
1.5
五百万石 日本酒度 +5 日本酒度

酸度 1.5
日本酒度 +3原料米日本酒度 -1.7

55% 酸度

 (税込2,967)1830ml 2,698円

精米歩合 60-65%

新酒 ・ 冬の限定酒  第２弾！

久保田（くぼた） 千寿 吟醸生原酒 朝日山 元旦しぼり 絵馬付

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。

元旦に搾られるフレッシュな生酒（絵馬付き）

新しい年の幕開けにふさわしいおめでたいお酒

原料米 +3

精米歩合 50-55% 酸度 1.4 精米歩合
原料米 新潟県産米

みやさか　美山錦 純米吟醸 しぼりたて生原酒 朝日山 元旦しぼり 一回火入れ

アミノ酸度

60-65% 酸度

他 要冷蔵 他 要冷蔵
アルコール 19度 アミノ酸度 アルコール 18度

原料米 まなむすめ

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

他 要冷蔵 他 要冷蔵
アルコール 17.2度 アミノ酸度

-1

アミノ酸度

日本酒度 ±0

精米歩合

(税込2,145)

新潟・朝日酒造 新潟・朝日酒造1830ml 3,318円  (税込3,649) 720ml 1,497円 (税込1,646)

新潟・朝日酒造

他 要冷蔵
アルコール 15度 アミノ酸度 0.9

原料米 美山錦

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。

1.8精米歩合

720ml 1,447円 (税込1,591)

1.2

17度

アミノ酸度

フレッシュ感と純米酒ならではのコク。

ほど良い酸味と旨味が心地良い味わいに。

精米歩合 50-55% 酸度

1.6

天寶一（てんぽういち） 山田錦 純米吟醸 直汲み 生

他
アルコール 18度

なめらかな飲み口で、スイスイと飲んでしまう

辛口の味わい。

新潟県産米

たかね錦 日本酒度 -1

浦霞（うらかすみ） しぼりたて 純米生原酒

精米歩合 50% 酸度

酸度 1.3精米歩合 65%

広島・天寶一

要冷蔵
アルコール 16度

島根・吉田酒造

完売

アミノ酸度
他

(税込1,650)

上品な吟醸香からフレッシュな甘さを纏った米

の旨みへ。辛口の余韻の旨い酒。

1800ml

アミノ酸度

720ml

他 要冷蔵

(税込1,474)

1800ml 3,600円  (税込3,960) 720ml

720ml 1,500円

フレッシュな香りと、スッキリと綺麗な旨み。

心地よいガス感と、辛口のキレ。

原料米 山田錦

アミノ酸度
他 要冷蔵
アルコール 16度

日本酒度

1800ml

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 山田錦 日本酒度 ±0

精米歩合 49% 酸度 1.5

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

アルコール

帰山（きざん） Extra Edition 直汲み 純米大吟醸 生原酒 米百俵 蔵の宝六郎次　純米吟醸生酒

3,000円

原料米

16度

 (税込3,300)

3,000円

720ml

原料米 山田錦 日本酒度

1,340円

アルコール

アルコール 16.2度

1,950円

要冷蔵、限定120本。

原料米 出羽燦々 日本酒度 +4
2.1

 (税込3,300) 1,600円

55% 酸度 1.6

栃木・飯沼銘醸 1800ml

山形・髙橋酒造店 1800ml

アミノ酸度 1.0 アルコール 16度

宮城・佐浦

東北泉（とうほくいずみ） 新酒純米 しぼりたて 智則（とものり） 純米吟醸 中取り 無濾過生原酒

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

フレッシュで綺麗なお米の旨さ。直汲み由来の

プチプチとした食感とともに。

精米歩合 55% 酸度

 (税込3,300)

姿（すがた） 中取り 山田錦 純米吟醸 無濾過生原酒

720ml 1,500円 (税込1,650)

他

長野・千曲錦酒造 3,000円 (税込1,760) 新潟・栃倉酒造 1800ml 3,200円  (税込3,520) 1,600円 (税込1,760)

1800ml

1.0

他 要冷蔵、金沢酵母

720ml

原料米 佐香錦 日本酒度 +1

精米歩合 55% 酸度 1.6

※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。

3,400円  (税込3,740) 720ml 1,700円 (税込1,870)

アミノ酸度

1800ml 2,800円  (税込3,080) 720ml 1,680円 (税込1,848)

アルコール 17度 アミノ酸度
精米歩合

七田（しちだ） 純米 七割五分磨き 山田錦 無濾過生

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
75% 酸度 2.3

他 要冷蔵

長野・宮坂醸造

山田錦 日本酒度 +4.8

佐賀・天山酒造

1800ml

2023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。



アミノ酸度

日本酒度

綾菊（あやきく） さぬきオリーブ 純米生原酒

精米歩合 65% 酸度 1.6
-3 原料米

辛口の飲み疲れないキレ。おりがらみ特有の酸

味、フレッシュ感のある味わい。

原料米 花吹雪/まっしぐら 日本酒度 +10

原料米 雄山錦

720ml 1,180円 (税込1,298)

新潟県産米

他 要冷蔵

完売1800ml

秋田酒こまち

青森・八戸酒造

想天坊（そうてんぼう） 辛口純米 外伝 おりがらみ生

55-60% 酸度 1.4

酸度 1.8

新潟・河忠酒造

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。

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。

他 要冷蔵

日本酒度

陸奥八仙（むつはっせん） ピンクラベル 吟醸生

他 要冷蔵
アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール 16度 アミノ酸度
精米歩合

精米歩合 60% 酸度
原料米原料米 阿波山田錦 日本酒度

他 要冷蔵、開栓注意

古伊万里前（こいまり さき） ＃3-2022 純米吟醸<再入荷>まんさくの花　直汲み 特別純米 生原酒

アミノ酸度

アミノ酸度 0.9

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。

酸度

720ml (税込1,485)

酸度

山本（やまもと） 純米吟醸 生原酒 六号酵母

3,100円

原料米

720ml

アルコール 17-18度 アミノ酸度 アルコール 15.8度

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。

軽快な飲み口の辛口生酒。スッキリとした旨み

に、程よい酸味で爽やかな余韻。

初孫（はつまご） 純米大吟醸 生原酒 翠華美丈夫（びじょうふ） 慎太郎 純米酒 しぼりたて生原酒

50% 酸度 1.6
松山三井 日本酒度 +3 日本酒度 +2

精米歩合

他 生原酒、生酛造り
アルコール 16度 アミノ酸度

原料米

他

1.2

原料米

2,600円  (税込2,860) 1,350円

日本酒度 +2.5

埼玉・神亀酒造 栃木・飯沼銘醸

原料米

1.7 精米歩合

1800ml (税込3,355)

力強い炭酸ガスと、押し寄せる旨み。甘味は優

しく、辛口のにごり酒。

60%

1.9
精米歩合

(税込1,650) 1800ml

1800ml

吟の精、秋田酒こまち 日本酒度

富山・林酒造場

55% 酸度 精米歩合 60% 酸度 1.6

1800ml

精米歩合

他 火入れ
アミノ酸度 アルコール 16.3度アルコール 16度

アルコール 17.5度

日本酒度

(税込1,705)

アミノ酸度

石川・吉田酒造店

720ml 1,500円

山形・東北銘醸

精米歩合 60% 酸度
アルコール 13度 アミノ酸度

佐賀・古伊万里酒造 秋田・日の丸醸造

手取川（てどりがわ） Sparkling dot

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。

原料米 石川門

(税込1,650)

精米歩合

原料米 出羽燦々 100％

精米歩合 55%
原料米 吟の精、秋田酒こまち

他 要冷蔵
アルコール 16度 アミノ酸度 0.7

日本酒度

フレッシュな旨さから、爽やかな甘味が伸びや

かに広がる。軽快でややフルーティー。

原料米 冨の香

720ml

他

3,200円

55%

要冷蔵
アルコール

1800ml 3,000円  (税込3,300) 720ml

60%
オオセト 日本酒度 -2.5

他 さぬきオリーブ酵母
アルコール 17.3度 アミノ酸度

1,550円 (税込3,410)

55%酸度

1,500円

15度

黒部峡（くろべきょう） 純米吟醸 富の香 新酒 生

五百万石

精米歩合

姿（すがた） 純米吟醸 生酒 スパークリング（黒）

秋田・山本酒造店

神亀（しんかめ） 純米 活性にごり酒

1800ml 3,255円  (税込3,580)  (税込3,580) 720ml 1,628円 (税込1,790)1800ml

シャープな炭酸と、ほのかな甘み。キレの良い

飲み口の活性にごり酒。

720ml (税込1,790)

他 要冷蔵、開栓注意

日本酒度

+2

1,530円 (税込1,683)

アミノ酸度 0.6
酸度 1.6

要冷蔵

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

3,050円

酸度 1.7

アルコール
精米歩合

他

16度
55%

3,255円

±0

 (税込3,520) 720ml 1,650円

+2

(税込1,815)

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

720ml 2,000円 (税込2,200)

他 要冷蔵、開栓注意

720ml 1,800円 (税込1,980)

日本酒度

1,628円

香川・綾菊酒造

秋田・山本酒造店

1,700円 (税込1,870)

 (税込3,300)1800ml 3,000円 720ml 1,500円 (税込1,650)

2.5

1800ml 3,000円  (税込3,300) 720ml

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。

高知・濱川商店

山本（やまもと） 純米吟醸 生原酒 七号酵母

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。



黄金千貫
黒麹

【芋焼酎】 蔵の師魂（くらのしこん） いもいも

アルコール
他 ロック、お湯割り、水割り

鹿児島・小正醸造 1800ml 3,200円  (税込3,520) 720ml 1,600円 (税込1,760)

【芋焼酎】蔵の師魂（くらのしこん） The Orange 新焼酎

この秋獲れた芋で仕込んだ新酒。熟成期間を置

かない、芋の若々しい香味をお楽しみ下さい。

原料 芋
麹 米
アルコール 25度 蒸留方法 常圧
他 ロック、水割り、炭酸割り

鹿児島・小正醸造 1800ml 2,800円  (税込3,080) 720ml 1,550円 (税込1,705)

3度

他 要冷蔵 他 スパークリング

山梨・山梨銘醸 1800ml 3,000円  (税込3,300) 720ml 完売 青森・八戸酒造 500ml 1,700円 (税込1,870)

720ml 2,500円 (税込2,750)

七賢（しちけん） 絹の味 純米大吟醸 あらばしり 【ﾘｷｭｰﾙ】陸奥八仙 AOMORI JUICY LAB ナシ

優しくフルーティーな香り。優しい甘さと旨み

の爽やかな純米大吟醸。

原料米 夢山水 日本酒度
精米歩合 47% 酸度
アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール

梨の軽快でみずみずしい香り。細やかな気泡と

共に、爽やかな梨の旨さが広がります。お酒が

苦手な方でも楽しめる軽やかなリキュールで

す。

愛媛・桜うづまき酒造 1800ml 2,600円  (税込2,860) 鳥取・千代むすび酒造

アミノ酸度 アルコール 17度 アミノ酸度
他 要冷蔵 他 頒布会参加店限定400本。

桜風（おうふう） 初搾り 純米酒 生 千代むすび（ちよむすび）純大 直汲み2022 Revival 生

地元、愛媛県産の飯米で造る、フレッシュな新

酒の純米酒。

リンゴやザクロのような香り。強めの酸味を帯

びた、綺麗で濃い旨みと甘味。

原料米 コシヒカリ 日本酒度 +1 原料米 強力 日本酒度 +5

精米歩合 65% 酸度 1.9 精米歩合 50% 酸度
アルコール 15度

他 要冷蔵 他 要冷蔵

佐賀・天山酒造 1800ml 3,800円  (税込4,180) 720ml 完売 佐賀・天山酒造 1800ml 3,650円  (税込4,015) 720ml 1,825円 (税込2,007)

50% 酸度 1.6

アルコール 16度 アミノ酸度 アルコール 16度 アミノ酸度

720ml 1,400円 (税込1,540)

七田（しちだ） 純米吟醸 五百万石50 無濾過生 七田（しちだ） 純米吟醸 雄山錦50 無濾過生 <再入荷>

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味わい。

柑橘系を思わせる香りと、新酒らしいピチピチ

としたガス感。

原料米 兵庫県産 五百万石 日本酒度 +2 原料米 雄山錦 日本酒度 -0.7

精米歩合 50% 酸度 1.5 精米歩合

島根・吉田酒造 1800ml 3,000円  (税込3,300) 720ml 完売 山形・出羽桜酒造

アミノ酸度 アルコール 17度 アミノ酸度
他 要冷蔵 他 要冷蔵

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出羽桜（でわざくら）しぼりたて生原酒 出羽の里 純米酒

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。

山形県の「出羽の里」で造る、しぼりたて生原

酒の厚みのある旨み（IWC2016チャンピオン）

原料米 島根県産米 日本酒度 原料米 出羽の里 日本酒度 +1

精米歩合 60% 酸度 精米歩合 60% 酸度 1.4

アルコール 16度

他 要冷蔵 他 要冷蔵

秋田・山本酒造店 1800ml 3,254円  (税込3,579) 720ml 完売 鳥取・千代むすび酒造 1800ml 2,800円  (税込3,080) 720ml 完売

55% 酸度 1.5

アルコール 16度 アミノ酸度 0.7 アルコール 17度 アミノ酸度

3,150円  (税込3,465) 720ml 完売

山本（やまもと） ミッドナイトブルー 純米吟醸生原酒 千代むすび 一際（ひときわ）特別純米中取り 無濾過原酒生

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。

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。

原料米 酒こまち 日本酒度 +1 原料米 五百万石 日本酒度 +1

精米歩合 50-55% 酸度 1.4 精米歩合

三重・清水清三郎商店 1800ml 4,400円  (税込4,840) 750ml 完売 兵庫・泉酒造 1800ml

アミノ酸度 アルコール 16度 アミノ酸度 1~1.2

他 火入 他 要冷蔵

作（ざく） 新酒 純米大吟醸 仙介（せんすけ） 特別純米 しぼりたて無濾過生酒原酒

作らしい華やかな上立ち香と、フレッシュな味

わいの火入れの新酒。まるで生酒のよう⁉

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。

原料米 国産米 日本酒度 原料米 山田錦、Hyogo Sake 85 日本酒度 +2~+3

精米歩合 50% 酸度 精米歩合 65% 酸度 1.7~1.9

アルコール 15度

毎年秋に発売になる、芋麹仕込みでpureな芋の

香り、味わいを楽しめる焼酎。

原料 芋 黄金千貫
麹 芋 黒麹

25度 蒸留方法 常圧

上部のPDF
[若松屋酒店]で検索ください。



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。    1800ml　11,720 +税

まんさくの花　巡米酒70 秋田酒こまち 

純米原酒

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　（完売）　／　 720ml 　1,350 +税

南部美人　雄三SP 美山錦純米 火入れ 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。    1800ml　2,760 +税

鶴齢 牧之　大吟醸

かたふね　純米吟醸原酒 髭文字ラベル

【粕取焼酎】田酒　本格焼酎 華やかな吟醸の香り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。 720ml 　1,850 +税

【芋焼酎】甑州　原酒 白纏 / 黒纏 新焼

酎

フレッシュで濃い味わい。伸びやかな芋の風味

を、より濃く荒々しく楽しめます。 720ml 　3,082 +税

1800ml　（完売）　／　 720ml 　1,230 +税

八海山　しぼりたて原酒 越後で候 青 フレッシュで荒々しい飲みごたえ。

爽やかな清酒のしぼりたて原酒。

【ﾘｷｭｰﾙ】 梅乃宿（うめのやど） あらごしみっく酒

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。

アルコール 5度
他 創業130周年記念の限定酒。

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

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。

まんさくの花　巡米酒70 愛山 純米原酒 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。 1800ml　2,800 +税　／　 720ml 　（完売）

三千櫻　彗星55 純米吟醸 火入れ ふんわりとした甘味と、フルーティーな含み香。

呑み頃と銘打った、綺麗な旨味。 1800ml　3,363 +税　／　 720ml 　（完売）

まんさくの花　純大 原酒 亀ラベルGOLD

金粉付き

酒米「亀の尾」由来の綺麗で透明感のある旨さ。

酸味を纏った心地よい辛口の余韻。 1800ml　4,050 +税　／　 720ml 　（完売）

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

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
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