
岩手・南部美人

　 　　　 春から初夏に美味しい酒 のご案内です

長野・宮坂醸造

栃木・飯沼銘醸

山梨・山梨銘醸 富山・桝田酒造店

岐阜・三千盛 鳥取・千代むすび酒造

佐賀・天山酒造

1800ml　2,044 +税　／　 720ml 　1,023 +税 （1800mlはございません）　720ml 　1,800 +税

※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

和歌山・名手酒造

アルコール 16度

1800ml　3,200 +税　／　 720ml 　1,600 +税

ﾖｰｸﾞﾙﾄのような酸味を帯びた米の旨み。柔らか

くスッキリとした飲み口で個性的な味わい。

原料米 ひだほまれ 日本酒度 +4

姿　愛山  純米吟醸 無濾過生原酒

2.4
アルコール

60% 酸度

58%
アミノ酸度

1.6

岐阜・中島醸造 1800ml　3,090 +税　／　 720ml 　1,627 +税

白ワインのような少しの甘味と軽快な酸味。奥

行きのある複雑な余韻。

帰山（きざん）　 Extra Edition 参番 純米吟醸 生 袋搾り

芳醇な甘味と爽やかな酸味が特徴の参番。袋搾

りで、雑味なく綺麗に仕上げた生酒です。

原料米 美山錦 日本酒度 -15
精米歩合 酸度 3.055%

愛山らしい、甘味を帯びた旨みを楽しめる無濾

過生原酒。心地よい酸味でやや爽やかに。

原料米 愛山 日本酒度

シャープな甘味と酸味。細やかなプチプチとし

たガス感が、爽快な余韻を演出します。

原料米

15度 アミノ酸度
要冷蔵

精米歩合

±0

アルコール 15度 アミノ酸度

アルコール
他

酸度

精米歩合 55% 酸度

姿　ひとごこち 純米吟醸 無濾過生原酒

スマートでフレッシュな味わい。マスカットや

メロンのような甘味と旨み。爽やかな余韻。

原料米 +4

アルコール

日本酒度

他

酸度 1.6

要冷蔵

ひとごこち

17.2度 アミノ酸度
精米歩合 55%

栃木・飯沼銘醸 1800ml　2,850 +税　／　 720ml 　1,425 +税

50%
18度

優しい口当たりから、力強い雄町の旨み。辛口

でボリューム感がある生原酒。

原料米
精米歩合

日本酒度

アルコール

雄町 日本酒度 +7
酸度

黒牛　純米吟醸 雄町 生原酒

瓶内二次発酵、要冷蔵

精米歩合

55%

1.4
アミノ酸度 0.7

他 要冷蔵、火入れの雄町純吟もございます

16度 アミノ酸度 1.2
精米歩合1.9

七田　純米 七割五分 山田穂 無濾過生

酸度 2,0

他

原料米 雄町 日本酒度

お米の柔らかな甘味を感じ、その後は伸びやか

な辛さへ。程よい旨みと辛口の余韻へ。

しゅわっと空　千代むすび 微発砲 純米吟醸

南部美人　雄三スペシャル 雄町純米 無濾過生原酒

他 要冷蔵

+2

満寿泉　GREEN  生　ワイン酵母仕込

原料米 国産米 日本酒度

他 要冷蔵、ワイン酵母

真澄　突釃(つきこし) 純米吟醸生原酒

精米歩合

さわやかな微発泡のあわ立ち

ほのかな甘味でスッキリとした味わい

原料米 山田錦 日本酒度
60%

美山錦、山田 日本酒度

（1800mlはございません）　720ml 　2,280 +税

他

17.3度 アミノ酸度

小左衛門　Dessin「米の芯」純米吟醸 限定生

1800ml　3,500 +税　／　 720ml 　1,750 +税

他 要冷蔵

長野・千曲錦酒造 1800ml　3,000 +税

他 要冷蔵

アルコール

15-16度

日本酒度

要冷蔵

720ml 　1,200 +税

アルコール 12～13度 アミノ酸度
酸度

アミノ酸度

720ml 　1,650 +税

+12~13

精米歩合 60%

（1800mlはございません）　720ml 　1,400 +税

アルコール 18度 アミノ酸度

+11

要冷蔵、K-701酵母

酸度

1800ml　2,600 +税　／　 720ml 　1,250 +税

アルコール 17度 アミノ酸度

七賢　風凛美山 生 純米酒

七賢らしい、綺麗な味わいの純米生酒。程よい

甘味と旨みで驚きのコストパフォーマンス。

原料米 ひとごこち他

精米歩合 70% 酸度

他
アミノ酸度

リンゴや桃のような果実の香り。柔らかな甘味

から、特徴的な旨味と酸味へ。

原料米 山田穂 日本酒度 +2
精米歩合 75%

他 要冷蔵

精米歩合

シュワシュワの泡が心地よい辛口のスパークリ

ング。爽やかな香味と辛口のキレ。

45% 酸度

他 要冷蔵、活性にごり酒

原料米 国産米

アルコール

三千盛　アクティブスパークリング 純米大吟醸

酸度

アルコール 14-15度

１）生酒、無濾過生原酒

２）スパークリング日本酒



他にも続々入荷予定です

繁桝　切り絵ラベル 純米吟醸 天寶一　こいおまち　純米酒　華風車（かざぐるま）

やさしく品の良い吟醸香に、心地よい甘味と旨

み。綺麗な余韻と辛口のキレの後味。

すっきりとした少しの甘味から、フレッシュな

果実のような強い酸味へ。軽快で辛口。

原料米 山田錦 日本酒度 +1 原料米 こいおまち 日本酒度 +5
精米歩合 55% 酸度 1.6 精米歩合 55-60% 酸度 1.6
アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール 16.5度 アミノ酸度
他 熊本9号酵母、火入れ 他 要冷蔵、6号系酵母

福岡・高橋商店 1800ml　3,200 +税　／　 720ml 　1,600 +税 広島・天寶一 1800ml　2,800 +税　／　 720ml 　1,400 +税

山本　山廃純米 「天杉」木桶仕込 酔鯨　純米大吟醸 吟麗プレミアム　　限定600本

とても綺麗な酒質で、舌の両脇に感じる旨み

と、細やかな酸味が、山本らしい純米酒。

2種類の酵母で仕込んだ、やや華やかな吟醸

香。酔鯨らしい細やかな酸味と辛口のキレ。

原料米 美山錦 日本酒度 +2 原料米 松山三井 日本酒度 +5
精米歩合 70% 酸度 1.8 精米歩合 50% 酸度 1.4
アルコール 15度 アミノ酸度 アルコール 16度 アミノ酸度 1.0
他 年２回発売の限定酒 他 高知酵母

秋田・山本酒造店 1800ml　2,727 +税　／　 720ml 　1,364 +税 高知・酔鯨酒造 　1800ml　2,900 +税

久保田　爽醸 雪峰(そうじょう せっぽう) 純米大吟醸 鶴齢　Years Bottle 2020/21 純米大吟醸

精米歩合 48% 酸度
アルコール 14度 アミノ酸度 アルコール 17度 アミノ酸度
他 火入れ 他 火入れ

新潟・朝日酒造 500ml 　3,100 +税 新潟・青木酒造 720ml 　5,000 +税

淡く上品な吟醸香。優しい甘味と酸味と一緒

に、奥深い綺麗なお米の旨み。

雄町の柔らかな甘さと、透明感のある旨さが広

がります。 後半は酸味と共に辛口に。

原料米 五百万石、他 日本酒度 +2 原料米 雄町 日本酒度
精米歩合 50-33% 酸度 1.2

常圧
他 水割り、炭酸割り、ストレート 他 炭酸割り、水割り、ロック

【芋焼酎】 大和桜 春眠不覚暁（しゅんみんあかつきをおぼえず） 【芋焼酎 】山猪(やまじし)

大和桜の中でもスッキリと飲みやすいタイプ。

シルキーでなめらかな飲み口。

昔ながらのコクて甘味の強い芋焼酎。濃厚で濃

い飲み口がクセになります。

原料 芋 原料 芋
麹 米麹 麹 白麹
アルコール 25度

黄金千貫
白麹

ロック、お湯割り、水割り、炭酸割り

1800ml　2,500 +税　／　 720ml 　1,300 +税 宮崎・落合酒造場 1800ml　2,270 +税

甘くフレッシュな果実のような芋の香り。甘さ

のある香りと、辛口の溌溂とした旨み。

麹だけで仕込んだ濃厚な味わいの麦焼酎。しっ

かりとした麦の風味と、力強い甘味。

原料 芋 原料 麦
麹 白麹 麹 麦麹
アルコール 25度 蒸留方法 常圧

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

宮崎・落合酒造場

白麹

【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 麦麹
アルコール 25度 蒸留方法 常圧
他 ロック、お湯割り、水割り

米

一次白麹、二次黄麹
紫優（むらさきまさり）

米

二条大麦

アルコール 25度 蒸留方法 常圧

【芋焼酎 】裏赤江(うらあかえ） 【麦焼酎】 風の梟(かぜのふくろう) 総麹

鹿児島・大和桜酒造 500ml　1,000 +税 宮崎・すき酒造 1800ml　2,200 +税　／　 720ml 　1,185 +税

蒸留方法 常圧 アルコール 25度 蒸留方法

他 炭酸割り、ロック、水割り 他
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３）今の季節だけの限定酒

４）年１回発売の高級酒

５）季節限定焼酎



在庫状況等、お気軽にお問合せください

鶴齢　純米吟醸 山田錦50% 生原酒 柔らかい飲み口から、少し甘味を帯びた果実味。 

少しの酸味でスッキリとした飲み口に。  1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,750 +税

美丈夫　純米吟醸 純麗たまラベル 中取り 柑橘系の吟醸香に優しい甘味、雑味が少なく綺麗

な飲み口。後味はシャープな辛口。 1800ml　2,800 +税　／　 720ml 　（完売）

〆張鶴　純米吟醸 生原酒

　　　　　＜３月再入荷＞

三河武士　生酛純米 生原酒 360本限定

手取川　純米吟醸 石川門 生原酒

作　新酒 純米大吟醸 　＜2月再入荷＞
1800ml　3,800 +税　／　 720ml 　（完売）

手取川　純米吟醸 生原酒 シャキッと辛口

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

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。 1800ml　2,600 +税　／　 720ml 　（完売）

1800ml　3,650 +税　／　 720ml 　1,800 +税

1800ml　2,600 +税　／　 720ml 　（完売）

爽やかな旨みを想わせる香り。綺麗な旨味に細や

かな酸味で、辛口の余韻へ。 1800ml　2,800 +税　／　 720ml 　（完売）

LUXURY(ラグジュアリー,贅沢)とRHYTHM（リズ

ム,律動）を合わせた酒名。 720ml 　1,500 +税

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　（完売）　／　 720ml 　1,800 +税

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。

洋梨や青リンゴのような爽やかな香り。

フレッシュな酸味と穏やかな甘み。 720ml 　1,700 +税

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⁉

姿　うしろ姿　無濾過生原酒 数種類の原酒の責め部分をブレンド。特有の甘味

と酸に加え、ブレンド由来の複雑な味わい。

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。

陸奥八仙　赤ラベル 特別純米 生原酒

　　　　　　＜再入荷＞

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　（完売）　／　 720ml 　1,700 +税

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,500 +税

萩の鶴×フェルミエ FUSION Layered

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。 720ml 　1,800 +税

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。 1800ml　4,000 +税　／　 720ml 　（完売）

鶴齢　特別純米 山田錦55% 生原酒 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。 1800ml　3,200 +税　／　 720ml 　（完売）

七田　純米 七割五分 愛山 無濾過生原酒

　　　＜再入荷＞

【どぶろく】黒松仙醸(くろまつせんじょう) どぶといちご

甘酸っぱい、苺の味わいのどぶろく。醪のつぶ

つぶ感と苺の酸味、旨みを爽やかに。

アルコール 4度
他 開栓注意

長野・仙醸 600ml　1,500 +税

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。 1800ml　2,700 +税　／　 720ml 　1,300 +税

七田　純米吟醸50 雄町 無濾過生

　　　 ＜再入荷＞

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。

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。

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。 1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　1,500 +税

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,600 +税

七田　純米 七割五分 雄町 無濾過生原酒

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

古伊万里 前　LUXURHYTHM

菱屋　別撰純米 中取り 生原酒 1年熟成 綺麗に１年半熟成した生原酒。濃厚で深みのある

甘味と旨みとナッツのような熟成の旨み。  1800ml　2,700 +税

まんさくの花　巡米酒 亀の尾 純米原酒 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。 1800ml　2,500 +税　／　 720ml 　1,350 +税

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。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,581 +税
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