
720ml

他 要冷蔵

原料米 雄町 日本酒度

1800ml

酸度 1.9

古伊万里 前（こいまり さき） flow 純米酒 <再入荷>

栃木・飯沼銘醸

完売

アルコール

16度

(税込1,650)

精米歩合

1,500円

佐賀・古伊万里酒造

アミノ酸度

720ml 1,400円 (税込1,540)

65% 酸度

(税込1,650)

14度 アミノ酸度 1.1

720ml

55% 酸度 1.7

12度

15度 アミノ酸度

アミノ酸度

精米歩合 75% 酸度

1800ml 2,300円  (税込2,530) 720ml 完売

姿　ヤマタノスガタ 純米吟醸 無濾過生原酒 ８種米

番外編と銘打った、帰山の限定酒。爽やかな香

りと酸味の、綺麗な味わい。

色々な旨みが次々と主張しながらも、全体的に

はまとまりのある、柔らかで濃い味わい。

原料米 山田錦 -1

島根・吉田酒造 1800ml 2,774円

1.6

アミノ酸度

 　　若松屋酒店 2022年 夏酒、第２弾！

※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。

裏月山縁（うらがっさん えにし）純米吟醸 無濾過生原酒 七田（しちだ） Assemblage AOY75

フルーティで爽やかな甘味と旨み。

生酒らしいフレッシュな味わい。

七割五分磨きのAOY（愛山、雄町、山田穂）を

バランスよくブレンドした限定酒。

原料米 島根県産米 日本酒度 原料米 愛山雄町山田穂 日本酒度
精米歩合 60% 酸度
アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール
他 要冷蔵 他

 (税込3,051)

精米歩合 49%

17度 アミノ酸度

720ml 1,407円 (税込1,547)

日本酒度 ±0 原料米
酸度精米歩合 55%

8種類 日本酒度
酸度 1.5

佐賀・天山酒造

帰山（きざん）Extra Edition 無濾過 純米大吟醸 生原酒

長野・千曲錦酒造

酸度 1.5 精米歩合 60%

アルコール 16度 アミノ酸度 1.0 アルコール 17.2度

1800ml 3,000円  (税込3,300) 720ml 完売 1800ml 完売

他 要冷蔵、限定600本。 他 要冷蔵、酒造好適米を８種類使用

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。

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。

栃木・外池酒造店 1800ml

望（ぼう） スプラッシュ 純米大吟醸 火入れ 望（ぼう） くだもの ベルガモット＆ライチ 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。

爽やかな甘味を柑橘系のような細やかな酸味が

つつみます。軽快なガス感もでシャープに。

原料米 とちぎの星 日本酒度 -4 原料米 五百万石 日本酒度 -5.5

精米歩合 50%

アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール
要冷蔵 他 要冷蔵

720ml 1,800円 (税込1,980)720ml 1,600円 (税込1,760) 栃木・外池酒造店完売

他

原料米 山田錦 日本酒度 +1

精米歩合

福岡・高橋商店

アルコール 16度 アミノ酸度
他 熊本9号酵母、火入れ

1.555% 酸度

1800ml 3,200円  (税込3,520) 720ml 1,600円 (税込1,760)

繁桝（しげます） 純米吟醸 切り絵ラベル 火入れ(通年酒)

七田（しちだ） 純米吟醸 13 美丈夫（びじょうふ） 純米吟醸 CEL-24

洋ナシやメロンのような爽やかな香り。やわら

かく軽快に、お米の旨みが広がります。

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。

原料米 山田錦 日本酒度 +2 原料米 吟の夢 日本酒度 -2

精米歩合 50% 酸度 1.7 精米歩合
アルコール 13度 アミノ酸度 アルコール
他 他 要冷蔵、2021年 挑戦酒。

佐賀・天山酒造 高知・濱川商店

天寶一（てんぽういち） 生酛 純米雄町 綾菊（あやきく） さぬきオリーブ SPARKLING SAKE

1,500円1800ml 3,300円  (税込3,630) 720ml 完売

力強い雄町の旨みとコクを感じられます。綺麗

な後味で、お燗もお勧めです。

スッキリと軽快な飲み口。心地よい酸味と、う

すにごりのほのかな甘み。

原料米 広島雄町 日本酒度 +6 原料米 オオセト 日本酒度
精米歩合 60-80% 酸度 1.6 精米歩合 酸度
アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール
他 6号系酵母 他 さぬきオリーブ酵母

360ml 1,100円 (税込1,210)1800ml 2,600円  (税込2,860) 720ml 1,300円 (税込1,430)広島・天寶一 香川・綾菊酒造

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！



酸度 0.7
1.1 アルコール 17度 アミノ酸度アルコール 16.5度 アミノ酸度

720ml

まんさくの花　巡米酒70 雄町 純米原酒 七田（しちだ） 純米 七割五分磨き 山田錦 扁平精米

少しの果実味から、原酒らしいやや強めのア

タック。雄町の旨みを酸味と共にシャープに。

特別な精米方法で磨いたチャレンジ酒。通常の

山田錦との違いもお楽しみください。

原料米 雄町 日本酒度 +0.5 原料米 山田錦 日本酒度 +5

精米歩合 70% 酸度 1.5 精米歩合 75%

他 秋田酵母No.12

3,636円  (税込3,999) 720ml 完売

要冷蔵

720ml 1,500円

他 火入れ

山本　純米吟醸 山廃 サンシャインイエロー 山本　純米吟醸 ドキドキ

1800ml 完売佐賀・天山酒造 (税込1,650)

他 火入れ

新潟・青木酒造

秋田・日の丸醸造 1800ml 2,700円  (税込2,970) 720ml 完売

酸度

他

1800ml 3,073円  (税込3,380)

55% 酸度 2.5

アルコール 15度 アミノ酸度 0.8 アルコール 15度 アミノ酸度 0.9

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。

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。

原料米 吟の精 日本酒度 +2 原料米 美山錦 日本酒度 +2

精米歩合 55% 酸度 2.1 精米歩合

リンゴ酸多産性No77酵母

滋賀・福井弥平商店 新潟・竹田酒造店

鶴齢（かくれい） 特別純米 瀬戸産雄町55% 生原酒 鶴齢（かくれい） 純米吟醸 愛山

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。余韻はワイルドな辛さ。

原酒らしい濃い旨さの純米吟醸酒。柔らかい口

当たりから、濃いめの甘味と旨み。

原料米 山田錦 日本酒度 +6 原料米 国産米 日本酒度 -4

精米歩合 1.7

アルコール 17度

2,100円 (税込2,310)

他 ロックもお勧めです。

アミノ酸度 アルコール 17度

アミノ酸度

アミノ酸度

60% 酸度 1.7 精米歩合 55%
17.8度 アミノ酸度 1.4 アルコール 17度

酸度

新潟・青木酒造

720ml 完売

アミノ酸度 0.9

黄金千貫
白麹、黄麹

【芋焼酎】 夏焼酎 ひめあやか 田酒（でんしゅ） 純米吟醸 古城錦

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。

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。

原料米 雄町 日本酒度 原料米 越淡麗 日本酒度
精米歩合 55% 酸度 精米歩合 57%

原料 芋、米 原料米 古城錦

麹 米麹 精米歩合 50%

アルコール 20度 蒸留方法 減圧 アルコール 16度

他 ロック、ソーダ割りがお勧め 他 要冷蔵、お一組様１本、店頭販売のみ

麹 米麹
アルコール

原料 スピリッツ

他 炭酸割りでお楽しみください。

日向夏、麦

沖縄の海のようなブルーのレモンサワーの素。

２つの柑橘、レモンとグレープフルーツの爽や

かな味わい。みずみずしい果実感も。

22度

【スピリッツ】 鏡洲（かがみず）シトラス 沖縄んブルー　SOUR to the FUTURE (通年酒)

1800ml 2,200円

甘くフルーティーな芋の香り。

すっきりとキレの良い喉ごし。

葡萄のような香りと甘味、優しい酸と旨み

昨年に続き今年も時期限定発売

(税込1,760)

清涼感のある日向夏（柑橘）の香り。スッキリ

とドライな喉越しで暑い日にぴったりです。

鹿児島・小正醸造  (税込2,420) 720ml 完売 720ml 1,850円青森・西田酒造店

アルコール 25度 蒸留方法

(税込2,035)

他 炭酸割りでお楽しみください。

1800ml 3,000円  (税込3,300) 720ml 完売

アルコール

他 山廃仕込、1401酵母 他

秋田・山本酒造店

萩乃露　肉食系純米酒 ライオン 山田錦直汲み生 潟舟（かたふね） 純米吟醸原酒 髭文字ラベル

秋田・山本酒造店 1800ml 3,073円  (税込3,380) 720ml 完売

720ml 2,000円

奈良・梅乃宿酒造 1800ml 3,200円  (税込3,520) 720ml 1,600円 (税込1,760)

アルコール
他 創業130周年記念の限定酒。

5度 アミノ酸度

日本酒度 +1

酸度 1.8

(税込2,200)

1800ml

他 要冷蔵

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。牛乳割り

もおススメです。

【ﾘｷｭｰﾙ】 梅乃宿（うめのやど） あらごしみっく酒

1800ml 2,600円  (税込2,860)宮崎・落合酒造場 福岡・さけのいちざ 1800ml 2,960円  (税込3,256) 720ml 1,600円

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。

予約券で販売中



1800ml　3,600 +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。

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。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,653 +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。

他

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。

やさしく華やかな柚子の香り。綺麗で柔らかな

甘味。酸味が穏やかで、綺麗な味わい。

8度

【柚子酒】 桂月（けいげつ） YUZUSAKE

1,415円

アルコール

高知・土佐酒造 720ml (税込1,556)

1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　（完売）

千代むすび　純米大吟醸 強力40生 別誂

え

黒牛　純米酒 生原酒 中取り無濾過生

天山　re:echo CALMER

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。

500ml 　1,550 +税

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,420 +税

山田錦の旨みと、原酒の力強さ、雑味の少なさが

特徴。カツオなど味の濃いお刺身と一緒に。

720ml 　3,500 +税

フレッシュな青リンゴのような香り。上品かつふ

くよかな味わいの純米大吟醸生酒。

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。

   1800ml　3,700 +税

古伊万里前　垂直落下式　純米吟醸

姿　夢ささら 純米吟醸 無濾過生原酒 栃木県の新しい酒米「夢ささら」で仕込んだ無濾

過生原酒。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,500 +税

琥泉　純米吟醸 無濾過生酒原酒（通年酒） 綺麗な甘味から伸びやかな酸味が現れます。濃い

味わいながら、最後はふわっと抜け良く。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,400 +税

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。

年一回発売の限定酒。華やかな吟醸香と、洗練さ

れた甘み旨みをスッキリと上品に。 720ml 　5,200 +税

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,680 +税

みやさか 　美山錦 しぼりたて生

鶴齢 牧之　大吟醸生詰

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。


