1000 人 が 銀 座 で日本を呑み歩き！

春の

第15回

ぶらり銀座

沖縄

山形

高知

茨城
ふ るさと 7 県
利 き 酒 ラリー

おつまみ
付き！

石川

福井
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2018

土

日

たっぷり
ご用意し お酒を
ています
！

広島
1時間増えて
3時間に！

10（土）10:30〜18:00、11（日）10:30〜17:00
先着

参加料（スタンプカード代） 1000名様

1,400円

前売券 税込

開催まで待てない方へ嬉しいお知らせ！

1,500円

当日券 税込
当日券

お得な前売券は、3月9日
（金）
まで各店で発売！

Step1

スタンプカードを
購入しよう！
7県どのショップでも
購入することができます。

スタンプカードがなくてもOK！
1 店だけの ちょい呑み を
楽しもう！

各店１杯から！

有料試飲

Step2

スタンプを集めて応募しよう！

各ショップでスタンプカードをご提示いただくと
各県自慢のお酒を1杯呑むことができます。
また、簡単なおつまみもご用意しております。

スタンプを7つ集めて所定の応募箱に
スタンプカードをご投函ください。
後日抽選で参加各県のふるさと特産品が
当たります。

酒まつり

当店の

オススメはコレ！

※数に限りがありますので、品切れの際はご了承ください。
※価格など詳しい内容は各ショップの試飲コーナーへ直接お問合せください。

広島

Step3

春に美味しいお酒をご用意！

福井

春におススメの新酒や季節限定酒をご用意！

今年もおいしいお酒ができました！
暖かくなる季節に欲しくなる爽快なお酒や、
しぼりたて新酒ならではの
フルーティーなお酒をお楽しみください。

山形

茨城県内の各市町村とタイアップ！その土地の地酒に

「山海の珍味」を市町村ブースごとにご提供！
茨城 合った
約1,300年前の書物「常陸國風土記」にも
「海山の産物が豊富でま
るで常世の国(極楽）
のようだ」
と謳われた茨城県の海の幸・山の幸
の奥深さ・豊かさを存分に味わっていただけます！

今回は春の新酒と、文旦・小夏などを使用した爽やかな柑橘類リ
キュールを揃えました！もちろん県内全ての18蔵元のお酒もこじゃんと
用意して待ちゆうきね！

春限定の新酒や、春らしいフレッシュな味わいのお酒を取り揃えて
お待ちしております。米どころ福井の誇る自慢のお酒をぜひお試し
ください。

どぶろく、梅酒、
リキュール！豊富に揃えました！

日本酒は新酒をメインに、
どぶろくもあります！他にも梅酒、生とろ
ヨーグルトリキュールは濃厚バージョンでご用意いたします。恒例
となった、有料おつまみプレートもご期待ください。

能登のお酒から、春らしいリキュールまで！

石川

都内では手に入りにくい能登のお酒を中心ご満足いただけるおい
しい酒を揃えましたので、ぜひ味わってください。また春らしいフ
ルーティな飲みやすいリキュールも紹介します。

沖縄は泡盛！

県内18蔵元全てをラインナップ！

高知

※写真はイメージです。

ふるさとショップを呑み歩こう！
（その際にスタッフがスタンプカードにスタンプを1つ押印します。）

同時
開催

【有料試飲ってなに？】
7杯呑むのはちょっと大変。だけど１
杯ぐらいは呑んでみたい！そんな人大
歓迎！スタンプカードがなくても各店
で１杯からリーズナブルに呑めるお
酒をご用意しております。

3/9 利き酒ラリー 前夜祭
（金）
16:00〜19:00
プレオープン！●●各県シ
ョップにて

沖縄

毎回好評な泡盛の有料試飲を今回もバラエティに富んだライン
ナップで実施します。スタッフとの会話を楽しみながら、唯一無二
の沖縄泡盛の美味しさを体験してください。

※未成年の方、車を運転される方の飲酒は固くお断りいたします。※試飲は1店1杯（約50ml）です。※おつまみはたくさんご用意しておりますが、品切れの際はご了承ください。
〈イベントに関するお問合せ〉 ひろしまブランドショップTAU

東京都中央区銀座1-6-10

TEL 03-5579-9952

スタンプカード提示特典

●︻宗玄酒造︼宗玄にごり

●︻松波酒造︼大江山
波の花 生原酒

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！

「酒まつり対象の」720ｍｌの日本酒を
お買い上げの際にレジにてご提示い
ただくと、
その商品を5％割引いたしま
す。※720ｍｌのお酒のみとなります。
〈期間：3/9（金）〜11（日）〉
スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

「宗玄にごり」は生酒醗酵中の少量の炭
酸ガスを含んだ爽やかな飲み口のお酒。
また、
「松波酒造 大江山 波の花」は、
トロ
リとした味わいのふな搾りの生原酒です。

いしかわ百万石物語・江戸本店 TEL.03-6228-7177

茨城

●︻青木酒造︼御慶事純米吟醸ひたち錦

石川

●︻来福酒造︼来福純米吟醸愛山

第15回

ぶらり銀座

春の

スタンプカード提示特典
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：3/9（金）
・10（土）17:00〜
23:00、3/11（日）17:00〜20:00〉
スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

関東一の45酒蔵を抱える茨城県の選りすぐ
りのお酒をご提供します。IWC2016「SAKE
部門」最高位賞・全米日本酒歓評会最高位
賞を排出した酒蔵の地酒などをメインにご紹
介します。日本酒通にも，
初心者の方にも，
い
まだ知られざる「酒どころ茨城」の地酒をご堪
能いただけるようお待ちしております。

茨城マルシェ TEL.03-5524-0818

スタンプカード提示特典

沖縄

2階 広島酒工房 翠
有料試飲200円引き。※お1人様1回限り
〈期間：2/17（土）〜3/8（木）〉

〈期間：3/10（土）
・11（日）〉
●︻忠孝酒造︼
華忠孝２５度

瀬戸内ダイニング 遠音近音
最初のご注文時にカードご提示で、食前酒（保命酒）1杯サービス。
※お1人様1回限り 営業時間11:30〜15:00、
17:30〜22:00
〈期間：2/17（土）〜3/11（日）〉

広島お好み焼 鯉々

スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

前回大好評をいただいたマンゴー酵
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。爽やかな春
にこそぴったりなお薦めの一杯です。

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：3/10（土）
・11（日）〉

広島イタリアン MERI Principessa

銀座わしたショップ TEL.03-3535-6991

●︻濵川商店︼美丈夫
純米吟醸荒ばしり
︵生酒︶

※景品数に限りがあるため、
なくなり次第終了となります。

期間にご注意ください

高知

●︻司牡丹酒造︼生鮮酒
︵春︶
土州霞酒

広島

スタンプカード提示特典
銀座わしたショップでも、カードご提
示で景品特典を計画中です。現在景
品確保のために県内メーカーと交渉
中。酒まつり当日のお楽しみ！

スタンプカード提示特典
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：2/17（土）〜3/11（日）〉
スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

この時期にしか味わえない、生酒ならで
はの若々い春の新酒。司牡丹最高ラン
クの純米大吟醸のおりのみを集め、純
米 酒の搾りたてに絡ませた「 土 州 霞
酒」。
しぼった最初の部分 荒ばしり だけ
を集め、米のおりが含まれた「美丈夫 純
米吟醸荒ばしり」。共に数量限定です！

まるごと高知地下売場「とさ蔵」TEL 03-3538-4365

スタンプカード提示特典

福井

当店おすすめの酒

「醉心」
はのど越し綺麗な辛
口ながら、口当たりは純米酒
らしい麹の味をお楽しみいた
だくため、
「 素濾過」
という活
性炭を使わない濾過方法に
より完成した春に合う爽快な
お酒。また、
「本洲一」は広
島の酒造好適米「千本錦」
を広島吟醸酵母と、岩瀧の
伏 流 水で醸した純 米 吟 醸
酒。
しぼりたてのフレッシュさ
をお楽しみください。

期間中、レジにてご提示いただくと、
イートインの利き酒三種セットにもう一
種類お酒をサービス。
〈期間：2/17（土）〜3/8（木）〉

山形

期間にご注意ください

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

当店おすすめの酒

搾ったそのままに、一切手を加えること
なく瓶詰したお酒。
グラスに注ぐと、甘
く爽やかな香りが立ち上り、口に含む
と、鮮烈かつ濃厚な旨味を楽しめま
す。
かつては酒作り人しか味わうことの
できなかった早春の香味をぜひ！
食の國 福井館 TEL.03-5524-0291

●︻古澤酒造︼
澤正宗 純米吟醸
初しぼり

スタンプラリーで呑める！

●︻一本義久保本店︼
春乃純米あらばしり
無濾過生原酒

●︻梅田酒造場︼本洲一 無濾過生原酒
純米吟醸 しぼりたて

●︻醉心山根本店︼醉心 純米酒辛口
素濾過
︵春ラベル︶

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：3/10（土）
・11（日）〉
スタンプラリーで呑める！

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1回、1本限り。種類によ
り、
なくなる場合があります。

〈期間：3/9（金）〜11（日）〉
スタンプラリーで呑める！

当店おすすめの酒

吟醸酒のフルーティーな香りと、口に
含んだ瞬間の新酒のシュワシュワした
感じがたまらなくおいしい！
！

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。

INFORMATION

※春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。

新

商

勝 った日 は嬉 し 酔 い
負 け た日 は悲 し 酔 い

品

広島酒工房 翠

好評
開催中

す い よ う び

翠 酔 日サービス

×

お酒 de スタンプカード

毎週水曜開催！

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。

（開店時〜19:30）
毎週水曜日は「翠酔日
（すいようび）」
として、様々なサービスを実施します。

◆日本酒300ml１本または
カップ酒（450円まで）1杯いずれかプレゼント！
Ⓒ新久千映/NSP 2011
◆有料試飲（400円まで）
を1杯サービス！

赤ヘル呑み

（錫製酒器、桐箱入）

8,640円（税込）

3F

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

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
観光情報コーナー
12:00〜17:00
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

TEL.03-5524-5560

◆１コイン
（500円）
で翠厳選
3杯の有料試飲サービス
◆夕方から特別なおつまみを
ご用意！
（有料）

アクセス
●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
TEL.03-5579-9952 ●東京メトロをご利用の場合
銀座一丁目駅6番出口から
TEL.080-3879-1846
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

