
二条大麦
白麹

岩手・菱屋酒造店

アルコール 25度 蒸留方法 常圧

1800ml 2,700円

他

720ml 1,350円 (税込1,485)

ロック、お湯割り、水割り

原料 麦

 (税込2,970)

山本　ストロベリーレッド 純米吟醸生原

50-55% 酸度

酒こまち 日本酒度

45%

来福（らいふく） 元祖くだもの りんご 純米大吟醸 生

千代むすび 一際（ひときわ）純大 山田錦45 無濾過原酒生

五百万石 日本酒度

16.3度

麹 麦

1,600円 (税込1,760)

【麦焼酎】泰明（たいめい） 特蒸泰明  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。

1.5

リンゴを丸かじりしたような爽やかな甘味と酸

味。程よい苦みが後味をスッキリ仕上げます。

酸度
アルコール 16度 アミノ酸度 1.1

±0

精米歩合 50%

17度 アミノ酸度

精米歩合 55%

(税込2,090)

720ml

(税込2,200)

1,600円 (税込1,760)

(税込2,090)

原料米 華吹雪

他 要冷蔵

1800ml 2,600円

(税込1,518)

1,300円 (税込1,430)

1800ml 2,700円  (税込2,970)

他 要冷蔵

栃木・外池酒造店

真澄（ますみ） 純米吟醸 うすにごり 生酒  活性にごり酒

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。

原料米 ひとごこち、山田錦、美山錦 日本酒度
精米歩合 酸度55%

他 要冷蔵、開栓注意
アルコール 16度 アミノ酸度

三重・清水清三郎商店

精米歩合
原料米 +1

アルコール

日本酒度

他

酸度 1.5精米歩合

要冷蔵

山田錦

望（ぼう） スプラッシュ 純米大吟醸 うすにごり 生

フルーティー＆ジューシーな味わい。少しのガ

ス感と共に、フルーティーな旨さが溢れます。

原料米 とちぎの星 日本酒度 -4

アルコール 15度

天寶一（てんぽういち） こいおまち 純米酒 華風車

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
精米歩合

他 要冷蔵、6号系酵母

こいおまち
55-60%

日本酒度 +4

酸度 1.6

アミノ酸度アルコール

+2
2.0

アルコール
他

720ml 1,627円 (税込1,789)

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。

原料米

15度 アミノ酸度 0.8
要冷蔵

精米歩合

55%

あんずのような優しい甘味と酸味。心地よいガ

ス感で口内に旨さが広がります。

原料米 国産米 日本酒度

750ml 1,900円

他 要冷蔵、うすにごり、開栓注意

16度 アミノ酸度
火入

日本酒度
精米歩合

他

アミノ酸度

50%

山田錦

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。

長野・宮坂醸造

古伊万里 前（こいまり さき） propulsion（ぷろぱるしょん）

アルコール

55% 酸度

酸度
アルコール 16度 アミノ酸度

作（ざく） 純米吟醸 山田錦

720ml 2,000円

酸度 1.5

　　　　　　 いよいよ春到来　春の酒　のご案内です

茨城・来福酒造 秋田・山本酒造店

佐賀・古伊万里酒造

大分・藤居醸造

山形・東北銘醸

※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

広島・天寶一

穏やかでフルーティーな香り。山田錦の上質な

旨みを、モダンなテイストで仕上げました。

原料米

1800ml 3,500円  (税込3,850) 720ml

(税込1,540) 1800ml

精米歩合

3,000円  (税込3,300) 720ml 1,800円 (税込1,980)

3,000円  (税込3,300) 720ml

1800ml 2,800円  (税込3,080) 720ml 1,400円

酸度

1,900円

18.1度 アミノ酸度アルコール

日本酒度

菱屋（ひしや） 別撰純米 なかどり 生詰 ２年熟成酒

綺麗なお米の旨さを楽しめる生原酒。深みのあ

る甘味と旨み。

720ml 1,380円

鳥取・千代むすび酒造

1800ml

酸度

初孫（はつまご） 奏風 純米吟醸 生酒

しぼりたての爽やかで心地よい旨さ。ふくらみ

のある酸味と綺麗な旨味。

原料米 出羽の里 日本酒度 +1

精米歩合 55%

アルコール 15.5度 アミノ酸度

原料米

他 要冷蔵

他 要冷蔵

 (税込2,860) 720ml

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？

板橋区高島平5-53-2
9:30～19:00 水曜休

03-3938-7209

SNSでもお酒情報配信中です！ HPではこのリストの

最新版をご覧頂けます。

https://wakamatsuya

saketen.com/menu/

上部のPDF
[若松屋酒店]で検索ください。



手取川 　石川門 純米吟醸生原酒 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

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

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　（完売）　／　 720ml 　1,600 +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

しぜんしゅ　めろん3.33 純米吟醸 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。 1800ml　3,600 +税　／　 720ml 　（完売）

1800ml　9,900 +税　／　 720ml 　（完売）

姿　中取り 山田錦 純米吟醸 無濾過生原酒

＜再入荷＞

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 1800ml　3,200 +税　／　 720ml 　1,600 +税

久保田　萬寿 無濾過生原酒 柔らかくなめらかな口当たりに、フレッシュな香

りと旨み、濃厚で深い味わいが特徴です。

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,450 +税

蓬莱泉 　可。 生原酒 特別純米酒

 (税込3,520) 720ml

720ml 　2,300 +税

みやさか 　美山錦 しぼりたて生 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。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,680 +税

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,540 +税

天寶一 X ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁ FUSION Pure Heart

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

アルコール
他 牛乳割りもおススメです。

天山　re:echo CALMER

トロピカルな甘味から、様々な果実の旨みが広

がります。トロッとした食感も魅力。

創業130周年記念の限定酒。

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　やまもと 二夏熟成 貴醸酒 黄金色に輝く、二年熟成の貴醸酒。ドライレーズ

ンのような凝縮感のある甘味と酸味。 720ml 　4,000 +税

山本　純米吟醸 ピュアブラック生原酒 生原酒らしいフレッシュでジューシーな甘味と旨

味。綺麗な旨みを、キレ良く楽しめます。 1800ml　3,254 +税　／　 720ml 　（完売）

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。

綾菊　さぬきオリーブ 純米生原酒 柔らかく心地よい甘味から、フレッシュな酸味。

ややシャープな酸味で引き締まった余韻。

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。

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,250 +税

【リキュール】梅乃宿 あらごしみっく酒

古伊万里前　＃3-2021 純米吟醸 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。

七田　純米 七割割五分 山田穂 無濾過生 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。

1800ml　5,500 +税　／　 720ml 　（完売）

500ml 　1,550 +税

5度

1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　（完売）

甘くて軽やかなデザート酒。みずみずしく軽快な

旨みに、少しの熟成香が奥行きを加えます。

1,600円 (税込1,760)奈良・梅乃宿酒造 3,200円

出羽燦々を使い、直汲みでフレッシュなまま瓶詰

しました。やさしい甘味の爽やかな味わい。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,500 +税

天の戸 純米大吟醸45％ 生酒 柔らかい甘味から、純米大吟醸らしい綺麗でなめ

らかな旨味へ。みずみずしい生酒です。 720ml 　1,600 +税

米鶴　直汲み 特別純米 生原酒

板橋区高島平5-53-2
9:30～19:00 水曜休

03-3938-7209
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