
他

55%

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

他

1800ml 2,727円  (税込2,999) 720ml 1,450円 (税込1,595) 1800ml

アルコール

完売 720ml 1,600円 (税込1,760)1800ml

酸度

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、桃のような甘味。

原料米 出羽燦々

-4

1.4

アルコール

50%

他 11/1価格改定。燗もおすすめ

南部美人　雄三スペシャル 美山錦純米 火入れ

精米歩合 60%

1800ml 2,796円

アルコール 15度 アミノ酸度
他

要冷蔵

茨城・来福酒造

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。

酸度

南部美人（なんぶびじん） 雄三スペシャル 雄町純米

日本酒度

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。

原料米

15度 アミノ酸度
火入

小左衛門（こざえもん）Holiday 星空 純吟 おりがらみ生

精米歩合

精米歩合

(税込2,420)

1.1
1.9

750ml 2,200円

日本酒度

55%
15度

来福（らいふく） 元祖くだもの もも 純米大吟醸

原料米 あさひの夢 日本酒度

他

火入れ、オシロイバナの花酵母

香川・西野金陵

アミノ酸度

愛山 日本酒度

柔らかな口当たりから、ガス感を帯びたお米の

甘味。少しの酸味と余韻はやや辛口に。

 (税込2,750)

作（ざく） 純米吟醸 愛山

酸度 1.8

七田（しちだ） 純米 山田錦 七割五分 寒熟 無濾過生

姿（すがた）純米吟醸 無濾過原酒 氷温貯蔵瓶火入れ 山田錦

佐賀・天山酒造

酸度

酸度
アルコール 15度 アミノ酸度

720ml 1,600円

17度
酸度 1.6

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。

原料米 +3.3

アルコール

日本酒度

他 要冷蔵

精米歩合 75%
山田錦

精米歩合

アルコール

山田錦/佐賀の華 日本酒度
酸度
アミノ酸度

精米歩合

爽やかな甘味と酸味を楽しむ純米酒。度数も低

く、軽やかに楽しめる味わいです。

原料米 出羽の里、改良信交 日本酒度

1800ml 2,500円

50%

1800ml 2,850円  (税込3,135) 720ml 1,425円 (税込1,567)

あら玉（あらたま） 純米 Sour Sweet

-10

古伊万里前（こいまり さき） tranquilo 純米吟醸 月中天（げっちゅうてん） 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。

原料米 さぬきよいまい 日本酒度 -5.5

精米歩合 酸度 2.170%

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

他 要冷蔵
アルコール 17-18度 アミノ酸度

他 要冷蔵

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

アルコール

華やかな香りと綺麗な甘味が、なめらかにひろ

がります。苦み渋みの少ない綺麗な旨さ。

+2

17.3度 アミノ酸度
精米歩合 55%

要冷蔵

原料米 山田錦 日本酒度

-1

1800ml

アルコール 13度 アミノ酸度

3,200円  (税込3,520)

他

原料米 雄町 +5

アミノ酸度 1.1
精米歩合

16.6度

 (税込3,075)

酸度

アルコール

まんさくの花　巡米酒70 愛山 純米原酒

精米歩合 1.5

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。

70% 酸度
アミノ酸度 1.1

他

原料米 愛山 日本酒度
3.055%

完売

16度

-0.5

2,760円  (税込3,036)

燗もおすすめ

(税込1,760)

+6

70%

南部美人らしい綺麗な飲み口に、美山錦のやや

硬めの旨さ。お燗がお勧めです。

原料米 美山錦 日本酒度

酸度 2.0

他

60% 1.8

1800ml 2,760円  (税込3,036)

帰山（きざん） 古酒 2016BY 純米吟醸 原酒

1800ml

美山錦 日本酒度

輝くような黄金色の色調。心地よい熟成の旨さ

と、爽やかな甘味が広がります。

原料米 -16

精米歩合
アルコール 15度 アミノ酸度
他 燗がおすすめです。

酸度

秋から冬へ 晩秋においしい酒  のご案内

栃木・飯沼銘醸 三重・清水清三郎商店

岐阜・中島醸造

岩手・南部美人 岩手・南部美人

秋田・日の丸醸造 長野・千曲錦酒造

山形・和田酒造

※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

佐賀・古伊万里酒造

1.8

アルコール 15度 アミノ酸度

720ml 完売

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。



精米歩合 45% 酸度
アルコール 18度 アミノ酸度
他 他 要冷蔵、開栓注意

手取川（てどりがわ） neo.2021 純米無濾過原酒 手取川（てどりがわ） Sparkling SLASH

甘くてジューシーな酸味と旨み。濃い味わい

で、ロックやトニック割りもおススメです。

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。

原料米 山田錦 日本酒度 -15 原料米 百万石乃白 日本酒度
精米歩合 60% 酸度 2.43

720ml 2,000円 (税込2,200) 石川・吉田酒造店

アミノ酸度 アルコール 14度

720ml 2,000円 (税込2,200)

望（ぼう） スプラッシュ 純米大吟醸 直汲み 生 遊穂（ゆうほ） 年輪 THE FIRST 純米

ぐいぐいと押し込んでくる濃厚な甘味。酸味と

少しのガス感が、バランスを整えます。

木が年輪を重ねるように熟成を楽しむ純米酒。

少しの熟成感と心地良いなめらかな旨み。

日本酒度 -4 原料米 玉栄 日本酒度 +4.6

精米歩合 50% 酸度 1.5 精米歩合

石川・吉田酒造店

65% 酸度 2.3

アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール 16度 アミノ酸度
他 要冷蔵 他 40～50度（ぬる燗～熱燗）

栃木・外池酒造店 1800ml 完売 720ml 1,600円 (税込1,760) 石川・御祖酒造 1800ml 完売 720ml 1,500円 (税込1,650)

月山（がっさん） 特別純米 無濾過原酒 山本（やまもと） 純米吟醸 ターコイズブルー

軽快ながらジュワッとくる原酒の旨み。程よい

酸味に爽やかな余韻。

なめらかな酸味と、優しい旨み。柑橘系の果実

のような風味のある、爽やかな味わい。

原料米 五百万石 日本酒度 +1 原料米 改良信交 日本酒度 +3

精米歩合 60% 酸度 1.5 精米歩合 55% 酸度 1.7

アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール 15度 アミノ酸度 0.8

他 他

島根・吉田酒造 1800ml 完売 720ml 1,523円 (税込1,675) 秋田・山本酒造店 1800ml 3,073円  (税込3,380) 720ml 完売

陸奥八仙（むつはっせん）ヘキレキ90 初孫（はつまご） 純米吟醸 夕里2236

お菓子のような甘さとレモンのような酸味。や

や濃厚な味わいを酸味でスッキリと。

軽快で爽やかな酸味。心地よいお米の甘味を楽

しめる純米吟醸酒です。

原料米 青天の霹靂 日本酒度 ±0 原料米 美山錦 日本酒度 -15

精米歩合 90% 酸度 2.5 精米歩合 55% 酸度 2.3

アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール 14度 アミノ酸度
他 低精白のチャレンジ酒 他

青森・八戸酒造 1800ml 3,000円  (税込3,300) 720ml 完売 山形・東北銘醸 1800ml 完売 720ml 1,350円 (税込1,485)

栄光冨士 極超新星 HYPER NOVA 純大 無濾過生原酒 〆張鶴（しめはりつる） 純米吟醸 越淡麗

みずみずしい梨のような甘味と綺麗な旨み。少

しのガス感がある爽やかな飲み口。

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

原料米 雪若丸 日本酒度 原料米 新潟県村上産 越淡麗 日本酒度
精米歩合 50% 酸度 精米歩合 50% 酸度
アルコール 16.6度 アミノ酸度 アルコール 16度 アミノ酸度
他 要冷蔵 他 ４合は化粧箱入り

山形・冨士酒造 1800ml 3,000円  (税込3,300) 720ml 完売 新潟・宮尾酒造 1800ml 3,694円  (税込4,063) 720ml 完売

甲子（きのえね） COLLIDE 純米吟醸 生原酒 直汲み いづみ橋（いづみばし） 秋とんぼ 山田錦 生酛純米酒

軽快でフルーティーな秋の生酒。しっかりとし

た酸味の効果でお米の甘味を爽やかに。

ふくよかでかつ爽やかな、キレのあるたっぷり

とした旨み。

原料米 山田錦、五百万石 日本酒度 ±0 原料米 神奈川県産 山田錦 日本酒度 +8

精米歩合 58% 酸度 2.3 精米歩合

(税込1,870)

80% 酸度 1.7

アルコール 15度 アミノ酸度 アルコール 16度 アミノ酸度

千葉・飯沼本家 1800ml 完売 720ml 1,500円 (税込1,650) 神奈川・泉橋酒造 1800ml

アルコール 17.4度 アミノ酸度 1.5

他 要冷蔵

滋賀・福井弥平商店 1800ml 完売 720ml

原料米 とちぎの星

(税込1,760)1,600円

他 要冷蔵 他 火入れ

完売 720ml 1,700円

萩乃露（はぎのつゆ） 肉食系純米酒 クマ 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。少しの甘味もある骨太な生酒。

原料米 山田穂 日本酒度 +5.5

精米歩合 60% 酸度 1.5

板橋区高島平5-53-2
9:30～19:00 水曜休
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1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,682 +税

繁桝　純米吟醸 切り絵ラベル 火入れ 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。

七賢　一番しぼり 純米吟醸 生 綺麗で柔らかい飲み口から、新酒らしいフレッ

シュさと共に、みずみずしい旨みが現れます。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,350 +税

英勲　純米しぼりたて生原酒 トロッと濃厚な旨さと、溌溂とした風味。濃い旨

さから、チリチリと辛さを纏った余韻へ。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,250 +税

望　くだもの ベルガモット＆ライチ 生 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。 720ml 　1,800 +税

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。

かたふね　純米吟醸原酒 髭文字ラベル 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。 720ml 　2,000 +税

1,600円奈良・梅乃宿酒造 (税込1,760)3,200円

5度

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。

 (税込3,520)1800ml

他 創業130周年記念の限定酒。

720ml

1800ml　2,200 +税　／　 720ml 　（完売）
【芋焼酎】 夏焼酎 ひめあやか 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。

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　3,700 +税

七田　純米吟醸 13 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。

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。 1800ml　3,000 +税　／　 720ml 　（完売）

1800ml　3,650 +税　／　 720ml 　（完売）

【芋焼酎】 五郎 新焼酎 豊かな芋の香りと、蒸留したての荒々しい香り。

荒濾過による濃醇な旨みが特徴。 1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,450 +税

   1800ml　2,600 +税

アルコール

【スピリッツ】 鏡洲（かがみず）シトラス 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。

【ﾘｷｭｰﾙ】 梅乃宿（うめのやど） あらごしみっく酒
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