季節を感じる

目にもキャッチーな夏酒

ジメッとする梅雨にも︑梅雨明け後の本格

的な夏にも︑
キンと冷やして楽しむ﹁夏酒︵な

つざけ︶﹂
のススメ︒

この時季は夏らしさを感じさせてくれるク

リアなボトルや︑可 愛いラベルの夏 酒が続々

登場中︒軽く爽快な口当たりでスッキリ味わ

えるのが魅 力です︒海や山でのバーベキュー

や︑浴 衣で女 子 会なんてシチュエーションに

今 年の夏はカジュアルに︑
オシャレに日 本 酒

も大活躍︒
〝暑い＝ ビ ー ル 〟だけ じゃない！

を楽しんじゃいましょう︒

知多の味を

オリジナルスタイルで

次ページではお酒と一緒に味わいたいお手

軽レシピや︑知多半島の6つの蔵元がオスス

メする 夏にピッタリのお 酒とその特 長を 紹

今やワールドワイドな日本酒ですが︑
その

介します︒

楽しみ方は無 限 大 ！ 海をイメージするテー

ブルクロスを敷いて︑
グリーンを飾って︑飲み

ごろに冷えたお酒をグラスに注ぐ・・・︒太 陽

の光にキラキラ輝く魅惑の一杯を青空に掲げ

れば︑
ほら︑
いつもと違う夏の景色が浮かんで

きませんか︒

夏酒、はいりました
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夏 酒 、は いりました
酒米「若水」の田植え
（澤田酒造）

日本酒バル風 お手軽レシピ

知 って ま す か ？

よく耳にする﹁ 純 米 酒 ﹂や﹁ 吟 醸 酒 ﹂
という

言葉︒
これらは原 材 料や製 法において一定の

基 準をクリアしている﹁ 特 定 名 称 酒 ﹂という

分 類に属し︑左 図のように８種 類あります︒

大きくは米と米麹だけで造られる
﹁純米酒﹂︑

米・米 麹に醸 造アルコールを添 加した﹁ 本 醸

さらには無農薬の特別栽培米を使用した

﹁特別純米酒﹂
﹁特別本醸造

％以下 ︶︑﹁ 大 吟 醸 ﹂

60

酒 ﹂︑ま た 精 米 歩 合 率 に よ り

﹁ 吟 醸 ﹂︵

原料の玄米を削り︑
……
残った白米の割合

醸 造アルコ ール

米・米 麹・

本醸造
グルー プ

普通酒（特定名称酒以外の日本酒）

︵ ％以下︶
が付けられます︒

精米歩合
※

精米歩合

造酒﹂
に分けられます︒

米・米 麹

純米酒
グルー プ

70 %

本醸造酒

特別本醸造酒

吟醸酒

大吟醸酒

60 %

純米酒

特別純米酒

純米吟醸酒

純米大吟醸酒
50 %

50

り︑特別な製造方法で造られたものなどには

特定名称酒

日 本 酒の 種 類

日本酒

女子会にもピッタリのオシャレメニュー。
夏酒をより美味しく引き立ててくれます。

蔵こだわりのお酒がズラリ

気になる夏酒はここで買える！
白老 純米吟醸
夏のうすにごり生

り」
がモットー。加熱・加水なし。搾りた
てを瓶詰めした生酒は、
フレッシュな香

1,620円（720ml）

りと後ひく酸味は口の中をサッパリさ

澤田酒造

な色合いも涼しげ。和洋中どんな料理

せてくれる。滓（おり）
の入ったミルキー

上品でコクのある
餡 を使った 和 菓
子とも好相性です
よ。
代表取締役社長
澤田 薫さん

金鯱 山田錦
吟醸原酒生貯蔵酒
1,428円（720ml）

盛田金しゃち酒造
アルコ ール 1 8 度
と高めなので、ロ
ック割りもおすす
めです。
取締役

古川恵司さん

夏純米吟醸 ほしいずみ
無濾過生原酒

にもよく合う。要冷蔵。

〈直売所〉
常滑市古場町4-10
0569-35-4003
平日9:00〜17:00、土日祝（10〜2
月は土曜営業）お盆、年末年始休
http://www.hakurou.com

平成22年に亀崎の天埜酒造を継承し
設立された若き蔵元。加水無し。酒米
の王様、山田錦使用。口の中に広がる
まろやかな旨味、
すっきりキレの良いの
ど越しのやや辛口タイプ。天ぷらなど脂
を含む料理や、濃厚なチーズ、
こってり
した洋食料理に合う。

〈直売所〉
半田市亀崎町9-112
0569-28-0250
平日8:00〜17:00
土日祝、お盆、年末年始休
http://www.kinshachi.co.jp/

さわやかな酸味を感じる淡麗な味わ
い。全国新酒鑑評会８年連続金賞受
賞のブランド酒「ほしいずみ」
の夏限定

1,620円（720ml）

丸一酒造

蔵の微生物環境を大切にしながら、謙

代表取締役
新美尚史さん

夏酒、はいりました

特撰國盛 純米吟醸
半田郷 酵母1801

瓶詰。要冷蔵。先代が“蔵癖”と呼んだ
虚な酒造りを守り続けている。

〈直売所〉
知多郡阿久比町植大西廻間11
0569-48-0003
8:00〜18:00
不定休

全国242の蔵元が参加した
「ワイング
ラスでおいしい日本酒アワード2017」
で最高金賞を受賞。愛知の酒米「若

1,309円（720ml）

水」、高い芳香性のある1801酵母を

中埜酒造

やかな飲み心地が楽しめる。冷製パス

使用。
フルーティーで華やかな香り、爽

おすすめ料 理は
鱧の梅肉添え。
粋な組み合せを
楽しんで下さい。

※限定酒のため蔵元はすでに完売。
知多半島内のスーパーや酒屋にて購入可能。

酒。無濾過の上部、澄んだ部分のみを

ぜひグラスも冷や
して。白身 魚 のお
造りがおすすめで
すよ。
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「昔ながらの人の感性を生かした酒造

酒の文化館 館長
大橋明宏さん

純米 生道井
夏生貯蔵酒

タと合わせるのも美味。

〈直売所〉
半田市東本町2-24（國盛 酒の文化館）
0569-23-1499
10:00〜16:00
木曜、お盆、年末年始休
http://www.nakanoshuzou.jp/

蔵の西方にある倭建命のゆかりの井
戸、生道井より命名。
スッキリとした辛
口の中にも米のまろやかなコクを感じ

1,296円（720ml）

る純米酒。
６月上旬発売予定。肉料理、

原田酒造

い。伝統の製法を守りつつ、海外に目を

カプレーゼなどイタリアンとも相性が良

7 / 1 〜 9 / 3 0は 名
古屋ヒルトンホテ
ル「 酒 蔵 物 語 」に
参加しています。
代表社員

原田晃宏さん

ねのひ 夏吟醸
吟醸生貯蔵酒
1,300円（720ml）

〈直売所〉
知多郡東浦町生路坂下29
0562-83-5171
9:00〜17:00
日曜休（土曜は電話で確認を）
http://www.ikujii.co.jp/

1665（寛文５）年創業。木曽御嶽山の
自然水（超軟水）
を使用し、低温発酵で
ゆっくり醸したお酒。清涼な口当たり、
スムーズなのど越しの後にふんわり優
しい余韻が続く。セロリの浅漬けや平

盛田

目など白身魚の刺身等、淡白な料理と
10〜15℃が飲み
ごろ。より際 立つ
香りが楽しめます
よ。

味の館 館長
石井 誠さん

向けた積極的な活動も行っている。

て旨味倍増
納豆を加え

柚子胡椒

納豆のバーニャカウダ

タコと新タマネギのカルパッチョ

市販のソース4：納豆1の割合で作るオリジナルメニュー。仕上がった

豊浜産のタコを使用。下準備でタコに軽く味付けしているのでドレッシ

ダソースのレシピも公開中。

た夏らしい一皿。

ソースは冷蔵庫で5日間保存可能。デイリーのFBで手作りバーニャカウ

ングは少なめで。柚子胡椒の爽やかな辛みが魚介や野菜とマッチングし

材料 （2〜3人分）

材料（4人分）

市販のバーニャカウダソース・・・80g

生タコ・・・500g

納豆・・・20g

新タマネギ・・・大1/2個

エクストラバージンオリーブオイル・・・小さじ2

野菜…適宜

醤油…少々

（ブロッコリー、
ミニトマトなど）

野菜…適宜（キュウリ、パプリカ、ニンジンなど）

,S[XSGSSOMRK

❶納豆は水洗いし、粘りを落とす。
❷ミルかフードプロセッサーに野菜以外の材料すべ

てを入れ、ペースト状になるまで回す。
❸ソースを器に入れ、野菜を彩りよく盛りつける。

サラダ油・・・大さじ3
酢・・・大さじ1
A 白ワイン・・・大さじ1/2
柚子胡椒・・・大さじ1/2
うま味調味料・・・少々

※Aは混ぜ合わせておく ※柚子胡椒は好みで調節

夏は冷たいソー
スも美味しいで
す。温 めるなら
鍋に入れ弱火
で加熱を。

,S[XSGSSOMRK

下準備/生タコを冷凍し、使用前に冷蔵庫で解凍、塩
で揉んでヌメリを取る。鍋に水1500㏄、酒200㏄、み
りん、酢、醤油各100㏄、大根の皮を入れ沸かし、15分
ほど茹で冷ます。

タコは一旦冷凍
することで繊維
が壊れて柔らか
くなりますよ。

❶タコを一口大に切り、玉ねぎはスライスし流水で

ともに味わいたい。

さっと洗って水気を切っておく。
❷器にタコとタマネギ、お好みの野菜を盛付け、Aをか

DAILY特製バーニャカウダソースのレシピ公開
https://www.facebook.com/restaurant.daily.handa/
〈直売所〉
常滑市小鈴谷脇浜10（盛田味の館）
0569-37-0733
10:00〜16:00
水曜、お盆、年末年始休
http://moritakk.com/

シング
風味ドレッ

けて完成。

Osteria DAILY

半田市成岩本町4-55 0569-32-8650
11:00〜14:30（OS13:30）、17:30〜23:00（OS22:00）
水曜、第2火曜、木曜ランチ休

酒菜

オーナーシェフ
竹内唯郎さん

半田市有楽町6-120 ミキビル有楽1F 0569-26-0348
17:30〜24:00（OS23:30）
日曜休

大将

久松宏行さん

夏酒、はいりました
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