
青森・八戸酒造

1800ml

スッキリと心地よい甘味と旨み。プチプチとし

たガス感。余韻は辛口で引き締まった味わい。

原料米 花吹雪/まっしぐら 日本酒度 -3

精米歩合 55-60% 酸度 1.4

アルコール 16度 アミノ酸度
他 要冷蔵

720ml 1,400円

1800ml

バナナやメロンのようなフレッシュな芳香

みずみずしく優しい甘味、旨味の生酒

3,000円

720ml 完売 (税込1,760)

他 要冷蔵
アルコール 17度 アミノ酸度

1800ml 2,800円

1800ml 3,000円

 (税込3,080) 720ml 1,680円 (税込1,848)

1800ml 2,600円  (税込2,860) 720ml 1,250円 (税込1,375)

1800ml 3,200円  (税込3,520)

出羽燦々 100％ 日本酒度 +2

精米歩合

アミノ酸度 0.8 アルコール 11度

 (税込3,080)

+3

精米歩合 55% 酸度 1.8

※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。

(税込1,540) 新潟・猪又酒造 720ml 1,700円 (税込1,870)

栃木・飯沼銘醸 山形・東北銘醸

山形・髙橋酒造店 2,800円

アミノ酸度 1.5

他 要冷蔵、金沢酵母 他 要冷蔵

陸奥八仙（むつはっせん） ピンクラベル 吟醸生

 (税込3,300) 720ml 1,700円 (税込1,870)

アルコール 16.2度

香川・綾菊酒造

東北泉（とうほくいずみ） 新酒純米 しぼりたて 月不見の池 shubonne -シュボンヌ- 酒母搾り 生

2,900円  (税込3,190)1800ml

原料米 国産米 日本酒度 -66

精米歩合 酸度
原料米 出羽燦々 日本酒度

1800ml 2,700円  (税込2,970) 720ml 1,350円 (税込1,485)

アミノ酸度

若松屋がオーダーして商品化する新商品。詳細

は未定。

原料米 オオセト

アミノ酸度 1.7

他 さぬきオリーブ酵母
アルコール 17度

日本酒度 -1

精米歩合 60% 酸度 2.3

アルコール 17.5度

原料米

 (税込3,300)

50% 酸度 1.6

山梨・山梨銘醸 長野・千曲錦酒造

姿（すがた） 中取り 山田錦 純米吟醸 無濾過生原酒 初孫（はつまご） 純米大吟醸 生原酒 翠華

姿シリーズを代表する生原酒。山田錦のしっか

りとした旨みを雑味少なく綺麗に楽しめます

華やかな吟醸香から、綺麗な旨みへ。フレッ

シュな旨みの純米大吟醸の生原酒。

精米歩合 55% 酸度
原料米 山田錦 日本酒度 +1

1.6

6.2

(税込1,595)

720ml 1,450円 (税込1,595)

軽やかで爽やかな甘味。甘酸っぱいキュンとく

る味わいを、軽快にスッキリと楽しめます。

綾菊（あやきく） さぬきオリーブ 純米生原酒

日本酒度

アミノ酸度 1.0
酸度 1.5精米歩合 49%

1800ml 2,900円  (税込3,190) 720ml 1,450円

他 生原酒、生酛造り

アミノ酸度
他 要冷蔵 他 要冷蔵
アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール 17度

ライチのようなやや華やかな香りから、米のフ

レッシュな旨みへ。しっかりした酸味と苦み。

原料米 島根県産米 山田錦

七賢（しちけん） シルキースノータイム 純米吟醸 帰山（きざん） Extra Edition 直汲み 純米大吟醸 生原酒

原料米 山田錦

なめらかですっきりとした味わい。すーっと染

みわたるような優しい旨みを楽しめます。

他 他 要冷蔵、限定120本。
アルコール 15度 アミノ酸度 アルコール 16度

日本酒度 ±0

精米歩合 57% 酸度

アルコール 19度 アミノ酸度

番外編と銘打った、新登場の限定酒。 爽やかな

香りと酸味の、綺麗な味わい。

原料米 夢山水

佐賀・天山酒造

爽やかな甘味と旨みをスッキリと綺麗に。生酒

らしいフレッシュな味わいの純米吟醸酒。

精米歩合 75%

1800ml 2,774円  (税込3,051) 720ml 1,407円 (税込1,547)島根・吉田酒造

精米歩合 60% 酸度 1.6

55% 酸度
原料米 美山錦

裏月山 縁（うらがっさん えにし）純吟 しぼりたて 無濾過生原酒七田（しちだ） 純米 七割割五分磨き 山田錦 無濾過生

原料米

1830ml 3,120円  (税込3,432) 720ml 1,400円 (税込1,540)

日本酒度

新潟・朝日酒造 長野・宮坂醸造

五百万石 日本酒度 +5 日本酒度

日本酒度 +2.5

要冷蔵
アルコール 15度

　若松屋酒店   新酒　しぼりたて　のご案内　第２弾！

久保田（くぼた） 千寿 吟醸生原酒 みやさか 美山錦 しぼりたて生 ＜再入荷＞

若々しくスッキリした飲み口ながら、原酒の濃

い味わい。辛口で清涼感のある生原酒。

フレッシュで優しい甘さとバランスの良い酸

味。心地よいフルーティーな余韻。

原料米
精米歩合 50-55% 酸度 1.4 精米歩合

アミノ酸度
他 要冷蔵 他

2022年も続々と新酒が登場しています！フレッシュな香味の新酒はもちろん、

意欲的な挑戦のお酒、数百本だけの希少なお酒など、いろいろな新酒、しぼ

りたてが揃いました。再入荷した新酒と合わせてご紹介させてください。



在庫状況等、お気軽にお問合せください

 

山本　純米吟醸 六号酵母 / 七号酵母 酵母の違いを楽しむ飲み比べシリーズ。香り、味

わいの違いを飲み比べてください 1800ml　3,254 +税　／　 720ml 　（完売）

天寶一 山田錦 純米吟醸 直汲み 生原酒 フレッシュな香りと、スッキリと綺麗な旨み。

生原酒らしい力強さと、辛口のキレ。 1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　（完売）

美丈夫　純米吟醸 CEL-24 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。 720ml 　1,500 +税

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　（完売）　／　 720ml 　1,350 +税

天寶一 X ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ FUSION Pure Heart

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,600 +税

綾菊　さぬきオリーブ 純米酒 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。

仙介 特別純米 しぼりたて無濾過生酒原酒 瓜やメロンのような少しの甘味から、爽やかな辛

口に。スッキリとしたフレッシュな辛口。 1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　（完売）

720ml 1,300円

アルコール
他 お湯割り、ロックがおススメ。

(税込1,430)

25度 蒸留方法

宮崎・落合酒造場 1800ml 2,500円  (税込2,750)

米
常圧

【芋焼酎】赤江（あかえ） 零ZERO赤江

蒸留した日に瓶詰したためZEROと命名。白濁

したにごりのフレッシュで荒々しい味わい。

原料 芋 紫優（むらさきまさり）

麹

七田　純米大吟醸 無濾過生 ライチやリンゴの様なフルーティーな香り。自然

な甘味と綺麗な旨み。 1800ml　5,500 +税　／　 720ml 　（完売）

1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　（完売）
古伊万里前　＃3-2021 純米吟醸

七田　純米吟醸 五百万石50 無濾過生

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。

やわらかな甘味と、清々しく綺麗な旨み。フレッ

シュで華やかな香り。 1800ml　3,450 +税　／　 720ml 　（完売）

千代むすび 一際　純米中取り生 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。 1800ml　2,700 +税　／　 720ml 　（完売）

1800ml　2,600 +税　／　 720ml 　（完売）

 1800ml　3,700 +税

綾菊 主基のさと　特純 無濾過生原酒 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。

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。 720ml 　2,300 +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。

古伊万里前　垂直落下式　純米吟醸 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。

 1800ml　2,750 +税

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 +税

手取川 Sparkling dot（どっと） 山廃造りの瓶内二次発酵のスパークリング。優し

い酸味でスッキリと爽やかな味わい。 720ml 　1,800 +税

作 　純米吟醸 神の穂 口に含むと華やかな香りが駆け抜けます。やわら

かで滑らかな甘味から、爽やかな旨みへ。 720ml 　1,900 +税

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　3,200 +税　／　 720ml 　（完売）

山本　山廃純米 天杉 木桶仕込み 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）

まんさくの花　直汲み 特別純米 生原酒 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。 1800ml　2,500 +税　／　 720ml 　（完売）

まんさくの花　巡米酒70 秋田酒こまち 爽やかなお米の甘味と、綺麗な旨み。後味は酸味

をまとったしっかりとした辛さ。 1800ml　2,500 +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　ミッドナイトブルー 純吟生原酒 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　3,254 +税　／　 720ml 　（完売）

〒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


