
1800ml　3,073 +税　／　 720ml 　（完売）秋田・山本酒造店

佐賀・古伊万里酒造

新潟・青木酒造

茨城・来福酒造

アルコール

17度 アミノ酸度
他

酸度

岩手・菱屋酒造店

-1

アミノ酸度 1.4

華吹雪

16.9度

アルコール
2.5

軽快で甘酸っぱい香味。口内で爽やかに広が

り、余韻はキリッと。

55% 酸度
アミノ酸度

1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　（完売）

来福　元祖くだもの ばなな 純米大吟醸 生

日本酒度

アルコール
他 要冷蔵、7号酵母、中取り

長野・宮坂醸造

精米歩合

他 要冷蔵、シャクナゲ酵母

0.8
他 リンゴ酸多産性No77酵母

原料米

15度

日本酒度 +3

原料米 強力

日本酒度

葡萄果汁のような甘味とチリチリとした酸味。

爽やかでじんわりと広がる余韻。

酸度

57%

穏やかに甘味を思わせる吟醸香。気品のあるフ

ルーティーな旨みを、シャープに楽しめます。

萩乃露　肉食系純米酒 山田錦直汲み生

鶴齢　純米吟醸 愛山

精米歩合

酸度 1.6

精米歩合 55%

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,425 +税

要冷蔵

菱屋　別撰純米 中取り 生詰 1年熟成 ＜再入荷＞

綺麗に１年半熟成した生詰酒。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。

他

きたしずく

アルコール

アルコール 18.1度

姿　きたしずく 純米吟醸無濾過生原酒 ＜再入荷＞

他
17.5度 アミノ酸度

1.6

栃木・飯沼銘醸

原料米

アルコール
酸度

（1800mlはございません）　720ml 　1,425 +税

姿　純米吟醸 生酒 スパークリング（白） ＜再入荷＞

15.8度 アミノ酸度
要冷蔵、開栓注意

-2

栃木・飯沼銘醸

みやさか　美山錦 生原酒 純米吟醸（通年酒） 古伊万里 前　flow 純米酒　＜再入荷＞

シャープな酸と、綺麗な雄町の旨み。

僅かな甘味と口開け時には弱いガス感。

原料米 雄町 日本酒度
精米歩合 酸度65%

爽やかでジューシーな甘味と酸味。夏に飲みた

いフルーティーな生原酒です。

原料米
精米歩合

他
15度 アミノ酸度

美山錦
55%
16度

きらめき燦然（さんぜん） 純米吟醸　朝日55 生

精米歩合
アルコール 17度

岡山・菊池酒造

55%

酸度
アミノ酸度

1.6 精米歩合

1800ml　2,800 +税　／　 720ml 　1,400 +税

シャープな炭酸と、ほのかな甘み。キレの良い

飲み口の活性にごり酒。

1回火入れ、雪室貯蔵

1800ml　2,800 +税　／　 720ml 　1,680 +税

原料米 愛山 日本酒度

アミノ酸度 1.2

原料米

※数量限定商品のため、品切れの際はご了承下さい。 ※ラベルや商品詳細は昨年の情報で作成しているため、変更になる可能性がございます。

1.5

他 1801 酵母、無濾過生原酒

原料米

18.3度

フルーティーな香りと濃い旨さ。後味は爽やか

な辛口で、濃くて軽快な不思議な味わい。

原料米 朝日 日本酒度 -5
酸度 1.6

8種類 日本酒度 -2

生酒の爽やかな甘味から旨みにつながり、次第

にドライな辛口に。ワイルドな辛さ。

原料米 山田錦

山本　サンシャインイエロー 山廃 純米吟醸

日本酒度

日本酒度 +10

原料米

 　　若松屋酒店 2021年 夏酒、第２弾！

55%

2.1

越淡麗 日本酒度 -7

アミノ酸度 0.9

1800ml　4,000 +税　／　 720ml 　2,000 +税 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,565 +税

50% 酸度

55%
+2

アルコール

アルコール
60%

要冷蔵
アルコール

美山錦

滋賀・福井弥平商店

酸度

新潟・DHC酒造 1800ml　3,185 +税　／　 720ml 　1,592 +税

原料米

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,536 +税

55% 酸度 2.0

精米歩合

精米歩合

嘉山（かやま）　純米吟醸 無濾過生原酒（通年酒）

他 要冷蔵、都内３件のみの取り扱い

アルコール 15度 アミノ酸度

アルコール 17度 アミノ酸度

他 山廃仕込、1401酵母
0.8

酸度
吟の精

コンセプトは「冷やして楽しむフレッシュな山

廃」心地よい酸味でスッキリと。

日本酒度

秋田・山本酒造店

1.3

インパクトのある甘みと酸。濃醇甘口でクセに

なる味わい。夏はロックも勧め。

アミノ酸度

1800ml　2,700 +税　／　 720ml 　1,380 +税

精米歩合

1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　（完売）

他 他

山本　純米吟醸 ドキドキ ＜再入荷＞

バナナのような香りと甘味を、スッキリと軽快

に。柔らかな甘味を酸味が包みます。

1.6精米歩合 55% 精米歩合

日本酒度 -2

暑い夏は、冷たいお酒が美味しい季節！

キンキンに冷やて、夏の食事と一緒にお楽しみください。

第１弾の夏酒も、一部再入荷しています！



在庫状況等、お気軽にお問合せください

福岡・小林酒造本店 1800ml　2,960 +税　／　 720ml 　1,600 +税

ベース

【リキュール】 沖縄んブルー　国産レモンサワーの素

アルコール 22度
他 炭酸割りでお楽しみください。

沖縄の海のようなブルーのレモンサワーの素。

爽やかなグレープフルーツ風味です。

原料
高品質の甲類焼酎

720ml 　2,550 +税
小左衛門×丹波ワイン FUSION ｸﾘｰﾐ- 赤ワインと純米大吟醸の香りが混ざる、華やかで

複雑な香り。甘味と、やわらかな熟成の味わい。

720ml 　2,350 +税

鶴齢　特別純米 瀬戸産雄町55% 生原酒
1800ml　3,400 +税　／　 720ml 　（完売）

メロンのようなフルーティーな香りと甘味。雄町

の濃い旨みを爽やかな酸味と一緒に。

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　山廃純米 「天杉」木桶仕込 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。 1800ml　2,727 +税　／　 720ml 　（完売）

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,520 +税
三千櫻　純米 完熟バナナ酵母 完熟バナナのような不思議な香り。甘さを含んだ

熟成したバナナのようなコクのある旨さ。

小左衛門　Dessin[土]純大おりがらみ生 お酒を飲んで農を知るデッサンシリーズ。爽やか

な果実味と、澱のクリーミーな味わい。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,627 +税

1800ml　2,800 +税　／　 720ml 　（完売）
手取川　白い山廃純米 活性にごり 生

指定農園の国産レモン

天寶一　特別栽培米 辛口 純米大吟醸 辛口を目指し造られた純米大吟醸。上品な旨さ

を、ドライでキレの良い辛口の余韻と共に。

七田　生酛 純米吟醸 シトラス系を思わせる香りと爽やかで軽快な酸味

とボリュームのある味わい 720ml 　1,700 +税

720ml 　1,800 +税

七田　純米吟醸 愛山50

　　　＜再入荷＞

デラウェアのようなフルーティーな香り。綺麗な

果実のような甘味から、ジワジワと辛口の味わい

に。
720ml 　2,150 +税

1800ml　3,073+税　／　 720ml 　（完売）

爽やかな酸味。心地よい泡と楽しむお米の旨み。

まるで大人のカルピスソーダ。

華やかな香りと、優しくスッキリとした味わい。

後味に綺麗な余韻。

山本　ミッドナイトブルー 純吟 火入れ

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。

〒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


