取り焼酎「本部」にごり酒

平野で収穫された酒米と脊振山系のまろやか

｢八幡 岳」梅酒「美味蔵」武雄市内限定商品

な伏流水を原材料としてる。花酵母により育ま

など、米どころで水の清らかなこの土地の恵

れた天吹は、冷蔵庫や地下貯蔵庫の中で静か

みを酒造りに託し、数多くの銘柄を発売。

に熟成され、天然のこくと風味を増していく。

天山酒造

江戸時代は伊万里の港で呉服店を営んでいた。明治
磁泉の名水で醸される酒は 100 年もの間、地元民に
愛されてきた。特定名称酒で使用する酒米はすべて
秒単位の手洗い。麹は全量箱麹造り。機械での圧搾
が多い中、酒の搾りは 木槽しぼり 。古代から恵まれ
た風土と人情、代々受け継がれた技法を守り、一つひ
とつの作業に手間を惜しまず丁寧に醸しあげる。

佐賀県三養基郡

「天吹」の由来は、蔵元の北東にある天吹山に

べる宿場町の造り酒屋として創業した牟田

佐賀県伊万里市

42 年に酒蔵に転身。佐賀平野で取れた酒米、有田白

天吹酒造

佐賀県武雄市

佐賀県小城市

酒米は主に佐賀県産の良質な酒米を使用。米の本来の
力、米の旨みを存分に楽しんでいただきたいという想い
から、自社の圃場で「山田錦」の栽培及び研究をしてい
る。天山の仕込み水には天山の中腹から清冽な湧き水
を専用の水道で蔵まで導き使用。伏流水は酒造りにとっ
て理想的で 鉄分が無く、カルシウムやマグネシウムと
いったミネラル分を含んだ硬水。そのため、天山はしっか
りとした味わいの男酒がうまれる。

五町田酒造

馬場酒造場

佐賀県嬉野市

佐賀県鹿島市

「人、米、造りが一体となって良酒を醸す」が理想

信頼される蔵元であること がポリシー。
代表ブランド
「能

であり、
信念。自家栽培の山田錦で醸した大吟醸

古見」
は、
かつての地名 能古見村 に由来している。
370石の

が全国新酒鑑評会で金賞を受賞。中でも袋吊り

小さな蔵元、
当主他４名の少数精鋭で日本酒造りに精魂を

できめ細やかな味わいをも引き出す「雫搾り大吟

そそいでいる。
小さな蔵だからこそできる 完璧 な酒造り。

醸 東一」は、蔵の粋を集めた珠玉の一本。機械を

酒米の最高峰とされる
「山田錦」
を使用。
また、
佐賀県オリジ

導入する一方で、昔ながらの技や道具、杜氏や蔵

ナルの酒米
「佐賀の華」
も
「能古見」
の立役者。
平均精米は

人の手仕事や勘を大切にしている。向上心をもっ

50％、
丁寧に磨かれた酒米は、
地下から湧き出る多良岳山系

て磨かれた伝統の技が、
酒づくりを支えている。

の伏流水でゆっくりと醸され、
味わいという奇跡を生む。

光武酒造場

佐賀県鹿島市

富久千代酒造

佐賀県鹿島市

元禄元年からの創業当時から受け継がれた酒造りを守りな

蔵のある有明海に面した佐賀県鹿島市は、
浜町多良岳山

がら常に新しいものにも取り組んでいる。モンドセレクション

系からの良質な地下水、
酒米栽培に適した豊かな土壌に

などでも数々の賞を受賞。お米は生産農家が大変少ない
「レ

恵まれた古くからの酒どころ。
450 石にも満たない小さな

イホウ」や良質の酒米の条件を全てクリアしたまさに日本酒

酒蔵の弊社が、
地元小売店の若手後継者4人とともにゼロ

のためのお米「山田錦」などを使用している。全て多良山系

からスタートし､1998 年 4月に｢鍋島｣が誕生。
世界最大規

の良質な伏流水を使用。敷地内に井戸があり徹底した品質

模･最高権威と評価される｢インターナショナル･ワイン･チャ

管理の下良質の水を使うことにより原料の洗米から割り水

レンジ 2011｣では､日本酒部門の最優秀賞に選ばれた｡

まで水にこだわりを持っている。

日本酒リスト
天山 純米吟醸 おりがらみ〈天山酒造〉

〈グラス〉780yen

微発泡でシュワシュワ感たっぷりの爽やかなスパークリング清酒。
華やかな香り、
弾ける味わい。
●原料米 / 山田錦

●精米歩合/55％

●アルコール度 /16 度

●日本酒度 /＋1.0

●酸度 /1.6

天吹 純米吟醸 すぱーくりんぐ〈天吹酒造〉

〈グラス〉780yen

シャンパンのような発泡性はなく、
爽やかな味わいと適度の発泡感。
油脂を使った料理に強い。
●原料米 / 吟の里

手造り純米酒

●精米歩合/55％

●アルコール度 /16.5 度

●日本酒度 /±0

●酸度 /1.9

光武〈光武酒造場〉

〈グラス〉700yen

芳醇で豊かに旨みのある味わいと、フルーティーな芳香が特徴の手造り純米酒。

●原料米 / 山田錦・レイホウ ●精米歩合/50％ ●アルコール度 /15 度 ●日本酒度 /±0 ●酸度 /1.6

巨木の里 武雄〈牟田酒造場〉

〈グラス〉700yen

天然記念物「川古の大楠」をラベルにデザインされた純米酒。地元「牟田酒造場」お勧めの逸品。
●原料米 / 国産米 ●精米歩合/70％ ●アルコール度 /15 度 ●日本酒度 /＋4.5 ●酸度 /1.5

東一 純米酒〈五町田酒造〉
リンゴの様な甘みと瑞々しい酸味が溶け合いハツラツとした爽やかさ。

〈グラス〉600yen

●原料米 /さがの華 ●精米歩合/64％ ●アルコール度 /15 度 ●日本酒度 /±0 ●酸度 /1.7

古伊万里 前 純米酒〈古伊万里酒造〉

〈グラス〉730yen

さらりとした飲みやすさと甘味を主体とした香りと味わいが広がる飽きのこない晩酌酒。
●原料米 /山田錦・佐賀の華 ●精米歩合/60％ ●アルコール度 /15度 ●日本酒度 /±0 ●酸度 /1.8

能古見 純米吟醸〈馬場酒造場〉

〈グラス〉830yen

甘口タイプのお酒で、お口の中でまろやかに広がりる。あまりお酒が飲めない人や女性に人気。
●原料米 / 山田錦

●精米歩合/50％

●アルコール度 /16 度

●日本酒度 /+2

鍋島 純米吟醸〈富久千代酒造〉

●酸度 /1.5

〈グラス〉900yen

南国フルーツの様な香りが立ち、
ふっくら濃醇な米の旨味のあとに来る爽快なキレが清涼感を演出。
●原料米 / 山田錦

●精米歩合/50％

●アルコール度 /16 度

熱燗
夢想花

……………… 400yen

冷酒
………………… 780yen

東一

筑紫の誉

………… 680yen

焼酎
幻の露〈芋〉 グラス

……………… 400yen

ボトル

…………… 2,200yen

グラス

……………… 400yen

ボトル

…………… 2,200yen

白水〈麦〉

チューハイ
〈レモン・梅・巨峰・青リンゴ〉
…………… 450yen

梅酒
東一

本格梅酒

…………………… 400yen

ビール
アサヒ/キリン〈中瓶〉……………… 550yen
生ビール〈中〉

………………………… 550yen

生ビール〈小〉

………………………… 420yen

※上記料金に消費税は含まれておりません。

●日本酒度 /+5

●酸度 /1.3

WINE
赤〈フランス〉
グラス

……………………… 400yen

ボトル

…………………… 1,800yen

プラチナム シラー

…… 4,000yen

白〈フランス〉
グラス

……………………… 400yen

ボトル

…………………… 1,800yen

プラチナム シャルドネ… 4,000yen

WHISKY
シングル
ダブル

………………………………… 500yen
…………………………………… 750yen

NON ALCOHOL
ノンアルコールビール

……………… 420yen

SOFT DRINK
烏龍茶

…………………………………… 250yen

オレンジジュース ……………………… 250yen
グレープフルーツジュース ………… 250yen
アップルジュース
コーラ

……………………… 250yen

…………………………………… 250yen

COFFEE
ホットコーヒー

……………………… 350 yen

アイスコーヒー

……………………… 400yen

■食事をご利用の方は 200 円

DRINKBAR
ソフトドリンク飲み放題

…………… 400yen

オレンジジュース/コーラ/カルピスソーダ
メロンソーダ/烏龍茶 /まろやか茶
ホットコーヒー /アイスコーヒー
※上記料金に消費税は含まれておりません。

