
※価格は全て税込みです

日本の酒の
専門店です若松屋酒店高島平

５丁目

年末年始、おいしいお酒で乾杯！

（箱入り）

今年収穫したばかりの新
米の五百万石を使って造
る新酒の吟醸酒。
新酒らしいスッキリと澄ん
だ辛口の吟醸酒。

ゆく年くる年（新潟）

1800ml 3,528円
720ml   1,723円

（両サイズ箱入り）

洗練された果実味と
綺麗な旨みの純米
大吟醸酒。シャープ
な辛口の味わい。

八海山 時季限定（新潟） 〆張鶴 大吟醸盞 (新潟)

1800ml 4,042円
720ml   2,079円

（箱入り）

2022年新発売の
大吟醸酒。
スッキリとした香り
とキレのある辛口
の味わい。

720ml   3,５００円（箱入り）

華やかな吟醸香。
スムーズな飲み口
でフルーティーな
味わい。

作(ざく)雅乃智（三重） 作 穂乃智

1800ml 4,510円
750ml  2,255円

軽やかでフルー
ティー、米の旨みと
甘味。最後は辛口
の純米酒。

1800ml ３,520円
750ml  1,760円

フルーティーな吟醸香。
甘い香りと甘味が口内に
広がり、次第にクリアな辛
口に。

獺祭 純米大吟醸45（山口）

１８０0ml 3,630円
720ml   1,815円

新しい年をお祝いする
ための純米吟醸生原
酒。ハレの日にふさわし
い華やかさ。

陸奥八仙 新春祝酒(青森)

1800ml 3,960円
720ml 2,090円

3,300円/2,679円 / 3,326円/ 3,080円/ 2,821円 / 3,465円/2,630円/     － /3,080円/ 4,840円 /2,９７0円/3,300円/ 3,204円/ 3,080円/ 3,080円/ 3,300円/ 4,180円一升
1,870円/1,339円 / 1,899円/ 1,650円/ 1,353円 / 1,650円/1,260円/1,650円/1,848円/ 2,420円 /1,430円/1,760円/ 1,562円/ 1,540円/ 1,595円/ 1,650円/ 2,090円四合

縁起の良い「しぼりたて新酒」好評発売中です！

陸奥八仙 /山本 ど /栄光冨士/会津中将/八海山/ 鶴齢 / 〆張鶴 /   姿 / みやさか /  作 / 手取川 / 萩乃露 /   黒牛 /  天寶一 / 一際 /  裏月山 / 七田

高島平ビール

フルーティーで濃い旨さのク
ラフトビール！ 2022年、板橋
のいっぴんに認定されました。
ラベルは高島平の名所。

ギフトBOX(3本、5本、6本)

もご用意しています。

330ml  550円

（箱入り）

芋焼酎「蔵の師魂」の
原酒と、別の蔵の芋焼
酎「一尚」をブレンドし、
アメリカンホワイトオーク
樽に貯蔵。新しい挑戦
の焼酎です。

蔵の師魂 blended 一尚（鹿児島）

700ml   3,850円

他にもたくさん入荷しています。

（両サイズ箱入り）

柔らかな口当たりと
バランスの良い旨み。
国内最高級クラス
の純米大吟醸酒。

久保田萬寿（新潟） 翠寿

1800ml 9,699円
720ml   4,385円

（箱入り）

シリーズ唯一の大
吟醸生酒。冬の温
かい部屋で楽しむ、
爽やかな辛口の
生酒です。

720ml 3,329円

720ml   3,489円

さん

久保田 300ml 5本セット(新潟)

300ml × ５本 7,260円

数量限定、
久保田セット。
呑み比べをお
楽しみください。

左から紅寿、碧寿、萬寿、千寿、百寿

１８０0ml 4,455円
720ml   2,475円

酒米「亀の尾」で仕込む
亀ラベルGOLD。
今年は年末年始に縁起
の良い金粉付き。
（首掛けで別添え）

まんさくの花純米大吟醸

亀ラベルGOLD 金粉付き（秋田）



全国発送はオンラインショップ
からもご注文頂けます！

年末最後の数日は店内が大変込み合い、ご迷惑をお掛け致します。
早めの日や、お時間に余裕を持ってご来店頂けますと幸いです。

年内休まず営業(9:30～19:00) 年始は５日から

すき焼き と一緒に飲みたいお酒

おせち料理 に合うお酒
※価格は全て税込みです

スッキリと軽快な
辛口ワイン。
甲州らしい柑橘
系の酸味が特
徴です。

白ワイン くらむぼん甲州(山梨)

真澄の蔵の限定酒
「みやさか」。
フルーティーで爽
やかな味わい。

日本酒みやさか美山錦
純米吟醸(長野)

豊かな麦の香りと
麦チョコのような
甘い麦の旨み！
これぞ麦焼酎！

麦焼酎特蒸泰明(大分)

1800ml 2,970円
720ml 1,540円

来年の干支、兎
のデザインの赤
ワイン。カベルネ
ソーヴィニヨンの
綺麗な味わい

赤ワインラパン コカン

750ml 

1,650円

やわらかく甘い
芋の味わい。
ロック、水割りで
より旨くなるよう
酒質を設計

芋焼酎縁（鹿児島）

1800ml 2,945円
720ml 1,472円

お刺身 と一緒に飲みたいお酒

バラエティー豊かなお酒や、調味料、おつまみ もご用意しています

国産れもんと蜂蜜のレモ
ンリキュール。
炭酸割りや、お湯で割っ
てホットれもん酒に。

リキュールあらごしれもん

1800ml 3,630円
720ml 1,815円

ミントのような爽やかな
味わいの泡盛。溌剌と
した旨さとお米の甘味
が融合。

泡盛星の灯(ほしのあかり)

花のような綺麗な香りと
もち米からの優しい甘み。
年末はお屠蘇付き！

みりん九重櫻

1800ml 2,５２２円
500ml 9９9円

みかんのプチプチの食感
がたまらない果肉入りの
みかん酒。爽やかな飲み
心地

リキュールあらごしみかん

1800ml 3,388円
720ml 1,694円

獺祭に使われる酒米で
造ったノンアルコールの
甘酒。シルクのようなな
めらかな飲み口と、上品
な甘味。

甘酒獺祭の甘酒

825ml 950円

香りの良い華やか
な酒粕。甘酒はもち
ろん、粕汁や粕漬け
にも使えます

酒粕〆張鶴の酒粕

1000g 708円

スッキリとしたタ
イプの辛口の純
米酒。綺麗な辛
さと、ふくよかな
旨味。

日本酒天寶一八反錦(広島)

750ml 1,779円

麦焼酎クラフトン多田

ｽﾊﾟﾆｯｼｭｵﾚﾝｼﾞ(福岡)

1800ml 2,750円
720ml 1,375円

ギフトにもお勧め!

六代目百合
の原酒。洗練
された力強く
濃い芋の味
わい

(箱入)720ml 3,768円

芋焼酎六代目百合
風に吹かれて(鹿児島)

他にも、全国各地の日本酒を取り揃えています。

1800ml 2,970円
720ml 1,485円

八海山/うちゅう/ベアードビール
/ベアレン/伊勢角屋麦酒など

西高島平駅が最寄
りの和光市にあるか
つをぶし池田屋さん
の大ヒットおつまみ。

おつまみ食べる削り節

70g 756円

クラフトビール

お酒情報、入荷情報を配信中です
「若松屋酒店」で検索してください

鶴齢の年一回
発売の限定酒。
華やかな吟醸
香と、洗練され
た甘み旨み。

鶴齢牧之
大吟醸（新潟）

（木箱入り）

ややフルーティー
な香りの麦焼酎。
綺麗な飲み口と
繊細な麦の旨さ。

ただ

とくじょうたいめい てんぽういちはったんにしき

華やかな吟醸香
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。

酒粕焼酎田酒（青森）

720ml 1,815円

えにし でんしゅ

1800ml 2,750円
720ml 1,320円

中山道

トラックターミナル、団地倉庫、板橋市場、ヤスノ、など 全国発送承ります

QR決済

焼肉キャンプ●

1800ml 2,860円
720ml 1,716円

日本酒黒牛 純米酒
(和歌山)

1800ml 2,695円
720ml 1,320円

米の旨みのある
力強い辛口の純
米酒。燗に付けて
もおいしい。

くろうし

時季により種類は入れ替わります。

板橋区坂下で造るクラ
フトジン。板橋区で収穫
したボタニカルをふん
だんに使った華やかな
香りが特徴のジンです。

トムジンいたばし暗渠GIN

700ml 7,615円

高島平おちょこ

1800ml 12,892円
720ml 6,380円

(フランス)
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