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　沖縄本島から西に約100㎞、沖縄諸島に属する島で、最も西に位置する久米島。
　面積は59.11㎢で、沖縄県内では沖縄本島、西表島、石垣島、宮古島に次いで5番目に
大きな島です。ダイビング地として有名で、全長2㎞にも及ぶ美しい白い砂浜“イーフビー
チ”は多くの観光客でにぎわいを見せます。近年では東北楽天ゴールデンイーグルスが発
足年度からこの地にキャンプを構えたことで、メディアにも登場することが多くなりました。
　
　紺碧の海と大自然のなかで誕生し、島のなかで熟成という時を共有し、琉球泡盛の真骨
頂である『古酒』として育まれる「久米島の久米仙」。伝統ある琉球泡盛の真髄を守りなが
ら、その魅力をいまに伝え続けています。
　『豊かな自然に囲まれた久米島で、限りなく醇美な泡盛を造る』ー久米島の久米仙の
信条です。堂井由来の天然の湧清水を使用し、米は厳選された南方硬質米、近代的な設備
を用いながらも、麹やもろみ造りは人の手で限りなく自然に近い状態で行います。こうした
こだわりが全国の泡盛ファンを魅了してやみません。
　
堂井（ドーガー）の湧清水
　久米島の久米仙の命ともされる、自然の恵みがつまった名水「堂井」湧清水。近辺住民の
生活用水としても使用されている貴重な宝です。

　堂井の名水が湧き出すのは久米島北部・宇江
城。その昔、夕暮れ時ともなると絶世の美女が現
れ、野良仕事帰りの若者達に神酒をふるまって
は、言い知れぬ酔い心地へ誘ったそうです。人々
はこれを宇江城に住む仙人の仕業と噂しました。
「久米島の久米仙」は、その「久米の仙人」の言い
伝えにあやかって生まれた現代の神水です。

リカープラザイベント情報

お客様に「安心と満足」を！  酒伝道師がお届けするフリーペーパー 2013 Summer

B1F

リカープラザ大越酒店直営の日本酒＆本格焼酎
メインのizakaya銘酒の里。全国各地のおいしい
お酒と手作りのお料理、大ママの元気な笑顔で
お待ちしております。

銘酒居酒屋
izakaya銘酒の里

☎043-248-1835
■営業時間／
　平日 17:00～22:00
　※土曜はご予約のみ
■定休日／日曜・祝日

四谷三丁目と信濃町の中間に位置する左門町
交差点付近にある日本酒メインの酒屋です。2F
メンバーズサロン「御酒塾Miki-Juku」は会員専
用の日本酒サロンとして営業しております。

LIQUOR-PLAZA TOKYO
リカープラザ東京店・御酒塾

☎03-3351-8841
■新宿区信濃町2-3
■営業時間／
　月曜～土曜
　10：00～20：00
　（土曜は12：00～）
■定休日／日曜・祝日
御酒塾 Miki-Juku
TEL.03-3341-3351

1F

世界各国のさまざまなお酒やワイン、ビール等を
取り揃えております。プレミアムシガーをはじめとする
1000種類以上もあるタバコは圧巻！ 手巻き煙草
やペーパー類の品揃えも豊富です。

酒類・煙草専門店
リカープラザ 大越酒店

☎043-247-3347
■営業時間／
　10:00～22:00
■年中無休

3F

TEAタイムはガラス張りの明るい店内でおいしい
コーヒーと日替わりランチをどうぞ！夜はBARタイム
としてワイン・スピリッツ・カクテルなどリーズナブル
にお楽しみいただけます。

TEA&BAR
Lounge Aka-Tombo

☎043-245-1431
■営業時間
　TEAタイム
　　10:00～17:00
　　日曜・祝日休
　BARタイム
　　17:00～24:00
　　土曜・日曜・祝日休

リカープラザ企画室　〒263-0031千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-16-2　TEL.043-247-3347 FAX.043-248-0015
liquor.plaza@gmail.com　　 http://www.liquor-plaza.com　　 http://www.facebook.com/LiquorPlaza/［2013 Summer］

おかげさまで35周年。
これからも素敵なリカーライフのお手伝いをいたしますリカープラザ店舗情報

Information

“気軽に愉しく”学ぶお酒講座Seminar

◆9:00 稲毛出発→19:30 稲毛着（予定）
◆参加費 ￥10,000（予定）  貸切バス・見学＆ランチコース・各入場料他

ココファーム
ワイナリー見学＆
栃木あしかがツアー

リカープラザで
お酒の資格が
取れる！
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身障者施設こころみ学園が運営するワイナリー「ココファーム」では、ワイ
ンづくりに一つひとつの心が込められています。彼らの優秀な作品は話
題となり、多くのワインファンを感動させています。ぜひご一緒にその現
場を訪れてみませんか？ ワイナリーツアーや試飲のほか、ココファームで
人気のガーデンランチを味わいます。その他、栗田美術館、あしかがフラ
ワーパーク見学付きの日帰りバスツアーです。
　

18名
限定

6月22日（土） 

見
サッポロビール千葉工場見学と
ジンギスカンパーティで暑気払い！
3.11の震災で液状化現象となり、工場が稼働停止となった2011年。その後、千葉県唯一のビー
ル工場として元気に復活した「サッポロビール千葉工場」に訪れ、工場見学＆ジンギスカンを楽し
むツアーです。ご家族で、ご友人同士で、お誘い合わせの上ご参加ください！

◆15:50 現地集合
◆参加費 ビール工場見学ツアー＆ジンギスカン食べ放題
　大人 ￥4,000　中学生～20歳未満 ￥1,900
　小学生 ￥1,600　幼児3～6歳 ￥1,000

8月4日（日） 

［久米島 はての浜］

2014年6月久米島の久米仙＆泡盛ツアーを
企画準備中！乞うご期待

認定カードと特別認定証がその場でもらえるナビゲー
ター認定講座開催中です。
日本の気候風土が生み、伝統文化でもある日本酒と本
格焼酎をしっかりと学びながら認定も受けられらます！

旅

［開催日］ 毎月 第2土曜日 15：30～17：00
　　　　◎好みのワインを見つける簡単な方法
　　　　◎ワインとお料理。マリアージュの基本を知る
　　　　◎素敵に見えるワインマナーと注文の仕方　etc.
［参加費］ 1レッスン2,500円＜各回テイスティング付き＞

［講習会費］ 5,500円（講習料･テキスト代･試飲代）
［認定費用］ 2,500円（登録認定料）

LessonB 世界のワインを愉しもう！

LessonA ワインに親しんでみよう！

LessonAでワインに親しんだ後は、世界各国のワインを愉しむLessonBにチャレンジ
してみませんか？ ワイン生産国は世界に約60ヶ国あるといわれています。それぞれの
国と地域で様々なワインがつくられているので、愉しみは無限にひろがります。
毎回一カ国ずつ、テイスティングしながら各国のワインの特徴を学びましょう！

［開催日］ 毎月 第1土曜日（2013年秋から開始） 15：30～17：00
［参加費］ 1レッスン3,500円＜各回テイスティング付き＞

日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会（ＳＳＩ）認定

日本酒ナビゲーター
二千年もの歴史をもつ國酒「日本酒」。伝統文化とし
ての知識を学び、日本酒ナビゲーターとしてあなたの
手で日本酒を啓蒙してください。

2013年 認定特別講習会開催日程
●東京会場

6/15（土） 9/22（日）  10/19（土）　
11/３（日）　1２/１（日）
●千葉会場

7/18（木）　8/22（木）
時間：15：00～19：00
講習内容／日本酒の魅力・基礎知識・楽しみ方・テイスティング6種・
料理相性体験（2013年度はチーズとの相性）・認定式　

［講習会費］ 4,500円（講習料･テキスト代･試飲代）
［認定費用］ 2,500円（登録認定料）

※認定登録、カード、認定証が不要の方は、認定費用はかかりません。
※各種ナビゲーター認定後、１年以内にきき酒師などの資格取得に
チャレンジされる場合は、受講受験料が15,000円OFFとなります。
●東京会場：東京都新宿区信濃町2-3【 リカープラザ2F 御酒塾】　
●千葉会場：千葉市稲毛区稲毛東3-16-2【リカープラザ3F Aka-Tombo】

日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会（ＳＳＩ）認定

焼酎ナビゲーター
世界に誇る日本の蒸留酒「焼酎」。製法の違いや楽し
み方など、焼酎についての基本的な知識を学びます。

2013年 認定特別講習会開催日程

時間：15：00～17：30
講習内容／焼酎の基礎知識・楽しみ方・テイスティング6種・認定式　

夏休み特別企画！

●東京会場

7/21（日）  9/21（土） 1１/30（土）
●千葉会場

6/23（日）

「ワインのことはわからない…」とよく耳にしますが、無限に近い種類と味わいがあるワ
インについて、一般の消費者がわからないのは当然です。LessonAでは、“わからなく
ても当たり前”のワインについて、ほーーーんの少しの知識を学びます。その少しの知識
があれば、もっとおいしく、もっと気軽に、ワインを自由に愉しむことができるようになります。

［はての浜］
久米島の東側に浮かぶ砂の島、久
米島最大の感動を魅せる「はての
浜」。正確には、メーヌ浜、ナカノ浜、
はての浜の約７㎞にも及ぶ３つの砂
州を総称してそう呼ばれています。

［畳石］
干潮時にだけに現われる、亀の甲羅の形をしたユニークな造形美。
久米島、奥武島の砂浜にある火山岩の一群で、干潮時になると、亀
の甲羅のような五角形や六角形の安山岩が出現します。畳石の数
は約1千個ちかくもあるといわれています。

［堂井（ドーガー）の湧清水］

TOMBO-DOG!
NEW

昭和48年生まれの赤い屋根の「ティー

ルーム赤とんぼ」。現在のLounge  

Aka-TomboのTEAタイムに味わいもそ

のままに引き継がれています。1杯1杯

心をこめてたてるドリップコーヒーのス

タイルも変わらぬまま。40年目のナポリ

タンも人気メニューのひとつです。

A k a - T o m b o は
40年目を迎えました

TOMBO-DOG（野菜スープ＆手
作りピクルス付きプレートセット）
525円。 本場ドイツ・ハライコの
ソーセージ（右）が楽しめるアツア
ツ&ジューシー＆ヘルシーなホット
ドックをぜひ一度お試しください。

ナビゲーター、各種イベントのお申し込みはHPからどうぞ検 索リカープラザ



夏の生酒フェア開催
日本酒は四季折々の味わいが楽しめるのが魅力のひと
つ。夏ならではの生酒が全国各地から届いております。
B1F 銘酒の里でも「味の競演」をお楽しみいただけます。

お客様に「安心と満足」を！  酒伝道師がお届けするフリーペーパー

Summer Gift 2013
久米島の久米仙セレクション
Summer Gift 2013
久米島の久米仙セレクション

国の文化である酒は、巨大な宣伝によって飲まされる工業的性質のものではなく、

自己の知性と理念によって選び、飲むべきものと考えます。

また、百薬の長である酒は反面麻薬的要素も併せ持ちます。

ゆえにメーカーは、節度ある営業姿勢とその品質向上に取り組むべきなのに

奇抜なネーミングと大物タレントを起用した宣伝競争と価格競争に明け暮れしております。

これが昨今社会問題となっている未成年者の飲酒や

本来の原料を軽視した低価格追求商品など

飲酒問題を誘発する遠因とも考えられることを憂います。

酒類業界もその経営理念が問われるときがきていると思います。

リカープラザはお客様に《安心と満足》をお届けする酒伝道師であり続けたいと願います。

小さな会社ですが、心意気は本物です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

1979年7月11日　リカープラザ店主　大越貴史

リカープラザの信条

リカープラザのあゆみ 35周年感謝祭開催
第1弾 The first6月15日～7月15日

第2弾 The second7月16日～7月31日

世界のビールフェア開催
世界各国から35種類の人気ビールが勢揃いします！
様々なタイプや味わいをお楽しみください。
3F Lounge Aka-Tomboでもお楽しみいだたけます。

第3弾 The third8月1日～8月31日

久米島の久米仙
ブラック古酒 40度
伝統の手法でたんねんに造り上
げた古酒。高級感あふれるボトル
は、贈答やお土産にも好評です。 

720㎖ 2,131円

久米島の久米仙
びーどろガラス古酒 25度（青・緑）
大自然の豊かな恵みが香る芳醇な旨さと、爽やかな飲み
口をお楽しみ頂ける古酒。透き通るような優しい色彩の
琉球びーどろのガラス入りでお土産としても最適な1本。

570㎖ 3,780円

　日本酒造組合中央会・独立行政法人酒類総合研究所共催の「平成25年（平成24酒造年度）全国新酒鑑評会」におい
て、北村酒造の最高峰「猩々 純米大吟醸 山田錦37.5%精米」が最高位「金賞」受賞の栄を賜りました。
　桜の名所であり、数多くの歴史を秘めた奈良県吉野。後醍醐天皇のゆかりの地としても知られる吉野の地で、平成の美酒
と謳われる『猩々』は醸されています。醸造元である北村酒造株式会社の創業は天明八年（西暦1788年）、今年で225年目
を迎える歴史ある酒蔵です。北村酒造では二世紀以上にわたり、襲名で先代の名が引き継がれ、現在は七代目当主･北村
宗四郎氏と次期八代目となる北村豊一郎氏の親子鷹で、北村酒造の歴史をいまに伝えています。酒銘「猩々」は、謡曲
「猩々」に由来し、その“よも尽きじ萬代までの〈竹の葉の）酒、酌めども尽きず、飲めどもかわらぬ”をモットーに、時代に媚びるこ
となく、酒造りの基本を大切にしている酒蔵です。
　北村酒造のその真摯な姿勢にほれ込んだリカープラザ店主との出会いから約20年。東日本地区での販売代理店として
リカープラザ大越酒店とメンバーズサロン「御酒塾」で『猩々』シリーズをご紹介し、多くのファンを魅了しております。
　この度、金賞受賞となった北村酒造の最高峰「猩々 純米大吟醸 山田錦37.5%精米」は、兵庫県の特A地区の山田錦
米を100％使用し、37.5%に精米された白米と吉野川の伏流水で醸されます。3℃ほどの低温でゆっくりと発酵させたこのお酒
は、上品な吟醸の香を生み、なめらかで芳醇な旨味をもつ銘酒として誕生します。本来はこの原酒の状態から加水をし、熟成
期間を1年経て、旨味が最高潮に達したことを確かめてから出荷させておりますが、今回の金賞受賞となった「出品酒そのも
の」をぜひともお楽しみいただきたく991本の出荷をいたすことになりました。うち東日本の販売本数は300本のみとなります。
リカープラザの35周年記念日である7月11日より販売を開始いたします。ぜひともこの記念酒をお楽しみくださいませ。

久米島の久米仙
球美古酒18年 43度
古酒のもつ、まろやかな甘味と、やわら
かな古酒香を全面的に引き出した泡盛。
久米島の久米仙が誇る高級熟成古酒。 

720㎖ 7,350円

久米島の久米仙
でいご古酒 43度
全麹仕込み・常圧蒸留にして
造り上げられた古酒。素材の
旨味がしっかりと味わえます。

1.8ℓ 2,667円

久米島の久米仙
久米島の久米仙 30度
伝統の製法で造り上げた一升瓶。
天然湧き清水で醸された、爽やか
な飲み口が人気の泡盛です。

1.8ℓ 2,289円

久米島の久米仙
び 25度
味・香りともに泡盛の旨味を
しっかりと引き出した古酒。軽
く滑らかな味が特徴。

1.8ℓ 2,152円
720㎖ 1,060円

平成25年全国新酒鑑評会 金賞受賞平成25年全国新酒鑑評会 金賞受賞
『猩  々純米大吟醸 山田錦37.5%精米』『猩  々純米大吟醸 山田錦37.5%精米』

しょうじょう

【ご予約方法】
リカープラザ各店店頭またはホームページよりお申込みいただけます。

猩  々純米大吟醸 山田錦37.5%精米
 「金賞受賞酒」
鑑評会出品酒 991本
アルコール度数17.2%／酸度1.5／720㎖
5,250円（税込）

ホームページ
リニューアル
リカープラザのホームページをリニュー
アルしました。最新イベント情報、店舗情
報はこちらでご確認ください。
http://www.liquor-plaza.com/

久米島の久米仙
古酒「壷入りシュロ巻」
43度
風格のシュロ巻壷、沖縄では古くか
ら結婚式、お子様の誕生日の記念と
して、古酒に「幸」をたくし、節目毎に
家族で味わってきました。御贈答用
も大変喜ばれます。 

３升（5.4ℓ）32,865円
５升（9ℓ）38,220円

LiquorPlaza

35th

　国電稲毛駅前で開業した大越酒店は今年創業で59年目となります。35年前、稲毛駅線路の高架工事とともに稲毛周辺の区画整理が行わ
れました。それに伴い売り場面積が半分以下になってしまうという事情もあり、この機に立体的な酒販店構想を目指し、お酒の広場を意味する
「リカープラザビル」が誕生しました。
　それまでは味噌や醤油なども扱う食料品店でもあった大越酒店は、日本と世界の銘酒＆煙草を本格的に品揃えした「お酒と煙草の専門店 
リカープラザ大越酒店」として１Fフロアに。２Fはギフト商品やお酒に関するノベルティを充実させたフロアに。旧大越酒店に併設していた姉妹店
「ティールーム赤とんぼ」は３Fフロアに。同じく併設の飲み処であった立ち飲み屋は「izakaya銘酒の里」にリニューアルしてB1フロアへ。
　リカープラザ誕生から35周年を迎え、それぞれの新しい顔で今日まで営業をしております。これまでのご愛顧に心
からの感謝を申し上げます。ありがとうございました。35年前に掲げた「リカープラザの信条」の提言から時は経ても、
訴えるべき精神は変わりません。どうぞ今後ともお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

1965年（昭和40年） 1月 国鉄稲毛駅前の【和洋酒 大越酒店】酒類販売業を受け継ぐ

1966年（昭和41年）  趣味の店【大越陶芸店】開始

1967年（昭和42年）  宅配式御用聞きシステム「リビングサービス」開始

1972年（昭和47年）  駅前店リニューアル

1973年（昭和48年） 10月 2Fに赤い屋根の喫茶店【ティールーム赤とんぼ】オープン

1974年（昭和48年） 1月 1Fに立ち飲み屋【一発】オープン

1978年（昭和53年） 9月 本店ビル建設始まる

1979年（昭和54年） 7月 リカープラザ稲毛駅前本社ビル落成

  日本と世界の銘酒専門店【リカープラザ大越酒店】オープン

1981年（昭和56年） 4月 全国の地酒と産地直送の肴【izakaya銘酒の里】オープン

 11月 オスピス・ド・ボーヌ　第1回目落札　（以降1985年まで）

1983年（昭和58年） 11月 大越貴史が仏にてコンパニオン･ド･ボジョレー称号授与

1984年（昭和59年） 7月 東京都信濃町に酒類小売･輸入会社【（株）大越酒類販売】設立

  【リカープラザ東京店】オープン　47蒸留所の本場泡盛全種が揃う店

1985年（昭和60年） 11月 日本発「原産地認証明示ワイン」発売

  日本のワイン文化を守る会開催（於：東京銀座ライオン）

1987年（昭和62年） 6月 大越貴史著【酒屋さんが書いた酒の本】発行

 10月 「1㏄1円ワイン」カリフォルニアから直輸入開始

1990年（平成2年） 6月 会員制日本酒サロン【御酒塾Miki-Juku】オープン

1991年（平成3年） 10月 【ティールーム 赤とんぼ】が【Lounge Aka-Tombo】にリニューアル

1992年（平成4年） 6月 酒税法改正により【酒屋さんが書いた酒の本・新訂版】発行

1997年（平成9年） 8月 （株）リカープラザ設立　リカープラザホームページ開設

1998年（平成10年） 4月 首都圏最大級アウトレットモールに【リカープラザPAT店】オープン

1999年（平成11年） 6月 御酒塾10周年の集い開催（於：帝国ホテル）

2001年（平成13年） 2月 ANAショッピングサイト【SAKEブティック】オープン

2002年（平成14年） 4月 楽天市場【世界のお酒とタバコの専門店】オープン

2005年（平成17年） 9月 リカープラザPAT店リニューアルオープン

2008年（平成20年） 10月 リカープラザ大越酒店30周年＆御酒塾20周年の集い開催（於：帝国ホテル）

おかげさまで今夏
リカープラザ誕生から35周年

久米島の久米仙
ブラウン 30度
泡盛の旨さを知らしめたベス
トセラー。味・香り・コクともに
爽やかな飲み心地。

720㎖ 1,050円

サマーギフトフェア開催
期間中、ギフト商品（3,000円以上）をお買い
上げの先着100名様に「リカープラザ35周年
オリジナル五勺升」をプレゼントいたします。

7月11日
販売開始!

2013 Summer

豊かな気候風土とこだわりの酒造り。
自然に恵まれた久米島の味をお楽しみください。
◎期間中、久米島の久米仙ギフト商品をお買い上げのお客様に
　もれなく久米島の純黒糖をプレゼント！


