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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。

2020/10/7



賀茂金秀　やっぱりお燗　純米

雨後の月　辛口純米
雨後の月　純米吟醸　山田錦

ー

青森・・・陸奥八仙

秋田・・・春霞・一白水成・
ゆきの美人・まんさくの花・

山本・白瀑・翠玉・花邑

岩手・・・赤武

宮城・・・伯楽星・あたごのまつ
勝山・戦勝政宗・墨廼江

山形・・・上喜元・米鶴
洌・楯野川
麓井・秀鳳
三十六人衆
十四代

福島・・・寫楽・飛露喜・金澤屋

茨城・・・来福

栃木・・・鳳凰美田・松の寿
仙禽

群馬・・・浅間山

東京・・・喜正

新潟・・・加茂錦・八海山

根知男山・金鶴
越乃雪月花・凌駕・山城屋
たかちよ

長野・・・和和和・明鏡止水

静岡・・・初亀・正雪・磯自慢

愛知・・義侠・醸し人九平次

富山・・・羽根屋

岐阜・・・醴泉・美濃菊

石川・・・五凛・天狗舞

福井・・・黒龍・九頭龍
早瀬浦

滋賀・・・松の司・喜楽長・

笑四季・七本鎗

三重・・・酒屋八兵衛・作

瀧自慢・寒紅梅

奈良・・・みむろ杉・百楽門
篠峯・櫛羅

京都・・・まつもと
玉川・富翁
徳次郎

和歌山・・・紀土・雑賀・南方

大阪・・・呉春

兵庫・・・香住鶴・仙介
播州一献・加古屋・但馬

島根・・・出雲富士

広島・・・宝剣・賀茂金秀

雨後の月・弥山
富久長

埼玉・・・彩來

高知・・・土佐しらぎく・酔鯨

文佳人・美丈夫・安芸虎

山口・・・東洋美人・雁木・獺祭

愛媛・・・石鎚・伊予賀儀屋

福岡・・・駿・庭のうぐいす
美田・三井の寿

鳥取・・・千代むすび

佐賀・・・天吹・東一
竹の園

大分・・・鷹来屋・ちえびじん

長崎・・・横山五十
よこやま



～東北エリア～

青森県

陸奥八仙
む つ は っ せ ん

  純米吟醸  黒ラベル 1800 ¥3,500 ±0 1.3 華吹雪 55 米の旨みを生かした濃厚リッチタイプ。上品な甘みが口中に広がり、水のようにサラリと綺麗な後味

陸奥八仙  吟醸 　ピンクラベル 1800 ¥3,000 -2 1.3 華吹雪・まっしぐら 60 華やかな香りと米の旨み。それでいてキレのある後口。ワイングラスでも楽しんで頂けます。

陸奥八仙  特別純米  ISARIBI
い さ り び

　（火入） 1800 ¥2,800 +6 1.4 華吹雪 60 香りは控えめ、軽快な味わいは海鮮料理に良く合います。ぬる燗もおススメです。

陸奥八仙  芳醇
ほうじゅん

超辛　純米 1800 ¥3,000 +5 1.2 華吹雪・まっしぐら 60 酸と豊かなコクがしっかりあり、キレのある味わい。香りのある超辛口の酒。

陸奥男山　超辛純米 1800 ¥2,800 +10 1.8 華吹雪・まっしぐら 60 キレが良く、スッキリ爽快な端麗超辛口。

秋田県

山本　 純米吟醸　 ピュアブラック
やまもと　　

1800 ¥3,073 +3 1.8 酒こまち 50 香りは控えめに抑え、柑橘系のフルーツを連想させるジューシーな酸味と、日本刀のような鋭いキレ味。

白瀑　　ど辛　　　純米
しら  たき

1800 ¥2,182 +15 1.9 ふくひびき 65 ＋15の超辛口ですが、口に含むとほのかな甘さを感じ、飲み込んだとたんに一気に辛さが押し寄せます。

春
はる

霞
かすみ

　純米吟醸　緑ラベル 1800 ¥3,000 +2 1.8 美郷錦 50 春霞の主力品種である秋田の酒米「美郷錦」を使用。柔らかな旨味と酸味。蔵元自慢の逸品です！

春霞　純米　赤ラベル 1800 ¥2,500 +4 1.8 美郷錦
50
60

穏やかでスッキリとした味わい。心と身体にスッと染み渡る感動の美酒。

一白
いっぱく

水
すい

成
せい

　純米吟醸　美山錦 1800 ¥2,700 +3 1.5 美山錦 50 果実を連想させる心地よい香りと甘酸のバランスがとれたキレの良いお酒。

一白水成　特別純米酒　良心 1800 ¥2,300 +2 1.3
吟の精

秋田酒こまち
55
58

米の味を十二分に生かし、豊かな含み香とジューシーな味わいが楽しめます。

ゆきの美人　辛口純米　完全発酵 1800 ¥2,500 +17 1.7 酒造好適米 60 さっぱりとした味わいの中に米の旨みも感じられ、しっかりとした酸、キレの良い仕上がり。

まんさくの花　純米　七山
ななやま

1800 ¥2,600 +2.5 1.7 山田錦 70 香りは控えめ。フレッシュな酸味としっかりした旨味が特徴的。キレ良くどんなお料理にも合うやや辛口。

うまからまんさく　旨辛口純米酒　 1800 ¥2,600 +9 1.6 秋の精 55 辛さの中にしっかりした旨味、程良い酸味をお楽しみいただけます。

真人
まなびと

　生もと純米 1800 ¥2,600 +2.5 1.6 秋田県産好適米 55 芳醇なボディと飲み心地の良い優しさ。口当たりまろやかなのに、後味しっかりした生酛純米。

翠玉　   純米吟醸
すいぎょく　　　　

1800 ¥3,000 -6.8 1.3 秋田県産米 50 澄みきった香りと芳醇な旨味に加えなめらかで程よい後味を醸しだすようにこだわりました。

翠玉　　特別純米酒 1800 ¥2,625 -4.7 1.2 秋田県産米
50
59

程良い酸、心地良く薫る吟醸香、しっとりとした上品な旨味。

岩手県 ＡＫＡＢＵ　ＣＯＭ　　　　　岩手県盛岡市

赤武－ AKABU－　　純米酒  1800 ¥2,600 － － 吟ぎんが 60 香りは白い花や桃など若々しくキュートな印象。心地よい飲み口。

赤武　　F　～ For you ～  1800 ¥2,200 － － 吟ぎんが・ひとめぼれ 60 ほのかな吟醸香とほどよい甘み、軽快な喉ごし。日々美味しく召し上がれるお酒をあなたの為に・・。

両関酒造株式会社　　　　秋田県湯沢市

八戸酒造株式会社　　　　青森県八戸市

株式会社山本酒造店　 秋田県山本郡

福禄寿酒造株式会社　　　　秋田県南秋田郡

秋田醸造株式会社　　　秋田県秋田市

日の丸醸造株式会社　　　秋田県横手市

合名会社栗林酒造店　 秋田県仙北郡

3 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



山形県

上喜元　純米大吟譲　愛山
じょうきげん　

1800 ¥5,400 +2 1.4 愛山 43 熟成して丸みを帯びたやわらなか口当たりとやさしく爽やかな旨味が楽しめる一本。

上喜元　純米吟醸　超辛　　　 1800 ¥2,800 +15 1.4 五百万石 50 ただ辛いだけではなく、旨味をしっかり残した本物の辛口。

上喜元　純米吟醸　米ラベル　雄山錦　 1800 ¥2,720 +2 1.5 雄山錦 55 ふくらみのある米の甘みと、コクのある酸味が特徴です。

上喜元　おかん純米　山田錦　 1800 ¥2,100 +4 1.6 山田錦 65 山田錦の旨味を残しつつ、飲み心地が良く杯を重ねてしまうお燗用の純米。

上喜元　純米　出羽の里　 1800 ¥1,990 +2 1.6 出羽の里 80 低精白ながら、綺麗な味わいに仕上げられたお酒です。

マルマス米
よね

鶴
つる

　限定純米吟醸（シリーズ） 1800 ¥2,700 － － 時期により酒米が異なります － 3000円以下で最高の酒を、との思いでつくられました。クリアな果実味、爽やかなキレ。

米鶴　かっぱ　特別純米　超辛 1800 ¥2,150 +10 1.7 はえぬき・出羽の里 60 淡い味付けの料理からある程度濃いめの味付けの料理まで幅広くマッチします。

洌　　純米大吟醸
れつ　　

1800 ¥3,100 +9 － 山田錦 50 芯の強さと透明感、旨みののった飲みごたえと、相反する辛口のキレこそが洌の真骨頂です。

洌　　燗酒純米
　　　

1800 ¥2,250 +4 1.4 国産米 60 オススメの温度は40度～45度。ほんのりとバナナやメロン系の優しい含み香があり、麹の豊かな旨味を感じます。

楯野川　純米大吟醸　雄町
たてのかわ　

1800 ¥3,300 +4 1.4 雄町 50 雄町ならではの柔らかく落ち着いた香りと、ふくよかな米の旨味がやさしく豊かに広がります。

楯野川　純米大吟醸　本流辛口 1800 ¥3,200 +8 1.6 出羽燦々 50 後口のキレが鋭く、ほんのりした優しい旨み。辛味がじわじわと押し寄せます。

楯野川　中取り純米大吟醸　出羽燦々　　 1800 ¥3,000 -2 1.4 出羽燦々 50 りんご・洋梨・さくらんぼのような果実の香り。ほのかな甘味と酸味、丸みのある余韻です。

楯野川　純米大吟醸　清流　　 1800 ¥2,600 -2 1.4 出羽燦々 50 爽やかな果実のような香りと酸味、さらりとした優しい後味です。

麓
ふもと

井
い

　生もと純米 本辛 圓
まどか

1800 ¥2,450 +10 1.5 美山錦 55 伝統ある生酛造りの長所だけを引き出した本格辛口純米酒。冷でも燗でも旨味が映えます。

麓井　熱燗純米　 1800 ¥2,400 ±0 2.3 出羽燦々 65 飛び切り燗ですっきりと飲めるおいしいお燗酒です。

三十
さんじゅうろくにんしゅう

六人衆　純米大吟醸　山田錦40％ 1800 ¥3,600 ±0 1.5 山田錦 40 華やかな香りと、甘味を伴った味わいが特徴です。

三十六人衆　純米　出羽の里 1800 ¥2,100 +2 1.7 出羽の里 68 口当たりスッキリとしていて、キリッとキレが良く、辛口美酒です。

秀
しゅうほう

鳳　特別純米　超辛口 1800 ¥2,300 +10 1.4 美山錦 55 美山錦のスッキリとした味わいを活かしつつ、辛口らしいキレの良さで食中酒として人気です。

珠韻-しゅいん- 1800 ¥2,900 － － 山形県産米 － 上品で華やかな香りと、程よい甘み、エレガント余韻が印象的。非常にコスパの高いお酒です。

宮城県

伯楽星
はくらくせい

　純米大吟醸 1800 ¥4,900 +5 1.4 雄町 40 パインを思わせるフレッシュな味わいと綺麗な甘が見事に融合。

伯楽星　純米吟醸 1800 ¥2,725 +4 1.6 蔵の華 55 これぞ究極の食中酒！伯楽星を一番感じられる一本。フレッシュな酸味が心地よいお酒。

伯楽星　特別純米 1800 ¥2,500 +3 1.6 山田錦 60 バナナやメロンを思わせるような香味と爽やかな酸味が特徴。キレあり柔らかさありの安定の一本！

あたごのまつ　特別純米 1800 ¥2,430 +3 1.6 ササニシキ 60 サケコンペティション2016年純米酒部門で世界一に輝いた純米酒。

あたごのまつ　鮮烈
せんれつ

辛口
からくち

　本醸造 1800 ¥1,599 +6 1.5 宮城県産米 70 コスパ抜群の一本。本醸造でありながらも出荷管理まで吟醸酒同様の徹底した管理！

株式会社新澤醸造店　　宮城県大崎市

菊勇株式会社　　　　山形県酒田市

米鶴酒造株式会社　　　　山形県東置賜郡

株式会社小嶋総本店　　山形県米沢市

有限会社秀鳳酒造場　　　　山形県山形市

酒田酒造株式会社　　　　山形県酒田市

楯の川酒造株式会社　　　　山形県酒田市

麓井酒造株式会社　　　山形県酒田市

4 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



宮城県

勝山
かつやま

　純米吟醸　献
けん

1800 ¥5,200 +2 1.6 山田錦 50 口の中に広がる吟醸香と旨味が綺麗に調和した豊かな味わいです。

勝山　特別純米　縁
えん

1800 ¥3,000 ±0 1.7 ひとめぼれ 55 炊きたての風味を思わせる香りと味わいが特徴です。

戦勝政宗
せんしょうまさむね

　純米大吟醸　蔵の華 1800 ¥3,800 ±0 2.0 蔵の華 45 「蔵の華」らしい、細やかに表現された、ふくよかでやわらかな味わいと清楚な香りです。

戦勝政宗　純米吟醸　プラチナ 1800 ¥3,200 -1 1.5 国産米 55 旨味がふくよかでなめらかな飲み心地、程良い酸味がきいており、濃醇ながらさらりと飲めます。

戦勝政宗　特別純米　ゴールド 1800 ¥3,000 +1 1.6 ひとめぼれ 55 米の旨味がふくよかで、綺麗な酒質の飲み心地のよい純米酒です。

墨廼江酒造株式会社　　　　宮城県石巻市

墨
すみ

廼
　の

江
　え

　特別純米 1800 ¥2,400 +4 1.7 五百万石 60 ピュアな米の旨みが口の中で膨らみ、後口は清らか。食中酒としておすすめです。

墨廼江　特別本醸造　本辛 1800 ¥1,900 +7 1.5 五百万石・蔵の華 60 清涼感と飲みやすさを追求して仕込んだ辛口本醸造酒。

福島県

寫
しゃらく

楽　純米吟醸 1800 ¥3,400 － － 五百万石 50 透明感のある旨みが舌の上を流れます。飲み応えもあるおすすめの1本。

寫楽　純米　　　 1800 ¥2,800 － － 夢の香 60 お米の軽快な旨みが心地よく綺麗な酸がすっきりした後口を演出します。

飛露喜
ひ ろ き

　特別純米　生詰　　　　　　品薄 1800 ¥2,600 － － 山田錦 55 凝縮された旨みと、シャープさを増したキレが最高。蔵元唯一の通年酒。

喜多の華
き た の は な

　特別純米辛口　金澤屋
かなざわや　

1800 ¥2,200 +10 1.3 美山錦・タカネミノリ 50 爽やかな香りとキレ味の鋭さが特徴です。喉ごしの良さも秀逸です。

宮泉銘醸株式会社　　　　　福島県会津若松市

勝山酒造株式会社　　　　　宮城県仙台市

合資会社　喜多の華酒造場 　　　　　福島県喜多方市

合資会社廣木酒造本店　　　福島県河沼郡

5 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



～関東エリア～

栃木県

鳳凰
ほうおう

美田
びでん

　 純米大吟醸　五割磨き 1800 ¥3,000 ±0 1.4 西脇産山田錦 50 穏やかでいてフルーティーな吟醸香。洗練された旨み広がる上品な味わい。

鳳凰美田 純吟〝山田錦/五百万石″ 1800 ¥2,800 ±0 1.6 山田錦・五百万石 55 マスカットを思わせる香り。ピチピチとした躍動感のあるフレッシュな味わい。

鳳凰美田　　『剱』
つ る ぎ

　辛口純米酒 1800 ¥2,500 +5～6 1.6 五百万石 55 フルーティな香りを残しながらも、キレの良い辛口タイプのお酒。

松
まつ

の寿
ことぶき

　純米吟醸　無濾過生原酒 1800 ¥3,400 +2.5 1.5 雄町 55 超軟水の仕込水との相性が非常によく、雄町らしくふくよかで、華やいだ香りと旨味のバランスが良いフレッシュなお酒。

松の寿　辛口純米　ひとごこち 1800 ¥2,500 +12 1.5 ひとごこち 65 超軟水仕込により、ドライでありながらも口当たりのやわらかい味わいに仕上がっています。

松の寿　純米　とちぎ酒14 1800 ¥2,400 +2.5 1.25 とちぎ酒14 65 栃木県で初めて開発された酒造好適米。ラムネのような爽快感、口溶けの良いスッキリしたお酒。

モダン　仙
せん

禽
きん

　無
む

垢
く

1800 ¥2,728 ― ― 山田錦
50
60

フレッシュかつジューシーに仕上げた定番酒。幅広い食材、料理との相性を楽しめます。

クラシック　仙禽　無垢 1800 ¥2,728 ― ― 山田錦
50
60

奥行と透明感のあるコクは、温度帯により表情が変わります。飲むほどに魅力を感じられます。

茨城県

来福
らいふく

　純米吟醸　愛山(つるばら) 1800 ¥3,100 ±0 1.6 愛山 50 穏やかな香りがあり、愛山のふくよかな味わいが感じられる、キレの良い酒質です。

来福　純米吟醸　超辛口 1800 ¥2,650 +18 1.5 ひたち錦 55 米の旨みをしっかり感じられ、喉越しが熱くなる超辛口！

群馬県 浅間酒造株式会社　　　群馬県吾妻郡

浅間山　まっしろ　純米　にごり　火入れ
あさまやま

1800 ¥2,500 +1 1.4 改良信交 55 しっかり”にごり”。でも甘さをおさえて、スッキリ滑らか。お食事に合う新しい、にごり酒です。

浅間山　純米　大辛口 1800 ¥2,450 +13～15 1.5～1.7 山田錦・改良信交 60 清涼感のあるりんごの様な爽やかな酸を感じられ、香りが良く豪快なキレ味で、上品な辛口。

埼玉県 北西酒造株式会社　　　埼玉県上尾市

彩來　純米吟醸 1800 ¥2,750 -7.6 1.9 岡山雄町 気品のある吟醸香・口に広がるお米の旨味・甘味を感じ、上質な酸が訪れ、キレのある日本酒。

東京都

喜正
き し ょう

　　純米　旨辛口 1800 ¥2,400 +6 1.5 五百万石 60 もろみ日数を長くとることで、米の旨みを残しつつキレを表現

株式会社松井酒造店　　栃木県塩谷郡塩

株式会社せんきん　　栃木県さくら市

小林酒造株式会社　　　栃木県小山市

来福酒造株式会社　　　茨城県筑西市

野﨑酒造株式会社　　　　　東京都あきる野市

6 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



～北陸・中部エリア～

新潟県

加茂錦
か も に し き

　荷札酒　純米大吟醸 1800 ¥2,980 － － 季節により異なります 50 荷札酒のど定番。進化を続ける若手注目株の蔵人が醸す１本。

加茂錦　荷札酒　黄
き

水仙
すいせん

　純米大吟醸 1800 ¥3,080 － － 季節により異なります 50 口当たり軽やかで新鮮な果実を思わせる旨味が特徴。とても飲みやすい１本です。

八海山
はっかいさん

　大吟醸
だいぎんじょう

　40％　カートン入
い

り 1800 ¥8,702 +5 1.0 美山錦・山田錦 40 適度な熟成の時を経て、柔らかな口当たりとふくらみを持つ一品。

八海山　　純米大吟醸　　　 1800 ¥3,870 +4 1.2 山田錦・美山錦他 50 米の旨味とまろやかな喉ごしを楽しめるお酒です。

八海山　　大吟醸　45％　　　　　 1800 ¥3,520 +5 1.2 山田錦･五百万石他 45 細かくまろやかで綺麗な味わい、ほのかに上品な甘やかさが料理を引き立てる、少し高級な食中酒。

八海山　　特別本醸造　　　　　　 1800 ¥2,372 +4 1.0 五百万石 55 冷よし燗よしの八海山を代表する銘柄。燗の時の香りも、このお酒の楽しみの一つです。

八海山　　清酒　　　　　　 1800 ¥1,932 +5 1.0 五百万石 60 低温発酵でゆっくりと丁寧に造られ、淡麗でスッキリとした飲み口。

合名会社渡辺酒造店　  新潟県糸魚川市

根知男山
ねちおとこ やま

　純米吟醸　原酒 1800 ¥3,734 +3 1.8 五百万石 55 貯蔵している原酒を、濾過せず加水だけして、瓶燗をした逸品

根知男山　純米吟醸　55%　 1800 ¥2,980 +2 1.4 五百万石/越淡麗 55 定番アイテム。米の味わいを柔らかく、そして穏やかに香りよく造り上げています

根知男山　純米　60％　　　 1800 ¥2,480 +3 1.5 五百万石 60 清らかな口当たり。それでいて、じわじわと沸いてくる旨味を持ちあわせた純米酒

金鶴　風和 純米酒
きんつる　かぜわやわらか

1800 ¥2,546 － 1.5 五百万石 60 米の風味がほのかに漂う、ソフトな飲み口で、コクとキレのバランスが良い。

金鶴　　　本醸造 1800 ¥1,888 － 1.4 五百万石　他
60
65

スッキリとした淡麗な辛口で、キレもありどんな料理にも合うお酒。ぬる燗にしてもおいしくいただけます。

越乃雪月花
こし　の　せつ　げっか　　

　　純米 1800 ¥2,500 -1 1.7 五百万石 55 やさしい麹の香りと共に、上品で奥深い旨味が溶け込んでいきます。

越乃雪月花　　本醸造　　　　 1800 ¥2,000 +4 1.4 美山錦/五百万石 55 穏かで膨らみのある香りは、口に含んでも柔らかく、絶妙な旨味とキレのバランスです。

凌駕
りょうが

　特別純米酒　無濾過 1800 ¥2,450 +4 1.6 たかね錦 55 純米らしいお米の旨味と甘味、しっかりとしたコクをお楽しみ下さい。

山城屋　純米大吟醸  ファーストクラス
やましろや

1800 ¥3,400 +4 1.4 一本〆 40 ほのかに南国系果実の香りがします。旨味の凝縮度は増し、辛口のフィニッシュ。

山城屋　純米大吟醸　超辛口　スタンダードクラス 1800 ¥2,800 +10 － 五百万石 50 生酛造り。ほのかに柑橘の香りがします。透明感に旨味、辛口のキレを兼ね備えたお酒です。

たかちよ　おりがらみ　壱火入れ　青 1800 ¥2,667 - - - - グレープフルーツを彷彿させる味わい。ジューシー旨口の酒。

加茂錦酒造株式会社　　　新潟県加茂市

株式会社八海山　　　新潟県南魚沼市

有限会社加藤酒造店　　　新潟県佐渡市

妙高酒造株式会社　　　　　新潟県上越市

株式会社松乃井酒造場 　　　　　新潟県十日町市

高千代酒造株式会社　　　　　新潟県南魚沼市

越銘醸株式会社　　　　　新潟県長岡市

7 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



長野県

和
わ

和
わ

和
わ

　純米吟醸　蛇の目ラベル 1800 ¥2,665 +1 1.5 美山錦 55 熟した果実のような芳醇な香りが広がり、軽快な口当たりとシャープな酸味が絶妙です。

明鏡止水　純米吟醸
めいきょうしすい　　

1800 ¥2,621 +3 1.6 美山錦
50
55

穏やかな吟醸香と、米の旨みが感じられます。

明鏡止水　吟譲　　　　　 1800 ¥2,427 +4 1.4 美山錦
50
55

華やかな香りと軽やかな味わいのハーモニー。

明鏡止水　ラヴィアンローズ　純米   1800 ¥2,600 +3 1.6 美山錦 55 甘口でアルコール度数をちょっぴり抑えた癒し系純米酒です。日本酒は苦手という方にもオススメです。

明鏡止水　辛口本醸造 1800 ¥1,900 +6 1.3 美山錦 60 軽快な中にもお米の旨みをしっかり感じて頂ける、辛口の決定版。お燗にも最適です。

富山県

羽根
はね

屋
や

　純米大吟醸　50　翼 1800 ¥3,700 +3 1.4 富山県産五百万石 50 みずみずしい口当たりとふわりとした喉ごし、優雅な吟醸香が特徴のお酒。

羽根屋　煌
きら

火
び

　純米吟醸　生原酒 1800 ¥3,000 +3 1.5 富山県産五百万石 60 ほとばしる美味しさをそのまま詰め込んだ生原酒。フレッシュ&ジューシーな味わい。

羽根屋　特別純米　瓶燗火入 1800 ¥2,900 +5 1.4 富山県産五百万石 60 ふくよかな米の旨味とキレのある後口が楽しめる純米酒。

岐阜県

醴泉
れいせん

　　正宗　純米大吟醸　　　お取り寄せ 1800 ¥10,400 +2 1.3 山田錦 35 上品な香りと綺麗で濃い味で、後味に心地よい余韻を楽しめるお酒です。

醴泉　　大吟醸
　

　　蘭奢待
らんじゃたい　

1800 ¥8,100 +5 1.3 山田錦 35 穏やかで上品な香りの中に、余韻ある味わい。

醴泉　　純米大吟醸　　　　　 1800 ¥5,200 +3 1.2 山田錦　 43 透明感のある深い味わいが特徴。冷が最適で、お造りや和食前菜料理などにｵｽｽﾒです。

醴泉　　純米吟醸　　山田錦　　 1800 ¥3,700 +2 1.5 山田錦 50 米の旨味・穏やかな香り、心地よい酸味が絶妙に調和した味わい。

醴泉　　特別吟醸　　山田錦　 1800 ¥3,200 +5 1.3 山田錦 50 芯のしっかりした味わいとキレの良さ。男性的な印象。

醴泉　　純米　　山田錦　 1800 ¥2,940 +2 1.4 山田錦 50 山田錦の上品な旨味を引き出し、軽い味わいに仕上がったお酒です。

醴泉　　純米吟醸　　雄山錦　　 1800 ¥2,660 +3 1.6 雄山錦 55 雄山錦独特の幅のある味わいと、心地よい酸味が調和した純米吟醸。

醴泉　　特別本醸造　　 1800 ¥1,920 +7 1.2 山田錦 60 冷やして飲むと味吟醸となり、お燗して飲むと、しっかりとした芯のある味わいの心やすらぐ酒。

美濃菊
み の ぎ く

　　純米　　飛騨誉
ひだほまれ

1800 ¥2,300 +3 1.5 ひだほまれ 65 芳醇な米の旨味が楽しめる柔らかい口当たりのお酒です。常温が最適で濃い味のお料理にｵｽｽﾒ！

洒脱
しゃだつ

　　　乱
らん

1800 ¥1,500 +2 1.3 山田錦
65
70

最高の普通酒をテーマに醸したお酒。冷でもよし燗でもよしのオールマイティ酒です。

石川県

五凛
ご り ん

 純米大吟醸 1800 ¥4,000 +4 1.4 山田錦 45 上品で穏やかな吟醸香と、軽やかさの中に旨味を伴う品の良い味わい。冷酒～ぬる燗までお楽しみいただけます

五凛　　　純米酒　 1800 ¥2,600 +4 1.7 山田錦 60 適度な酸味と口当たりの良さが特徴の純米酒。軽やかながらも豊かな味わい。

天狗
て ん ぐ

舞
まい

 山廃仕込純米酒 1800 ¥2,725 +3 2 五百万石 60 山廃仕込特有の濃厚な香味と酸味の調和がとれた個性豊かな味わいの純米酒。

天狗舞　　純米　　　旨醇
うまじゅん

1800 ¥2,200 +5 1.7 五百万石 60 辛さと旨さのバランスのとれた、食中酒として最適なお酒です。豊かな旨みと酸味がお料理を引立てます。

株式会社古屋酒造店　　　長野県佐久市

株式会社車多酒造　　　　石川県白山市

玉泉堂酒造株式会社　　　岐阜県養老郡

大澤酒造株式会社　　　　　長野県佐久市

富美菊酒造株式会社　　　　富山県富山市

8 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



福井県

黒龍
こくりゅう

　　大吟醸　　　龍　　　　　品薄 1800 ¥8,000 +4 1.1 山田錦 40 ふくよかでフルーティな香り、まろやかで透明な喉ごしです。

黒龍　　大吟醸　　　　　　　 　　品薄 1800 ¥5,000 +3 1.0 山田錦 50 バナナ系の甘い果実香、柔らかくまろやかな旨味、心地よい余韻。

黒龍　　特撰吟醸　　　　　　　　品薄 1800 ¥3,300 +5 1.1 好適米 50 低温でゆっくりと仕込みました。気品ある香りと澄んだ味わいです。

黒龍　　純米吟醸　　　　　　　　品薄 1800 ¥2,700 +4 1.4 五百万石 55 香りと味、二つのハーモニーが醸す深いうまさの純米吟醸です。

黒龍　　吟醸 いっちょらい　     品薄 1800 ¥2,450 +5.5 1.1 五百万石 55 心地よい吟醸香とくせのない旨さの定番吟醸酒です。

九頭龍
く ず り ゅ う

　大吟醸 1800 ¥5,000 +5.5 1.0 好適米 50 熟成により洗練された深い味わいは上品な燗上がりはもちろん、冷やしても秀逸です。

九頭龍　純米 1800 ¥2,400 +4 1.3 五百万石 65 米の風味を残しつつ飲みやすく仕上げました。合わせる料理を選ばない燗良し冷や良しの純米酒です。

九頭龍　逸品 1800 ¥1,750 +3 1.1 好適米 65 やわらかで爽やかな味わいでお酒がすすみます。燗良し冷や良しの逸品です。

早瀬浦　　純米酒
はやせうら　　

1800 ¥2,600 +8 1.7 酒造好適米 55
抜群のキレ味と米本来の旨さを活かした味わいは酒温によってそれぞれ表情豊かに楽しめま
す。

静岡県

初亀　　純米吟醸　べっぴん
はつかめ　　

辛２
からから

1800 ¥3,500 +10 － 山田錦 55 辛口でありながら優しさのある味わいは食中酒としてお奨めの一本です。

初亀　急冷美酒　普通酒 1800 ¥1,750 － － 山田錦 65 一切の妥協をしない、初亀の酒造り対する情熱を感じてください。

株式会社神沢川酒造場　　静岡県静岡市

正雪
しょうせつ

　純米　辛口 1800 ¥2,450 +5 1.2 誉富士 60 バナナのような上品な香り。お米の旨みと辛みがマッチした、冷でも燗でも美味しい一本。

静岡県 磯自慢酒造株式会社　　 静岡県焼津市

磯自慢
い そ じ ま ん

　大吟醸　　　　　　　　　 　品薄 1800 ¥8,970 － － 特A地区東条秋津特上AAA 山田錦 45 香り、味わい、余韻すべてが透き通ります。贅沢な余韻に浸ることができます。

磯自慢　大吟醸　水響華
すいきょうか

　　　　　品薄 1800 ¥5,880 － － 特A地区東条特上米 山田錦 50 みずみずしい吟醸香と柔らかな味わい。至高の逸品です。

磯自慢　純米吟醸　                   品薄 1800 ¥4,550 － － 特A地区東条特上特等 山田錦
50
55

口中に広がる心地よい吟醸香と丸みある味わい。香り、味が絶妙のバランスです。

磯自慢　吟醸                   　  　　品薄 1800 ¥4,050 － － 特A地区東条特上特等 山田錦
50
55

上品な味わいはさることながら、上品な香りもお楽しみいただけます。

磯自慢　特別本醸造・特選　　   　品薄 1800 ¥3,280 － － 特A地区山田錦
55
60

程よい香りと軽めの酸でするすると喉に滑り込みます。

磯自慢　別撰本醸造　酒友　　　　品薄 1800 ¥2,870 － － 特A地区山田錦 60 低温でゆっくり丁寧に発酵、吟醸香を漂わせ深きまろやかな含香を持った奥行きのある味わいです。

磯自慢　本醸造　　　　　　　　　　　品薄 1800 ¥2,200 － － キヨニシキ・山田錦 65 丁寧な低温醸造に由来する吟醸香が香る、爽やかな仕上がりです。

黒龍酒造株式会社　　　　　福井県吉田郡

初亀醸造株式会社　　　　静岡県藤枝市

三宅彦右衛門酒造　　　　　福井県三方郡

9 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



愛知県

義侠　純米原酒　50％
ぎきょう　

1800 ¥3,800 +5 1.6 特A山田錦 50 フルーティーな香りと米の旨味、十分な酸味もあり、抜群のキレ味。食中酒としても絶品です。

義侠　純米原酒　60％ 1800 ¥3,000 +3.5 1.8 特A山田錦 60 ほのかな苦みを感じるが、優しく綺麗に消えていき、飲み口は優しいのに味はしっかり。

義侠　　純米　　えにし　　　 1800 ¥2,714 － － 特A山田錦 60 三年以上常温タンク熟成させた純米酒。熟成によってバランスのとれた旨味が広がります。

義侠　純米酒　はるか 1800 ¥2,648 +4.5 1.7 特A山田錦 60 米の甘味や旨味はしっかりありながらも飲み易く、飲み続けられる酒。

醸
かも

し人九平次
びと く へい じ

　純米大吟醸　別誂
べつあつらえ

 　　品薄 1800 ¥8,490 － － 山田錦 35 上品で芳醇な香りと透明感。米の旨みと甘みと酸味の調和が絶妙です。

醸し人九平次　純米大吟  human　　　品薄 1800 ¥5,775 － － 山田錦 45 どこかメロン系のフルーツのような豊かな香りが、心地よく広がります。至高の逸品。

醸し人九平次　純米大吟醸 山田 　 　品薄 1800 ¥3,881 － － 山田錦 50 骨格のしっかりした味わい。香りは穏やかで、山田錦の幅のある味わい。

醸し人九平次　純米大吟醸 雄町　    品薄 1800 ¥3,639 － － 雄町 50 ソフトな飲み口。雄町米の柔らかな旨味と引き締まった酸味との調和が抜群です。

山忠本家酒造株式会社　　愛知県愛西市

株式会社萬乗醸造　　愛知県名古屋市

10 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



～近畿エリア～

大阪府 呉春株式会社　　　　大阪府池田市

呉春
ごしゅん

　特吟 1800 ¥4,175 ±0 1.3 赤磐雄町 50 赤磐雄町を半分まで磨き、低温熟成させた逸品。

呉春　本丸　本醸造 1800 ¥2,233 ±0 1.3 朝日　アケボノ 60 口当たり滑らかでいて、ほのかに広がる旨みと余韻。

呉春　　池田酒　　 1800 ¥1,748 ±0 1.3 五百万石 69 普通酒と思えないスッキリした味わい。

兵庫県

香住鶴
かす みつる

　生もと　純米　但馬五百万石 1800 ¥2,300 +3 1.7 五百万石 68 深みのある味わいと、まろやかな酸味が包み込む、飲みごたえのある旨口純米酒です。

香住鶴　生もと　からくち 1800 ¥1,980 +5 － 五百万石 63 生酛本来のコクのある旨さとキレの良さが際立ちます。但馬流生酛造りの自信作です。

香住鶴　山廃仕込　但馬の誇り 1800 ¥1,960 +2.5 － 五百万石 63 山廃仕込らしいしっかりとした甘味を酸味が包み込み、味を引き締めます。

香住鶴　山廃仕込　但馬の自信 1800 ¥1,780 +3 － 五百万石 63 何にでもよく合うスッキリとした飲み飽きしないお酒。お好みの温度でどうぞ。

仙
せん

介
すけ

　純米大吟醸 1800 ¥3,600 -1～±0 1.4～1.6 山田錦 48 華やかな吟醸香が香り、花のような甘さを感じます。喉越しなめらか、米の旨味を感じます。

仙介　　特別純米     1800 ¥2,600 +2.5 1.8 山田錦・五百万石 65 芳醇な香りと適度な酸味。口に含むと米の甘味が滑らかに広がります。食中酒としておすすめ。

仙介　　特別本醸造    1800 ¥2,100 +5 1.4 山田錦・五百万石 70 灘の伝統を守るようなスッキリとした清涼感。あらゆる食シーンに対応できます。

山陽盃酒造株式会社　　　　兵庫県穴栗市

播州一献
ばんしゅういっこん

  純米　無濾過　超辛口 1800 ¥2,300 +10 1.7 兵庫県産北錦 60 軽やかで透明感のある口当たり。キレが良く後味に旨味が残ります。

播州一献
ばんしゅういっこん

　純米吟醸 超辛 播州山田錦 火入 1800 ¥3,000 － － 特A地区播州吉川産山田錦 55 ルビーグレープフルーツのような軽快で爽やかな酸と甘みが特徴です。

此の友酒造株式会社　　　兵庫県朝来市

加古屋
かこや

　　　　　純米酒 1800 ¥2,300 +1 1.7 兵庫県産米 70 食中酒をコンセプトに、旨みと酸味のバランスが絶妙。

京都府

澤
さわ

屋
や

まつもと  Ultra  純米大吟醸 1800 ¥6,300 － － 山田錦 － お米の育った場所が別次元で育てられ名づけられたウルトラ！

澤屋まつもと　守破離
し ゅ は り

　純大　山田錦 1800 ¥3,600 － － 山田錦 － 日本酒が世界でもっと愛される事を願い、農業の現場を盛り上げ日本酒を醸してます。

澤屋まつもと　守破離　純米吟醸　雄町 1800 ¥3,300 － － 雄町 － 優れた酒米のDNAをもった品種です。

澤屋まつもと　守破離　純米　五百万石 1800 ¥2,400 － － 五百万石 － 富山県南破産五百万石「守破離」の原点です。

澤屋まつもと　純米 白ラベル 1800 ¥2,300 － － 五百万石 65 燗上がりの昔ながらの滑らかな味わい。２０年以上続けられている伝統。

玉川
たまがわ

　純米吟醸　祝 1800 ¥2,900 -4 2 京都産　祝 60 酸とアミノ酸バランスが特徴的な甘みのある吟醸酒。白身魚の刺身や天ぷらなどに。

玉川 自然仕込 山廃純米 北錦 無濾過生原酒 1800 ¥2,700 +2.7 2.9 北錦 66 酵母無添加の山廃酛から生まれた酸とアミノ酸が豊富な純米酒。五味が力強く表現され、コクもキレも抜群。

玉川　特別純米酒 1800 ¥2,600 +4.6 2 京都産　五百万石 60 よく切れる旨酒。飲み飽きすることなく、常温でも熱燗でも美味しく飲めます。

松本酒造株式会社　　　京都府京都市

木下酒造有限会社　　　　京都府京丹後市

香住鶴株式会社　　　　兵庫県美方郡

泉酒造株式会社　　　　兵庫県神戸市

11 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



京都府

富翁
とみおう

　　純米吟醸  丹州山田錦 1800 ¥2,900 +1 － 山田錦 55 やさしい香りと米の旨み。やわらかい口当たりとキレの良さ。

富翁　　純米　山田錦 1800 ¥1,980 +4 － 山田錦 68 程よい酸味が食欲を刺激し、食事がさらにおいしくなります。料理の味を損なうことなく楽しむことができます。

城陽酒造株式会社　　　　京都府城陽市

徳次郎
と く じ ろ う

　　　純米大吟醸 1800 ¥3,000 +5 1.8 五百万石 40 キリッとした飲み口で旨みも兼ね備えた上品な逸品。

徳次郎　　　特別純米　　　 1800 ¥2,300 +5 － 五百万石 55 フレッシュな香味と酸味が特徴的です。五百万石特有の鋭いキレ。

徳次郎　本醸造　大辛口 1800 ¥1,800 +10 1.3 五百万石 65 香りは穏やかで清々しく、ただ辛いだけでなく、お酒の旨さも感じられる軽やかな飲み口です。

滋賀県

松の司
まつのつかさ

　　純米大吟醸　　陶酔
とうすい　

1800 ¥5,000 － － 山田錦 45 爽やかな果実のような香り、透明感のあるきれいな旨味が広がります。

松の司 　 純米大吟醸　　竜王山田錦　　Blue 1800 ¥4,100 － － 竜王山田錦 50 甘みや旨味を感じられ、やわらかな味の膨らみと軽さのバランスがとれたお酒です。

松の司　　純米吟醸 1800 ¥3,500 － － 山田錦 55 柔らかで爽やかな香り、口中でキレイに膨らみ、余韻も程よく消えていきます。

松の司　　純米吟醸　　楽
らく　

1800 ¥2,750 － － 竜王山田錦　吟吹雪 60 ほのかな香りと落ち着いた味わい。優しさや親しみを感じるお酒。

松の司　　生もと純米 1800 ¥2,500 +4 1.4 竜王山田錦 65
山廃仕込らしい膨らみのある力強い旨みが広がり、しっかりとした酸が後口を引き締めてくれま
す。

松の司　　純米 1800 ¥2,350 +4 1.4 竜王産米 65 柔らかな香りと瑞々しさの中に米の旨みやエキス分がしっかりと感じられます。

松の司　産土
うぶすな

1800 ¥1,950 +1 1.4 国産米 65 スッキリと軽い味わい。少し冷やした状態から飛び切り燗まで幅広くお楽しみいただけます。

喜楽長
き ら くち ょう

　辛口　純米吟醸 1800 ¥3,000 +14 1.9 山田錦 55 旨さと辛さを見事に調和させた杜氏の力量の高さを物語る辛口純米吟醸です。

喜楽長　特別純米 1800 ¥2,500 +3 1.8 山田錦・吟吹雪 60 ほのかな香りと落ち着いた味わい。優しさや親しみを感じるお酒。

喜楽長　辛口　純米 1800 ¥2,000 +10 2.0 山田錦・日本晴 65 軽快で飲みやすく、お米の旨味が味わいの幅を広げ、ただ辛いだけのお酒じゃないです。

笑
えみ　し　き

四季　特別純米　センセーション　黒ラベル 1800 ¥2,300 -4 1.7 滋賀県産玉栄 50 しっかりした酸の辛口酒。香りは爽やか、味わいふくよかで軽快なキレ味が楽しめます。

笑四季　特別純米　センセーション　白ラベル 1800 ¥2,300 -5 1.7 滋賀越神楽 50 奥ゆかしい吟醸香ときれいな甘み。柔らかな酸味と軽快なキレ味が楽しめます。

七本鎗
しちほんやり

　　純米吟醸　　吟吹雪 1800 ¥3,200 － － 吟吹雪 55 七本鎗の中では軽快なタイプですが、たしかな米の旨みが感じ取れます。

七本鎗 純米 渡船77％精米 1800 ¥2,900 － － 渡船 77 柔らかい渡船の特徴をそなえ、低精白ながら重たすぎず、キレの良い酸が特徴。

七本鎗 低精白純米80％精米 1800 ¥2,700 － － 玉栄
65
80

米の旨みがあり、穀物感をを感じるお酒。味のふくよかさをしっかりとした酸がまとめキレが良い仕上がり。

七本鎗　　純米　　玉栄 1800 ¥2,600 － － 玉栄 60 冷やから燗までいろんな温度帯で楽しめ、お料理との相性も抜群です！

三重県

酒屋　八兵衛
は ち べ え

　山廃純米酒 1800 ¥2,685 +5 － 五百万石・山田錦 60 味わいは強く、ふくよかな甘味、力強い酸を感じられるお酒です。

酒屋八兵衛　本醸造　うっかり八兵衛　 1800 ¥1,787 +4 1.4 三重県産五百万石 65 穏やかでじわりと馴染む濃醇旨口酒です。

笑四季酒造株式会社　　　　滋賀県甲賀市

元坂酒造株式会社　　　　　三重県多気郡

株式会社北川本家　　　京都府京都市

松瀬酒造株式会社　　　　滋賀県蒲生郡

喜多酒造株式会社　　　　　滋賀県東近江市

冨田酒造有限会社　　　　滋賀県長浜市

(限)

12 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



三重県

作　純米吟醸　雅乃智
さく　　　　　　　　　　　　　　みやびのとも　　　

　　　　　　　品薄 1800 ¥3,600 － － 国産米 50 口に含むと花の香り、喉越しはバニラのような香り。絹のような滑らかな味わい。

作　純米吟醸　恵乃智
めぐみのとも

　　　　　　　品薄 1800 ¥2,800 － － 国産米 60 洋梨の香りとしっとりした味わいが特徴。

作　純米　穂
ほ

乃
の

智
とも

　　　　　　　　　　品薄 1800 ¥2,800 － － 国産米 60 口中で甘いフルーツの香りを感じます。喉越しが良く、後味すっきりとキレます。

作　純米　玄
げん

乃
の

智
とも

　　　　　　　　　　品薄 1800 ¥2,800 － － 国産米 60 ほのかに青リンゴのような香りと、酸味。豊かな米の味わいを感じれます。

瀧自慢
たきじまん

　純米大吟醸 1800 ¥4,200 +4.5 1.3 山田錦 45 伊賀山田錦を全量使用。いろんなお料理にマッチする食中酒です。

瀧自慢　辛口純米　滝水流 1800 ¥2,450 +9 1.4 山田錦・五百万石 60 辛口こだわり派、じわじわと米の旨みが漂い爽快な辛口のキレ味です。

寒紅梅　純米吟醸　50% 1800 ¥3,200 +2 1.5 山田錦 50 穏やかな吟醸香と完熟した果物の様な甘味を感じるお酒です。

寒紅梅　純米吟醸　55% 1800 ¥3,000 +2 1.8 山田錦 55 あんずのような甘酸っぱい優しい味わいが口に広がり、最後はキュッと締まる味わいです。

寒紅梅　純米　60% 1800 ¥2,580 +3 1.9 山田錦 60 穏やかなメロン系の香は食中にも邪魔にならなく旨味もほどよく広がります。

奈良県 今西酒造株式会社　　　奈良県桜井市　　　　　

みむろ杉　純米大吟醸　山田錦 1800 ¥4,000 +1 1.8 山田錦 50 透明感あるなめらかな旨み、酸によるキレ、お米を磨くことで上質さ、繊細さも表現され、是非お試しいただきたい１本です。

みむろ杉　特別純米 Dio Abita 13度 1800 ¥3,000 ― ― 山田錦 60 香りはフレッシュでラムネの様な吟醸香。果実のようなジューシーさ、ふくよかな甘味と旨味。 

みむろ杉　純米吟醸 山田錦 1800 ¥2,850 +3 1.9 山田錦 60 ラムネのような吟醸香。ジューシーな旨み。程良いボリュームと雑味の少ないクリアな透明感。

みむろ杉 特別純米 辛口 露葉風
つゆはかぜ　

1800 ¥2,600 +6 1.9 露葉風 60 大和伝承の酒米「露葉風」を使用した辛口の食中酒。旨味広がる辛口酒。

千代酒造株式会社　　　　奈良県御所市

篠峯　辛々　純米吟醸　雄町
しのみね　からから

1800 ¥3,000 +10 2.2 赤磐雄町 60 山廃仕込によるコクと雄町米のふくらみのある味わいを辛さの中に表現しています。

篠峯　　純米 山田錦 超辛口 1800 ¥2,400 +10 1.8 山田錦 66 すっきりとクリアな後口で、お料理と合わせて真価を発揮します。

篠峯　　純米　　　遊々 1800 ¥2,200 +6 1.8 山田錦 77 生モトのお酒をブレンドした燗上がりするお酒。冷でもＯＫ。

篠峯　　どぶろく　火入れ 1800 ¥2,300 -20 2.5 － 77 米本来の自然な甘みと、発酵による酸味。トロっとした口当たりが美味しさの秘密。

櫛羅　　純米吟醸　中取り　生
くじら　

1800 ¥4,000 +6 2.0 櫛羅産山田錦 50 自作米山田錦を全量使用する事で、この地でしか表現出来ない、澄んだ冬の青空のような硬質な味わいです。

櫛羅　　純米　一火原酒　　 1800 ¥3,000 +7 2.0 櫛羅産山田錦 60 なめらかな味わいと原酒ならではの豊かな旨味。

百楽門
ひゃくらくもん

　純米大吟醸　雄町 1800 ¥3,000 +2.5 1.4 備前雄町 50 柔らかで透明感のある穏やかな香り。雄町１００％のコクのある味わい。

百楽門　特別本醸造　冴
さえ

1800 ¥2,350 +15 1.4 備前雄町 60 酸味で引き締まり、キリっとドライな超辛口。

瀧自慢酒造株式会社　　　 三重県名張市

寒紅梅酒造株式会社　　    三重県津市

葛城酒造株式会社　　　　　奈良県御所市

清水清三郎商店株式会社　　三重県鈴鹿市

13 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



和歌山県

紀土　KID　純米大吟醸　　ピンクラベル 1800 ¥2,800 +2 1.3 山田錦 50 口の中にふわりと広がるフルーティーな味わい。花のような香りの高さがﾜｲﾝｸﾞﾗｽとも相性抜群。

紀土　KID　純米吟醸　　赤ラベル 1800 ¥2,260 +3 1.3 山田錦・五百万石
50
55

甘味と酸味のバランスが非常によくとれた味わいが特徴。さっぱりとしたお食事との相性は抜群です。

紀土　KID　特別純米　カラクチキッド 1800 ¥2,100 +6 1.5 五百万石・一般米
50
55

優しい口当たりとなっている為、普段辛口日本酒を飲まない方にも飲みやすくなっています。

紀土　KID　純米酒　　　白ラベル 1800 ¥1,900 +4 1.5 五百万石・一般米
50
60

お米の味わいと柔らかな水のバランスがとれた商品。燗酒だとまろやか、常温だとさっぱり飲みやすい味わい。

株式会社九重雑賀　　　　和歌山県紀の川市

雑賀
さ い か

　　純米大吟醸 1800 ¥3,900 +1 1.4 山田錦
45
50

上品な吟醸香、旨味、キレのバランスが特徴です。

雑賀　　大吟醸　　　　 1800 ¥3,700 +2 1.1 山田錦
45
50

上品な吟醸香と山田錦特有のお米の旨味の中にもキレがある大吟醸酒です。

雑賀　　純米吟醸　    　　 1800 ¥2,600 +3 1.3 五百万石
55
60

膨らみのある旨み、スパッと消えていく切れ味が魅力。

雑賀　　純米吟醸　Twelve　12度 1800 ¥2,500 -3 1.6 五百万石 60 落ち着いた吟醸香と心地よい酸の爽やかさと優しい旨味のあるお酒です。

雑賀　山廃純米 1800 ¥2,300 +3 1.7 五百万石 65 全国燗酒コンテスト2016プレミアム燗酒部門　最高金賞受賞！　軽快でふくよかな味わい。

雑賀　　吟醸　　  辛口            1800 ¥2,300 +13 1.7 山田錦　五百万石
55
60

軽快ですっきりした味わいの中に綺麗な酸。飽きの来ないお酒。

雑賀　辛口純米　族(ZOKU) 1800 ¥2,300 +12 1.4 山田錦・五百万石 65 お料理が進む後口ドライな辛口。

雑賀　　山廃普通酒　錦郷　　　 1800 ¥1,800 +3 1.3 五百万石・一般米
70
75

軽快なコクが心地よい燗上がりするお酒に。山廃の魅力がたっぷり。

株式会社　世界一統　　　　和歌山県和歌山市

南方
みなかた

　　純米吟醸 1800 ¥2,800 ±0 1.3 山田錦・国産酒造好適米 50 ＜ワイングラスでおいしい日本酒アワード2018＞プレミアム純米部門金賞受賞。

南方　　超辛口　　純米酒  1800 ¥2,600 +16 1.6 山田錦 60 超辛口ならではのスッキリとしたキレの良さに、米の旨味を醸し出す事で余韻を愉しめるお酒となっています。

黒牛
く ろ う し

　　　純米 1800 ¥2,450 +4 1.6 山田錦・国産米
50
60

やわらかい香りで、米の旨味を引き出した幅のある味わい。

平和酒造株式会社　　    　和歌山県海南市

株式会社名手酒造　　　　和歌山県海南

14 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



～中国・四国エリア～

鳥取県

千代
ち よ

むすび　強力
ごうりき

　純米吟醸 1800 ¥3,000 +5 1.6 強力 50 お米の旨みを感じ、酸味が心地よいです。

千代むすび　純米大吟醸　八万八百 1800 ¥3,000 +5 1.5 山田錦 50 幅のある味わいで、華やかな香り。

千代むすび　上撰 1800 ¥1,905 +3 1.2 － 72 やや辛口。燗酒がおすすめ。「普段飲むお酒。ちょっと良いお酒」千代むすびの代表酒。

千代むすび　鬼の舌震い　本醸造　 1800 ¥1,699 +12 1.4 － 70 飲み口はすっきり。旨みを兼ね備えた爽やかな辛口酒。

島根県 富士酒造合資会社　　　　　島根県出雲市

出雲
い ず も

富士
ふ じ

　純米吟醸　山田錦　赤ラベル 1800 ¥2,980 +5 1.7 山田錦 50 ふわりと広がる心地良い吟醸香。米の旨みときれいな酸がゆっくりと広がっていきます。

出雲富士　純米吟醸　辛口　青ラベル 1800 ¥2,890 +15 － 佐香錦 55 滑らかでさらりとした、自然な口当たりですが、後口にしっかりとした辛さを感じます。

出雲富士　特別純米　佐香錦
さ か に し き

　黒ラベル 1800 ¥2,680 +2 － 佐香錦 60 佐香錦の持つコクとキレを最大限に活かしました。

出雲富士　純米　山田錦　白ラベル 1800 ¥2,372 +8 1.8 山田錦 70 山田錦の柔らかく上質な旨味を醸し出し、日本伝統の出汁文化によりそうお酒です。

広島県

宝剣
ほうけん

　純米吟醸 1800 ¥3,000 +3 1.4 八反錦 55 綺麗な酒質の中に穏やかな香りと柔らかい味わいが特徴です。

宝剣　純米　　超辛口 1800 ¥2,500 +10 1.5 八反錦 60 味わい深くバランスのとれた純米酒です。辛さの中に甘さを意識して醸しています。

宝剣　純米　　　 1800 ¥2,500 +5 1.6 八反錦 60 味わいがあり綺麗な酒質です。究極の食中酒です。

賀茂
か も

金
きん

秀
しゅう

　純米吟醸　雄町 1800 ¥3,060 +3 1.5 雄町 50 若々しさを残しながらも雄町らしい野性味とボリューム、酸のキレがあるお酒です。

賀茂金秀　特別純米　辛口 1800 ¥2,560 +7 1.5 雄町・八反錦
50
60

芳醇辛口酒。飲み口は優しいが後味のキレで辛口を表現したお酒です。

賀茂金秀　特別純米 1800 ¥2,560 +3 1.5 雄町・八反錦
50
60

香りが穏やかで、酸もあり食中酒として最適です。

賀茂金秀　純米　お燗酒　（季節品） 1800 ¥2,280 +1 1.4 雄町・一般米
60
65

優しくするする飲めるクセのないのが良いところ。毎日飲みたくなるお燗純米！

雨後
う ご

の月
つき

　純米吟醸　山田錦 1800 ¥3,000 － － 山田錦 50 柔らかく甘い果実味を感じながら、後味にキレの良い辛さを感じます。

雨後の月　特別純米　十三夜 1800 ¥2,700 － － 山田錦 60 話題の低アルコール酒（13度）。飲み口スルスル、旨みしっかり、後味ふんわりの新感覚の日本酒です。

雨後の月　辛口純米 1800 ¥2,300 +6 1.8 八反錦
60
65

透明感のある飲み口、上質で軽快な旨み。スパッと切れるオススメの辛口純米酒。

一代 弥山 純米吟醸 無濾過　原酒
　　　　　　みせん　　

1800 ¥2,476 +3 1.3 こいおまち・八反錦
50
55

やさしくふくよかな洋梨のような香りで後引きのよいスッキリした飲み口の純米吟醸酒です。

富
ふ

久
く

長
ちょう

　純米吟醸　山田錦　無濾過原酒 1800 ¥3,000 ±0 1.4 山田錦 50 フルーティーな香り、味はシャープなキレと奥深いコクを感じます。

富久長　海風土‐シーフード‐　白麹純米酒 1800 ¥3,000 － 3.5 国産米 70 クエン酸多めで白ワインのようなすっきりさわやかな純米酒。魚介類を使う料理なら何でもよく合います。

株式会社今田酒造本店　　広島県東広島市

千代むすび酒造株式会社　　鳥取県境港市

宝剣酒造株式会社　　　　　広島県呉市

金光酒造合資会社　　　広島県東広島市

相原酒造株式会社　　　　広島県呉市

中国醸造株式会社　　広島県廿日市

15 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



山口県 株式会社澄川酒造場　　　山口県萩市

東洋美人
と う よ う び じ ん

　大吟醸　地帆紅
じ ぱ ん ぐ

1800 ¥3,500 － － 山田錦 40 優しくふくよかで米の旨みとキレ。SAKE COMPETITION2014 Under 5000部門１位！！

東洋美人　“醇道一途”　  (シリーズ） 1800 ¥3,000 － － シーズンにより異なる － 純米大吟醸仕込み。月替わりで原料米が切り替わるシリーズ展開です。

東洋美人　純米吟醸　大辛口　 1800 ¥2,900 +15 1.6 山田錦 55 透明感のある味わいと、キリッと引き締まる辛さ。後から押し寄せる凝縮された米の旨み。

東洋美人　純米吟醸　50 1800 ¥2,500 -5 1.6 山田錦 50 東洋美人らしいフルーティな香りと、果実感いっぱいの甘み。爽やかな酸味を伴ったキレ味が抜群。

雁木
が ん ぎ

　ノ弐
に

　純米吟醸　無濾過　生原酒 1800 ¥3,200 － － 山田錦 50 口当たり滑らかに含み香がたっぷり口の中を満たす艶やかなお酒です。

雁木　純米吟醸　みずのわ 1800 ¥3,000 － － 山田錦 50 やわらかくかろやかに、すいすいと杯が進むお酒です。

雁木　ノ壱
いち

　純米　無濾過　生原酒 1800 ¥2,500 － － 山田錦 60 のびやかでしっかり味ののった生命力あふれるお酒です。

雁木　純米　ひとつ火　　 1800 ¥2,400 － － 山田錦 60 自然に身体に浸み込むような、優しくよりそってくれるお酒です。

獺祭
だっさい

　純米大吟醸　磨き23 1800 ¥9,800 － － 山田錦 23 最高の磨きの山田錦で最高の酒に挑戦したお酒。華やかな上立香と綺麗な酸味。

獺祭 純大 遠心分離39　DXｶｰﾄﾝ入 1800 ¥7,210 － － 山田錦 39 本来持つ香りやふくらみ等の美点が崩れることなく表現されています。

獺祭　純米大吟醸　磨き39 　　　　　　 1800 ¥4,620 － － 山田錦 39 フルーティな吟醸香となめらかな口当たり。長い余韻も楽しめます。

獺祭　純米大吟醸　磨き45　　 　　 　　 1800 ¥3,000 － － 山田錦 45 柔らかで繊細な香り。フレッシュな味わいとのバランスが良いお酒です。

愛媛県

石鎚　山田錦　純米　60%　槽搾り
いしづち

1800 ¥2,800 +4 1.6 特等山田錦 60 米の旨みと酸味のバランスが取れた、正統派の純米酒。幅広い温度帯でお楽しみください。

石鎚　純米吟醸　緑ﾗﾍﾞﾙ　槽搾り  1800 ¥2,700 +3 1.6 山田錦 50 穏やかな吟醸香と張りのある酸。様々な酒肴に寄り添い、つい杯を重ねてしまうお酒です。

石鎚　極み辛口　本醸造 ＋10 1800 ¥1,900 +10 1.5 松山三井 70 米の旨みを大切に、辛口に仕上げた本醸造です。

伊予
い よ

賀儀屋
か ぎ や

    純米吟醸    黒ラベル 1800 ¥2,750 +3 1.6 愛媛産松山三井 50 バランス良好な純米吟醸。飲み飽きせず、お料理を選ばない万能酒。

伊予賀儀屋　純米　赤ラベル　 1800 ¥2,500 +4 1.6 愛媛産松山三井 60 軽快な中に旨みが楽しめる食中酒。アルコール低め（14％）で、優しい味わいのお料理にも相性抜群。

伊予賀儀屋 味口本醸造 青ラベル 1800 ¥2,000 +6 1.6 愛媛産松山三井 60 濃厚でキレのあるお酒。冷や～熱燗まで温度を選ばず、中華料理にも合います！

高知県

土佐
と さ

しらぎく   特吟 1800 ¥2,630 － － 国産米 50 品の良いフルーティな香りと、土佐の辛口らしいスッキリと軽快なのど越しです。

土佐しらぎく   斬辛
ざんから

  特別純米 1800 ¥2,550 － － 八反錦 60 米の旨味と酸味をしっかりと感じ取れ、土佐のお酒らしいキレ味です。

土佐しらぎく   純米 ぼっちり　 1800 ¥2,350 － － 国産米 60 ふっくらとした米の味わいを生かした、フルーティーで口当たりの良い純米酒です。

土佐しらぎく　たっぷり飲める純米酒 1800 ¥2,150 － － 松山三井 65 アルコール度数を14度台とし、軽い口あたりでスイスイと飲める純米酒です。

石鎚酒造株式会社　　　　愛媛県西条市

成龍酒造株式会社　　愛媛県西条市

有限会社仙頭酒造場　   　高知県安芸郡

八百新酒造株式会社　　　　　山口県岩国市

旭酒造株式外会社　　　　　　山口県岩国市

16 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



高知県

酔鯨　　純米吟醸　山田錦
すいげい　　

1800 ¥3,333 +6 1.8 山田錦 50 旨味とキレの良い後味を表現しました。ふくよかな旨味がお料理との相性を高めます。

酔鯨　　純米吟醸　  高育
こういく

54 1800 ¥3,000 +6 1.7 吟の夢 50 淡麗でありながらも、しっかりとした旨みを感じます。

酔鯨　　純米吟醸　  吟麗
　ぎんれい

1800 ¥2,670 +6.5 1.7 松山三井・中手新千本 50 香りはあくまで控えめとし、キレが良く飲み飽きのしない純米吟醸酒です。

酔鯨　　中取り純米　 1800 ¥2,621 － － 酒造用一般米 － お米の旨みとキレの良い味わいが特徴です。

酔鯨　　 特別純米 1800 ¥2,350 +6.5 1.7 酒造用一般米 55 香りはあくまで控えめに、酔鯨特有の酸味があり、幅があるのにキレがある純米酒に仕上がりました。

文
ぶん

佳
　か

人
じん

　純米吟醸　リズール 1800 ¥2,900 － － － 50 穏やかな香り、口中でさらさらとほどける旨味。バランスが心地よい食中酒で、コックリした味付けのお料理にも。

文佳人　 特別純米　リズール 1800 ¥2,600 － － － 55 穏やかな香り、軽やかな中にも甘みが顔を出すジューシーな純米酒。

文佳人　辛口純米 1800 ¥2,400 － － 松山三井 55 香り控えめ、味わいスッキリ、ドライな喉ごし。キリリと冷やしても、熱燗でも美味しく飲めます。

美丈夫
び じ ょ う ふ

　　純米大吟醸　山田錦45  鄙
ひな

1800 ¥5,000 +3 1.5 山田錦 45 上品な香りと深い味わい　柑橘系の酸味とキレも爽快で洗練されたお酒です。

美丈夫　舞　しずく媛　純米大吟 1800 ¥3,300 +3 1.3 しずく媛 50 洗練された飲み口、舞うようなキレが持ち味です。

美丈夫　　純米吟醸　純麗
じゅんれい

　たまラベル 1800 ¥2,600 +4 1.6 松山三井 55 程よい酸とほのかな吟醸香。お米のふくらみや柔らかさを感じながらも、最後の切れ味はシャープです。

美丈夫　　純米　超辛口 1800 ¥2,407 +9 1.6 五百万石 60 爽快な後味と鋭いキレが楽しめます。冷やしても燗にしても抜群です。

美丈夫　　吟醸　　麗　　 1800 ¥2,400 +5 1.5 松山三井 55 軽快な口当たりとキレの良さで、いくらでも杯を重ねられます。

美丈夫　　純米　慎太郎　　 1800 ¥2,500 +4 1.6 松山三井 60 サラリとした口当たり。淡麗辛口酒。

美丈夫　特別純米 1800 ¥2,350 +4 1.6 松山三井 60 やや淡麗ながらもしっかり旨味を感じる飲み口。杯が進むにつれ、次第に味わいの印象が変わってきます。

美丈夫　　特別本醸造　　 1800 ¥1,800 +6 1.2 松山三井 60 お燗にすると潜んでいた風味が立上っておおらかで豊かな味わいになります。冷・燗ともにお楽しみいただけます。

安芸虎
あ　き　とら

　  純米吟醸
　　

　　素
 そ　

1800 ¥2,780 -8 1.6 吟の夢 50 瓶内自然発酵。甘口の純米吟醸うすにごり。スッキリとした爽やかな印象。

無
む

手
て

無
む

冠
か

　特別純米 1800 ¥2,600 +3 2.0 吟の夢 60 四万十の柔らかな大地と水で、蔵人たちが丹念に丹念に手造りした、こだわりのお酒です。

酔鯨酒造株式会社　   　高知県高知市

株式会社アリサワ　　　　高知県香美市

有限会社濵川商店　　　　高知県安芸郡

株式会社　無手無冠　　　　高知県高岡群

有限会社有光酒造場　　　高知県安芸市

17 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



～九州エリア～

佐賀県

天吹
あまぶき

　　ぴんくれでぃ　純米 1800 ¥3,000 － － 佐賀の華/紫黒米 60 ジューシーな甘みに上品な酸が溶け込んだ、ワイングラスで楽しむロゼ色の日本酒です。

天吹　  特別純米　　超辛口　　 1800 ¥2,600 － － 山田錦 60 超辛口だが口当たりはやさしい、ピリ辛です。

五町田酒造株式会社　　　　佐賀県嬉野市

東一　　　大吟醸
あずまいち

1800 ¥5,000 +5 1.5 山田錦 39 華やかな吟醸香が立ち、柔らかな喉ごしでキレもあるバランスの良い大吟醸酒です。

東一　　純米吟醸 山田錦49%　 1800 ¥3,800 ±0 1.6 山田錦 49 フレッシュ感があり、南国のフルーツを思わせるような爽快な香り。

東一　　吟醸　山田錦　           1800 ¥3,300 +4 1.5 山田錦 49 程良い吟醸香と米の旨味、個性的な酸味、渋味が特徴的です。

東一　　純米酒　山田錦64%　　 1800 ¥2,500 ±0 1.2 山田錦 64 さらっとした口当たり、すーっと通る喉越しとお米の膨らみ。

矢野酒造株式会社　　　　佐賀県鹿島市

竹
たけ

の園
その

　超
ちょう

辛口　純米 1800 ¥2,660 +11 1.6 雄山錦 60 ドライでスッキリとした味わいながらも、ほんのりとした甘みや丸みを感じられます。

長崎県 重家酒造株式会社　　　　長崎県壱岐市

横山50　純米大吟醸　WHITE
よこやま

1800 ¥3,609 － － 山田錦 50 マスカットの様な香りで、落ち着いた甘み。食中酒として記憶に残る味わいがコンセプトの純米大吟醸です。

よこやま　純米吟醸 SILVE 1800 ¥2,980 － － 山田錦 50 フレッシュで発泡感を感じます。ライチの香りで、口に含むと果実をかじったジューシーな甘みが口の中に広がります。

大分県

鷹来屋
たかきや

　特別純米 1800 ¥2,600 +5 1.4 山田錦・ヒノヒカリ
50
55

食とのバランスを考えたスマートな中に旨みとキレを両立させた純米酒。冷やからぬる燗まで
がOK。

鷹来屋　辛口　特別純米酒 1800 ¥2,600 +10 1.4 山田錦・ヒノヒカリ
50
55

特別純米と同じもろみで、発酵を進ませた辛口タイプ。シャープにキレるスマートなお酒です。

鷹来屋　うま口　本醸造 1800 ¥2,100 +2 1.3 若水・ヒノヒカリ 60 燗上がりするように旨味のある味わいに仕上げました。やわらかい味わいが特徴です。

ちえびじん　純米 1800 ¥2,300 -2.1 1.6 山田錦・ひのひかり 70 KURA MASTER2018最高賞！香りは控えめながら、甘味と酸味が生きたエレガントな味わい。

福岡県

駿
しゅん

　　　　純米吟醸　山田錦 1800 ¥3,000 +2 1.3 山田錦 55 華やかな香りと、キレの良い純米吟醸。

駿　　　　純米　　　　　　　 1800 ¥2,300 +2 1.4 山田錦 60 山田錦特有のまろやかで、軽快な味わい。

合名会社山口酒造場　　　福岡県久留米市

庭のうぐいす 純米大吟醸 くろうぐ
にわ

1800 ¥5,000 +5 1.4 山田錦・夢一献 45 穏やかで気品溢れる香りと、柔らかい味わいが優雅に広がります。

庭のうぐいす　特別純米　鶯ラベル　　 1800 ¥2,580 +3 1.5 山田錦・夢一献 60 シャープでドライな味わい。キレも良く、おかわりしたくなるお酒。

庭のうぐいす　鶯辛
おうから

　本醸造 1800 ¥2,100 +15 1.3 山田錦 68 米の風味を大切にした、優しい辛口。

天吹酒造合資会社　佐賀県三養基郡

浜嶋酒造合資会社　　　　大分県豊後大野市

有限会社　中野酒造　　　大分県杵築市

株式会社いそのさわ　　　福岡県うきは市

18 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



福岡県

三井の寿
みいのことぶき　

　純米吟醸　+14　大辛口 1800 ¥2,800 +14 1.8 山田錦 60 辛口でありながらお米の旨味を残した純米吟醸です。ダブルA面ラベル。

美田　辛醸　山廃純米大辛口 1800 ¥2,600 +14 － 山田錦 70 山廃ならではの旨みがありながらも、すっきりとした爽やかな後味です。

美田　 山廃純米　にごり酒 1800 ¥2,300 +1 2.3 山田錦 70 山田錦で醸した山廃純米の濁り酒です。濃いお料理との相性抜群です。

旭菊
あさひぎく

　　純米吟醸　麗 1800 ¥2,800 +4 1.4 山田錦・夢一献 50 低温熟成により爽やかでキレの良い吟味があるお酒です。

株式会社みいの寿　　　　　　　福岡県三井郡

旭菊酒造　株式会社　　　福岡県久留米市

19 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



～東北エリア～

山形県

上喜元　純米大吟譲　愛山
じょうきげん　

720 ¥2,700 +2 1.4 愛山 43 熟成して丸みを帯びたやわらなか口当たりとやさしく爽やかな旨味が楽しめる一本。

上喜元　純米吟醸　超辛
じょうきげん　　　

720 ¥1,400 +15 1.4 五百万石 50 ただ辛いだけではなく、旨味をしっかり残した本物の辛口。

楯野川
たてのかわ

　純米大吟醸　 清流
せいりゅう

720 ¥1,400 -2 1.4 出羽燦々 50 爽やかな果実のような香りと酸味、さらりとした優しい後味です。

宮城県

伯楽星
はくらくせい

　純米大吟醸 720 ¥2,500 +1 1.1 雄町 40 パインを思わせるフレッシュな味わいと綺麗な甘が見事に融合。

伯楽星　純米吟醸 720 ¥1,500 +4 1.7 蔵の華 55 これそ究極の食中酒！伯楽星を一番感じられる一本。フレッシュな酸味が心地よいお酒。

伯楽星　特別純米 720 ¥1,300 +4 1.7 山田錦 60 バナナやメロンを思わせるような香味と爽やかな酸味が特徴。キレあり柔らかさありの安定の一本！

勝山
かつやま

　純米吟醸　献
けん

720 ¥2,600 +2 1.6 山田錦 50 口の中に広がる吟醸香と旨味が綺麗に調和した豊かな味わいです。

勝山　特別純米　縁
えん

720 ¥1,650 ±0 1.7 ひとめぼれ 55 炊きたての風味を思わせる香りと味わいが特徴です。

戦勝
せんしょうまさむね

政宗　特別純米　ゴールド 720 ¥1,650 +1 1.6 ひとめぼれ 55 米の旨味がふくよかで、綺麗な酒質の飲み心地のよい純米酒です。

ｼｬﾄｰｶﾞｸﾄ GEN-SAKE･DOLCE 720 ¥5,000 -75 3.3 山田錦 50 ワインの10倍以上の旨味成分アミノ酸の効果でフォアグラやトリュフなどとの相性抜群。

ｼｬﾄｰｶﾞｸﾄ LEI-CRESCENT(ﾚ･ｸﾚｾﾝﾄ) 720 ¥5,000 -45 1.8 ひとめぼれ 55 アルコール度数12度で低め。上品なメロン香とボディの厚みが魅力です。

秋田県

山本　 純米吟醸　 ピュアブラック
やまもと　　

720 ¥1,536 +3 1.8 酒こまち 50 香りは控えめに抑え、柑橘系のフルーツを連想させるジューシーな酸味と、日本刀のような鋭いキレ味。

白瀑　　ど辛　　　純米
しらたき

720 ¥1,091 +15 1.9 ふくひびき 65 ＋15の超辛口ですが、口に含むとほのかな甘さを感じ、飲み込んだとたんに一気に辛さが押し寄せます。

～720ml～

勝山酒造株式会社　　　　　宮城県仙台市

株式会社新澤醸造店　　宮城県大崎市

酒田酒造株式会社　　　　山形県酒田市

楯の川酒造株式会社　　　　山形県酒田市

株式会社山本酒造店　　　秋田県山本郡

20 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



～北陸・中部エリア～

新潟県

八海山
はっかいさん

　　純米大吟醸 720 ¥1,940 +4 1.2 山田錦・美山錦他 50 米の旨味とまろやかな喉ごしを楽しめるお酒です。

八海山　　大吟醸    45％ 720 ¥1,760 +5 1.2 山田錦・五百万石他 45 細かくまろやかで綺麗な味わい、ほのかに上品な甘やかさが料理を引き立てる、少し高級な食中酒。

八海山　　特別
とくべつ

本醸造 720 ¥1,143 +4 1.0 五百万石 55 冷よし燗よしの八海山を代表する銘柄。燗の時の香りも、このお酒の楽しみの一つです。

愛知県

醸
かも

し人
ひと

九
く

平次
へ い じ

　純米大吟醸　彼
ひ

の岸
き し

　品薄 720 ¥10,000 － － 山田錦 30 洋ナシのような香りで、口に含んだ瞬間に鮮烈な若さを感じ、山田錦の繊細さを感じられるお酒です。

醸し人九平次　純米大吟　別誂
べつあつらえ

 　品薄 720 ¥4,245 ±0 1.6 山田錦 35 上品で芳醇な香りと透明感。米の旨みと甘みと酸味が調和が絶妙です。

醸し人九平次　純米大吟「彼
か

の地
ち

」　品薄 720 ¥3,639 － － 山田錦 40 グレープフルーツや野イチゴのような豊かな果実の香りが、心地よく広がります。至高の逸品。

醸し人九平次　純米大吟  human 　品薄 720 ¥2,888 － － 山田錦 45 どこかメロン系のフルーツのような豊かな香りが、心地よく広がります。至高の逸品。

九平次　純吟　黒田庄に生まれて、 品薄 720 ¥2,310 － － 山田錦 50 グレープフルーツを主体とする柑橘系、ライチの香り。暑い時期は、10度位に冷やしてワイングラスでお楽しみ下さい。

黒龍
こくりゅう

　大吟醸　　　　　　　　　品薄 720 ¥2,500 +3 1.0 山田錦 50 バナナ系の甘い果実香、柔らかくまろやかな旨味、心地よい余韻。

黒龍　純吟　　　　　　       　 品薄 720 ¥1,300 +4 1.4 五百万石 55 香りと味、二つのハーモニーが醸す深いうまさの純米吟醸。

～７２０ml～～関東エリア～

群馬県

浅間山
あさまやま　

　 純米　大辛口
　　

720 ¥1,225 +13～15 1.5～1.7 山田錦・改良信交 60 清涼感のあるりんごの様な爽やかな酸を感じられ、香りが良く豪快なキレ味で、上品な辛口。

栃木県

モダン仙禽　無
む

垢
く

720 ¥1,455 ― ― 山田錦
40
50

フレッシュかつジューシーに仕上げた定番酒。幅広い食材、料理との相性を楽しめます。

クラシック仙禽　無垢 720 ¥1,455 ― ― 山田錦
40
50

奥行と透明感のあるコクは、温度帯により表情が変わります。飲むほどに魅力を感じられます。

～720ml～

株式会社八海山　　　新潟県南魚沼市

株式会社萬乗醸造　　愛知県名古屋市

浅間酒造株式会社　　群馬県吾妻郡

株式会社せんきん　　栃木県さくら市

21 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



～近畿エリア～

京都府

澤屋
さ わ や

 まつもと Ultra  純米大吟醸 720 ¥3,150 － － 山田錦 － お米の育った場所が別次元で育てられ名づけられたウルトラ！

澤屋まつもと
　

 守破離
し ゅ は り

 純米五百万石
　

720 ¥1,200 － － 五百万石 － 富山県南破産五百万石「守破離」の原点です。

澤屋まつもと　純米　白ラベル　 720 ¥1,150 － － 五百万石 65 燗上がりの昔ながらの滑らかな味わい。２０年以上続けられている伝統。

富翁
とみおう　

　 純米酒　 プルミエアムール
　

720 ¥1,400 -34 4.3 国内産米 68 白ワインにも似た甘酸っぱい純米酒。今までにない味わいの日本酒です。

滋賀県

松の司
まつのつかさ　

　  純米吟醸
　

　  楽
らく　

720 ¥1,350 － － 竜王山田錦・吟吹雪 60 ほのかな香りと落ち着いた味わいそして優しさや親しみを感じます。

喜楽
き ら く

長
ちょう

　 辛口　 純米吟醸
　

720 ¥1,500 +14 1.9 山田錦 55 旨さと辛さを見事に調和させた杜氏の力量の高さを物語る辛口純米吟醸です。

三重県

寒紅梅
かんこうばい　

  純米　60％　遅咲き火入 720 ¥1,290 +3 1.9 山田錦 60 穏やかなメロン系の香は食中にも邪魔にならなく旨味もほどよく広がります。

奈良県

櫛羅
く じ ら

　純米　一火原酒 720 ¥1,500 +7 2.0 櫛羅産山田錦 60 なめらかな味わいと原酒ならではの豊かな旨味。

篠峯
しのみね　

　純米　超辛口　山田錦 720 ¥1,200 +10 1.8 山田錦 66 すっきりとクリアな後口で、お料理と合わせて真価を発揮します。

みむろ杉　純米吟醸　山田錦 720 ¥1,500 +3 1.7 山田錦 60 ラムネのような吟醸香。ジューシーな旨み。程良いボリュームと雑味の少ないクリアな透明感。

みむろ杉　純米辛口　露葉風
つゆはかぜ

720 ¥1,400 +6 1.9 露葉風 55 大和伝承の酒米「露葉風」を使用した辛口の食中酒。日本最古の神社がある三輪山の麓で醸されています。

和歌山県

紀土
き っ ど

　KID　純米吟醸
　

　無量山
むりょうざん

720 ¥2,300 +2.5 1.6 特A山田錦 50 米の深い穏やかなコク、透明感のある綺麗な、旨み、上品でシルキーな口当たり。

紀土　KID 【純米】　無量山 720 ¥1,900 +1.5 1.6 特A山田錦
50
60

キレも良く仕上げ、清涼感のある酸味、飲み口で喉にスッキリとした余韻を残します。

紀土　純米大吟醸　ピンクラベル 720 ¥1,400 +2 1.3 山田錦 50 口の中にふわりと広がるフルーティーな味わい。花のような香りの高さがﾜｲﾝｸﾞﾗｽとも相性抜群。

紀土　 KID   純米酒　 白ラベル 720 ¥950 +4 1.5 五百万石・一般米
50
60

お米の味わいと柔らかな水のバランスがとれた商品。燗酒だとまろやか、常温だとさっぱり飲みやすい味わい。

雑賀
さいか

　　純米吟醸 720 ¥1,300 +3 1.3
麹米　山田錦

掛米　五百万石
55
60

膨らみのある旨み、スパッと消えていく切れ味が魅力。

～720ml～

寒紅梅酒造株式会社　　三重県津市

千代酒造株式会社　　奈良県御所市

平和酒造株式会社　　和歌山県海南市

株式会社九重雜賀　　和歌山県紀の川市

今西酒造株式会社　　奈良県桜井市

松本酒造株式会社　　　京都府京都市

株式会社北川本家　　京都市伏見区

松瀬酒造株式会社　　滋賀県蒲生郡

喜多酒造株式会社　　滋賀県東近江市

22 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



～中国・四国エリア～

広島県

宝剣
ほうけん

　純米酒 720 ¥1,250 +5 1.6 八反錦 60 味わいがあり綺麗な酒質です。究極の食中酒です。

山口県

獺祭
だっさい

  純米大吟醸  (磨き23) 720 ¥4,900 － － 山田錦 23 最高の磨きの山田錦で最高の酒に挑戦したお酒。華やかな上立香と綺麗な酸味。

獺祭  純米大吟醸  (磨き39) 720 ¥2,310 － － 山田錦 39 フルーティな吟醸香となめらかな口当たり。長い余韻も楽しめます。

獺祭  純米大吟醸  (磨き45) 720 ¥1,500 － － 山田錦 45 柔らかで繊細な香り。フレッシュな味わいとのバランスが良いお酒です。

高知県

美丈夫
び じ ょ う ふ

　純米吟醸　純麗たまラベル 720 ¥1,350 +4 1.6 松山三井 55 程よい酸とほのかな吟醸香。お米のふくらみや柔らかさを感じながらも、最後の切れ味はシャープです。

～九州エリア～

佐賀県

東一　純米吟醸　Nero
あずまいち ねろ

720 ¥1,700 +1 1.4 山田錦 49 アルコール分13％の原酒。南国フルーツのような香り、酸が全体を引き締め切れの良い仕上がりです。

福岡県

庭の鶯
にわのうぐいす

　 鶯印
うぐいすじるし

のどぶろく　6％ 720 ¥1,275 -81 4.8 山田錦 60 古式製法の手造り仕込み。天然の乳酸たっぷりの甘酸っぱい、爽やかな飲み心地をお楽しみ下さい。

大分県

鷹来屋
た か き や

　辛口　特別純米酒 720 ¥1,300 +10 1.4 山田錦・ヒノヒカリ
50
55

特別純米と同じもろみで、発酵を進ませた辛口タイプ。シャープにキレるスマートなお酒です。

～720ml～

宝剣酒造株式会社　　広島県呉市

旭酒造株式会社　　山口県岩国市

有限会社濵川商店　　高知県安芸郡

五町田酒造株式会社　　佐賀県嬉野市

合名会社山口酒造場　　福岡県久留米市

浜嶋酒造合資会社　　大分県豊後大野市

23 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。



日本酒　ミニボトル　取扱い銘柄

※飲みきりサイズのみのご注文は１２本から可能です。尚、1800ml・720ml等との混載も可能です。

県名 蔵元名 商品名 日本酒度 容量 価格(税別)

岩手 ㈱あさ開 あさ開
びらき　　ゆめあか

 夢灯り 純米吟醸 -1 300ml ¥627

山形 酒田酒造 上喜元
じ ょ う き げ ん

 猩々
しょうじょう

 本醸造 － 300ml ¥340

山形 麓井酒造 麓井
ふもとい

 本辛 圓
まどか

　生もと純米 +10 300ml ¥450

新潟 ㈱八海山 八海山
はっかいさん

　特別本醸造 +4 300ml ¥517

新潟 妙高酒造 越乃雪月花
こ し の せ つ げ っ か

 吟醸　　生貯蔵酒 － 300ml ¥475

岐阜 玉泉堂酒造 醴泉
れいせん

　特別本醸造 +7 300ml ¥390

滋賀 松瀬酒造 松の司
まつのつかさ

 楽
ら く

 純米吟醸 － 300ml ¥480

和歌山 名手酒造 黒牛
く ろ う し

　純米 +4 300ml ¥429

大分 浜嶋酒造 鷹
たか

来
き

屋
や

　辛口本醸造 +5 300ml ¥460

高知 濱川商店 美丈夫
び じ ょ う ふ

 吟醸 麗 +5 300ml ¥460

高知 仙頭酒造場 土佐
と さ

しらぎく　特吟 － 300ml ¥510

岐阜 玉泉堂酒造 醴泉
れいせん

　活性にごり +3 500ml ¥1,060

奈良 梅乃宿酒造 月うさぎ　発泡酒 300ml ¥650

和歌山 平和酒造 紀土
き っ ど

 KID 純米大吟醸 スパークリング － 720ml ¥1,900

750ml ¥1,650

375ml ¥900

獺祭
だっ さい

 純米大吟醸 発泡にごり  45 － 720ml ¥1,860

獺祭 純米大吟醸 発泡にごり  45 ー 360ml ¥930

500ml ¥858

安芸
あ き

虎
と ら

 素
そ

 純米吟醸 うすにごり -8 330ml ¥600

白
し ろ

　玉川
たまがわ

　活性にごり -8 300ml ¥420

～300ml・発泡系日本酒～

広島 中国醸造 一代
　

　弥山
み せ ん

　スパークリング －

高知 有光酒造場

旭酒造

高知 濱川商店 美丈夫
び じ ょ う ふ

 しゅわっ!!発泡吟醸

やや甘口でフルーティー。華やかな香り。

コメント

+5

山口

自家栽培の五百万石とヒノヒカリを用いたシャープな味わい。燗もお勧め。

爽やかな吟醸香、ふくよかな味わい。軽快なキレでお料理にぴったり。

深みのある味わい。キレの良さを併せ持つ吟醸。

純米吟醸のもろみを一緒に瓶詰。本格的なｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ方式です。

口当たりも軽く、さっぱりとした後口です。

伝統ある生酛造りの長所だけを引き出した本格辛口純米酒。

冷よし燗よしの八海山を代表する銘柄。燗の時の香りも、このお酒の楽しみの一つです。

柔らかな舌ざわりと瑞々しい味わいの生貯蔵酒。

すっきりとした辛口。含み香、後味が心地よいバランスのよいお酒。

＜発泡系日本酒＞

冷やして飲むと味吟醸となり、お燗して飲むと、しっかりとした芯のある味わいの酒

後を引かないキレの良い甘味、爽快な中甘口。

落ち着いた爽やかな香りと、非常に繊細な口当たり。

やわらかい香りで、米の旨味を引き出した幅のある味わい。

低アルコール（7%）の優しい微発泡酒。爽やかな喉越し。

マスカットや桃を思わせる優しい吟醸香に柑橘のトーン。なめらかな酸味、強炭酸で爽
快な泡をまとわせました。

爽やかな香りと米の旨み。瓶内2次発酵の繊細な泡立ち。

泡の爽快感。吟醸酒らしい爽やかな旨みとライトな酸味。

瓶内自然発酵。甘口の純米吟醸うすにごり。スッキリとした爽やかな印象。

24 ※季節によりスペックが変動する場合がございますので、ご了承願います。


