
他

55-60% 1.8

アルコール

 (税込2,640)

750ml 1,900円 (税込2,090) 1800ml 2,750円  (税込3,025)

綾菊 主基のさと（すきのさと）特別純米 無濾過生原酒

酸度
原料米 愛山 日本酒度 +3

1800ml 3,700円  (税込4,070) 1800ml

50% 1.3

令月（れいげつ） くだもの デラウェア

精米歩合 60%

1800ml 2,600円

アルコール 15～16度 アミノ酸度

1800ml 3,150円  (税込3,465)

1.10.6

他 要冷蔵

アルコール 15度 アミノ酸度

 (税込2,860) 720ml 1,250円 (税込1,375)

酸度

±0

18.1度 アミノ酸度 1.4

75%

デラウェアや巨峰のような甘い葡萄の香り。上

品でみずみずしい綺麗な甘味。

原料米 八反錦 日本酒度

他 要冷蔵

酸度 1.3

他

720ml 1,300円

酸度

オオセト 日本酒度

淡いメロンのような香りと甘味。柔らかな酸味

と一緒にじわっと広がる旨みと辛さ。

他

さぬきオリーブ酵母

鳥取・千代むすび酒造

リンゴやメロンのような上品な香り。少しのガ

ス感と繊細な酸味でエレガントな味わい。

酸度

上喜元（じょうきげん） くだもの 優美なりんご

日本酒度

バナナのようにやや甘さを感じる香り。酸味を

纏った濃い旨さとややビターな余韻。

原料米

17度 アミノ酸度 1.8
要冷蔵

綾菊（あやきく） さぬきオリーブ 純米酒

精米歩合

精米歩合
1.7

原料米 オオセト 日本酒度

原料米 雪女神 -1

他

要冷蔵
アミノ酸度

精米歩合
17度

2.3

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。

原料米 山田錦

-1

1.5

アルコール

45% 酸度

酸度

70%
16度

日本酒度 -0.5

酸度 1.5

アミノ酸度 1.1

精米歩合

生で熟成させた、濃い旨みが特徴の純米酒。雄

町の濃い旨みを酸味と一緒に。

原料米 雄町 日本酒度

1800ml 2,400円

60%

1800ml 2,700円  (税込2,970)

七田　純米 雄町 七割五分 寒熟 無濾過生

+3.4

まんさくの花　巡米酒70 愛山 純米原酒 南部美人　雄三スペシャル 雄町純米 火入れ

雄町の爽やかな旨みを楽しめます。冷酒でも燗

でも美味しいのが魅力。

原料米 雄町 日本酒度 +3

精米歩合 酸度 2.060%

愛山の濃厚な甘味を、力強い酸味と旨みが包み

込みます。しっかりとした濃い純米酒。

原料米
精米歩合

他 燗もおすすめ
アルコール 15度 アミノ酸度アルコール

愛山

アルコール

雅乃智の華やかな香りと透明感のある旨みに、

愛山特有の旨さが加わりました。

16度 アミノ酸度

精米歩合 55%
華吹雪

精米歩合 55%

火入

酸度 1.6

3,200円  (税込3,520)

他

作（ざく） 純米吟醸 愛山

1800ml 2,650円  (税込2,915) 720ml 1,450円 (税込1,595) 岩手・南部美人

菱屋（ひしや） 別撰純米 中取り 生詰 1年半熟成酒

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。

原料米 -1

アルコール

日本酒度

他

他

岩手・菱屋酒造店

千代むすび 一際　純大 山田錦45 無濾過原酒生

(税込1,430)

精米歩合
日本酒度 +1

1800ml

アルコール 17度 アミノ酸度
要冷蔵

2,600円  (税込2,860)

720ml

16度アルコール

古伊万里 前 垂直落下式　純米吟醸

精米歩合

華やかなメロンのような香りに、ピュアで雑味

の少ない甘酸の旨み。

55% 酸度
アミノ酸度

他 火入、垂直落下式（袋しぼり）

原料米 山田錦 日本酒度

要冷蔵

720ml 1,900円 (税込2,090)

山田錦/佐賀の華 日本酒度

1,800円 (税込1,980)

綺麗な旨みと上品な甘さ。重すぎず軽すぎず、

落ち着いた旨み。後味はシャープな辛口。

原料米
精米歩合
アルコール 15度 アミノ酸度
他 要冷蔵

酸度55%

秋から冬へ 晩秋においしい酒  のご案内

三重・清水清三郎商店 香川・綾菊酒造

香川・綾菊酒造

広島・相原酒造 山形・酒田酒造

佐賀・古伊万里酒造 佐賀・古伊万里酒造

佐賀・天山酒造

※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

秋田・日の丸醸造

1.4

アルコール 16度 アミノ酸度

720ml 1,600円 (税込1,760)

古伊万里 前　tranquilo(ﾄﾗﾝｷｰﾛ) 純米吟醸

すっかり気温も落ちてきて、秋から冬へ。そんなこの季節もおいしいお酒がたくさん！

個性豊かなお酒も多い晩秋のお酒、ぜひお楽しみください。

１）晩秋の限定酒



  

新潟・宮尾酒造 1800ml 2,235円  (税込2,458) 720ml 1,060円 (税込1,166)

毎年秋に発売になる、芋麹仕込みでpureな芋の

香り、味わいを楽しめる焼酎。

華やかな吟醸の香りと繊細かつ綺麗な味わい。

炭酸割向けに30度で仕上げています。

原料 芋 原料 酒粕
麹 芋 麹

[YUZU]柚子の爽やかな風味もさることながら、

柔らかい甘味もしっかり感じます。 

[PEACH]やや重く重厚感のある桃の豊かな甘さ

をお楽しみ頂けます。

[YUZU]６度 / [PEACH]６度

2021年新発売。ももの風味の酸っぱいどぶろ

く。お米のつぶつぶ感と旨みを、強めの酸味で

スッキリと。爽やかな桃の風味を余韻と共に楽

しめます。体にも良さそう。

3度

田酒の酒粕黄金千貫

精米歩合 60%
日本酒度 +3

酸度 1.6

アルコール 20度 アミノ酸度
他 要冷蔵

〆張鶴　しぼりたて原酒 季節商品のため、無くなり次第終了となります、お早めにお問合せ下さい

新酒の華やかな香りと、ボリューム感のある濃

醇で力強い味わい。アルコール度数20度。

原料米 五百万石、他

鳥取・千代むすび酒造 1800ml 2,750円  (税込3,025) 720ml 1,375円 (税込1,512) 山梨・山梨銘醸 1800ml

他 要冷蔵 他 要冷蔵

2,066円  (税込2,272) 720ml 1,033円 (税込1,136)

70% 酸度
アルコール 17度 アミノ酸度 アルコール 15度 アミノ酸度

2,600円  (税込2,860) 720ml 1,280円 (税込1,408)

千代むすび 初しぼり 無濾過原酒生 純米吟醸 山田錦 七賢（しちけん） 風凛美山 生 純米酒

フレッシュで爽やかな山田錦の濃い旨み。後味

は辛口で、旨みの余韻を感じます。

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 山田錦 日本酒度 +5 原料米 ひとごこち、他 日本酒度
精米歩合 55% 酸度 1.3 精米歩合

新潟・朝日酒造 1800ml 3,310円  (税込3,641) 720ml 1,500円 (税込1,650) 岩手・菱屋酒造店 1800ml

アミノ酸度 アルコール 16度 アミノ酸度
他 37～42度（ぬる燗） 他 37～42度（ぬる燗）

久保田　紅寿  純米吟醸 菱屋（ひしや）別撰純米酒

柔らかく広がるやや濃いめの米の旨み。

辛口の綺麗な味わい。

じわっと染みるやわらかなお米の甘さと旨さ。 

辛さの余韻と軽快感のあるキレ。 

原料米 五百万石、新潟県産米 日本酒度 ＋2 原料米 華吹雪 日本酒度 +4

精米歩合 55% 酸度 1.1 精米歩合 55% 酸度 1.6

アルコール 15度

他 冷やして、ロックで 他 ストレート

鳥取・千代むすび酒造 各 720ml 1,600円 (税込1,760) 長野・仙醸 600ml 1,500円 (税込1,650)

他 ロック、お湯割り、水割り 他 炭酸割り、ロックがおすすめ
アルコール

アルコール アルコール

720ml 1,650円 (税込1,815)

千代むすび　ULTRA YUZU ／ ULTRA PEACH 黒松仙醸 どぶともも

鹿児島・小正醸造 1800ml 3,000円  (税込3,300) 720ml 1,500円 (税込1,650) 青森・西田酒造店

25度 蒸留方法 常圧 アルコール 30度 蒸留方法 減圧

【芋焼酎】蔵の師魂　いもいも 【粕取焼酎】田酒　本格焼酎

日本酒度
酸度

日本酒度
酸度

黒麹

石川・吉田酒造店

手取川　Sparkling SLASH（すらっしゅ）

甘く爽やかな香り。パインのような甘味をプチ

プチとした炭酸ガスが爽やかに演出します。

720ml 1,800円 (税込1,980) 新潟・朝日酒造

アルコール 12度

久保田　スパークリング

プチプチした気泡が甘味と旨みを軽快に演出。

甘味が主体のスパークリング日本酒。

原料米 五百万石

精米歩合 65%精米歩合

1,200円 (税込1,320)

他 要冷蔵
アミノ酸度アルコール 14度

原料米 百万石乃白
45%

他 要冷蔵
アミノ酸度

500ml

〒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,Facebook,Instagram,Twitter ＠若松屋酒店

３）晩秋のおいしい焼酎！

４）おすすめリキュール、どぶろく

５）燗でおいしい定番酒

２）秋もスパークリング！

６）先取り！しぼりたて新酒



在庫状況等、お気軽にお問合せください

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,350 +税
初孫　香が星 純米大吟醸 優しく華やかな甘い吟醸香。優しい甘さと、綺麗

な旨さ、引き締まった後味が特徴です

まんさくの花　純米吟醸生原酒 槽しずく スッキリとした飲み口にお米の綺麗な甘味と旨

み。細やかな酸味で余韻はやや軽快に。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,350 +税

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,250 +税

蓬莱泉 　可。 生原酒 特別純米酒 さらりとしたお米の甘味に、生熟しやや濃くなっ

た生酒の旨みと渋み。 年に１度の限定酒。

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,574 +税

天寶一 X ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ FUSION Pure Heart

三千盛　秋出し 純米大吟醸 洗練された深い香り。口内で広がる旨みと、三千

盛らしいクリアなキレ味。

三河武士　（みかわぶし）純米 直汲み 火入

れ

酸味の効いた爽やかな旨味。落ち着きのあるやや

フルーティーな香味。喉越し爽やか。

仙介　特別純米 白麹 無濾過生原酒 お米の甘さと、白麹仕込みのスッキリとした酸

味。甘くスッキリとした軽快な味わい。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,600 +税

720ml 　2,300 +税

萩乃露　肉食系純米酒 山田穂直汲み生 ガス感とシャープな酸味をまとった軽快な旨味。

超辛口ながら甘味もある骨太な生酒。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,600 +税

10度

1800ml　2,300 +税　／　 720ml 　（完売）

他

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。

米鶴　辛口 磨き五割 スッキリとした辛口で、綺麗で洗練された味わ

い。後キレが良く、辛さをしっかりと感じる。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,350 +税

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
萩の鶴×フェルミエ FUSION Layered

綺麗な旨みに、赤葡萄や樽香が上品に合わさっ

た、ピュアな旨さをお楽しみ頂けます。

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,540 +税

【リキュール】あらごしれもん　梅乃宿 （通年酒）

七田　純米吟醸 雄町50（通年酒） Kura Masterで最高賞を受賞した逸品。少しの甘味

と共に、綺麗な雄町の旨みを楽しめます。 1800ml　3,650 +税　／　 720ml 　（完売）

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,370 +税

アルコール

奈良・梅乃宿酒造 1800ml 3,000円  (税込3,300) 720ml (税込1,650)

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。

1,500円

炭酸割り、お湯割りがおすすめ

桂月 CEL24 純米大吟醸50 秋上がり パイナップルのような甘い芳香と、なめらかな飲

み口。CEL24由来のﾌﾙｰﾃｨｰな甘さと酸味。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,550 +税

七田　純米 寒熟 無濾過 生 生で熟成させた、濃い旨みが特徴の純米酒。弱い

ガス感もあり、ジューシーさも感じる。 1800ml　2,600 +税　／　 720ml 　（完売）

芋焼酎 芳醇 竃猫（ほうじゅん へっついねこ） 紫芋とオレンジ系芋を使用した、フルーティーで

豊かな味わい。無濾過の濃い旨さ。

月中天　無濾過純米原酒 一火 マスカットのような香りに、やさしい甘さと酸

味。お燗でもおいしいやや甘めの純米酒。

豊能梅 くだもの ラムネりんご リンゴ様のフルーティーな甘い香り。トロリとな

めらかなラムネ菓子のような甘味と酸味。

来福　元祖くだもの もも 純米大吟醸 生 くだものに例えて楽しんでもらうシリーズ。果実

のような香りと、ころんとした甘味。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,600 +税

かたふね　特別本醸造 ひやおろし やや甘口、熟成した「米の旨み」をそのまま生詰

めで味わえるお酒です。ぬる燗も。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,380 +税

七田　純米 山田錦 七割五分 寒熟 無濾過

生

生で熟成させた、濃い旨みが特徴の純米酒。甘味

と酸味の後に、ビターな余韻。 1800ml　2,600 +税　／　 720ml 　（完売）

〆張鶴　純米吟醸  越淡麗 蔵のある村上市で収穫された越淡麗で造る、上品

な香りとキレの良い味わいのお酒です 1800ml　3,556 +税　／　 720ml 　（完売）

鶴齢　特別純米 山田錦55% ひやおろし 熟成によってしっかりと引き出した円熟感のある

旨み。酸味と旨みが心地よく調和。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,550 +税

西條鶴　純米吟醸 紅一点 パインやあんずのような酸味を帯びた甘味。全体

的に軽やかで、爽やかな甘酸っぱい味わい。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,600 +税

強力の濃い旨みと優しい甘味。氷温熟成によって

さらに旨さを増しました。 1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　（完売）
千代むすび　純米吟醸 氷温ひやおろし

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,600 +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,Facebook,Instagram,Twitter ＠若松屋酒店


