第12回

ぶらり銀座

秋の

石川

当店おすすめの酒

石川県オリジナル酒米を使ったお酒
で、北陸新幹線のグランクラスで提供
されています。

スタンプカード提示特典

沖縄

当店おすすめの酒

しっかりと旨味のある日本酒（千福純
米酒）
と、
まろやかな酸味の広島大長
レモンを100％使用することで、大変
ジューシーで甘味・酸味のバランス良
い味に仕上がっています。

お会計の際にカードご提示で200円割引。
※営業時間11:00〜22:00
〈期間：10/1（土）
・2（日）〉

イタリアンバールPaccio
ご注文の際にカードご提示でドルチェサービス。
※営業時間11:30〜15:00、17:30〜23:00
〈期間：10/1（土）
・2（日）〉
広島ブランドショップＴＡＵ 広島酒工房 翠 TEL.03-5579-9952

当店おすすめの酒

泡盛は度数が強いから…とお嘆きの貴
方に。泡盛の芳醇な味わいと南国フ
ルーツの絶妙ブレンドカクテルです。南
国の風を感じてください。

スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

早場米で仕込んだ日本一早い新酒
（濁り酒）
です。活性生酒ですので出来
立てのフレッシュ感を存分にご賞味くだ
さい。

まるごと高知地下売場「とさ蔵」TEL 03-3538-4365

銀座わしたショップ TEL.03-3535-6991

山形

スタンプカード提示特典
スタンプカード前売り期間限定。若狭
牛コロッケ特別価格100円にてご提
供。
（何回でもご利用可）
〈期間：9/9（金）〜30（金）〉

●︻小嶋総本店︼
東光 限定
純米吟醸酒ひやおろし

広島お好み焼き 三匠

スタンプラリーで呑める！

●︻南部酒造場︼花垣 有機純米

お会計の際にカードご提示で200円割引。
※営業時間11:30〜15:00、17:30〜22:00
〈期間：10/1（土）
・2（日）〉

●︻南部酒造場︼花垣 特撰大吟醸

福井

瀬戸内ダイニング 遠音近音

高知県の全蔵元銘柄入りのお猪口
（非売品）
を限定販売。お１人様2個ま
で。
１回限り。
〈期間：9/9（金）〜10/2（日）〉

●︻高木酒造︼
豊能梅 活性おり酒

スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

関東一古いとされる須藤本家は昔な
がらの製法にこだわりがあり、代表銘
柄の郷乃誉は深い味わい。松盛も濃
い味の料理と相性が良く、長期低温で
発酵させ香りのあるフレッシュ感あふれ
る生原酒です。

スタンプカード提示特典

高知

銀座わしたショップでカードをご購入
いただいたお客様限定。カードと一緒
にその時のレシートをご提示いただくと
「沖縄ミニ菓子」をプレゼント。
〈期間：10/1（土）
・2（日）〉
また、酒まつり当日パーラーでご利用い
ただけるクーポン券をプレゼント。
〈クーポン利用期間：10/1（土）
・2（日）〉

●︻琉球アジアン
︵株︶
︼
沖縄カクテル

●︻三宅本店︼
千福 ウキウキレモン酒

スタンプカード前売り期間限定。
有料試飲200円引き。
（お1人様1回限り）
〈期間：9/9（金）〜30（金）〉

︵マンゴー＆パッション︑
パイナップル︶

広島

スタンプラリーで呑める！

茨城マルシェ TEL.03-5524-0818

スタンプカード提示特典
2階 広島酒工房 翠

レストランで、
１７時以降のディナーお
食事の際に、カード提示で300円割引
いたします。
〈期間：10/1（土）
・2（日）〉
●︻岡部合名会社︼
松盛 無濾過生原酒

●︻須藤本家
︵株︶
︼
郷乃誉 純米大吟醸

●︻宗玄酒造︼
純米石川門
ひやおろし

スタンプラリーで呑める！

いしかわ百万石物語・江戸本店 TEL.03-6228-7177

スタンプカードを提示すれば
あれこれサービスがついてくる！

スタンプカード提示特典

茨城

スタンプカード提示特典
720mlの日本酒を1本以上を含むお買
い物の際、
レジにてご提示いただくと、
その場で5％割引いたします。
〈期間：9/9（金）〜10/2（日）〉

スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

有機純米は、地元で醸したJAS認証五
百万石。毎日飲み続けられる、
ふくよか
な純米酒。特選大吟醸は、優雅な香
り、
フルーティーでバランスのとれた逸
品。

スタンプカード提示特典
720ml以上のお酒をお買い上げのお
客様へ。
レジにてご提示いただくと
「山
形代表」ジュース1本をプレゼント。種
類は販売中のものから1種類選べま
す。
（お1人様一回、1本限り）
※種類により、
なくなる場合があります。

〈期間：10/1（土）
・2（日）〉

スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

上杉の城下町「米沢」
は、豊富な山水と良質な米に恵
まれています。滑らかな口あたりと、
やや甘口で米の旨
みを感じられる、
のど越しの良いお酒です。

食の國 福井館 TEL.03-5524-0291

おいしい山形プラザ１階 TEL.03-5250-1752

※各サービスとも品切れの際は、
あしからずご了承ください。 ※写真はイメージです。

広島酒工房 翠

INFORMATION

※秋の酒まつりのスタンプカードとは異なりますのでご注意ください。
す い よ う び

好評
開催中

お酒

翠 酔 日サービス

×
de

毎週水曜夜開催！

スタンプカード

（時間：17時〜20時）
毎週水曜日の夜は「翠酔日
（すいようび）」として、
3時間限定で様々なサービスを実施します。

広島出身・在住の漫画家、新久千映さん原作の今もっとも旬なグルメ漫画
「ワカコ酒」
（月刊コミックゼノン
（徳間書店））
と広島酒工房・翠のコラボ企
画が実現！翠の有料試飲100円ごとに１個「ぷしゅ〜」スタンプを１個押
印。20個集まると以下のどちらかをサービスいたします。

◆１コイン
（500円）
で翠厳選3杯の有料試飲サービス
お酒 de スタンプカード 倍押し
×
◆
！サービス
◆TAU１階おつまみ持ち込みOKサービス
お酒 de スタンプカード 持参の方に
×
◆
当日の試飲のお酒を10%割引きで販売

◆日本酒300mlを１本プレゼント！
◆有料試飲（400円まで）
を1杯サービス！
Ⓒ新久千映/NSP 2011

広島ブランドショップ TAU（たう）
東京都中央区銀座1-6-10 銀座上一ビルディング
TAUショッピング10:30-20:00
[お問合せ]
代表 TEL 03-5579-9952

1

FAX 03-5579-9953

瀬戸内ダイニング 銀座 遠音近音 TEL 03-5579-9812
ランチ
11:30-15:00
ディナー（平日）
17:30-22:30
（土・日・祝）
17:30-22:00

・

2

熊野筆 セレクトショップ銀座店

TEL 03-6228-7813
10:30-20:00

広島お好み焼き 三匠

TEL 050-3774-4402
11:00-22:00

広島酒工房 翠

TEL 03-5579-9952

イタリアンバール Paccio
ランチ
ディナー

TEL 03-5524-5560

10:30-20:00

3
【 ショップや商品の詳しい情報はHPで 】http://www.tau-hiroshima.jp

t a u 広島

11:30-15:00
17:30-23:00

検索

● QRコード

