
2022 梅酒-和リキュール
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※数量限定・季節限定品等ございますので、

品切れの節は、何卒ご容赦下さいませ。

※開栓前は冷暗所、開栓後は冷蔵庫での

保管をお願い致します。

2022/3/29



梅酒

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

青谷の梅
（あおだに）

七年熟成極上梅酒

1800ml
2,530円
720ml

1,265円

■度数　12度
■原料　梅果実・醸造ア
ルコール・ブドウ糖果糖
液糖

梅の素材を存分に引き出した梅酒
を、じっくりと7年の間熟成させた、
甘さ控えめで芳醇な味わいの本格梅
酒です。

醴泉　真咲梅酒
（れいせん　まさき）

 1800ml
2,728 円

　
■度数　15～16度
■原料　梅・清酒・焼
酎・氷砂糖

酸味料・香料・保存料を添加しない
天然素材にこだわりました。甘さを
おさえ、酸味をきかした通好みの梅
酒です。オンザロックにてお楽しみ
下さい。

醴泉　黒糖梅酒
（れいせん）

1800ml
2,816 円

■度数　14～15度
■原料　梅・黒糖・清
酒・焼酎・砂糖

天然素材にこだわった健康指向の梅
酒です。黒糖の香りと梅の香りが
マッチングし、まるでカシスのよう
な風味の一本。

貴醸梅酒
（きじょううめしゅ）

1800ml
2,640円

■度数　13度
■原料　梅の実・清酒・
米焼酎・氷砂糖

自家醸造した清酒に新鮮な「白加
賀」を、自家蒸留した米焼酎に完熟
の「鶯宿」を漬け込みました。
約10か月土蔵でねかせ、清酒ベース
と米焼酎ベースの梅酒をブレンド、
更に熟成させた梅酒です。

雑賀　梅酒
(さいか）

1800ml
2,750円
720ml

1,375円

■度数　11度
■原料　梅・日本酒・糖
類

フランスやイギリスのお酒のコン
クールにて金賞を受賞した、世界に
認められた梅酒です。清々しい梅の
香りと酸味が特徴。お召上り方は
ロックがお薦め。

雑賀　にごり梅酒
(さいか)

1800ml
3,300円
720ml

1,650円

■度数　10度
■原料　梅・日本酒・糖
類

梅酒の仕込みに使用した梅を裏ごし
し、再度梅酒に加えました。梅の旨
みが凝縮された梅酒です。ぜひロッ
クでお召し上がりくださいませ。
※開栓前でも要冷蔵でお願い致しま
す。

雑賀　黒糖梅酒
（さいか）

1800ml
3,300円

■度数　11度
■原料　梅・日本酒・黒
糖

梅の香りと酸味、そして黒糖のもつ
特有の香りと複雑な甘みのバランス
が絶妙な一本。オンザロックが光り
ます！

（和歌山・九重雑賀）

（京都・城陽酒造）

（和歌山・九重雑賀）

（和歌山・九重雑賀）

（岐阜・玉泉堂酒造）

（岐阜・玉泉堂酒造）

（岐阜・玉泉堂酒造）
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梅酒

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

八岐の梅酒
（やまた）

1800ml
2,420円

■度数　14～15度
■原料　和歌山産南高梅･
醸造アルコール・果糖液
糖

日本神話に登場する八岐大蛇（やまた
のおろち）から名前の由来をとりまし
た。焼酎ベースとなっているため、比
較的アルコール度数が高く、飲みごた
えのある味わいに仕上げております。
梅酒好きの方だけでなく、お酒をしっ
かりと飲まれる方にもおすすめ。

八岐の梅酒　古城梅
（やまた)           　(ごじろうめ）

1800ml
2,420円

■度数　15度
■原料　和歌山産古城梅･
醸造アルコール・果糖液
糖

「青いダイヤモンド」とも呼ばれる紀州
古城梅（ごじろううめ）という和歌山で
も生産が希少となった青梅を使用。実が
堅くしっかりしているのが古城梅の特徴
であり、梅酒にすると梅の凝縮された味
わいが楽しめます。濃厚な味わいなが
ら、ドライな口当たりに仕上げているの
でお食事とも合わせやすい商品です。

鶴梅　完熟梅酒
（つるうめ）

1800ml
2,200円
720ml

1,100円

■度数　10度
■原料　和歌山産南高
梅・醸造アルコール・日
本酒・果糖液糖

黄色くなるまで熟れた、和歌山県み
なべ産南高梅を使用し梅酒です。梅
由来の渋みがほとんど無く、日本酒
を加えることでまろやかさも加わ
り、すっきりと飲みやすい口当たり
が特徴です。ストレートは勿論、炭
酸割りやロックでも楽しめます。

鶴梅　すっぱい梅酒
（つるうめ）

1800ml
2,640円

■度数　11度
■原料　和歌山産南高
梅・日本酒・果糖液糖

梅酒の中では珍しい、日本酒をベースに
した梅酒です。名前の通り、梅の酸味を
引き立たせており、飲むと思わず「すっ
ぱい！」と言ってしまう味わいが特徴で
す。甘さ控えめなドライな味わいなの
で、梅酒を普段飲まない方でも炭酸割り
やロックなどですっきりと楽しんでいた
だけます。

鶴梅　完熟にごり梅酒
（つるうめ）

1800ml
3,080円
720ml

1,540円

■度数　8度
■原料　 南高梅(和歌山
産)・梅ペースト・桃ペー
スト・醸造アルコール・
果糖液糖

梅の果肉がほろほろと広がる、ジュー
シーな梅酒です。隠し味に同じバラ科の
桃の果肉を使うことで、より梅の甘味を
引き立たせます。まろやかでの濃厚な味
わいは他の鶴梅よりも特徴的で、ロック
やお湯割り以外にもバニラアイスにかけ
てシロップとして味わうのもオススメで
す。  　　　　　　　※開封後：要冷蔵

古鶴梅　10年古酒梅酒
（ふるつるうめ）

720ml
2,750円

■度数　17度
■原料　 和歌山産南高
梅・醸造アルコール・果
糖液糖

和歌山県産の完熟梅の中でも特に優良な
梅を選んで造った最高峰商品です。ウィ
スキー樽、シェリー樽、バーボン樽など
様々な樽で10年ほど寝かすため、ほのか
に洋酒の香りのする熟成梅酒です。渋み
がほとんどなく、甘すぎず、まろやかで
上品な味わいは、梅酒好きの方だけでな
く、洋酒好きの方にも楽しんでいただけ
ます。

（和歌山・平和酒造）

（和歌山・平和酒造）

（和歌山・平和酒造）

（和歌山・平和酒造）

（佐賀・天吹酒造）

（和歌山・平和酒造）

（和歌山・平和酒造）
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梅酒

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

レモネード梅酒

1800ml
2,902円
720ｍｌ
1,466円

■度数　9度
■原料　本格焼酎・蜂
蜜・レモン果実・梅酒

フレッシュなレモンの香りと酸味に
蜂蜜の甘さが加わり、とても飲みや
すくなりました。お湯割りやロッ
ク、ソーダ割りなどでお楽しみ下さ
い。
※蜂蜜の甘味成分が沈殿する為、よ
く振ってお飲み下さい。

東光吟醸梅酒
（とうこうぎんじょううめしゅ）

1800ml
3,960円

■度数　11～12度
■原料　本格焼酎・梅・
砂糖

国内で主要な3つの梅酒大会で優勝し
た純米吟醸酒粕で仕込んだ梅酒。鮮
明な吟醸香と共に、桃やラ･フラン
ス、青梅を連想させる果実感あふれ
る味わい。

エビス福梅

1800ml
3,080円
720ml

1,540円

■度数　12.4度
■原料　梅・ブラン
デー・醸造アルコール・
砂糖

ブランデー仕込みの爽やかで軽やか
ながらも、深みを感じる味わい。20
年以上熟成させた梅酒をブレンド
し、完成させた情熱の一本。

大黒福梅
（だいこく）

1800ml
3,080円
720ml

1,540円

■度数　12.4度
■原料　梅・ブラン
デー・黒糖（国産
100％）・醸造アルコール

国産100％の黒糖が生み出す深みある
味わい、20年以上熟成させたブラン
デーベースの原酒、7～8年モノの熟
成梅酒をブレンドしました。素材を
生かした最高の逸品！

完熟エビス福梅
1800ml
4,400円

■度数　15度
■原料　完熟南高梅・砂
糖・　醸造アルコール・
ブランデー

初代杜氏が仕込んだ20年以上熟成さ
せた梅酒と、四代目杜氏が完熟南高
梅で醸した梅酒をブレンドしまし
た。【伝統】と【革新】が表現され
た梅酒です！

弁天福梅
（べんてん）

1800ml
3,080円

■度数　12.4度
■原料　醸造アルコール
ブランデー・梅･砂糖・葡
萄果汁（国産）

ぶどうの爽やかな甘い香りが辺りに
広がり、口に含めばブランデーベー
スの梅酒の深みのある味わいと果汁
感あふれる甘み。後口はすっきりと
した梅酒です。

布袋福梅
（ほてい）

1800ml
3,960円

■度数　12.4度
■原料　梅・砂糖・醸造
アルコール・ブラン
デー・梅果肉・梅ジャム

初代杜氏が仕込んだ、20年以上熟成
させたブランデーベースの梅酒をブ
レンド！深みある味わいと「梅ジャ
ム」由来の味わいがたまりません。

（大分・おおやま夢工房）

（大阪・河内ワイン）

（大阪・河内ワイン）

通年販売

（大阪・河内ワイン）

（大阪・河内ワイン）

（佐賀・天吹酒造）

（大阪・河内ワイン）

（福岡・研醸）（福岡・研醸）

（福岡・研醸）（福岡・研醸）（福岡・研醸）（山形・小嶋総本店）
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梅酒

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

庭の鶯 うぐいすとまり
（にわのうぐいす）

1800ml
3,058円

■度数　12度
■原料　梅・粕取焼酎・
米焼酎

自家製酒粕焼酎に上質の青梅をふん
だんに漬け込み、寝かせること数
十ヶ月。酒粕焼酎のとろみが、青梅
の力強い酸味と融合し、贅沢な余韻
をお楽しみいただけます。

庭の鶯　特選梅酒
鶯とろ
（にわのうぐいす 　おうとろ）

1800ml
3,278円

■度数　12度
■原料　梅・粕取焼酎・
米焼酎

霞のように美しく淡いにごり梅酒は
トロリとして、キリリとした酸味が
際立ちます。ほどよいとろみが存在
感を際立たせ、繊細な味わいの和食
と合わせて楽しみください。
※開栓前でも要冷蔵でお願い致しま
す。

角玉　梅酒
（かくたま）

1800ml
2,313円

■度数　12度
■原料　梅・米焼酎・砂
糖

「晴耕雨読」の佐多宗二商店が造る
米焼酎ベースの梅酒。濾過を最小限
に抑える事で、梅の旨味、風味、コ
クを最大限に引き出しています。

梅萬
（うめまん）

1800ml
3,168円

■度数　19度
■原料　南高梅・常圧麦
焼酎・氷砂糖

淡い赤茶色。日本人の心にある何か
懐かしい梅の香りと、甘い蜂蜜を想
わす香り、口に含むと、上品な酸と
甘さのバランスがリラックスした気
持ちになれる癒し系のリキュールで
す。バニラアイスクリームに少しか
けてみても美味しいです。

鳳凰美田 秘蔵梅酒
（ほうおうびでん）

1800ml
2,640円

■度数　15～16度
■原料　栃木産｢宮ノ
梅｣・日本酒「鳳凰美
田」・糖類・醸造アル
コール

地元の高級梅を使った日本酒仕込
み。濾過やその他の添加物などの処
理を一切行わず丹念に仕込みまし
た。程よい酸味が感じられ、濃厚で
コクのある味わいが広がります。

龍神往来　紅梅
(りゅうじんおうらい　こうばい)

1800ml
3,520円

■度数　20度
■原料　梅・砂糖・醸造
アルコール

減農薬栽培で育った南高梅のみを使
用した、こだわりの一本です。ど
しっと濃厚な味わいをお楽しみくだ
さい。

龍神往来　碧梅
(りゅうじんおうらい　へきばい)

1800ml
2,860円

■度数　14度
■原料　梅・砂糖・琉球
泡盛

沖縄の琉球泡盛と和歌山の南高梅を
使用しました。すっきりとした印象
ですが、どこか奥深さを感じる味わ
いです。

（和歌山・中野ＢＣ）

（鹿児島・佐多宗二商店）

限定品

（福岡・山口酒造場）

（栃木・小林酒造）

（和歌山・中野ＢＣ）

（福岡・山口酒造場）

（大分・藤居醸造）

限定品
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梅酒

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

百年梅酒
1800ml
3,300円

　
■度数　14度
■原料　醸造アルコー
ル・糖類・梅実・ブラン
デー・蜂蜜

国産青梅「白加賀」100％使用。長期
間熟成させた後、ブランデーとハチ
ミツで仕上げました。大阪天満宮梅
酒大会優勝などの数々の賞を受賞し
ている実力派の一本。

八海山の原酒で仕込んだ
梅酒

1800ml
2,970円

■度数　13度
■原料　米焼酎・果糖・
梅・清酒

「八海山」の原酒に国産の梅を漬け
込んだ本格梅酒。カロリー低めで甘
くなく、飲み飽きさせない、お料理
に合う梅酒です。

八海山の焼酎で仕込んだ
梅酒

1800ml
2,970円

■度数　14度
■原料　本格焼酎・梅・
果糖

黄麹三段仕込みの米焼酎『よろしく
千萬あるべし』の原酒に国産の梅を
漬け込みました。梅のもつ自然な酸
味と上品な甘みのバランスが良い味
わい。

梅酒王
1800ml
3,135円

■度数　18度
■原料　麦焼酎・雑種・
醸造用アルコール・梅・
糖類

全国梅酒品評会2016　にごり梅酒部
門金賞受賞。　長期古酒と樽熟成麦
焼酎に付け込んだ梅果肉のトロッと
した舌触りが絶品なにごり梅酒で
す。

梅乃宿の梅酒
（うめのやど）

1800ml
2,200円
720ml

1,100円

■度数　12度
■原料　梅・日本酒・醸
造アルコール・糖類

梅乃宿の日本酒に吉野の梅が溶けこ
んだ梅酒。1800mlに約15個分の梅の
香りと旨みを閉じ込めました。日本
酒のコクと梅の爽やかさの上品で軽
快な口あたり。冷や、ストレート、
ロック、寒い季節はホットで！

梅乃宿の梅酒 黒ラベル
(うめのやど)

1800ml
2,860円

■度数　18度
■原料　梅・日本酒・醸
造アルコール・糖類

「梅乃宿の梅酒」をさらに濃厚に仕
上げた贅沢な梅酒。口に含むと爽や
かな梅の香りが広がり、日本酒の上
品な旨みが余韻となって残ります。

梅乃宿　あらごし梅酒
（うめのやど）

1800ml
3,080円
720ml

1,540円

■度数　12度
■原料　日本酒・梅・醸
造アルコール・糖類

「梅乃宿の梅酒」に1800mlで約18個
分の梅の果肉をブレンド！甘酸っぱ
い吉野梅の香りととろりとした口当
たりをお楽しみいただけるデザート

梅酒です。

（茨城・明利酒類）

（奈良・梅乃宿酒造）

（奈良・梅乃宿酒造）

（奈良・梅乃宿酒造）

（新潟・㈱八海山）

（大分・老松酒造）

（新潟・㈱八海山）
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梅酒

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

はんなり京梅酒
1800ml
2,420円

■度数　13度
■原料　米焼酎・梅・糖
類・清酒

厳選した和歌山県産の完熟「南高
梅」を自社の本格米焼酎にじっくり
漬け込んだ「はんなり京梅酒」。食
中酒としてピッタリです。

宇治 玉露梅酒
（ぎょくろうめしゅ）

1800ml
2,860円

■度数　12度
■原料　米焼酎・梅・糖
類・茶葉（玉露）・清酒

京都宇治碧翠園の玉露を100%使った
梅酒です。玉露の香りとさわやかな
渋味、梅酒のコクと酸味が特徴。

白い梅酒
1800ml
2,933円

■度数　８度
■原料　乳酸菌飲料・日
本酒ベースの梅酒

山形と秋田の県境にそびえる鳥海
山。その麓の工房から届いた新鮮な
ヨーグルトを使用しました。究極の
トロトロ感、ヨーグルトの塊を口中
でとろけさせてください。甘すぎ
ず・酸っぱすぎず・爽やかな味わい
です。
※要冷蔵

仙頭の梅酒
（せんとう）

1800ml
3,190円

■度数　13度
■原料　高知県産白加賀
梅・米焼酎・氷砂糖

爽やかで若々しい果実味が口中にひ
ろがります。甘味も上品でさっぱり
した味わいです。是非オンザロック
でお楽しみ下さい。

上喜元 太陽の微笑み
スパークリング梅酒
（じょうきげん）

330ml
517円

■度数　9度
■原料　梅酒

梅酒が際立つフレッシュな香り！炭
酸を感じながら、きりっとお楽しみ
いただけます。フルートグラスで冷
やしてお召し上がりください。
※開栓前でも要冷蔵でお願い致しま
す。

上喜元 梅酒
（じょうきげん）

1800ml
2,530円

■度数　13度
■原料　梅・日本酒・果
糖液糖

福井県産「剣先」と蔵元が栽培する
「おばこ梅」を使用！梅のエキス分
と酸がマッチした甘すぎない梅酒で
す。暑い夏にはロックやソーダ割、
冬にはお湯割りででお楽しみくださ
いませ！

子宝 完熟南高梅酒
(こだから)

1800ml
3,080円

■度数　10度
■原料　南高梅・清酒・
単式蒸留焼酎・果糖

楯野川の日本酒と粕取焼酎をベース
に、完熟した南高梅を付けこんだま
ろやかな梅酒です。優しい飲み口で
す。

（高知・仙頭酒造）

（京都・北川本家）

（山形・酒田酒造）

（京都・北川本家）

（福岡・みいの寿）

(山形・楯の川酒造)

(山形・酒田酒造）
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梅酒

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

子宝プレミアムリッチ
梅酒
（こだから）

1800ml
3,300円

■度数　11～12度
■原料　南高梅・単式蒸
留焼酎・糖類

南紅梅を自社製造の本格焼酎に漬け
込み,「これでもか」というくらい果
肉を詰め込みました。ちょっと贅沢
な濁り梅酒です。

利右衛門さんの梅酒
（りえもん）

1800ml
2,000円

■度数　14度
■原料　梅実・糖類・本
格焼酎

焼酎「黒利右衛門」をベースに鹿児
島県産の南高梅で仕込みました。本
格焼酎の旨みと味わいのある梅酒で
す。

加賀の梅酒
1800ml
3,247円

■度数　14度
■原料　紅映梅・氷砂
糖・醸造アルコール

濃密な梅の旨味とクリアな飲み口が
特徴です。紅映梅（べにさしうめ）
を使い、昔ながらの手法で造られま
した。香味のバランスがとれる時期
となるまで熟成させています。

小正　梅酒
（こまさ）

1800ml
2,090円

■度数　14度
■原料　梅実・本格焼酎
（麦・米・芋）・糖類・
蜂蜜

鹿児島の家庭風の梅酒です。梅の芳
香と酸味、本格焼酎のコクが調和し
た丸みのある味わいは食欲を誘う食
前酒にも最適！一日の疲れも癒やし
てくれる一本。

小鼓　梅申春秋
（こつづみ  ばいしんしゅんじゅう）

1800ml
3,080円

■度数　10度
■原料　梅・糖類・焼
酎・清酒・醸造アルコー
ル

完熟南高梅の果肉ペーストを使用し
た、とろっとした食感のうすにごり
梅酒。軽やかな梅由来の酸味と桃の
ような深い甘みが口の中に広がりま
す！

体にうれしい梅酒
1800ml
1,848円

■度数　14度
■原料　むぎ焼酎・果
糖・梅果汁

紀州南高梅を主とする国産梅を原料
に果実搾汁法で抽出した上質な梅果
汁とまろやかな本格麦焼酎に果糖を
ブレンドしました。

完熟　アロマ梅酒
1800ml
2,178円

■度数　12度
■原料　梅・本格焼酎・
砂糖

新鮮で香りと酸味、共に豊かな肉厚
の完熟梅を選別。まろやかで飽きの
こない、すっきりとしたフルーティ
な味わいの梅酒に。

（鹿児島・指宿酒造）

通年販売

（鹿児島・小正醸造）

（兵庫・西山酒造）

通年販売

（宮崎・櫻の郷醸造）

（鹿児島・山元酒造）

（石川・小堀酒造）

（山形・楯の川酒造）

8



梅酒

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

本坊 上等梅酒 黒糖
（ほんぼう）

1800ml
2,745円
720ml

1,257円

■度数　14度
■原料　梅実・醸造アル
コール・蜂蜜・加工黒糖

厳選した梅実を国産黒砂糖で丹念に
仕込んだ梅酒。黒糖仕込みらしい濃
い黒色、優雅でコクのある香りと甘
みを感じさせ、南国らしい自然な風
味！

本坊　上等梅酒
（ほんぼう）

1800ml
2,189円
720ml
990円

■度数　14度
■原料　梅実・醸造アル
コール・糖類・ブラン
デー・蜂蜜

梅実から生まれる香りと爽やかな酸
味を生かし、昔ながらの自然な味わ
いを大切にしました。ブランデー、
蜂蜜をアクセントとした柔らかく上
品でふくよかな甘さの梅酒です。

請福　梅酒　泡盛仕込み
（せいふくうめしゅ）

720ml
1,562円

■度数　12度
■原料　泡盛・梅・上白
糖・黒糖

天満天神梅酒大会2010第5位入賞。高
級品として味も品質も定評のある紀
州南高梅を石垣島・請福酒造の『泡
盛』に漬け込み、仕上げに国産の黒
糖を使用して、すっきりした甘さの
中にも風味豊かに仕上げました。

瑞穂　梅美人熟成泡盛梅酒
（みずほ　うめびじん）

720ml
1,199円

■度数　13度
■原料　泡盛・糖類・
梅・酸味料

泡盛をベースに、新鮮な青梅を漬け
込んで低糖度に仕上げた梅酒。泡盛
の豊潤な香りを残しながら、まろや
かな風味と爽やかな梅の軽い口当た
り。

梅酒　ひとよし
720ｍｌ
1,388円

■度数　12度
■原料　梅エキス・米・
米麹・氷砂糖

球磨焼酎をベースに無農薬で栽培さ
れた人吉梅園産の「白加賀」と氷砂
糖だけで造り上げました。色・味・
香り、三拍子揃った風味豊かな梅
酒。

タカラボシ梅酒
1800ml
1,408円

■度数　12度
■原料　梅実・糖類・醸
造アルコール・蜂蜜

香料、着色料、酸味料を一切使わな
い無添加梅酒。自然な梅の香り、爽
やかな酸味、どこか懐かしい優しい
味わいです。

五代芋焼酎造り梅酒
（ごだいいも)

1800ml
2,462円

■度数　12度
■原料　本格焼酎・梅・
砂糖

梅の酸味に芋焼酎の旨みが調和し、
深みがあり、ほのかに残る芋の甘さ
と香りが特徴の梅酒に仕上がりまし
た。

（鹿児島・山元酒造）

（沖縄・請福酒造）

（沖縄・瑞穂酒造）

（鹿児島・本坊酒造）

（鹿児島・本坊酒造）

（熊本・球磨焼酎）

（鹿児島･本坊酒造）
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梅酒

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

赤芋焼酎仕込み梅酒
（あかいも）

1800ml
2,640円

　
■度数　14度
■原料　本格焼酎・梅・
果糖

本格芋焼酎「ひむか寿 赤芋仕込み」
ベースの梅酒。九州産の南高梅を
100％使用しました。南九州の文化で
ある本格芋焼酎とさわやかな梅の味
わいをお楽しみください。

紀州　緑茶梅酒
1800ml
2,178円

■度数　12度
■原料　梅・砂糖・醸造
アルコール・緑茶エキ
ス・緑茶・香料・くちな
し色素・紅花色素

紀州の南高梅と国産の緑茶を使用し
た健康志向の梅酒。 緑茶の爽やかな
渋みと梅酒独特の甘み、南高梅の酸
味がバランスのいい梅酒です。

紀州　赤い梅酒
1800ml
2,178円

■度数　12度
■原料　梅・砂糖・醸造
アルコール・しその葉・
野菜色素・香料

紀州産の南高梅と和歌山の特産品の
赤紫蘇を使用しました。梅酒の甘み
と酸味の後に、赤紫蘇の爽やかな風
味！赤紫蘇由来の鮮やかなルビー色
の見た目も楽しい梅酒です。

紀州のゆず梅酒
1800ml
2,200円

■度数　12度
■原料　梅・ゆず・砂
糖・醸造アルコール

梅をたっぷり使用しました！ぷかぷ
かと浮かぶ柚子がアクセントの香り
豊かな梅酒です。

紀州のはっさく梅酒
1800mｌ
2,640円

■度数　12度
■原料　梅・砂糖・醸造
用アルコール・はっさく
(和歌山産)・香料

ぷりぷりとしたはっさくが嬉しい！
たっぷり梅を使用した味わいと和歌
山県産のはっさくのほろ苦さが生み
出す大人の味わい。

紀州のブルーベリー梅酒
1800ml
2,860円

■度数　12度
■原料　南高梅（和歌
山）･砂糖・醸造アルコー
ル・ブルーベリー（岩
手）・香料

岩手産の完熟ブルーベリーを使用し
ました。梅酒の甘味とブルーベリー
の甘味が合わさり、甘酸っぱいお酒
に！

紀州のレモン梅酒
1800ml
2,200円

■度数　12度
■原料　梅･レモン・砂
糖・醸造アルコール・香
料

和歌山県産のレモンとたっぷり使用
された梅が生み出す、爽やかな味わ
いの一本です！

（宮崎・寿海酒造）

（和歌山・中野ＢＣ）

（和歌山・中野ＢＣ）

（和歌山・中野ＢＣ）

（和歌山・中野ＢＣ）

（和歌山・中野ＢＣ）

（和歌山・中野ＢＣ）
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梅酒

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

紀州のイチゴ梅酒
1800ml
2,640円

■度数　12度
■原料　梅・いちご・砂
糖・醸造用アルコール・
野菜色素・香料

梅をふんだんに使用しました。国産
のいちごが生み出すつぶつぶとした
口当たりが楽しい、優しい味わいの
一本です。

紀州のシークァーサー
梅酒

1800ml
2,640円

■度数　12度
■原料　梅・砂糖・醸造
用アルコール・シー
クァーサー・香料

梅を存分に使用した梅酒に、南国の
果実シークァーサーをブレンド！爽
やかな印象の梅酒です。

紀州　蜂蜜梅酒
1800ml
2,178円

■度数　12度
■原料　梅・砂糖・醸造
用アルコール・蜂蜜・香
料

紀州和歌山産の南高梅を１００％使
用し、天然みかん蜂蜜を加えた梅酒
です。みかん蜂蜜のまろやかな甘さ
と南高梅の酸味が、バランスよく調
和し、上品な甘みのある梅酒になり
ました。

紅南高梅酒
（べになんこう）

1800ml
3,850円

■度数　20度
■原料　梅・砂糖・醸造
アルコール

太陽の当たるところでしか育たな
い、希少な南高梅だけを使用して造
られました。ほんのりとした紅色が
綺麗な梅酒です！

かわいい梅酒
ライチ

 1800ml
1,980円

■度数　13度
■原料　梅・糖類・ライ
チ果汁・醸造アルコール

美人の果実として知らせるライチ果
汁がちょっぴり入った、とってもフ
ルーティー＆ジューシーな飲みやす
い梅酒です。

ちえびじん　紅茶梅酒
 1800ml
2,640円

■度数　7度
■原料　紅茶(べにふう
き)・梅酒・ブランデー・
糖類

地元産南高梅で仕込んだ梅酒とブラ
ンデーをブレンドしました。夏は
ロック、または冷やしてストレート
で。冬はホットでお楽しみくださ
い。

雨後の月　にごり梅酒
純米仕込み

 1800ml
3,080円

■度数　8度
■原料　清酒(純米酒)・
梅(南高梅)・氷砂糖・梅
ピューレ

日本酒「雨後の月」の相原酒造が純
米酒で仕込んだ梅酒です！和歌山県
産の完熟南高梅を100％使用した間違
いなしの一本。
※開栓前でも要冷蔵でお願い致しま
す。

（和歌山・中野ＢＣ）

（和歌山・中野ＢＣ）

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

（和歌山・中野ＢＣ）

通年販売通年販売通年販売

(広島・株式会社サクラオ

ブルワリーアンドディスティラリー)

（広島・相原酒造）

（大分・中野酒造）

（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野ＢＣ）
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リキュール

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

美丈夫　ゆず
（びじょうふ）

1800ml
3,416円
720ml

1,738円

■度数　7度
■原料　ゆず（高知県
産）･日本酒･はちみつ

全国的に名高い高知産のゆず。フ
レッシュな香りと素朴な酸味があふ
れます。ゆずの搾りたての果汁に、
美丈夫の日本酒とはちみつだけで仕
上げた、キュンと甘酸っぱいリ
キュールです。ストレートやオンザ
ロックの他、炭酸割りやカクテルの
ベースとしても幅広くお楽しみいた
だけます。

美丈夫　レモン
（びじょうふ）

1800ml
3,416円

■度数　8度
■原料　日本酒・
国産レモン・蜂蜜

レモンをふんだんに使用したフレッ
シュで爽やかな日本酒ベースの和の
リキュールです。レモンの酸味、日
本酒の旨味、蜂蜜の甘味バランスよ
く調和された逸品です！

美丈夫　ゆずしゅわっ！
(びじょうふ)

500ml
1,100円

■度数　6%
■原料　日本酒・ゆず・は
ちみつ

“しゅわっ”と口の中で弾ける泡、
ゆずの心地よい香りと酸味、はちみ
つの自然な甘さのバランスが絶妙で
何とも言えない爽快感を醸し出して
くれます。※開栓時は吹きこぼれ
る事がありますので十分にご注意
ください。

美丈夫　ぽんしゅわっ！
（びじょうふ）

500ml
944円

■度数　6度
■原料　焼酎甲類・ぽんか
ん（高知県産）・はちみつ

ぽんっとはじける、高知の柑橘ぽん
かんの発泡性リキュール。香り高
く、独特の甘みとコクのあるぽんか
んのフレッシュな果汁をたっぷりと
使いました。「ポンカン」の香りと
発泡酒ならではのしゅわしゅわ感が
絶妙！※開栓時は吹き零れる事が
ありますので十分にご注意くださ
い。

上喜元　ゆずしゅ
(じょうきげん）

1800ml
2,530円

■度数　8度
■原料　本醸造原酒、高知
県産ゆず果汁、醸造アル
コール、糖類

高知県産のゆず果汁をふんだんに使
用し、蔵元ならではの清酒とゆず果
汁のバランスの良さを楽しめるゆず
しゅに仕上げました。冷やしてスト
レートまたはロックでお楽しみくだ
さい。

超濃厚ヨーグルト酒
（ちょうのうこう）

1800ml
3,520円
720ｍｌ
1,870円

■度数　5度
■原料　ジャージーヨーグ
ルト・清酒・糖類

英国王室用ミルクを作るためにほか
の品種から隔離されてきたジャー
ジー牛の生乳を100％使用しまし
た。やわらかく、なめらかな口当た
りと濃厚な味わい！
※開栓前でも要冷蔵でお願い致し
ます。
保存可能期間：3か月(夏季は2か
月)

蔵王高原ヨーグルト酒
(ざおうこうげん）

1800ml
3,300円

■度数　5度
■原料　蔵王高原ヨーグル
ト･清酒･糖類

自然豊かな山の麓、蔵王高原で作ら
れる新鮮な生乳を使用！乳酸菌が作
り出すさらりとした喉ごしと、濃厚
でコクのあるヨーグルト由来の豊か
な味わいです。
※開栓前でも要冷蔵でお願い致し
ます。
保存可能期間：3か月(夏季は2か
月)

通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（京都・城陽酒造）（京都・城陽酒造）（和歌山・九重雑（和歌山・九重雑 通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売通年販売（岐阜・玉泉堂酒（茨木・明利酒類） 通年販売（山梨・ｼｬﾄｰ酒折ﾜｲﾅ（奈良・梅乃宿酒（奈良・梅乃宿酒 通年販売通年販売（宮崎・寿海酒（福岡・紅乙女酒 通年販売通年販売（鹿児島・山元酒 通年販売（沖縄・請福酒（沖縄・瑞穂酒（鹿児島・指宿酒造）（大分・老松酒 通年販売通年販売通年販売通年販売（鹿児島・小正醸造） 通年販売（兵庫・西山酒 通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造）（鹿児島・本坊酒造）（鹿児島・本坊酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売（宮崎・櫻の郷醸造）（和歌山・中野Ｂ（奈良・梅乃宿酒（鹿児島・山元酒造）（鹿児島・佐多宗二商（鹿児島・佐多宗二商店） 通年販売限定品通年販売（熊本・琉球焼酎）（石川・福光屋）（大分・おおやま夢工（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン） 通年販売通年販売通年販売通年販売（大分・おおやま夢工 通年販売限定品（大阪・河内ワイン） 通年販売（大阪・河内ワイン）（福岡・山口酒造場）（大阪・河内ワイン）（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（鹿児島･本坊酒造） 通年販売通年販売（高知・仙頭酒造）（大分・おおやま夢工 通年販売（福岡・井上合名会 通年販売通年販売（福岡・山口合名会（福岡・岩波酒（大分・中野酒 季節限定品通年販売限定品通年販売（新潟・八海醸造） 通年販売（栃木・小林酒 通年販売（石川・小堀酒 通年販売（京都・北川本 通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野Ｂ（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野ＢＣ） 通年販売季節限定品

（高知・濵川商店）

通年販売（和歌山・中野Ｂ 季節限定品（和歌山・中野Ｂ 通年販売（福岡・小林酒造本 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売限定品通年販売（和歌山・中野ＢＣ） 季節限定品（山形・酒田酒造） 通年販売40%25% （和歌山・中野ＢＣ）（山形・楯の川酒

（高知・濵川商店）

（宮城・新澤酒造店）

（高知・濵川商店）

（高知・濵川商店）

（宮城・新澤醸造店）

（宮城・新澤醸造店）

（高知・酒田酒
（山形・酒田酒造）
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リキュール

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（京都・城陽酒造）（京都・城陽酒造）（和歌山・九重雑（和歌山・九重雑 通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売通年販売（岐阜・玉泉堂酒（茨木・明利酒類） 通年販売（山梨・ｼｬﾄｰ酒折ﾜｲﾅ（奈良・梅乃宿酒（奈良・梅乃宿酒 通年販売通年販売（宮崎・寿海酒（福岡・紅乙女酒 通年販売通年販売（鹿児島・山元酒 通年販売（沖縄・請福酒（沖縄・瑞穂酒（鹿児島・指宿酒造）（大分・老松酒 通年販売通年販売通年販売通年販売（鹿児島・小正醸造） 通年販売（兵庫・西山酒 通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造）（鹿児島・本坊酒造）（鹿児島・本坊酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売（宮崎・櫻の郷醸造）（和歌山・中野Ｂ（奈良・梅乃宿酒（鹿児島・山元酒造）（鹿児島・佐多宗二商（鹿児島・佐多宗二商店） 通年販売限定品通年販売（熊本・琉球焼酎）（石川・福光屋）（大分・おおやま夢工（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン） 通年販売通年販売通年販売通年販売（大分・おおやま夢工 通年販売限定品（大阪・河内ワイン） 通年販売（大阪・河内ワイン）（福岡・山口酒造場）（大阪・河内ワイン）（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（鹿児島･本坊酒造） 通年販売通年販売（高知・仙頭酒造）（大分・おおやま夢工 通年販売（福岡・井上合名会 通年販売通年販売（福岡・山口合名会（福岡・岩波酒（大分・中野酒 季節限定品通年販売限定品通年販売（新潟・八海醸造） 通年販売（栃木・小林酒 通年販売（石川・小堀酒 通年販売（京都・北川本 通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野Ｂ（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野ＢＣ） 通年販売季節限定品通年販売（和歌山・中野Ｂ 季節限定品（和歌山・中野Ｂ 通年販売（福岡・小林酒造本 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売限定品通年販売（和歌山・中野ＢＣ） 季節限定品（山形・酒田酒造） 通年販売40%25% （和歌山・中野ＢＣ）（山形・楯の川酒

薫る紅茶酒
(かおる）

1800ml
2,970円

■度数　12度
■原料　清酒・糖類・紅茶
（セイロン）

代表的な茶葉「セイロン」と柑橘類
の「ベルガモット」をブレンドした
「アールグレイ」を使った日本酒
ベースの甘さ控えめな味わい。紅茶
の優雅な香味に癒されます。ゆった
りとした時間に、ミルクやソーダと
1：1で割ってお楽しみください。

鶴梅　ゆず
（つるうめ）

1800ml
3,190円
720ｍｌ
1,595円

■度数　7度
■原料　柚子（和歌山県
産）・日本酒・果糖液糖

甘酸っぱく優しい味は老若男女問わず
飲みやすい味わいとなっており、つい
ついお代わりしたくなる商品です。使
用している柚子は全て和歌山のものを
使用しており、地元産のみずみずしい
柚子の味わいを楽しんでいただけま
す。ロックだと甘味が、炭酸割りだと
酸味と爽やかさが際立ちます。

鶴梅　れもん
（つるうめ）

1800ml
3,190円

■度数　7度
■原料　天然檸檬（和歌山
産）・日本酒・果糖液糖

和歌山県産の中でも紀美野・ながみ
ねエリアの契約農家による低農薬レ
モンを中心に使用しています。レモ
ンの果汁と皮の風味が特徴です。
ソーダ割り、水割り、ロックがおす
すめ。

鶴梅　夏みかん
（つるうめ）

1800ml
3,190円

■度数　7度
■原料　夏蜜柑・日本酒・
果糖液糖・甘夏・檸檬

和歌山県産の夏みかんを使用し、爽
やかな酸味と和歌山の太陽の恵みを
しっかりと感じていただけるように
造っています。ロックなどでお楽し
みいただくことをお勧めします。

鶴梅　いちご
（つるうめ）

1800ml
2,860円

■度数　10度
■原料　イチゴ（和歌山
産）・梅（和歌山産）・醸
造アルコール・果糖液糖・
イチゴ果汁

和歌山産のイチゴを贅沢に使用しま
した。いちごの甘酸っぱさが魅力的
な和のリキュール！甘く感じられる
方は割ってお飲みいただくのがおす
すめです。

フルフル完熟 マンゴー

1800ml
3,080円
720ml

1,540円

■度数　9度
■原料　マンゴー・パッ
ションフルーツ・梅・清
酒・醸造アルコール・単式
蒸留焼酎・糖類・他

マンゴーの王様、インド産【アル
フォンソ・マンゴー】に九州産アッ
プルマンゴーと梅の実をあわせた、
ジューシィな完熟マンゴーのお酒。
夢見ごこちのひとときをお届けしま
す。

フルフル　太陽のタマゴ
1800ml

3，666円

■度数　11度
■原料　マンゴー・パッ
ションフルーツ・梅・清
酒・単式蒸留焼酎・醸造ア
ルコール・糖類・酸味料・
香料・他

日本産マンゴーの頂点とも評され
る、宮崎県の稀少な高級マンゴー
【太陽のたまご】を100％使用。そ
の究極の果実から生まれた、まった
り＆リッチな熟成感を、ぜひ実感し
てください。

（和歌山・平和酒造）

（和歌山・平和酒造）

（和歌山・平和酒造）

（和歌山・平和酒造）

（宮城・新澤醸造店）

（福岡・山の壽酒造）

（福岡・山口合名会社）（福岡・山の壽酒造）
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リキュール

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（京都・城陽酒造）（京都・城陽酒造）（和歌山・九重雑（和歌山・九重雑 通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売通年販売（岐阜・玉泉堂酒（茨木・明利酒類） 通年販売（山梨・ｼｬﾄｰ酒折ﾜｲﾅ（奈良・梅乃宿酒（奈良・梅乃宿酒 通年販売通年販売（宮崎・寿海酒（福岡・紅乙女酒 通年販売通年販売（鹿児島・山元酒 通年販売（沖縄・請福酒（沖縄・瑞穂酒（鹿児島・指宿酒造）（大分・老松酒 通年販売通年販売通年販売通年販売（鹿児島・小正醸造） 通年販売（兵庫・西山酒 通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造）（鹿児島・本坊酒造）（鹿児島・本坊酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売（宮崎・櫻の郷醸造）（和歌山・中野Ｂ（奈良・梅乃宿酒（鹿児島・山元酒造）（鹿児島・佐多宗二商（鹿児島・佐多宗二商店） 通年販売限定品通年販売（熊本・琉球焼酎）（石川・福光屋）（大分・おおやま夢工（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン） 通年販売通年販売通年販売通年販売（大分・おおやま夢工 通年販売限定品（大阪・河内ワイン） 通年販売（大阪・河内ワイン）（福岡・山口酒造場）（大阪・河内ワイン）（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（鹿児島･本坊酒造） 通年販売通年販売（高知・仙頭酒造）（大分・おおやま夢工 通年販売（福岡・井上合名会 通年販売通年販売（福岡・山口合名会（福岡・岩波酒（大分・中野酒 季節限定品通年販売限定品通年販売（新潟・八海醸造） 通年販売（栃木・小林酒 通年販売（石川・小堀酒 通年販売（京都・北川本 通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野Ｂ（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野ＢＣ） 通年販売季節限定品通年販売（和歌山・中野Ｂ 季節限定品（和歌山・中野Ｂ 通年販売（福岡・小林酒造本 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売限定品通年販売（和歌山・中野ＢＣ） 季節限定品（山形・酒田酒造） 通年販売40%25% （和歌山・中野ＢＣ）（山形・楯の川酒

レアカシス
1800ml
3,080円

■度数　9度
■原料　 カシス・梅・
グレープフルーツ・清酒・
醸造アルコール・糖類・酸
味料・野菜色素（紅芋由
来）・他

希少品種【ノワール・ド・ブルゴー
ニュ】だけを選んだフランス産カシ
スを使用。ほのかにほろ苦く、フ
ルーティなのに甘過ぎない。他には
ないスッキリ＆ジューシィなお酒で
す。

ミクスベリィ
1800ml
3,080円

■度数　9度
■原料　カシス・ブルーベ
リー・ストロベリー・梅・
グレープフルーツ・日本
酒・醸造アルコール・糖
類・酸味料・野菜色素(紅
芋由来)・香料・他

ブルーベリー、ストロベリー、カシ
ス…色んなベリィの香りに癒され
る、酒蔵の特製リキュール！甘すぎ
ず、すっきり爽やか。まるで不思議
の森に迷い込むような、魅惑的な美
味しさです。

meromero
門司港バナナ
（もじこう）

1800ml
3,080円

■度数　9度
■原料　清酒･バナナ･パッ
ションフルーツ・糖類・醸
造アルコール・梅・酸味
酸・香料・他

バナナの果肉がとろとろ。グラスに
注ぐと、甘くて爽やかなバナナの香
りが漂います。甘いだけではなく、
爽やかな後味。香りから予想したよ
りも甘さひかえめで、すっきりフ
ルーティ。

うめせんにん
屋久島みかん
（やくしま）

1800ml
3,080円

■度数　9度
■原料　たんかん・パッ
ションフルーツ・清酒・
梅・グレープフルーツ・糖
類・醸造アルコール・酸味
料・香料・他

【屋久島たんかん】の果肉がふんわ
り。普通のみかんよりもジュワッと
トロピカルな香り。甘すぎず、爽快
な味わいで好評です。島に満ちる生
命の息吹を受け継いだ、ディープな
魅力！

うめせんにん
北海道メロン

1800ｍｌ
3,080円

■度数　9度
■原料　メロン・清酒・
梅・糖類・パッションフ
ルーツ・醸造アルコール・
香料・野菜色素（ベニバ
ナ、クチナシ由来）、ほか

世界最大級の火山【阿蘇】の麓、こ
んこんと清水の湧く熊本県七城町の
瑞々しいメロンを使用！ボトルの底
にはメロンの果肉。やさしいメロン
の香り、甘すぎない爽やかさで好評
です。

アポロン
太陽のブラッドオレンジ

1800ml
3,080円

■度数　9度
■原料　ブラッドオレン
ジ・レモン・げんこう・
パッションフルーツ・梅・
グレープフルーツ・清酒・
醸造アルコール・糖類・酸
味料・香料・野菜色素（紅
芋由来）・他

真っ赤に燃える太陽の滴。本場イタ
リアのシシリー島産【ブラッドオレ
ンジ】と日本酒【天吹（あまぶ
き）】との出会いから生まれた、
ちょっと大人なフルーツリキュール
です。

天吹　京都千年抹茶酒
（せんねんまっちゃ）

1800ml
3,300円

■度数　6度
■原料　抹茶（京都府産）
緑茶、ゆず果汁、清酒、糖
類、酸味料、香料、安定剤

抹茶特有の甘みのあと、ゆずの酸味
がほんのりと顔を出し、さっぱりと
感じさせ、後半は抹茶の旨み、深み
が複雑に絡んできます。日本酒ベー
スです。

（福岡・小林酒造本店）

（福岡・若波酒造）

（福岡・小林酒造本

（福岡・若波酒造）

（福岡・小林酒造本店）

（佐賀・天吹酒造）

（佐賀・天吹酒造）（佐賀・天吹酒造）
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リキュール

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（京都・城陽酒造）（京都・城陽酒造）（和歌山・九重雑（和歌山・九重雑 通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売通年販売（岐阜・玉泉堂酒（茨木・明利酒類） 通年販売（山梨・ｼｬﾄｰ酒折ﾜｲﾅ（奈良・梅乃宿酒（奈良・梅乃宿酒 通年販売通年販売（宮崎・寿海酒（福岡・紅乙女酒 通年販売通年販売（鹿児島・山元酒 通年販売（沖縄・請福酒（沖縄・瑞穂酒（鹿児島・指宿酒造）（大分・老松酒 通年販売通年販売通年販売通年販売（鹿児島・小正醸造） 通年販売（兵庫・西山酒 通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造）（鹿児島・本坊酒造）（鹿児島・本坊酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売（宮崎・櫻の郷醸造）（和歌山・中野Ｂ（奈良・梅乃宿酒（鹿児島・山元酒造）（鹿児島・佐多宗二商（鹿児島・佐多宗二商店） 通年販売限定品通年販売（熊本・琉球焼酎）（石川・福光屋）（大分・おおやま夢工（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン） 通年販売通年販売通年販売通年販売（大分・おおやま夢工 通年販売限定品（大阪・河内ワイン） 通年販売（大阪・河内ワイン）（福岡・山口酒造場）（大阪・河内ワイン）（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（鹿児島･本坊酒造） 通年販売通年販売（高知・仙頭酒造）（大分・おおやま夢工 通年販売（福岡・井上合名会 通年販売通年販売（福岡・山口合名会（福岡・岩波酒（大分・中野酒 季節限定品通年販売限定品通年販売（新潟・八海醸造） 通年販売（栃木・小林酒 通年販売（石川・小堀酒 通年販売（京都・北川本 通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野Ｂ（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野ＢＣ） 通年販売季節限定品通年販売（和歌山・中野Ｂ 季節限定品（和歌山・中野Ｂ 通年販売（福岡・小林酒造本 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売限定品通年販売（和歌山・中野ＢＣ） 季節限定品（山形・酒田酒造） 通年販売40%25% （和歌山・中野ＢＣ）（山形・楯の川酒

黒カシス
1800ml
3,080円

■度数　8度
■原料　カシス・烏龍茶・
日本酒・醸造アルコール・
糖類・酸味料・カラメル色
素・香料・他

洋食にも和食にも、中華にも！特に
お肉料理との相性が抜群。九州産
【黒烏龍茶】とフランス産【カシ
ス】が出会った、フルボディタイプ
の果実酒。

クレハロワイヤル
嬉野アールグレイ
（うれしの)

500ml
1,572円

■度数　14度
■原料　 梅・紅茶（佐賀
県嬉野市産、インド産、ス
リランカ産）・清酒・醸造
アルコール・糖類・酸味
料・他

フルーティな香りの逸品、佐賀県う
れしの産【嬉野アールグレイ】と、
ジューシィな梅のハーモニー。この
未体験のおいしさは『究極の癒し』
と評されています！

ORANGE　BEAR
（おれんじべあー）

1800ml
2,934円

■度数　7度
■原料　柑橘果汁・清酒・
醸造アルコール・糖類・酸
味料

ジューシーな甘味のある熊野ミカン
は三重県の名産品！その生果汁と純
米酒をブレンド。爽やかな酸味と熊
野ミカンの甘さが口に広がります。
可愛らしいパッケージも女子ウケ
◎。

梅乃宿　ゆず
（うめのやど）

1800ml
3,080円
720ｍｌ
1,540円

■度数　8度
■原料　ゆず･日本酒･果
糖・醸造アルコール

使用したゆず果汁は、1800mlで約19
個分！ゆずそのまんまの爽やかな風
味と酸味が生きている、口あたりの
よいリキュールです。

あらごし もも
（うめのやど）

1800ml
3,080円
720ml

1,540円

■度数　8度
■原料　もも・日本酒・
果糖・醸造アルコール

桃のデザートを食べるような果実
感、ほどよい甘み、そして香り。
スッキリとした後味と上品な余韻ま
でもお楽しみいただける逸品です。

あらごし　みかん
（うめのやど）

1800ml
3,080円
720ml

1,540円

■度数　7度
■原料　温州みかん・　醸
造アルコール・糖類・日本
酒・クエン酸

温州みかんの果肉たっぷりのデザー
ト感覚のお酒！使用するみかんは
1800mlで約33個分。みかんの爽やか
な香りと味、口の中でつぶつぶが踊
る軽快で不思議な食感。
※開栓前でも要冷蔵でお願い致
します。

梅乃宿
あらごし　りんご
（うめのやど）

1800ml
3,080円
720ml

1,540円

■度数　7度
■原料　りんご・醸造アル
コール・糖類・日本酒・ビ
タミンC

国産のリンゴ果汁と果肉をたっぷり
詰め込んだ、フルーツジュースのよ
うなリキュール。すりおろしりんご
と角切りりんごを使用し、自然な甘
みとみずみずしさを表現しました！

（奈良・梅乃宿酒造）

（奈良・梅乃宿酒造）

季節限定品（奈良・梅乃宿酒

（奈良・梅乃宿酒造）

※要冷限定品となりますので無くなり次第終了。

梅乃宿

梅乃宿

（奈良・梅乃宿酒造）（奈良・梅乃宿酒造）

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

（福岡県・小林酒造）（福岡県・若波酒造）（福岡県・小林酒造）（福岡・若波酒造）

（福岡県・小林酒造）（福岡県・若波酒造）（福岡県・小林酒造）（三重・元坂酒造）（福岡県・小林酒造）（福岡県・若波酒造）（福岡県・小林酒造）（三重・元坂酒造）

（大分・おおやま夢工房）
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リキュール

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（京都・城陽酒造）（京都・城陽酒造）（和歌山・九重雑（和歌山・九重雑 通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売通年販売（岐阜・玉泉堂酒（茨木・明利酒類） 通年販売（山梨・ｼｬﾄｰ酒折ﾜｲﾅ（奈良・梅乃宿酒（奈良・梅乃宿酒 通年販売通年販売（宮崎・寿海酒（福岡・紅乙女酒 通年販売通年販売（鹿児島・山元酒 通年販売（沖縄・請福酒（沖縄・瑞穂酒（鹿児島・指宿酒造）（大分・老松酒 通年販売通年販売通年販売通年販売（鹿児島・小正醸造） 通年販売（兵庫・西山酒 通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造）（鹿児島・本坊酒造）（鹿児島・本坊酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売（宮崎・櫻の郷醸造）（和歌山・中野Ｂ（奈良・梅乃宿酒（鹿児島・山元酒造）（鹿児島・佐多宗二商（鹿児島・佐多宗二商店） 通年販売限定品通年販売（熊本・琉球焼酎）（石川・福光屋）（大分・おおやま夢工（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン） 通年販売通年販売通年販売通年販売（大分・おおやま夢工 通年販売限定品（大阪・河内ワイン） 通年販売（大阪・河内ワイン）（福岡・山口酒造場）（大阪・河内ワイン）（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（鹿児島･本坊酒造） 通年販売通年販売（高知・仙頭酒造）（大分・おおやま夢工 通年販売（福岡・井上合名会 通年販売通年販売（福岡・山口合名会（福岡・岩波酒（大分・中野酒 季節限定品通年販売限定品通年販売（新潟・八海醸造） 通年販売（栃木・小林酒 通年販売（石川・小堀酒 通年販売（京都・北川本 通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野Ｂ（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野ＢＣ） 通年販売季節限定品通年販売（和歌山・中野Ｂ 季節限定品（和歌山・中野Ｂ 通年販売（福岡・小林酒造本 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売限定品通年販売（和歌山・中野ＢＣ） 季節限定品（山形・酒田酒造） 通年販売40%25% （和歌山・中野ＢＣ）（山形・楯の川酒

泉姫　ゆず酒
（いずみひめ）

　1800ｍｌ
2,640円

■度数　6度
■原料　柚子・日本酒・醸
造アルコール・糖類

日本酒と国産のゆず果汁をたっぷり
使い、香り高いお酒に仕上がりまし
た。口に含むと、爽やかな酸味が舌
を包み、苦みの少ない柚子本来の、
すがすがしい風味を引き出しており
ます。

フルフル
クレイジーレモン

　1800ｍｌ
3,080円

■度数9度
■原料　レモン・グレープ
フルーツ・パッションフ
ルーツ・清酒・醸造アル
コール・糖類・ビタミン
Ｃ・香料・酸味料・ほか

ぶるっと来るほどの過激なスッパさ
と、口の中いっぱいに広がるジュー
シィな果実味。摘みたてレモンを
ぎゅっと搾って、旬の香り・酸味・
ナチュラルな果実味を封じ込めまし
た。

鳳凰美田 芳醇あんず酒
（ほうおうびでん　ほうじゅん）

1800ml
2,860円

■度数　15～16度
■原料　あんず（栃木県渡
瀬地区下田井産）･
日本酒「鳳凰美田」･
糖類・醸造アルコール

栃木産の貴重な杏（あんず）を芳醇
な日本酒に漬け込みました。杏の風
味があふれ、甘味と酸味のバランス
が取れた奥の深い味わいに仕上がっ
ております。

鳳凰美田　ゆず酒
（ほうおうびでん）

1800ml
3,080円

■度数　13～14度
■原料　厳選柚子･
日本酒「鳳凰美田」・　糖
類・醸造アルコール

栃木県産高級柚子の華やかな香り、
果肉やオリもそのままに瓶詰めした
濃厚さ、フレッシュな果実感もいっ
ぱいの柚子リキュール。

鳳凰美田　完熟もも
(ほうおうびでん)

1800ml
3,080円

■度数　5～6度
■原料　桃・醸造アルコー
ル･糖類・吟醸酒

特殊製法により、桃のジューシーな
果肉感まで壊さずに造られました。
桃を丸かじりした時のあの瑞々しい
上品な甘みジュワーっと口中にあふ
れ出します。
※要冷蔵
※保存可能期間未開栓にて3か月

鳳凰美田　みかん
(ほうおうびでん)

1800ml
3,080円

■度数　5～6度未満
■原料　温州みかん・
吟醸酒・醸造アルコール・
糖類

厳選された「温州みかん」100％
を、丁寧に搾汁しました。「温州み
かん」の自然な美味しさ、生き生き
したフレッシュ感が感じられます。
果汁に加えみかんの果肉も使用して
おります。甘すぎずお食事にも◎
※要冷蔵
※保存可能期間未開栓にて3か月

子宝　りんご
（こだから）

1800ml
2,640円

■度数　8度
■原料　りんご果汁（山形
県産）・　醸造アルコー
ル・果糖･　酸味料・ビタ
ミンC

子宝の中でも人気の商品。爽やかな
香りが漂い、心地良さを堪能できま
す。スムージー（かき氷）などでど
うぞ！
※要冷蔵

（栃木・小林酒造）

（山形・楯の川酒造）

（栃木・小林酒造）

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(茨城・来福酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)（兵庫県・泉酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(茨城・来福酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)（福岡・小林酒造本(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(茨城・来福酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)（兵庫県・泉酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(茨城・来福酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)（福岡・山の壽酒造)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(茨城・来福酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)（兵庫・泉酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(茨城・来福酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)（兵庫・泉酒造)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

（栃木・小林酒造）（栃木・小林酒造）

（栃木・小林酒造）
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リキュール

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（京都・城陽酒造）（京都・城陽酒造）（和歌山・九重雑（和歌山・九重雑 通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売通年販売（岐阜・玉泉堂酒（茨木・明利酒類） 通年販売（山梨・ｼｬﾄｰ酒折ﾜｲﾅ（奈良・梅乃宿酒（奈良・梅乃宿酒 通年販売通年販売（宮崎・寿海酒（福岡・紅乙女酒 通年販売通年販売（鹿児島・山元酒 通年販売（沖縄・請福酒（沖縄・瑞穂酒（鹿児島・指宿酒造）（大分・老松酒 通年販売通年販売通年販売通年販売（鹿児島・小正醸造） 通年販売（兵庫・西山酒 通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造）（鹿児島・本坊酒造）（鹿児島・本坊酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売（宮崎・櫻の郷醸造）（和歌山・中野Ｂ（奈良・梅乃宿酒（鹿児島・山元酒造）（鹿児島・佐多宗二商（鹿児島・佐多宗二商店） 通年販売限定品通年販売（熊本・琉球焼酎）（石川・福光屋）（大分・おおやま夢工（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン） 通年販売通年販売通年販売通年販売（大分・おおやま夢工 通年販売限定品（大阪・河内ワイン） 通年販売（大阪・河内ワイン）（福岡・山口酒造場）（大阪・河内ワイン）（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（鹿児島･本坊酒造） 通年販売通年販売（高知・仙頭酒造）（大分・おおやま夢工 通年販売（福岡・井上合名会 通年販売通年販売（福岡・山口合名会（福岡・岩波酒（大分・中野酒 季節限定品通年販売限定品通年販売（新潟・八海醸造） 通年販売（栃木・小林酒 通年販売（石川・小堀酒 通年販売（京都・北川本 通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野Ｂ（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野ＢＣ） 通年販売季節限定品通年販売（和歌山・中野Ｂ 季節限定品（和歌山・中野Ｂ 通年販売（福岡・小林酒造本 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売限定品通年販売（和歌山・中野ＢＣ） 季節限定品（山形・酒田酒造） 通年販売40%25% （和歌山・中野ＢＣ）（山形・楯の川酒

子宝　ラ・フランス
（こだから）

1800ml
3,300円

■度数　8度
■原料　ラ・フランス果
汁･醸造アルコール・
果糖・酸味料･ビタミンC

子宝リキュール１番の人気！言わず
と知れた山形の味覚。生産量全国
No.1。濃厚な風味とトロミは圧巻。
熟したラ・フランスを食べる感覚で
どうぞ！
※要冷蔵

子宝　もも・さくらんぼ
（こだから）

1800ml
3,520円

■度数　8度
■原料　もも果汁・さくら
んぼ果汁・醸造アルコー
ル・果糖・酸味料・ビタミ
ンC

山形が全国に誇る高級果物さくらん
ぼ。贅沢に佐藤錦と紅秀峰の果汁と
川中島白桃の濃厚な果汁のコラボ
レーション！冷やしてそのままどう
ぞ！
※要冷蔵

子宝　月山の山ぶどう
（こだから がっさん）

1800ml
4,180円

■度数　8度
■原料　山ぶどう果汁（山
形県月山産）・醸造アル
コール・果糖

見た目も鮮やかで、ポリフェノール
たっぷりの濃厚な山の香りと強い酸
味はパンチのきいた新鮮な味わいで
す。
※要冷蔵

子宝
鳥海山麓ヨーグルト
（こだから ちょうかいさんろく）

1800ml
2,860円

■度数　8～9度
■原料　ヨーグルト（生
乳・砂糖・ブドウ糖果糖液
糖・オリゴ糖・乳製品）・
醸造アルコール・　酸味
料・ブドウ糖・果糖

山形と秋田の県境にそびえる鳥海
山。その麓の工房から届いた新鮮な
ヨーグルトを使用しました。究極の
トロトロ感、ヨーグルトの塊を口中
でとろけさせてください。甘すぎ
ず・酸っぱすぎず・爽やかな味わい
です。
※要冷蔵

寒紅梅　白いゆず酒
青ラベル
（かんこうばい）

1800ml
3,300円

■度数　8度
■原料　柚子果汁・糖類・
醸造アルコール・乳酸菌飲
料・清酒

カルピス®と柚子の出会い！柚子の
酸味とカルピス®の甘酸っぱさが引
き立つお酒です。生ハムと相性の良
い味わい。ロックやソーダ、お湯割
りで！

寒紅梅　ニューホワイト
リキュール梅酒
（かんこうばい）

1800ml
3,080円

■度数　8度
■原料　清酒（吟醸酒）・
梅・乳酸菌飲料・糖類

甘酸っぱい青春を思い出させる、乳
酸菌飲料の入った、新しいけどどこ
か懐かしい味わいの梅酒です。ロッ
クやお湯割り、レモンを浮かべても
美味しい一本。

寒紅梅　梅酒
（かんこうばい）

1800ml
3,520円

■度数　12度
■原料　清酒・梅・糖類

グラスを近づけるとふわっと薫る吟
醸酒と梅の香り。なめらかに舌をつ
たう、梅の酸味がたまりません！鳥
を使った料理によく合う梅酒です。
ロックやソーダ、お湯割りでどう
ぞ！

（山形・楯の川酒造）

（山形・楯の川酒造）

（山形・楯の川酒造）

（山形・楯の川酒造）

（山形・楯の川酒造）（三重・寒紅梅酒造）

（山形・楯の川酒造）（山形・楯の川酒造）

（山形・楯の川酒造）（山形・楯の川酒造）（三重・寒紅梅酒造）

（三重・寒紅梅酒造）
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リキュール

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（京都・城陽酒造）（京都・城陽酒造）（和歌山・九重雑（和歌山・九重雑 通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売通年販売（岐阜・玉泉堂酒（茨木・明利酒類） 通年販売（山梨・ｼｬﾄｰ酒折ﾜｲﾅ（奈良・梅乃宿酒（奈良・梅乃宿酒 通年販売通年販売（宮崎・寿海酒（福岡・紅乙女酒 通年販売通年販売（鹿児島・山元酒 通年販売（沖縄・請福酒（沖縄・瑞穂酒（鹿児島・指宿酒造）（大分・老松酒 通年販売通年販売通年販売通年販売（鹿児島・小正醸造） 通年販売（兵庫・西山酒 通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造）（鹿児島・本坊酒造）（鹿児島・本坊酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売（宮崎・櫻の郷醸造）（和歌山・中野Ｂ（奈良・梅乃宿酒（鹿児島・山元酒造）（鹿児島・佐多宗二商（鹿児島・佐多宗二商店） 通年販売限定品通年販売（熊本・琉球焼酎）（石川・福光屋）（大分・おおやま夢工（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン） 通年販売通年販売通年販売通年販売（大分・おおやま夢工 通年販売限定品（大阪・河内ワイン） 通年販売（大阪・河内ワイン）（福岡・山口酒造場）（大阪・河内ワイン）（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（鹿児島･本坊酒造） 通年販売通年販売（高知・仙頭酒造）（大分・おおやま夢工 通年販売（福岡・井上合名会 通年販売通年販売（福岡・山口合名会（福岡・岩波酒（大分・中野酒 季節限定品通年販売限定品通年販売（新潟・八海醸造） 通年販売（栃木・小林酒 通年販売（石川・小堀酒 通年販売（京都・北川本 通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野Ｂ（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野ＢＣ） 通年販売季節限定品通年販売（和歌山・中野Ｂ 季節限定品（和歌山・中野Ｂ 通年販売（福岡・小林酒造本 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売限定品通年販売（和歌山・中野ＢＣ） 季節限定品（山形・酒田酒造） 通年販売40%25% （和歌山・中野ＢＣ）（山形・楯の川酒

スイカのお酒
1800ｍｌ
3,080円

■度数　8度
■原料　スイカ果汁・醸造
用アルコール・糖類

スイカ本来の風味と甘味を活かし山
形名産すいかを美味しいリキュール
に！おすすめの飲み方は、ロックや
ソーダ、カクテル、シャーベットに
かけて。

梨のリキュール
1800ml
3,080円

■度数　6度
■原料　梨（下妻産　幸水
梨）・醸造アルコール・糖
類・酸味料・香料

手間を惜しまず生産した「こだわり
の梨」と来福酒造の技術力により生
まれた新しいリキュールは、梨の甘
い香りと味わいでアルコールの苦手
な方でも楽しむことができます。

かわいい
白いライチ

　720ml
1,430円

■度数　6度
■原料　ライチ果汁・生
乳・加糖練乳・ホワイト
ローズスピリッツ・糖類/
ソルビトール・酸味料・香
料

台湾産ライチを使用。ミルク系のリ
キュールでありながら、溢れんばか
りの果汁感。華やかな香り。

かわいい
白いシャルドネ

　720ml
1,430円

■度数　6度
■原料　シャルドネ果汁・
生乳・加糖練乳・ホワイト
ローズスピリッツ・白ワイ
ン・糖類/ソルビトール・
酸味料・香料

国産シャルドネを使用。華やかな香
りと、溢れんばかりの果汁感を持つ
ミルク系リキュール。

かわいい
白いラフランス

　720ml
1.430円

■度数　6度
■原料　ラフランス果汁・
生乳・加糖練乳・ホワイト
ローズスピリッツ・糖類/
ルビトール・酸味料・香料

山形県産ラフランス使用。芳醇な香
りと、柔らかな味わいのリッチなリ
キュール。

ホームラン　まっこり

1800ml
2,640円
720ml

1,320円

■度数　6～7度
■原料　米(国産)・果糖・
米麹・麦麹

甘酒でも、どぶろくでもない米の旨
味ともろみの甘酸っぱさは、焼鳥・
焼肉などの脂っこい料理にぴったり
です。
※要冷蔵

サワー トゥ ザ フューチャー

山の壽　檸檬
（やまのことぶき　れもん）

1800ml
3,256円
720ml

1,760円

■度数　22度
■原料　レモン果汁・グ
レープフルーツ・糖類・醸
造アルコール・清酒・酸味
料・香料

雄町米で醸した日本酒を使用してい
ます。余韻のある国産レモンの果実
味が特徴のサワーの素！炭酸で割る
だけでプロ仕様のこだわりサワーの
出来上がり！

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)

（和歌山・中野Ｂ

(広島・株式会社サクラオ

ブルワリーアンドディスティラリー)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)

（和歌山・中野Ｂ

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)

（和歌山・中野Ｂ

(山形・六歌仙)(茨城・来福酒造)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・楯の川酒造)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(福岡・山の壽酒造)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(広島・株式会社サクラオ

ブルワリーアンドディスティラリー)

(広島・株式会社サクラオ

ブルワリーアンドディスティラリー)
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リキュール

写真 名称 価格(税込） スペック 味わい

通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（京都・城陽酒造）（京都・城陽酒造）（和歌山・九重雑（和歌山・九重雑 通年販売（和歌山・九重雑 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売（岐阜・玉泉堂酒 通年販売通年販売（岐阜・玉泉堂酒（茨木・明利酒類） 通年販売（山梨・ｼｬﾄｰ酒折ﾜｲﾅ（奈良・梅乃宿酒（奈良・梅乃宿酒 通年販売通年販売（宮崎・寿海酒（福岡・紅乙女酒 通年販売通年販売（鹿児島・山元酒 通年販売（沖縄・請福酒（沖縄・瑞穂酒（鹿児島・指宿酒造）（大分・老松酒 通年販売通年販売通年販売通年販売（鹿児島・小正醸造） 通年販売（兵庫・西山酒 通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売（和歌山・平和酒造）（和歌山・平和酒造）（鹿児島・本坊酒造）（鹿児島・本坊酒造） 通年販売通年販売通年販売通年販売（宮崎・櫻の郷醸造）（和歌山・中野Ｂ（奈良・梅乃宿酒（鹿児島・山元酒造）（鹿児島・佐多宗二商（鹿児島・佐多宗二商店） 通年販売限定品通年販売（熊本・琉球焼酎）（石川・福光屋）（大分・おおやま夢工（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン）（大阪・河内ワイン） 通年販売通年販売通年販売通年販売（大分・おおやま夢工 通年販売限定品（大阪・河内ワイン） 通年販売（大阪・河内ワイン）（福岡・山口酒造場）（大阪・河内ワイン）（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（佐賀・五町田酒造） 通年販売（鹿児島･本坊酒造） 通年販売通年販売（高知・仙頭酒造）（大分・おおやま夢工 通年販売（福岡・井上合名会 通年販売通年販売（福岡・山口合名会（福岡・岩波酒（大分・中野酒 季節限定品通年販売限定品通年販売（新潟・八海醸造） 通年販売（栃木・小林酒 通年販売（石川・小堀酒 通年販売（京都・北川本 通年販売（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野Ｂ 通年販売（和歌山・中野Ｂ（和歌山・中野ＢＣ）（和歌山・中野ＢＣ） 通年販売季節限定品通年販売（和歌山・中野Ｂ 季節限定品（和歌山・中野Ｂ 通年販売（福岡・小林酒造本 通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売限定品通年販売（和歌山・中野ＢＣ） 季節限定品（山形・酒田酒造） 通年販売40%25% （和歌山・中野ＢＣ）（山形・楯の川酒

サワー トゥ ザ フューチャー

沖縄んブルー

1800ml
3,256円
720ml

1,760円

■度数　22度
■原料　レモン果汁・グ
レープフルーツ・糖類・醸
造アルコール・酸味料・香
料・色素（青色１号）

指定農園の国産レモン使用し、蔵人
が手造りで醸しました！爽やかなグ
レープフルーツ味の青色サワーの
素。氷たっぷりでどうぞ！

サワー トゥ ザ フューチャー

初恋ホワイト

1800ml
3,256円
720ml

1,760円

■度数　22度
■原料　乳酸菌飲料・レモ
ン果汁・糖類・醸造アル
コール・酸味料・香料・野
菜色素

乳酸系ホワイトとあまずっぱいパイ
ンの出会い！ふっと初恋を思い出す
ような、儚く淡く、どこか懐かしい
味わいのサワーの素。

サワー トゥ ザ フューチャー

りすイエロー

1800ml
3,256円
720ml

1,760円

■度数　22度
■原料　レモン果汁・茶葉
（紅茶・烏龍茶）・糖類・
醸造アルコール・酸味料・
香料

アールグレイの紅茶の風味が漂うレ
モンサワーの素！美食に合う、
ちょっと大人なテイストです。

サワー トゥ ザ フューチャー

うめぼしサワー

1800ml
3,256円
720ml

1,760円

■度数　22度
■原料　梅酢（鹿児島県
産）・梅ピューレ（和歌山
県産）・本格焼酎（天吹花
酵母麦焼酎）・醸造アル
コール（熊本県醸造）・
酸味料・液糖・香料・野菜
色素

うま酸っぱい梅ぼし感と、冴える余
韻に箸も進む、会話も弾む、蔵人手
造りの、梅ぼしサワーをどうぞ。

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・楯の川酒造)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・楯の川酒造)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・楯の川酒造)

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

（和歌山・中野Ｂ

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(福岡・山の壽酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(福岡・小林酒造本

通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売通年販売

(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・楯の川酒造)

（和歌山・中野Ｂ
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(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・楯の川酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・楯の川酒造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)(広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・六歌仙)広島・中国醸造)(山形・六歌仙)(山形・楯の川酒造)

（和歌山・中野Ｂ
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