第14回

ぶらり銀座

石川

スタンプカード提示特典

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！

当店おすすめの酒

山廃と言えば天狗舞・石川を代表する
天狗舞のひやおろしを十分にお楽し
みくださいませ。

いしかわ百万石物語・江戸本店 TEL.03-6228-7177

2階 広島酒工房 翠

スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

マンゴー酵母を使用したバイオな新感覚泡盛。
「華」のある香りと味わ
いが、呑んだ瞬間に体内外に広がります。実り秋にふさわしい銘酒で、
飲む場所を選ばないオールマイティな泡盛です。

広島お好み焼 鯉々
2階「広島お好み焼 鯉々」にて、お好み焼注文時に
ご提示いただくと、
目玉焼きトッピングサービス。
※営業時間11:00〜21:00
〈期間：10/28（土）
・29（日）〉

銀座わしたショップ TEL.03-3535-6991

福井

スタンプラリーで呑める！

山形

期間にご注意ください
スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

「純米超辛」
は日本酒度+12を目指し、
アルコール添
加をしないため、優良酵母を完全発酵させてやっと実
現できる数値。軽く
ドライで味切れがよく、米のうまみも
しっかり残し、味幅も感じられます。
「にごり」
は、絹のよ
うに滑らかなもろみが、
ほのかな甘味や米のうまみを引
き出し、柔らかな酸味が味に締まりを与えます。
うまみ
を存分に楽しんでいただくため純米で仕上げました。

ひろしまブランドショップＴＡＵ
広島酒工房 翠 TEL.03-5579-9952

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：10/1（日）〜29（日）〉
スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

ひと夏を越して飲み頃を迎えた人気
銘柄「美丈夫」の秋のお酒と、高知
産の黄金生姜の新生姜を使ったフ
ルーティーなリキュール！秋におすすめ
のとっておきのお酒です！

まるごと高知地下売場「とさ蔵」TEL 03-3538-4365

●︻東北銘醸︼
初孫 香が星
純米大吟醸

「誠鏡」
は、程よく熟成し、
旨味とま
ろやかさが増したバランスの良い
状態で、穏やかで落ち着いた香り
と、深みのある味わいをお楽しみく
ださい。
「一代弥山」
は広島が生んだ酒造
好適米「八反錦」
を使用。
しっかり
した麹造りで旨味と後切れの良さ
を引き出しました。スッキリとした中
にも程よい熟成感があります。

当店おすすめの酒

「君萬代 荒濾し純米発泡清酒〜酔
って枡ねこ〜」は、
お酒を造る一番肝
心な
「酒母」
に近いお酒。酵母の発酵
を助けるための栄養が充分あり、甘酸
っぱい独特な味わい。アルコール分８
％。時間を追って味が変化する面白
いお酒です。

スタンプカード提示特典

前売券を当店でお買い上げの際に
同時に720ml瓶以上を購入すると
お酒が10％割引になります。
〈期間：10/1（日）〜26（木）〉

当店おすすめの酒

●︻南部酒造︼花垣 にごり

●︻中尾醸造︼誠鏡ひやおろし 純米原酒

●︻中国醸造︼
一代弥山 純米吟醸原酒
八反錦ひやおろし

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：10/28（土）
・29（日）〉

●︻南部酒造︼
花垣 純米超辛

広島イタリアン MERI Principessa

スタンプラリーで呑める！

スタンプカード提示特典
●︻濵川商店︼美丈夫純米吟醸
純麗たまラベル 秋あがり

瀬戸内ダイニング 遠音近音
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：10/28（土）
・29（日）〉

高知
●︻アリサワ︼文佳人
新生姜リキュール

期間にご注意ください

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：10/28（土）17
〜22時、29（日）17〜20時〉

茨城マルシェ TEL.03-5524-0818

銀座わしたショップでも、カードご提
示特典を計画中です。酒まつり当日
のお楽しみ！
なお、
スタンプカード提示された皆さま
へご提供するおつまみは、
「オリオン
ビアナッツ」をお配りする予定です。
（数に限りがありますので、
なくなり次
第終了となります。）

●︻忠孝酒造︼
華忠孝２５度

2階「広島酒工房 翠」にて有料試飲
200円引き。
（お1人様1回限り）
〈期間：10/2（月）〜26（木）〉

スタンプカード提示特典

スタンプカード提示特典

沖縄

スタンプカード提示特典

広島

スタンプラリーで呑める！

茨城
●︻田中酒造︼君萬代 荒濾し純米
発泡清酒〜酔って枡ねこ〜

●︻車多酒造︼
天狗舞山廃純米
ひやおろし

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：10/27（金）〜29（日）〉

●︻田中酒造︼君萬代
純米大吟醸酒

秋の

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：10/27（金）〜29（日）〉
スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

搾った後、蔵の中で静かに熟成の時間を過ごし、深みのあるまろやか
な味わいに仕上がりました。吟醸の爽やかな香りとふくらみのある旨さ
がしっかりと調和した味わいです。

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

好評 発 売 中！

好評
開催中

カープ×ＴＡＵ
コラボグッズ

※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

×

お酒 de スタンプカード

2種類のカープ坊やのイラストが
入ったお猪口です。
広島のお酒で一杯どうぞ。

3F

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。

Ⓒ新久千映/NSP 2011

イベントスペース・広島イタリアン
広島イタリアン MERI Principessa メリプリンチペッサ
ランチ11:30〜15:00/ディナー17:30〜23:00

2F

毎週水曜夜開催！
（時間：17時〜20時）

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。

◆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！

ＣＡＲＰ×ＴＡＵお猪口
（１個）500円（税込）

1

翠 酔 日サービス

ショッピング・情報発信フロア

熊野筆セレクトショップ銀座店 10:30〜20:00
広島お好み焼 鯉々
11:00〜21:00
広島酒工房 翠
10:30〜20:00
ショッピングフロア
F
ショッピング
10:30〜20:00
ひろしまＣＡＦＥ
瀬戸内ダイニング

B1F 瀬戸内ダイニング

遠音近音

◆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

アクセス

TEL.03-5524-5560 ●JR をご利用の場合

JR有楽町駅京橋口から

徒歩約5分
TEL.03-6228-7813
TEL.03-5579-9962
●東京メ
トロをご利用の場合
TEL.03-5579-9952
銀座一丁目駅6番出口から

TEL.03-5579-9952

徒歩約1分
銀座駅から徒歩約5分

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

ひろしまブランドショップ

ショップや商品の詳しい情報は

http://www.tau-hiroshima.jp
携帯はこちらから

https://www.facebook.com/tau.hiroshima
https://twitter.com/tau_hiroshima
東京都中央区銀座1-6-10 銀座上一ビルディング
営業時間 10:30〜20:00 TEL.03-5579-9952

ひろしま暮らし
サポートセンター

