
新潟・青木酒造 新潟・青木酒造

他 要冷蔵

1800ml　2,700 +税　／　 720ml 　1,350 +税

他 要冷蔵

鳥取・千代むすび酒造 1800ml　3,150 +税　／　 720ml 　1,575 +税

アミノ酸度 アルコール
他 要冷蔵

佐賀・天山酒造 1800ml　2,700 +税　／　 720ml 　1,300 +税

他 要冷蔵
16度 アミノ酸度

アルコール 17度 アミノ酸度

17度

16度 アミノ酸度

アルコール

鳥取・千代むすび酒造

原料米 愛山 日本酒度 ±0 原料米 雄町 日本酒度 ±0
精米歩合 75% 酸度 1.7 精米歩合 50% 酸度 1.4

酒米違いシリーズ「山田錦」。しっかりとした

米の旨みを、爽やかな酸味でキレよく。

原料米 山田錦 日本酒度
精米歩合 55%

他 要冷蔵

酸度

島根県産米 日本酒度

春の柔らかな陽気のような、やさしい香りと味

わい。 爽やかな旨みの生酒です。

酸度 1.8
アルコール

一際（ひときわ）　特別純米 中取り 無濾過原酒生

弱いガス感に、甘さと旨さがぎゅっとまじり

あった甘美な香味。キレの良い後味。

原料米 五百万石

+1

他

原料米

月山　純米吟醸 春酒 しぼりたて生

一際（ひときわ）　純米大吟醸 山田錦45 無濾過原酒生

弱いガス感に、品のある綺麗で濃い旨味と優し

い甘味を感じる、無濾過生原酒です。

日本酒度 -1.2 原料米 山田錦 日本酒度 +1
精米歩合 55% 精米歩合 45%

精米歩合 60%

1800ml　2,800 +税　／　 720ml 　1,450 +税

要冷蔵

酸度

五百万石、トヨニシキ 日本酒度

1800ml　3,500 +税　／　 720ml 　1,750 +税

アルコール
他

要冷蔵、6号系酵母

七田　純米吟醸50 雄町 無濾過生

パインのような香り。ピチピチとした口当たり

から雄町特有の甘味と酸味のビターな後味。

17度 アミノ酸度
精米歩合

他 要冷蔵

アルコール 17度 アミノ酸度

佐賀・天山酒造 1800ml　3,650 +税　／　 720ml 　1,800 +税

1.5

陸奥八仙　URARA ラベル 吟醸 裏八仙　純米大吟醸 無濾過 生

陸奥八仙の限定酒「裏」八仙。華やかでありな

がら、濃厚な旨みと、気品のある余韻。

原料米 華想い 日本酒度
精米歩合 酸度50%

春をイメージしたうららかな季節限定酒。華や

かな香りと、柔らかく優しい甘味と旨み。

原料米
精米歩合

他 要冷蔵、取扱限定酒
アルコール 16度 アミノ酸度アルコール

青森県産米

1800ml　2,450 +税　／　 720ml 　1,220 +税

要冷蔵

越神楽、越いぶき

酸度 1.4

60%
16度

日本酒度 +1
酸度
アミノ酸度

他 火入れ

1800ml　3,200 +税　／　 720ml 　1,600 +税

アルコール 17度 アミノ酸度

鶴齢（かくれい） 特別純米 山田錦55% 生原酒

七田　純米 七割五分 愛山 無濾過生

ライチのような果実の香り。愛山特有の上品な

甘味と酸味から、ビターな旨みへ。

かたふね　春のにごり酒　純米

優しい甘味と軽快な米の旨み。スムーズな飲み

口で余韻も爽やか。ベタっとしないにごり酒。

原料米 -10

アルコール

日本酒度

他

酸度 1.4
15.8度 アミノ酸度 1.4

精米歩合 65%
こいおまち 日本酒度

酵母を添加せずに天然酵母でメロンのような芳

香を作ります。濃い甘味と旨みと酸味。

原料米

16度 アミノ酸度
要冷蔵

精米歩合

+5

にいだしぜんしゅ　めろん3.33 純米吟醸 生もと

精米歩合 55-60% 酸度
アルコール 16.5度 アミノ酸度

鶴齢（かくれい） 純米 山田錦65% 生原酒

1800ml　2,800 +税　／　 720ml 　1,400 +税

他

60% 酸度

青森・八戸酒造 1800ml　4,000 +税　／　 720ml 　2,100 +税

天寶一　こいおまち　純米酒　華風車（かざぐるま）

アルコール
55% 酸度

1.6

1800ml　2,700 +税　／　 720ml 　1,350 +税

春らしい苺のような香りで、ラベルも苺の花。

雄町らしい膨らみと辛口の余韻。

原料米

　　　　　　 いよいよ春到来　春の酒　のご案内です

島根・吉田酒造 福島・仁井田本家

広島・天寶一

※ラベルや商品詳細は変更になる可能性がございます。また季節商品のため品切れの際はご了承ください

青森・八戸酒造 1800ml　2,900 +税　／　 720ml 　1,600 +税

濃い山田錦の旨みを生原酒らしい力強さで。酸

味と辛口のキレが後味を引き締めます。

原料米 山田錦 日本酒度

新潟・竹田酒造店

春の霞のような淡い味わいが美味しい「春のお酒」。

うすにごりや、やや甘みのあるお酒、桜をイメージしたボトルなど、バラエティー豊かです。

うららかな春の到来を美味しい日本酒でお祝いしてみてはいかがでしょうか？



他にも続々入荷予定です

二条大麦
麦麹

山形・出羽桜酒造青森・平考酒造

山形・冨士酒造 1800ml　3,685 +税　／　 720ml 　1,833 +税

酸度 1.4
0.8 アルコール 15.9度 アミノ酸度 0.9

1800ml　3,163 +税　／　 720ml 　1,581 +税

アルコール 15度 アミノ酸度
50-55%

蔵元曰く、エキゾチックな果実味。愛山の旨み

と甘味を、余韻はキレ良く楽しめます。

原料米 酒こまち 日本酒度 +1 原料米 愛山 日本酒度 -1

他 要冷蔵

1.4
アルコール 16度 アミノ酸度

日本酒度 +11 +1
精米歩合 60% 酸度 1.7 精米歩合

他

栄光冨士　愛山 純米大吟醸無濾過生原酒

精米歩合 55% 酸度 1.6

出羽桜　純米吟醸 雄町 無濾過生原酒

出羽桜らしい綺麗な旨さの生原酒。雄町の米の

旨みを、綺麗な後味まで楽しめます。

17度 アミノ酸度

原料米 雄町 日本酒度

吟の夢 日本酒度 -5

初孫　苗の息吹 純米生原酒

 720ml 　1,300 +税

アルコール 17度

要冷蔵

精米歩合 50%

秋田・山本合名

山本　ストロベリーレッド　純米吟醸 生原酒

出羽の里 日本酒度 ±0
精米歩合 65% 酸度

他 要冷蔵

山形・東北銘醸 1800ml　2,480 +税　／　 720ml 　1,240 +税

果実のように爽やかな風味。生酛造りによる

しっかりとした旨さを楽しむ生原酒。

原料米 まなむすめ 日本酒度 +7~+8 原料米

アルコール 17.5度 アミノ酸度

他 要冷蔵

フレッシュで爽やかな味わい。穏やかな旨み

と、適度な酸、辛さのキレのある後味

他 要冷蔵

常圧
他 ロック、お湯割り、水割り

苺のような柔らかい吟醸香と甘味。白麹由来の

酸味で後半はシャープにしまった辛口に。

酸度 2精米歩合

要冷蔵

浦霞　純米辛口　生酒

1800ml　2,500 +税　／　 720ml 　1,350 +税

17度

日本酒度 ±0

米百俵 六郎次　純米吟醸 無濾過生酒

新潟・栃倉酒造

0.8

原料米

大分・藤居醸造 1800ml　2,700 +税　／　 720ml 　1,350 +税

【麦焼酎 】泰明(たいめい) 新焼酎
泰明らしい力強い麦の味わいに、新焼酎の荒々

しい旨さが加わりました。

原料 麦
麹 白麹
アルコール 25度 蒸留方法

他

他 要冷蔵

宮城・佐浦 1800ml 　2,720 +税

日高見　超辛口純米 生

定番の超辛口の生バージョン。辛口で爽やかな

旨みがあり、魚料理に合う味わい。

原料米 ひとめぼれ

1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　1,500 +税

他 要冷蔵、2021年 挑戦酒。

精米歩合 50% 酸度 精米歩合 55%

高知・濱川商店 (1800mlはございません。)　　720ml 　1,500 +税

酸度 1.6
アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール 14度 アミノ酸度 1.1

1800ml　2,500 +税　／　 720ml 　1,200 +税 (1800mlはございません。)　　720ml 　1,800 +税

アミノ酸度 アルコール
50% 酸度 1.6

アルコール 15度

美丈夫　純米吟醸 ＣＥＬ-24

上品な吟醸香からフレッシュな甘さを纏った米

の旨みへ。辛口の余韻の旨い酒。

アミノ酸度 1.1
他 秋田酵母No.12、火入れ

精米歩合 1.9 精米歩合

ライチのような華やかでかぐわしい香り。きれ

いな甘みと酸を感じ、爽やかな余韻へ。

原料米 越淡麗 日本酒度 -1 原料米

スッキリとした旨みの亀の尾を、しっかりとし

た酸味と合わせシャープに。

70% 酸度
亀の尾

アルコール

まんさくの花　巡米酒 亀の尾 純米原酒

アルコール 16度 アミノ酸度
他 要冷蔵

山本　ミッドナイトブルー 生原酒

柑橘系のフルーツのようなジューシーな味わ

い。爽やかな酸味と適度な旨み。

原料米 酒こまち 日本酒度 +1
精米歩合 50-55% 酸度 精米歩合 酸度

まんさくの花　直汲み 特別純米 生原酒

+2

LUXURY(ラグジュアリー,贅沢)とRHYTHM（リ

ズム,律動）を合わせた酒名。

爽やかで軽快な香りと、発酵時のガスのプチプ

チ感。 フレッシュな旨みを楽しめます。

原料米 吟の精,酒こまち 日本酒度
60%

他 要冷蔵
アミノ酸度
酸度 1.7

古伊万里 前　LUXURHYTHM（ラグジュアリズム）

原料米 国産米 日本酒度

アミノ酸度
他

秋田・山本合名 佐賀・古伊万里酒造

秋田・日の丸醸造 秋田・日の丸醸造

1800ml　3,163 +税　／　 720ml 　1,581 +税 (1800mlはございません。)　　720ml 　1,500 +税

1.5
アルコール 15度

〒175-0082 東京都板橋区高島平5-53-2

営業時間 9:30 ～ 19:00 水曜定休

TEL：03-3938-7209 ／ FAX：03-3975-9136
HP：「酒 若松屋」で検索

【facebook】【Instagram】 ＠若松屋酒店

お い し い 地 酒 と 焼 酎 の 店

若 松 屋 酒 店

3月下旬入荷 3月下旬入荷



在庫状況等、お気軽にお問合せください

米鶴　純米吟醸 三十四号 生 巨峰のような甘味を感じる香り、みずみずしく軽

やかなタッチで甘味と酸味を楽しめる。 1800ml　2,700 +税　／　 720ml 　（完売）

萩の鶴×フェルミエ FUSION Layered 日本酒の風味をベースにハーブや白ワインの香

り、樽香をまとった複雑な味わいの日本酒。 720ml 　2,350 +税

三河武士　生酛純米 生原酒 360本限定 濃い米の甘味と旨みを、生酛らしい乳酸の酸味が

引き締めます。生原酒らしい力強い味わい。 1800ml　2,600 +税　／　 720ml 　1,300 +税

みやさか　CORE 美山錦　純米吟醸 プチプチとしたガス感を感じるフレッシュな飲み

口。甘味と酸味の溌溂とした旨さ。 720ml 　2,280 +税

1800ml　2,600 +税　／　 720ml 　1,250 +税

真澄　純米吟醸 うすにごり生  活性 早春の淡雪を想わせるうすにごり。甘さと香り、

ふくらみがある優しい口当たりの活性酒。 1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　1,800 +税

美丈夫　純米吟醸 たまラベル 荒走り 柑橘系の華やかな香り。少しの甘味と瑞々しい味

わい。シャープな切れ味。 1800ml　2,800 +税　／　 720ml 　（完売）

1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　1,600 +税

千代むすび　純吟 強力50 無濾過原酒生 力強い味わいの強力米。程よい酸味と、旨み、

しっかりした味わいの生原酒です。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,650 +税

西條鶴　純米吟醸 真骨頂 生

　　　＜再入荷＞

桃やイチゴのようなフルーティーな甘さと酸味。

新酒のみずみずしい飲み口。

天寶一　大吟醸 生 攻め 華やかな吟醸香に、天寶一らしい辛口の後味。圧

をかけて搾る、濃い旨みも特徴です。    1800ml　2,600 +税

他

獺祭　純大45 寒造早槽 しぼりたて生

　　　＜再入荷＞

華やかな香りに、生のフレッシュな飲み口。通常

の獺祭45と比べ、やや味わいが濃く辛口。

古伊万里 前　#1-2020 純米吟醸

　　　＜再入荷＞

マスカットのような爽やかな香りとガス感。爽や

かな酸味と甘みで後味はスッキリと。

炭酸割り、お湯割りがおすすめ

バナナの様な甘味のある香り。ほのかな甘みと

しっかりとした酸を感じ、ビターな余韻に。

七田　純米 おりがらみ 活性生 メロンソーダのような甘くまろやかな香り。シュ

ワシュワの微発砲とフレッシュな酸味。

作　新酒 純米大吟醸 　＜2月再入荷＞ 作らしい華やかな上立ち香と、フレッシュな味わ

いの火入れの新酒。まるで生酒のよう⁉ 1800ml　3,800 +税　／　 720ml 　（完売）

【リキュール】あらごしれもん　梅乃宿 （通年酒）

七田　純米 七割五分 雄町 無濾過生原酒
1800ml　2,600 +税　／　 720ml 　1,250 +税

720ml 　1,620 +税

1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　1,500 +税

国産れもんをふんだんに使い、蜂蜜を使って味

わいを整えた、濃い味わいのレモンリキュー

ル。暑い日は爽やかな炭酸割り、寒い日はお湯

割りででHOTレモンがおすすめです。

アルコール

奈良・梅乃宿酒造 1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　1,500 +税

10度

果物シリーズ グレープフルーツとバナナ。ほどよ

い甘味と柑橘系のような細かな酸味。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,565 +税

七賢　絹の味 純米大吟醸 あらばしり 優しくフルーティーな香り

優しい甘さと旨みの爽やかな純米大吟醸 1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　（完売）

来福　くだもの ぐれふるばなな 純大 生

かたふね　特別本醸造 本生 しぼりたて フレッシュな新酒の香り。優しい甘味をまとった

「米」の旨み。喉越しは引き締まる。 1800ml　2,560 +税　／　 720ml 　（完売）

姿　中取り雄町  純米吟醸 無濾過生原酒 柔らかな甘味と濃い旨さ。味わいの後半に少しの

酸味も感じるジューシーな仕上がり。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,600 +税

〆張鶴　純米吟醸 生原酒 華やかな吟醸香。しぼりたての爽やかなお米の旨

み。昨年1800mlも発売になりました。 1800ml　3,630 +税　／　 720ml 　（完売）

他にもいろいろ季節限定酒、発売中です！ 

※数量限定商品のため、品切れの際はご了承下さい。

山本　純米吟醸 うきうき うすにごり生 春が近づいて「うきうき」。さらりとした飲み口

のおりがらみで、軽快な旨みが特徴です。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,536 +税

陸奥八仙　赤ラベル 特別純米 生原酒 フルーティーでジューシーな味わい。

爽やかな甘さと、辛口の余韻。 1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　1,700 +税

鶴齢　特別純米 越淡麗 生原酒 生原酒らしいフレッシュなお米の甘味。程よいコ

クと酸味のやや辛口の味わい。 1800ml　3,200 +税　／　 720ml 　（完売）

越州　桜日和 吟醸酒 軽快で爽やかな甘さと優しく華やかな香り。ふん

わりとした柔らかい旨みも感じます。 720ml 　1,660 +税

〒175-0082 東京都板橋区高島平5-53-2

営業時間 9:30 ～ 19:00 水曜定休

TEL：03-3938-7209 ／ FAX：03-3975-9136
HP：「酒 若松屋」で検索

【facebook】【Instagram】 ＠若松屋酒店

お い し い 地 酒 と 焼 酎 の 店

若 松 屋 酒 店


