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2020 本格焼酎

※数量限定・季節限定品等ございますので、
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芋焼酎
写真 名称 価格 (税別） スペック コメント

きろく

1800ml
２,２２７円
720ml

１,１５５円

■度数　25度
■原料　甘藷･米麹(黒)

手造りの黒麹と自家農園（農業法人『甦る大
地の会』）と地元生産者グループにて栽培し
た芋を原料とし、その日の掘った芋をその日
に仕込んでいます。昔ながらの『カメ』にて
酵母を造り2年以上の熟成貯蔵によりまろやか
な風味に仕上げました。穀物の優しい甘みや
紅茶、強く厚みのある香り。味わいは、骨格
がしっかりしており、凝縮感もあります。

橘
（たちばな）

1800ml
２,０００円
720ml

１,０００円

■度数　25度
■原料　甘藷･米麹(白)

柑橘類の様なすっきりとした清涼感と軽やか
な穀物の風味。味わいもドライで優しさと軽
やかさ、エレガントさのあるバランス。水割
りにすると、スズランの様なフローラル感の
ある風味と、フレッシュでタイトな味わいと
なります。お湯割りでは、ほんのりと香ばし
さと甘い風味が楽しめ、余韻に軽やかに抜け
ていきます。

たちばな　原酒
（たちばな　げんしゅ）

　720ml
２,４７７円

■度数　37度
■原料　甘藷･米麹(白)

割水、ブレンド等調整を一切しない単一原酒
100％の焼酎。フローラルで、ナッツオイルの
ニュアンスがあり複雑性と清涼感がある強い
香り。滑らかな口当たりで、タイトでドラ
イ、水割りにすると芋の甘みが豊かになり、
終始味わいが、ピュアで優しく感じられま
す。お湯割りでは、風味に深みと甘みが出て
きて味わいの幅の広さや、複雑性を明確に感
じられます。

KUROKIHONTEN“Ｑ”
-球-
（くろきほんてん　きゅう）

　720ml
１,６００円

■度数　14度
■原料　甘藷・米麹

ストレートで美味しく召し上がっていただけ
るアルコール度数14度。仕込み方を変えた複
数のタマアカネの原酒や黄金千貫の原酒をブ
レンド。芋由来の柑橘類の皮のニュアンスに
白桃やライチの風味が優しく香り穏やかな香
ばしさが香りにアクセントを与えています。
程よいボリューム感、滑らかで甘やかな口当
たり。マンダリンオレンジや米の甘みを思わ
せる風味が心地よく余韻に残ります。新感覚
の焼酎はワイングラスでどうぞ。

山ねこ
（やまねこ）

1800ml
２,４２９円
720ml

１,２１９円

■度数　25度
■原料　ｼﾞｮｲﾎﾜｲﾄ･米麹(白)

地元産の九州108号（ジョイホワイト）という
芋の品種を原料とし、蒸留所脇を流れる谷川
の源流部の水と自社培養による酵母菌を用
い、徹底した手造りにて仕込みました。口当
たり柔らかく、すっきりした骨格、静かな余
韻。

富乃宝山
（とみのほうざん）

1800ml
２,８１９円
720ml

１,４２９円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（黄）

西酒造の名前を一躍知らしめたのが、
この「富乃宝山」です。封を切ってもこれま
での芋焼酎の常識であった芋の香りではな
く、みかんやレモンのような柑橘系のさわや
かな香りが漂ってきます。口に含んでみても
荒々しさや辛さを感じず柔らかなまるみが口
内に広がります。

吉兆宝山
（きっちょうほうざん）

　1800ml
２,８１９円
720ml

１,４２９円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（黒）

黒麹芋焼酎を代表する銘柄となった『吉兆宝
山』。黒麹の醍醐味とも言えるパンチの効い
たコクと香りが堪能できる逸品です。姉妹品
「富乃宝山」と比べるといかにも骨太な深い
味わいで、焼き芋のような甘みも感じます。
昔から旨かった芋焼酎を都会的に再現した本
格派です。お湯割り、ロックとも爽快な芳香
をお楽しみいただけます。

（宮崎県・黒木本店）

（宮崎県・尾鈴山蒸留所）

（鹿児島県・西酒造）

（鹿児島県・西酒造）

（宮崎県・黒木本店）

（宮崎県・黒木本店）

（宮崎県・黒木本店）（宮崎県・黒木本店）

※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。 2



芋焼酎
写真 名称 価格 (税別） スペック コメント

天使の誘惑
（てんしのゆうわく）

720ｍｌ
３,０９５円

■度数　40度
■原料　黄金千貫・米麹

芋焼酎では珍しい樽熟成。蘭引きし、樫樽で
長期熟成により醸し出されたヴァニラの様な
香りものぞきます。長い月日の流れは、芋の
香りをより深く、より鮮やかに育て上げまし
た。ストレート・水割り・ロックがおすす
め。

XXIV
（にじゅうよん）

1800ml
２,７２４円
720ml

１,６１３円

■度数　25度
■原料　さつま芋（南薩産
黄金千貫）・米麹（タイ
産）

鉱物や白壇の香木（最後の方に来る落ち着い
た香りの印象）、ライラックの花（初夏を想
わせる爽やかな香りの印象）、白コショウ、
さつま芋を蒸した香りなどモロミの中で隠れ
ていた香りが間接加熱蒸留で醸し出されてい
ます。 口に含むと、上品な芋の風味と甘味、
キレもあり、味わいもシャープな印象です。
 酢味噌や粒マスタード等を使ったスパイシー
な料理とも是非合わせてみて下さい。

LXX
（ななじゅう）

1800ml
３,４４９円
（専用紙袋付）

■度数　25度
■原料　さつま芋（南薩産
黄金千貫）・米麹（タイ
産）

おとなしくクールな佇まいの雰囲気に例えて
もよさそうな都会的なイメージです。しか
し、グラスに注いで立つ穏やかなマシュマロ
（甘い香りの印象）の様な香りは、一面に広
がる芋畑の風景を連想させてくれます。口に
含むと、さつま芋の甘味とまろやかで丸味の
ある優しいキレを楽しめます。あっさりした
料理からこってりした料理まで、さらには食
後にブランデーのように飲んでみて下さい。

C100　刀
Eau　ｄe Vie
（ひゃく　かたな　おーどゔぃー）

７２0ml
３,０００円

■度数　25度
■原料　さつま芋（南薩産
黄金千貫）・米麹

香りは火打石（南薩摩の大地のミネラルを感
じさせる印象）やワインにみられる樹脂の香
り、微かにバナナの発酵由来の大人しい印象
が特徴です。口に含むと、上品な甘さとキレ
を楽しめ、余韻には樫樽の香りがほのかに残
ります。冷やすことでよりシャープさが増し
ます。氷を浮かべて順々に溶かしながらいた
だく飲み方もおすすめです。空のグラスにた
だよう香りも楽しんでいただけます。

晴耕雨読
（せいこううどく）

1800ml
２,５４１円
720ml

１,３７６円

■度数　25度
■原料　さつま芋（南薩産
黄金千貫）・米麹・米

可憐な白い花(ほんのり甘い印象）、火打石
（南薩摩の大地のミネラルを感じさせる印
象）、お米を炊いた時の香り、かすかにカカ
オの香りがただよいます。
 口に含むと、鹿児島の銘菓「かるかん」やほ
のかにさつま芋の甘味を感じながら酸のキレ
も楽しんでいただけます。
 飲み方はオールマイティで。

晴耕雨読 三年貯蔵
（せいこううどく さんねんちょぞう）

1000ml
２,０００円

■度数　25度
■原料　さつま芋（南薩産
黄金千貫）・米麹・米

焼酎の“長期熟成技術”の開発に成功した三
年貯蔵の「晴耕雨読」。鼻の奥から抜ける穏
やかな香りと、やわらかくすっきりとした口
あたり。口の中いっぱいに広がる、芋焼酎な
らではの優しい甘美とまろやかな味わいが奥
行きを感じさせます。

不ニ才
（ぶにせ）

1800ml
２,４２７円
720ml

１,２８０円

■度数　25度
■原料　さつま芋（南薩産
黄金千貫）・米麹（タイ
産）

誰しもが記憶に残っている焼き芋の香りの中
に、ほのかに鉱物の香りや穀物を発酵させた
香りが隠れています。 口に含むと、煎った黒
ゴマ、黒コショウのスパイシーな風味もあり
ますが、なめらかでふくよかな印象を持って
いただけると思います。 甘辛い味つけ、少し
濃いめの料理ばかりでなく、ナッツやチョコ
レートとも合わせてみて下さい。

（鹿児島県・西酒造）

（鹿児島県・佐多宗二商店）

（鹿児島県・佐多宗二商店）

（鹿児島県・佐多宗二商店）

（鹿児島県・佐多宗二商店）

（鹿児島県・佐多宗二商店）

（鹿児島県・佐多宗二商店）

※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。 3



芋焼酎
写真 名称 価格 (税別） スペック コメント

角玉
（かくたま）

1800ml
１,９７９円
720ml

１,０３３円

■度数　25度
■原料　さつま芋（南薩産
黄金千貫）・米麹

穏やかな印象でマッシュルームや伽羅の香木
（高貴なアロマの中にある瓜の爽やかさが感
じられる印象）、カカオ、かすかにさつま芋
由来の糖蜜の風味もあります。
 口に含むと、白いこしあんの和菓子を食べて
いる様な愛らしい味わいの焼酎です。
どんな場面にもしっかり合わせてくれる焼酎
なので、常に１本あるとありがたい逸品で
す。

刀
（かたな）

1800ml
２,６７２円
720ml

１,４１３円

■度数　25度
■原料　さつま芋(南薩産黄
金千貫・紅さつま）・米麹

香ばしい薫香でヴォリューム感たっぷりの骨
太な焼酎です。
 黒コショウ、栗、ナッツ、ヴァニラ、ごま
油、かすかにキャラメル香もあり、口に含む
と、モンブランケーキを食べてるような心地
よい風味で、長い余韻を楽しめる焼酎です。

阿久根
（あくね）

1800ml
２,０６４円

■度数　25度
■原料　甘藷・S型白麹

　
芋の香りを和らげ、強い甘みとキレを引き出
す「Ｓ型白麹」を使用した本格芋焼酎。ロッ
クでの甘さは格段です。深い味わいを、心ゆ
くまでお楽しみください。

やきいも　黒瀬
（やきいも　くろせ）

1800ml
２,３４５円
720ml

１,３６４円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（白）

やきいも焼酎とはこうあるべきとの見本にさ
れている限定焼き芋焼酎です。香ばしい香り
とまろやかな風味を兼ね備えたこだわりの焼
酎です。

こいじゃが
1800ml
２,１７３円

■度数　25度
■原料　甘藷・米麹（黄）

芋の独特の香りが苦手という方にもおすすめ
のフルーティーな香りとまろやかな甘みが味
わえるお酒です。※鹿児島弁で「これです
よ、これ！」という意味です。

無濾過　にごり芋

1800ml
２,１０５円
720ｍｌ
１,２１８円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（白）

無濾過により、芋本来の香りと味わいがしっ
かりしているのが特長。無濾過のため焼酎が
白く濁る場合がありますが、異常ではありま
せんので、開封前に天地返ししてお飲みくだ
さい。

SAFARI LEOPARD
(サファリ　レオパード）

1800ml
２,１８２円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・白ユタ
カ　黄麹・黒麹

近畿地方限定商品。みずみずしい香りと、フ
ルーティーな味わいが特徴の「黄麹」と、
どっしりと濃厚でコクがあり骨太な味わいが
特徴の「黒麹」をブレンドすることにより、
フルーティーさとコクが見事にマッチした
「こくまろ」な芋焼酎に仕上がりました。

（鹿児島県・佐多宗二商店）

（鹿児島県・佐多宗二商店）

（鹿児島県・鹿児島酒造)（鹿児島・日當山醸造）（鹿児島・田崎酒造（鹿児島県・鹿児島酒造)（鹿児島・日當山醸造）（鹿児島・田崎酒造（鹿児島県・鹿児島酒造)（鹿児島・日當山醸造）（鹿児島・田崎酒造（鹿児島県・鹿児島酒造)

（鹿児島県・鹿児島酒造)（鹿児島県・鹿児島酒造)

（鹿児島県・鹿児島酒造)

（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）

（鹿児島県・鹿児島酒造)

（鹿児島県・鹿児島酒造)（鹿児島県・鹿児島酒造)

※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。 4



芋焼酎
写真 名称 価格 (税別） スペック コメント

甕雫
（かめしずく）

1800ml
４,００５円
900ml

２,７８９円

■度数　20度
■原料　甘藷・米麹

無農薬で自社栽培の有機肥料を用いた宮崎紅
寿芋を原料の一部に使用するなど、原料から
甕壺での仕込までこだわり抜いた逸品。気品
あふれるフルーティな味わいと香りが繊細な
お料理にも合います。カメからひしゃくです
くって、グラスに注ぐスタイル。

小牧
（こまき）

1800ml
２,４５７円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
(黒)

深い甘みがあり、かめ仕込みならではのまろ
やかな風味、丸みのある甘さが特徴の焼酎で
す。ふわっと香りが立ち、おいしくいただけ
ます。

伊勢吉どん
（いせきち）

1800ml
１,８８５円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
(白)

口当たりがやわらかく芋の風味を程よく感
じ、フルーツのようなさわやかな香り。芋の
濃厚な甘みとコクを感じられます。

轟乃露　黒
（とどろのつゆ）

1800ml
２,２７６円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
(黒)

芋焼酎好き、通の方におすすめできます。
ロックで呑むときの、のど元を流れるコクの
ある、まろやかな味はこの商品ならではの味
わいです。黒麹特有の旨味とコクはもちろん
のこと、キレ良く、ガツンと辛口のドライタ
イプ。

一尚　白麹ブロンズ
（いっしょう）

1800ml
２,６５７円
720ml

１,４０９円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
(白)

キリっとしたシャープな甘みのある芋焼酎の
味わい。落ち着きがあり、熟した果物のよう
な発酵香を漂わせ、口当たりは軽く、芋の甘
味を楽しむというよりはビール酵母で仕上げ
た為に表れた、舌の両脇から広がる苦味やコ
クを味わう芋焼酎。余韻に残るビター感が絶
品。

一尚　黒麹シルバー
（いっしょう）

1800ml
２,６５７円
７２０ｍｌ
１,４０９円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
(黒)

１９００年代から培養分離され現在も生き残
るイヌイ株黒麹菌と１９０９江戸酵母（清酒
用酵母）を用い、創業時から使用している甕
(カメ)にて仕込みました。一次、二次仕込み
共に甕仕込み。3ヶ月間、浮いてくる油を人の
手ですき、濾過する。非常に手間のかかった
希少な逸品です。程よく香ばしく、余韻にも
芋の優しい甘さが広がります。

天狗櫻
（てんぐざくら）

1800ml
２,１８５円
720ml

１,２２２円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（白）

華やかな香り、濃厚でオイリーでクラシック
な味わい。そして貯蔵によりうまれたまろや
かな口当たりは、まさに焼酎の芸術品といえ
ます。お湯割りや水割りでも味の伸びがよく
バランスがくずれません。

（鹿児島・白石酒造）（鹿児島県・白石酒造）

（鹿児島県・小牧醸造）

（鹿児島県・小牧醸造）

（鹿児島県・小牧醸造）

（鹿児島県・小牧醸造）

（鹿児島県・小牧醸造）

（宮崎県・京屋酒造）

（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）（鹿児島・西酒造）

甕入り・ひしゃくつき

※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。 5



芋焼酎
写真 名称 価格 (税別） スペック コメント

紅椿
（べにつばき）

1800ml
２,３８９円
720ml

１,５７４円

■度数　25度
■原料　さつまいも・黒麹

じっくりと２年以上の熟成を経て出荷される
限定の本格芋焼酎です。 封を開けると上品な
芋の香りが漂います。長期熟成酒ならではの
なめらかで円熟な味わいと爽快感がバランス
良く堪能出来ます。完熟した果実のような香
り。

花蝶木虫
(はなちょうきむし)

1800ml
２,２７８円
900ml

１,２２２円

■度数　25度
■原料　甘藷・米麹

沖縄から伝わった焼酎麹のルーツである黒麹
を使用し、その麹由来の力強さ・華やかさ・
甘さなど麹の特徴を活かした芋焼酎です。

赤兎馬
（せきとば）

1800ml
３,０００円
720ml

１,５８０円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（白）

鹿児島県産さつま芋と火山灰土（シラス台
地）の地下から湧き出す天然水が原料。グラ
スに注ぐとフワッと広がる甘い芋の香りと柔
らかな口あたり。口いっぱい芋の甘みが広が
りすっと消えていく。フルーティーさとスッ
キリ感が見事に調和した他にない味わいで
す。

紫の赤兎馬
(むらさきのせきとば）

1800ml
２,７８０円
720ml

１,４６０円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・紫芋
（頴娃紫）・米麹（白）

原料の紫芋は「頴娃紫（えいむらさき）」と
いう品種で、鹿児島県の南部・頴娃町にて作
られる希少なさつま芋。紫芋特有のフルー
ティーな香りと芋焼酎本来の口中に広がる甘
いふくよかな味わいが特徴。やさしくまろや
かな仕上がり。

情け嶋
(なさけしま)

1800ml
２,１８０円
700ml

１,１４３円

■度数　25度
■原料　甘藷・麦麹（白）

最初に麦の香りがあり、次第に紅東の芋の香
りが広がります。全国でも東京島酒にしか表
現できない味わいです。

恋寅
（こいとら）

1800ml
２,６４８円
720ml

１,４２９円

■度数　25度
■原料　さつまいも・米麹
（国産米）・麦・麦麹

ヴァニラ香る贅沢いも焼酎。ほどよい香ばし
さで苦みはなく、まろやかな味わい。優しい
甘味は、厳選された熊本の紅系芋と佐賀の二
条大麦の威力を感じさせます。従来にない
“和モダン”な逸品。オンザロックでごゆる
りとどうぞ。

薩摩乃薫
（さつまのかおり）

1800ml
１,８９８円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（白）

さつま芋の風味が豊かで骨太な味わい。ロッ
ク・水割り・お湯割り、どのタイプでもおい
しくいただけます。

（佐賀・宗政酒造）

（鹿児島県・田村合名会社）

（佐賀県・宗政酒造）

（鹿児島・白石酒造）

（鹿児島・白石酒造）

（鹿児島県・濱田酒造）

（鹿児島・白石酒造）

(東京都八丈島・八丈興発)

（鹿児島・指宿協業組合）（鹿児島・三岳酒造）

（鹿児島・霧島町蒸留所）（鹿児島・霧島町蒸留所）

（鹿児島・白石酒造）（鹿児島県・白石酒造）

（鹿児島・霧島町蒸留所）（鹿児島・霧島町蒸留所）（鹿児島県・白石酒造）

（鹿児島県・濱田酒造）

※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。 6



芋焼酎
写真 名称 価格 (税別） スペック コメント

薩摩乃薫　純黒
（さつまのかおり       じゅんくろ）

1800ml
１,８９８円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（黒）

黒麹独特のまろやかな芋の風味と、キレの良
い後味が特徴。お湯割りはもちろん、ロッ
ク・水割りでもお楽しみいただけます。

風
（ふう）

1800ml
２,０００円
720ml

１,０６０円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（黒）

新鮮で堀り立てのさつま芋だけを使用。長
年、培った経験と最新の技術で丹精込めて醸
した逸品です。ほのかに甘い香りと、瞬時に
広がる心地良い味わいは、お湯割りで最高に
引き立ちます。

かせだんもん
1800ml
２,３００円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
(黒)

ふかし芋の柔らかい香りが最初の印象です。
黒麹仕込みで深みのある味わいと、コクのあ
る芋焼酎です。

蔵弥一
（くらやいち）

1800ml
３,１４３円

■度数　25度
■原料　種子島紫芋・米麹
(黒)

｢種子島紫芋｣を原料に黒麹で、１次も２次も
かめ壷仕込み。芋特有の甘い香り、コクのあ
る旨みが上品に表現されています。熟成期間
も長くなり、角がとれたまろやかさも最高。

前田利右衛門
（まえだりえもん）

1800ml
２,２５２円
720ml

１,３１４円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
(黄)

厳選された上質の黄金千貫を使用し、黄麹で
仕込んだ極上の逸品。香り華やかで上品な味
わい。お湯割り、水割りがおすすめ。

こばんざめ
【在庫限り】

1800ml
２,３５０円
720ml

１,３００円

■度数　25度
■原料　黄金千貫･米麹

上品で落ち着いた味わいと旨み。いくら呑ん
でも呑み飽きせずある種の風格を感じさせる
逸品。

紅一点
（こういってん）

1800ml
２,８００円
720ml

１,２８０円

■度数　28度
■原料  芋･米麹

厳選した紅芋と黄金千貫を原料に丹念に仕込
みました。薫りの部分を大切に原酒のまま樫
樽につめ約500日の間じっくり寝かせました。
その間、熟成の均一を目指し、品温が樽に
よって変わらないように、三段ほど樽の積み
替えをしました。人力と時間を惜しみなく掛
けた他に類を見ない長期樽熟本格紅芋焼酎で
す。

（鹿児島・宇都酒造）

（鹿児島・宇都酒造）

（種子島・種子島酒造）

（鹿児島・指宿協業組合）

（鹿児島県・田村合名会社）

（鹿児島県・宇都酒造）

（鹿児島県・宇都酒造）

（鹿児島県・種子島酒造）

（鹿児島県・指宿酒造）

（大分県・老松酒造）（宮崎・王手門酒造）

（鹿児島県・指宿酒造）

※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。 7



芋焼酎
写真 名称 価格 (税別） スペック コメント

明るい農村
（あかるいのうそん）

1800ml
２,３８１円
720ml

１,２００円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（黒・白）

黄金千貫を使用し、黒麹と白麹の原酒をブレ
ンド。コクがありキレの良い芋焼酎です。食
中酒としてよく合います。蒸し芋の香りと深
いコク、余韻をお楽しみください。

明るい農村赤芋仕込み
（あかるいのうそん　あかいもじこみ）

1800ml
２,５５２円
720ml

１,２５７円

■度数　25度
■原料　赤芋・米麹（黒）

皮も中も赤いさつまいもで仕込んだ芋焼酎。
赤芋によるフルーティな香りとやさしい甘
さ、すっきりとした飲み口が特徴です。

農家の嫁
（のうかのよめ）

1800ml
２,５５２円
720ml

１,４２９円

■度数　25度
■原料　さつまいも（鹿児
島県産）・米麹（黒）

芯までホクホクの焼芋を原料に仕込みまし
た。「蒸し芋」が芋の香りが豊かなのに対
し、「焼芋」は意外にもスッキリしていま
す。香ばしさとコクのある甘みが特徴です。

農家の嫁　紫芋
（のうかのよめ　むらさきいも）

1800ml
２,６４８円
720ml

１,５０５円

■度数　25度
■原料　紫芋（鹿児島県
産）・米麹（黒）

表皮も中身も濃い紫色をした紫芋を、じっく
り焼芋にして原料にしました。紫芋ならでは
の、ぶどうのようなフルーティーな香り、焼
芋焼酎ののどごしの良さが特徴です。

秀水
（しゅうすい）

1800ml
１,９５４円
720ml

１,０００円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
(白)

もろみを低温で発酵させ１年間熟成させた焼
酎です。芋の香りを押さえ、旨みだけを引き
出しながらコクのあるスッキリとした飲み口
に仕上げてありますので、はじめて芋焼酎を
口にする方でも違和感なく楽しめることがで
きます。ロック・冷や・ストレートがオスス
メです。

燃島
（もえじま）

1800ml
２,５００円
900ml

１,５００円

■度数　25度
■原料　さつまいも（鹿児
島県産）･米麹（白・黄）

原材料を一度に加えて仕込む、「どんぶり仕
込み」で造られた芋焼酎。明治時代末期まで
の製法で、とても難しく技術を要します。酸
味が強く（通常の芋焼酎の3～4倍）、濃い味
のお料理によく合います。

伊佐大泉
（いさだいせん）

1800ml
１,７９４円
900ml
９５１円

■度数　25度
■原料　シロユタカ・黄金
千貫・米麹(白)

大山酒造は完全な手造り焼酎にこだわり、が
んこなまでにこの｢伊佐大泉｣しか造っていま
せん。米麹と主原料の芋の割合を通常より多
くすることで、芋の風味を引き出し豊かな味
わいに仕上げています。お湯割りの喉越しは
最高です。

（鹿児島・祁答院蒸留所）

(鹿児島・祁答院蒸留所）（鹿児島・大海酒造）（鹿児島・神酒造）

（鹿児島・萬世酒造）

（鹿児島県・霧島町蒸留所）

（鹿児島県・霧島町蒸留所）

（鹿児島県・霧島町蒸留所）

（鹿児島県・祁答院蒸留所）

（鹿児島県・萬世酒造）

（鹿児島・大山酒造）（鹿児島・大山酒造）（鹿児島・大山酒造）

（鹿児島県・霧島町蒸留所）

（鹿児島県・指宿酒造）

※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。 8



芋焼酎
写真 名称 価格 (税別） スペック コメント

奥霧島
（おくきりしま）

1800ml
２,５８０円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹(黒
麹ゴールド)

黄金千貫と通常の黒麹よりワンランク上の黒
麹ゴールド菌と呼ばれる麹を使い、甕壷にて
丁寧に仕込んだ贅沢な芋焼酎。力強い香りが
特徴。まろやかな口当たりと、甘さとコクが
一段と醸し出された深い味わいを、お楽しみ
ください。

鼈
（すっぽん）

1800ml
３,１０１円
720ml

１,６０７円

■度数　25度
■原料　黄金千貫（鹿児島
県産）・米麹(黒)

一度飲んだら離せないくらい旨いことから
「すっぽん」と名付けられました。黒麹で仕
込んだ原酒を甕で貯蔵したことで、優しい口
当たりでありながら、飲んだ後に口いっぱい
に芋の香りが広がり、余韻が長く残ります。

熟成 七夕
（たなばた）

1800ml
１,７９０円
720ml

１,０２５円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
(白)

とろりとした味わいの熟成芋焼酎。飲む程に
柔らかな甘味が引き立ち、後味も爽やかで
す。飲めば飲む程、引き込まれていきそうな
深みのある味わいです。

黒七夕
（くろたなばた）

1800ml
１,７５２円
900ml
９２４円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
(黒)

黒麹ならではの表情豊かでボディのしっかり
とした風味。熟成させたことで、重厚な味わ
いに仕上がりました。水割り、お湯割りがお
すすめです。

霧島町蒸留所 白麹
（きりしまちょうじょうりゅうしょ）

1800ml
２,３８１円
720ml

１,２００円

■度数　25度
■原料　黄金千貫･米麹（白
麹ゴールド）

麹は、清酒にも使われる黄麹菌と焼酎用の白
麹菌を併用。黄金千貫と地下水を甕壷で仕込
み、原酒の旨さ･水のおいしさをそのまま残す
ため、濾過はごくごく控えめにしました。き
れいな香りと味にこだわっています。

霧島町蒸留所 黒麹
（きりしまちょうじょうりゅうしょ）

1800ml
２,３８１円
720ml

１,２００円

■度数　25度
■原料　黄金千貫･米麹(黒
麹ゴールド)

［霧島町蒸留所 白麹］同様、原料の芋･水に
こだわり、黒麹で丁寧に甕壷で仕込みまし
た。濃厚な味と芳醇な香りを追求しました。

アサヒ
（あさひ）

1800ml
１,７４４円

■度数　25度
■原料　黄金千貫･米麹(白)

創業以来造り続けてきた伝統の本格焼酎で
す。コクとキレのある男性的な味わい、腰の
強い口当たりの良い飲み口が特徴です。

（鹿児島・萬世酒造）

（鹿児島・大山酒造）

（鹿児島・岩川醸造）

（鹿児島・さつま霧島酒造）

（鹿児島県・濱田酒造）

（鹿児島県・田崎酒造）

（鹿児島県・田崎酒造)

（鹿児島・霧島町蒸留所）

（鹿児島・田崎酒造）（鹿児島・田崎酒造）

（鹿児島県・霧島町蒸留所）

（鹿児島・さつま霧島酒造）（鹿児島県・霧島町蒸留所）

（鹿児島・日當山醸造）（鹿児島県・日當山醸造）

（鹿児島県・本坊商店）

※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。 9



芋焼酎
写真 名称 価格 (税別） スペック コメント

芋のエース　１８
1800ml
１,９０５円

■度数　18度
■原料　さつま芋・米麹

香り高く、やわらかな甘味を感じる１８度に
仕上げました。ロックでも香りが立ち、お湯
割りせずにそのまま燗しても美味しい焼酎で
す。

北斗の拳
ケンシロウラベル
（ほくとのけん　けんしろうらべる）

1800ml
３,２００円
900ml

１,６００円

■度数　25度
■原料　黄金千貫・米麹
（黒）

「お前はもう死んでいる」
ケンシロウの王道の強さをイメージし、芋焼
酎では王道の黄金千貫で仕込んでいます。荒
ごし濾過という方法で濾過することにより、
こだわって造った味わいをこわさないように
しています。お湯割り、水割り、ストレー
ト、ロック等、幅広い飲み方でお楽しみ頂け
ます。

北斗の拳
ラオウラベル
（ほくとのけん　らおうらべる）

1800ml
３,２００円
900ml

１,６００円

■度数　25度
■原料　紅はるか・米麹
（黒）

「我が生涯に一片の悔い無し」
ラオウの最強の存在感をイメージし、最強の
蜜芋と呼ばれる紅はるかで仕込んでいます。
非常に柔らかな飲み口で、とても甘い香りを
楽しめます。飲み方はロックか水割りで、
すっきりと楽しんでください。

北斗の拳
トキラベル
（ほくとのけん　ときらべる）

1800ml
３,２００円
900ml

１,６００円

■度数　25度
■原料　ジョイホワイト・
米麹（黒）

「激流を制するのは静水」
トキをイメージしたジョイホワイトのフルー
ティーで絶妙な味わいが、至高の技を繰り広
げるトキのような唯一無二の芋焼酎に仕上
がっています。ストレート、ロックか水割り
がよく合います。

北斗の拳
ジュウザラベル
（ほくとのけん　じゅうざらべる）

1800ml
３,２００円
900ml

１,６００円

■度数　25度
■原料　さつま芋・米麹
（黒）

「雲ゆえの気まぐれよ」
ジュウザをイメージした減圧蒸留で造った芋
焼酎の、軽快ですっきりした飲み口は、雲の
ように自由気ままなジュウザらしい芋焼酎に
仕上がっています。ストレート、ロックで
ゆっくりどうぞ。

北斗の拳
サウザーラベル
（ほくとのけん　さうざーらべる）

1800ml
３,２００円
900ml

１,６００円

■度数　25度
■原料　黄金まさり・米麹
（黒）

「退かぬ‼媚びぬ省みぬ‼」
サウザーをイメージした黄金まさりの力強く
型にはまらない個性が、まさに聖帝サウザー
といった他を凌駕する圧倒的な味わいの芋焼
酎に仕上がっています。お湯割り、ロックで
どうぞ。【期間限定品】

あらわざ 桜島
（あらわざ　さくらじま）

1800ml
1,８１０円 ■度数　25度

■原料　黄金千貫･米麹

特許「磨き蒸留」により生み出された焼酎で
す。芋特有のコク・旨味・香りなどを、なめ
らかでかろやかな味わいへと仕上げた「磨き
蒸留かろやか仕立て」をお楽しみください。

（鹿児島県・本坊商店）

（大分県・みろく酒造）

（鹿児島・日當山醸造）（佐賀県・光武酒造場）

（鹿児島・日當山醸造）（佐賀県・光武酒造場）

（鹿児島・日當山醸造）（佐賀県・光武酒造場）

（鹿児島・日當山醸造）（佐賀県・光武酒造場）

（鹿児島・日當山醸造）（佐賀県・光武酒造場）

※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。 10



芋焼酎
写真 名称 価格 (税別） スペック コメント

青潮
（あおしお）

1800ml
２,３８０円
720ml

１,２００円

■度数　25度
■原料　さつまいも・米麹
（黒・白）

焼酎づくりの土台となる麹造りにおいて、｢手
造り」で仕込んだ奥深い香り、味わいを楽し
める芋焼酎。お湯で割っても、水で割って
も、どっしりとした風格ある味わいを楽しめ
ます。

三岳
（みたけ）

1800ml
２,３９０円
900ml

１,２９０円

■度数　25度
■原料　黄金千貫（鹿児島
県産）・米麹（白）

厳選された鹿児島県産さつま芋を原料とし
て、原生林に濾過された名水で仕込んでいま
す。まろやかで、独特の風味、飲み口のよ
さ、爽やかな酔い心地です。 地元では、約半
量のお湯で割るお湯割りがポピュラーです
が、お好みに応じて、ストレート、ロック、
水割りでお召し上がり下さい。

（鹿児島・日當山醸造）（鹿児島県・三岳酒造）

※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。 11



麦焼酎
写真 名称 価格(税別) スペック コメント

中々
（なかなか）

1800ml
２,０４５円
720ml

１,０５０円

■度数　25度
■原料　大麦・麦麹

上品で香ばしく、ほんのり甘い穀物の香りを
持ちます。キャラメルの様な風味が繊細に口
中に広がり、程よく軽やかさのある味わい。
穀物の甘やかさが主体となり、終始優しく香
ばしい余韻をもちます。お湯割りでは、甘み
に深みが生まれ、コクがあり、香りとの相性
がより良くなります。

陶眠中々
（とうみんなかなか）

720ml
２,２８７円

■度数　28度
■原料　大麦・麦麹

手造りの麹と厳選された国内大麦を原料に用
いて醸した原酒を長期熟成した後割水し、28
度に調整したものを陶器のボトルに詰めまし
た。香ばしさと力強さの共存した香り。甘い
風味とコクがあり、しっかりと深みや重みを
感じさせる味わい。

山猿
（やまさる）

1800ml
２,４２９円
720ml

１,２１９円

■度数　25度
■原料　大麦・麦麹
（白麹）

地元産の『甦る大地の会』が栽培した大麦を
原料とし、仕込み水、割水には蒸留所脇を流
れる谷川源流部の水を使用し自社培養による
独自の酵母菌を用い、すべて手造りにより深
いコクとまろやかな風味が特徴の独自の麦焼
酎に仕上げました。

一粒の麦
（ひとつぶのむぎ）

1800ml
２,０２９円
720ml

１,０４８円

■度数　25度
■原料　麦・麦麹

常圧蒸留によって、「麦」の持つ本来の風味
が存分に楽しめる逸品です。味わい・香りは
「富乃宝山」の流れを受け継いでおり、柔ら
かくスムースな味わいの中に麦本来の香ばし
さを感じさせます。

ちんぐ白麹仕込
（ちんぐしろこうじしこみ）

1800ml
２,１２４円
720ml

１,１３３円

■度数　25度
■原料　壱岐産大麦
・米麹（白麹）

壱岐の島産大麦（ニシノホシ）と米麹（コク
マル）使用。4年間熟成させた常圧蒸留の焼酎
をベースに減圧蒸留の焼酎をブレンド。麦焼
酎本来の香りと味を残し、かつすっきりとし
た飲み口に仕上げた焼酎です。

ちんぐ黒麹仕込
（ちんぐくろこうじしこみ）

1800ml
２,２６７円
720ml

１,２０９円

■度数　25度
■原料　壱岐産二条大麦・
長崎産六条大麦・　　米麹
（黒麹）

麦ではめずらしい黒麹で仕込み。二次仕込は
二日かけて行う「三段仕込み」。常圧蒸留し
た焼酎を２年間もの長期熟成。パンチの効い
た麦の香ばしさに米の甘味がありキレも抜群
です。

雪州
（せっしゅう）

1800ml
１,８８６円

■度数　25度
■原料　壱岐産大麦
・米麹（白麹）

壱岐島の原料を使用し、島の方々に長年親し
んで頂いている重家酒造の看板麦焼酎。独自
の微減圧蒸留と長期貯蔵により柔らかな米の
甘味とほのかな麦の香りを調和させたすっき
りと飲みやすい仕上がりです。

（宮崎県・黒木本店）

（宮崎県・黒木本店）

（宮崎県・尾鈴山蒸留所）

（長崎県･重家酒造）

（長崎県･重家酒造）

（長崎県･重家酒造）

（鹿児島・西酒造）

※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。 12



麦焼酎
写真 名称 価格(税別) スペック コメント

村主 長期貯蔵酒
（すぐり）

1800ml
２,５２４円

■度数　25度
■原料　二条大麦（ニシノ
ホシ）・米麹(白麹・黒麹
ブレンド）

初代確蔵がこだわり続けてきたかめ壷仕込み
常圧蒸留の個性ある焼酎を、現杜人・雄三が
再現した焼酎。白麹の原酒と黒麹の原酒を3年
以上熟成させブレンド。常圧蒸留ならではの
コク、黒麹独特の香ばしさ、白麹がもつやわ
らかさをあわせ持ったグッとくる味わいの麦
焼酎です。

確蔵
（かくぞう）

1800ml
２,５２４円

■度数　25度
■原料　二条大麦(壱岐産ﾆ
ｼﾉﾎｼ)・米麹(白麹)

幻の焼酎と言われた1989年・1990年製『確蔵
(かくぞう)』。厳選した壱岐産二条大麦(ニシ
ノホシ)と、壱岐産米(コシヒカリ)を使用した
全量壱岐産仕込み。完全常圧蒸留した原酒を
2010年から貯蔵熟成し、割水しました。熟成
により、まろやかでやわらかな味と香りに仕
上がっています。ナンバリングされた限定品
です。

トヨノカゼ
(トヨノカゼ）

1800ml
１,９５０円
900ml

１,０００円

■度数　25度
■原料　裸麦トヨノカゼ・
麦麹

今まで焼酎に使われていなかった裸麦トヨノ
カゼという品種を地元の有志で栽培し、それ
を原料に造られた焼酎。麦の香りが口のなか
にふわりと広がります。まろやかな味わいで
す。

泰明
（たいめい）

1800ml
２,２００円
720ml

１,１５０円

■度数　25度
■原料　二条大麦・麦麹

常圧蒸留と減圧蒸留の麦焼酎をブレンド。程
よい麦の香りとサッパリとした飲み口が特
徴。幅広い食と相性が良く、食中酒として飲
んでいただきたい麦焼酎です。

特蒸泰明
（とくじょうたいめい）

1800ml
２,５８０円
720ml

１,３４０円

■度数　25度
■原料　二条大麦・麦麹

常圧蒸留のみで造られた麦焼酎。麦本来の香
ばしい香りと重量感が特徴。お湯割り、ロッ
クがお勧め。飲みごたえがあるタイプなので
食中、食後にお楽しみ下さい。

井田萬力
（いだまんりき）

1800ml
１,９５０円
720ml

１,０５０円

■度数　25度
■原料　麦・麦麹（白）

程よい麦の香りとキレの良さが特徴。味の優
しいタイプですので、幅広い料理に合いま
す。ロック、水割り、お湯割りがおすすめで
す。

麦波
（ばっは）

1800ml
１,９５０円

■度数　25度
■原料　二条大麦・麦麹

美味しいお食事と一緒に飲んでいただけるよ
う、スッキリとしながらも、麦の香りを味わ
うことができる焼酎です。気軽に、お好きな
飲み方でお楽しみください。

（長崎県･重家酒造）

（大分県･藤居醸造）

（長崎県･重家酒造）

（大分県･藤居醸造）

（大分県･藤居醸造）

（大分県･藤居酒造）

（大分県･藤居醸造）

※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。 13



麦焼酎
写真 名称 価格(税別) スペック コメント

兼八
(かねはち)

1800ml
２,７００円
720ml

１,５００円

■度数　25度
■原料　麦・麦麹

代々受け継がれてきた伝統の技で、麦本来の
香りと味を最大限に引き出すよう努力し、既
存の麦焼酎とは一線を画す香ばしい麦の香り
と深みある味が楽しめる本格派麦焼酎です。

宇佐むぎ
(うさむぎ)

1800ml
２,３００円
720ml

１,３００円

■度数　25度
■原料　麦・麦麹

味と香りの調和を大切にし、やわらかくて、
きれいな飲み口の麦焼酎。軽やかな中にも奥
ゆかしい味わいが潜む気品ある酒質です。

麦冠　情け嶋
(ばっかん　なさけしま)

1800ml
２,０８８円
700ml

１,０５０円

■度数　25度
■原料　麦・麦麹（白）

香ばしい麦焼酎の中でもビター感を感じず
に、甘みを最大限に感じられます。

情け嶋
(なさけしま)

1800ml
１,９４０円
700ml

１,０３０円

■度数　25度
■原料　麦・麦麹（白）

減圧蒸留ですが、味わいを残すために中圧蒸
留にしています。協会酵母由来の吟醸香が特
徴です。

龍乃幹 長期貯蔵
（りゅうのみき）

1800ml
２,２５０円
720ml

１,１７６円

■度数　25度
■原料　麦・米麹

落ち着きのある味わいを、香ばしい麦の香り
と、純粋な樽の香りが包み込み、何とも言え
ない余韻が口の中に広がります。樽熟成の麦
では一押しの傑作です。

こふくろう

1800ml
２,１６０円
720ml

１,１００円

■度数　25度
■原料　麦（焙煎麦）・麦
麹

焙煎することによる麦のほのかな甘みと、焙
煎大麦特有のふくよかな香ばしい香りが特徴
です。ロック、ストレートがおすすめです。

梟　　長期貯蔵
（ふくろう）

720ml
３,０００円

■度数　40度
■原料　麦・麦麹・米麹

焙煎した大麦を使って出来た原酒を、樫樽の
中でゆっくりと樽の香りをしみ込ませなが
ら、長期間貯蔵・熟成させました。気品高い
程よい樽香とまろやかさが特徴。きれいな琥
珀色がすばらしく、豊かな香りは絶妙です。
（５～７年熟成）

（福岡･研醸）

（福岡･研醸）

（福岡･研醸）

（福岡･研醸）

（福岡･研醸）（福岡･研醸）

（福岡県･研醸）

（福岡県･研醸）

（福岡県･研醸）

(東京都八丈島・八丈興発)

(東京都八丈島・八丈興発)

(大分県・四ッ谷酒造)

(大分県・四ッ谷酒造)

※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。 14



麦焼酎
写真 名称 価格(税別) スペック コメント

無一物
（むいちぶつ）

1800ml
２,８００円
720ml

１,３４０円

■度数　25度
■原料　大麦・米麹

焼酎発祥の地として知られている壱岐の島で
造られた麦焼酎を、スペインから取り寄せた
シェリー酒の古樽で貯蔵しました。５年間長
期熟成させた琥珀色の麦焼酎。芳醇な香りと
マイルドな深い味わいが魅力です。

月心　無濾過
（げっしん　　むろか）

1800ml
２,３３５円
720ml

１,２５０円

■度数　28度
■原料　大麦、麦麹(黒麹)

無濾過、黒麹全麹仕込みを行なっておりま
す。蒸留時は杜氏の熟練技で手間と時間がか
かる「中取り蒸留（全量の６０％）」です。
旨み成分が程良く残った無濾過。

おこげ
黒麹煎焦仕込み

1800ml
２,０６５円
720ml

１,２００円

■度数　25度
■原料　大麦、裸麦、麦麹

麹、原料、醗酵、蒸留にこだわった玄人向き
仕事の麦焼酎「煎焦仕込み」と名付けまし
た。商品特徴の煎じる、焦がす手法をスト
レートに表現して、解かり易く、商標は「お
こげ」と致しました。

村正
（むらまさ）

1800ml
１,９００円
720ml
９８０円

■度数　25度
■原料　大麦2/3、米麹1/3

麦焼酎発祥の地の伝統にのっとり、大麦2、米
麹1の割合で仕込み、減圧蒸留し、良質の竹炭
でろ過した麦焼酎です。洗練され切れのある
味わいは妖刀『村正』の伝統的な切れ味とだ
ぶります。米麹の旨みと麦の風味が堪能出来
ます。ピザなどのチーズ系やお好み焼きなど
の濃厚なソースとの相性が良いです。ロッ
ク、水割り、お湯割りがオススメです。

九十九
（つくも）

1800ml
２,０００円
720ml

１,０００円

■度数　25度
■原料　大麦2/3、米麹1/3

麦焼酎発祥の地の伝統にのっとり、大麦2、米
麹1という割合で仕込み、減圧蒸留と常圧蒸留
をブレンドしました。壱岐焼酎ならではの米
麹の旨みと常圧蒸留によって醸し出された麦
の香ばしさがほどよく調和した麦焼酎です。
ロック、水割り、お湯割りがオススメです。

けいこうとなるも
1800ml
２,３００円

■度数　25度
■原料　大麦・麦麹

3年の熟成による、まろやかさから麦ならでは
の豊かな旨味、香ばしさがゆっくりと広がり
ます。
オンザロック、湯割りがおすすめです。

牟禮鶴　黄鐘
(むれづる　おうしき)

1800ml
２,０２０円

■度数　25度
■原料　大麦・麦麹

九州を代表する山々に囲まれ豊かな自然に包
まれた大分県の豊後大野市朝地町にある小さ
な蔵元で製造しています。力強く豊かな味わ
いを持ちながら柔らかさ・優しさを兼ね備え
た焼酎です。豊かでふくよかな香味の常圧蒸
留。

（大分･老松酒造）

（長崎･壱岐焼酎協業組合）

（長崎･壱岐焼酎協業組合）

（長崎･壱岐焼酎協業組合）（長崎･壱岐焼酎協業組合）

（福岡･ゑびす酒造）

（鳥取･小川合名会社）（福岡･研醸）

（大分県･老松酒造）

（大分県･老松酒造）

（長崎県･壱岐の蔵酒造）

（長崎県･壱岐の蔵酒造）

（福岡県･ゑびす酒造）

（長崎･壱岐焼酎協業組合）

（福岡･ゑびす酒造）（大分県・牟禮鶴酒造）

（長崎県･壱岐の蔵酒造）

※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。 15



麦焼酎
写真 名称 価格(税別) スペック コメント

牟禮鶴　壱越
(むれづる　いちこつ)

1800ml
１,９００円
720ml

１,０００円

■度数　25度
■原料　大麦・麦麹

強すぎず弱すぎず少し麦の香ばしさをまとっ
た、心地よい香り。口に含むと優しい甘みと
旨味が一瞬で口中にフワッと広がり、穏やか
な辛みが現れ、すっとキレていきます。丸く
柔らかい飲み口の減圧蒸留。

聞牟禮鶴
(もんむれづる)

1800ml
２,５００円

■度数　25度
■原料　大麦・麦麹

大分県で開発した二条大麦の新品種「トヨノ
ホシ」を使用。
きれいな香りを出すために減圧蒸留にて蒸留
し、なおかつ牟禮鶴らしく「香り」に負けな
い味わいのバランスを考えて造りました。
香りを聞く【聞牟禮鶴】です。

麦のエース １８
(むぎのえーす)

1800ml
１,７１５円

■度数　18度
■原料　麦・麦麹

常圧蒸留らしい麦の香りと甘みを感じさせな
がら度数が１８度の為、ロックでも非常に飲
みやすく飽きのこない味わいに仕上がってい
ます。ラベルも印象的な麦のエース。価格も
魅力的！

大島
(おおしま)

1800ml
１,９６４円
720ml

１,０１８円

■度数　25度
■原料　麦・麦麹（白）

常圧蒸留による麦特有の香りや味わいと、熟
成によるまろやかな味わいが特徴です。水割
り、お湯割りがオススメです。

ＧＵＦＯ
ビアンコ
(ぐーふぉ　びあんこ)

720ml
１,１８２円

■度数　25度
■原料　麦・麦麹

GUFOとはイタリア語でフクロウという意味で
す。焙煎焼酎入門編として、とにかく飲みや
すい酒質を目指しました。一麹、二酛、三造
りの日本酒の考えの元、丁寧に作業を行い、
間接蒸気で減圧蒸留しました。水割りがオス
スメです。

ＧＵＦＯ　ロッソ
(ぐーふぉ　ろっそ)

720ml
１,３５１円

■度数　25度
■原料　麦・焙煎麦麹

原料全て焙煎麦麹を使用した全麹造りの焼
酎。焙煎した麦の甘みやコク、深み、長い余
韻を存分に楽しんでいただけます。焙煎の良
さを引き出すため、直接蒸気＆常圧蒸留。

久保　白麹
黒ラベル
(くぼ　しろこうじ　)

1800ml
２,５００円

■度数　25度
■原料　大麦・大麦麹

裸麦の持つ特性の甘さが香味の特徴でまろや
かな柔らかさでのど越しの良さが自慢の麦焼
酎です。飲み方は、お湯割りがオススメ。

（福岡･ゑびす酒造）（大分県・牟禮鶴酒造）

（大分県･みろく酒造）

（鹿児島県･鹿児島酒造）

（福岡県･研醸）

（福岡県･研醸）

（大分県･久保酒蔵）

（大分県・牟禮鶴酒造）

※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。 16



麦焼酎
写真 名称 価格(税別) スペック コメント

久保　黒麹
ピンクラベル
(くぼ　くろこうじ)

1800ml
２,３００円

■度数　25度
■原料　大麦・大麦麹

黒麹のみを用い三段仕込みにてじっくりと発
酵させ、蒸留したこだわりの本格麦焼酎で
す。黒麹ならではの独特のコクと甘味、香ば
しい含み香がなんとも言えません。ロックか
濃い水割りがオススメ。

久保 樫樽長期貯蔵
(くぼ　かしだるちょうきちょぞう)

720ml
１,５００円

■度数　27度
■原料　大麦・大麦麹

原酒を樫樽に長期貯蔵しました。透明感のあ
る光輝く色合い、マイルで薫りのある味わい
が特徴です。飲み方は、ロックがオススメ。

天の刻印
(てんのこくいん)

1800ml
２,１５０円

■度数　25度
■原料　麦（二条大麦）・
麦麹（白）

刈り取られた麦の香りとキメ細やかな味わい
で、キレの良い飲み口です。ロック、水割
り、ソーダ割りがオススメです。

銀の水
(ぎんのみず)

1800ml
２,５００円

■度数　25度
■原料　麦（二条大麦）・
麦麹（白）

麦のほんのりとした香り、柔らかく丸い味わ
いで飲み飽きしない旨さです。ロック、水割
りがオススメです。

（大分県･久保酒蔵）

（大分県･久保酒蔵）

（宮崎県･佐藤焼酎製造所）

（宮崎県・佐藤焼酎製造所）

（鹿児島・指宿協業組合）

※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。 17



米焼酎
写真 名称 価格(税別) スペック コメント

山翡翠
（やませみ）

1800ml
２,４２９円
720ml

１,２１９円

■度数　25度
■原料　米(はなかぐら)
米麹（白麹）

地元産の酒造好適米『はなかぐら』という米
の品種を原料とし、自社独自の酵母菌を用
い、徹底した手造りの仕込みと伝統の常圧蒸
留により貯蔵熟成させ仕上げた独自の風味を
持った焼酎です。

野うさぎの走り
（のうさぎのはしり）

600ml
２,７６４円

■度数　37度
■原料　米(こしひかり)
もち米・米麹（白麹）

東南アジア、タイに伝わるもち米の蒸留酒と
吟醸酒をイメージし、長い間『カメ』に貯蔵
した古酒ともち米のブレンドにより仕上げま
した。米の旨みと爽快なあと口が忘れられな
くなりそうな味。草むらからヒョッコリ顔を
出し、スッと飛んでゆく「ふしぎの国のアリ
ス」の野うさぎのイメージ。

八海山　宜有千萬
（よろしくせんまんあるべし）

1800ml
２,３５０円

■度数　25度
■原料　米・米麹・清酒粕

日本酒「八海山」の醸造技術を取り入れ、清
酒酵母と黄麹を使用した「三段仕込」を行っ
ています。発酵途中に清酒粕を加え、ほのか
に吟醸酒を思わせる香りのある醪から減圧蒸
留した、貯蔵年数2年以上の焼酎です。落ち着
いた品格のある香りをお楽しみください。

川辺
（かわべ）

1800ml
２,６４６円

■度数　25度
■原料　米・米麹

2013年ロサンゼルスワイン＆スピリッツ焼酎
部門最高金賞受賞。水質日本一の清流「川辺
川」の流れる相良村産「ひのひかり」で仕込
んだ透き通るような香りと上品な味わいが特
徴の米焼酎。

水鏡無私
（すいきょうむし）

1800ml
２,１００円
720ml

１,３２４円

■度数　25度
■原料　米・米麹

中国の古典「三国志」から由来するというこ
の名前のとおり、水を写す鏡の煌めきのよう
な透明感。加えて香り、旨味も必要充分であ
り、いろんな食材に合わせられＴＰＯを選ば
ず楽しめる飲みやすい仕上がりとなっていま
す。　球磨焼酎の傑作を是非お試し下さい。

仙頭　茶ラベル
（せんとうちゃらべる）

1800ml
２,０００円
720ml

１,０５０円

■度数　25度
■原料　米・米麹

風味豊かな上質の吟醸粕を発酵させ搾ったも
のを蒸留した、土佐の本格米焼酎です。爽や
かな香りで、すっきりとした味わいが特徴で
す。

白夢酎
（しろゆめちゅう）

1800ml
１,８９０円

■度数　25度
■原料　米・米麹

第7回福岡県酒類鑑評会 福岡県知事賞受賞。
吟醸酒同様に丁寧に造った醪を蒸して仕上げ
た、熟成を思わせる柔らかい米焼酎です。

（宮崎県・尾鈴山蒸留所）

（宮崎県・黒木本店）

（新潟県・八海山）

（熊本県・繊月酒造）

（高知県・仙頭酒造場）

（熊本･宮原酒造）（高知･酔鯨酒造）（熊本･鳥飼酒造）（熊本･峰の露酒造）（熊本･大石酒造）（宮崎･古澤醸造）

（熊本県・松の泉酒造）

（高知・仙頭酒造場）（高知・仙頭酒造場）

（熊本･宮原酒造）

（福岡･研醸）

（熊本･峰の露酒造）（熊本･林醸造）

（福岡･研醸）（福岡県・研醸）

※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。 18



黒糖焼酎
写真 名称 価格(税別) スペック コメント

氣　白麹
(き)

1800ml
２,０５２円
720ml

１,２６４円

■度数　25度
■原料　黒糖・米麹(白)

鹿児島県本格焼酎鑑評会 15年連続優等賞受賞
（平成16年度～平成30年度）
大正14年に創業して以来、昔ながらの伝統技
法「かめ仕込」「半麹三段仕込」「常圧蒸
留」を守り、黒糖焼酎の旨味にこだわりを
持って造りました。

氣　黒麹一年熟成
(き　　　　くろこうじ)

1800ml
２,０６７円
720ml

１,２７５円

■度数　25度
■原料　黒糖・米麹(黒)

黒麹特有の香ばしいコクのある上品な甘さ
と、ひそかに香る花のような心地よく広がる
深い香り、ふっくらとした芳醇な味わいが楽
しい黒糖焼酎です。

天孫岳
(あまんでぃ)

1800ml
２,４２９円

■度数　30度
■原料　黒糖・米麹（白）

樫樽にて貯蔵・熟成した黒糖焼酎。バニラの
ような香りと黒糖の香りが複雑に絡み合い、
絶妙のバランスを醸し出したコクのある、琥
珀色の黒糖焼酎です。

奄美大島
(あまみおおしま)

1800ml
２,０９０円
720ml

１,４３０円

■度数　25度
■原料　黒糖・米麹（白）

原酒をタンク熟成させた後、樫樽で1年熟成さ
せました。香り良く、琥珀色で色々な味わい
が複雑に絡み合い、絶妙の個性を作り上げた
コクのある黒糖焼酎です。

島有泉
(しまゆうせん)

1800ml
２,５６０円

■度数　25度
■原料　黒糖・米麹

奄美諸島南端の与論島で造られる黒糖焼酎
「島有泉」。”与論献奉”と呼ばれる与論島
独特の宴席で使われている酒としても有名。
すっきりした甘みとドライなのど越しでスイ
スイ飲める定番黒糖焼酎。

奄美　海咲
(みさき)

1800ml
２,８５７円

■度数　25度
■原料　黒糖・米麹（白）

長期貯蔵により、じっくりと育まれた穏やか
な味わいと華やかな香りが楽しめます。ふく
らみのあるまろやかで深い味わいのある黒糖
焼酎です。

せえごれ
1800ml
２,１９０円

■度数　25度
■原料　黒糖・米麹（白）

「せえごれ」とは、奄美大島の方言で「酒呑
み」という意味です。無濾過仕上げによる濃
厚で旨みのあるトロリとした味わいが特徴で
す。口当たりがよく、穏やかでほんのりとし
た黒糖の甘い香りがあります。

（鹿児島県・西平本家）

（鹿児島県・西平本家）

（鹿児島県・西平本家）

（鹿児島県・西平本家）

（鹿児島県・有村酒造）

（鹿児島・有村酒造）

（鹿児島県・西平本家）

（鹿児島県・西平本家）

※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。 19



黒糖焼酎
写真 名称 価格(税別) スペック コメント

WANORUM
(わのらむ)

720ml
１,５００円

■度数　25度
■原料　黒糖・米麹（白・
黒）

白麹製の樫樽貯蔵黒糖焼酎と黒麹製の黒糖焼
酎をブレンドすることにより、樫樽のバニラ
のような甘い香りと黒麹由来の香ばしい甘い
香りがバランス良く調和しています。

朝日
(あさひ)

1800ml
２,０９９円
720ml

１,３０５円

■度数　30度
■原料　黒糖・米麹（白）

社名でもあるその名が示す通り創業以来の銘
柄で、弊社の伝統を引き継いできた商品で
す。原料由来の豊かなコクと後味にキレがあ
るのが特徴です。

（鹿児島･天海の蔵）（鹿児島･開運酒造）（鹿児島･にしかわ酒造）（鹿児島・富田酒造）（鹿児島･喜界島酒造）（鹿児島･奄美大島酒造）（鹿児島･天海の蔵）（鹿児島･開運酒造）（鹿児島・富田酒造）

（鹿児島県・西平本家）

（鹿児島県・朝日酒造）

※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。 20



ジャパニーズ　クラフト　ウイスキー
写真 名称 価格(税別) スペック コメント

ピーク
ウイスキー

1800ml
２,４30円

■度数　37度
■原料　グレーン・モルト

日本酒を醸す蔵から発売された和ウイス
キー。昭和50年代から一世を風靡した地ウイ
スキーのパイオニア的存在。優しい味わいは
近年人気のソーダ割りで「和ハイボール」と
してどうぞ。コストパフォーマンス抜群の1本
です。

ピーク ウイスキー
SPECIAL（スペシャル）

720ml
２,７００円

■度数　43度
■原料　グレーン、モルト

英国産モルトウイスキーを厳選し、シェリー
樽貯蔵など複数種類の原酒をバランスよくブ
レンド。上品で薫り高く、まろやかな旨味と
柔らかな味わいにスムーズに杯が進みます。
レトロなラベルデザインもおしゃれ。

ピーク ウイスキー
NEWBORN '18
（ニューボーン）

200ml
２,０８０円

■度数　55度
■原料　大麦麦芽
（英国産）

玉泉堂酒造自家蒸留100％のモルトウイス
キー。熟成１年以内のニューボーンです。ス
モーキーなピート香が利いた深みある味わい
が特徴です。シェリーカスク、バーボンカス
クを使用。

（岐阜県・玉泉堂酒造）

（熊本･宮原酒造）（高知･酔鯨酒造）（熊本･鳥飼酒造）（熊本･峰の露酒造）（熊本･大石酒造）（宮崎･古澤醸造）（熊本･宮原酒造）（熊本･峰の露酒造）（熊本･林醸造）

（岐阜県・玉泉堂酒造）

（岐阜県・玉泉堂酒造）

紙箱入り

※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。 21



県名 蔵元 商品名 度数 容量 価格（税別）

1800ml ２,８２４円

720ml １,４１７円

爆弾ハナタレ 44度 360ml ２,２８７円

芋麹全量 28度 1800ml ３,６６７円

綾紫　芋麹全量　 28度 1800ml ３,６６７円

1800ml ３,５５２円

720ml １,９５２円

1800ml ３,５５２円

720ml １,９５２円

1800ml ３,５５２円

720ml １,９５２円

白天宝山 25度 1800ml ２,８１９円

宝山 綾紫印 25度 1800ml ２,７８１円

宝山 白豊印 25度 1800ml ２,７８１円

宝山 紅東印 25度 1800ml ２,７８１円

万暦 初留取り 44.5度 360ml ３,０００円

晴耕雨読 ｶﾒ壷黒麹 25度 1800ml ２,７４３円

晴耕雨読 ｶﾒ壷白麹 25度 1800ml ２,７７０円

不二才 醅 30度 1800ml ３,２６４円

CANGOXINA(ｶﾝｺﾞｼﾅ) 28度 500ml １,８５２円

刀 44度 500ml ２,９６７円

萬膳 25度 1800ml ３,２００円

萬膳庵 25度 1800ml ３,２００円

流鴬 萬膳 35度 720ml ４,２００円

白玉の露 25度 1800ml １,９６０円

天誅 25度 1800ml ２,４８０円

元老院 25度 1800ml ２,２１５円

鹿児島 宇都酒造 金峰 荒濾過 25度 1800ml ２,２５０円

1800ml ２,１００円

900ml １,１１０円

1800ml ２,３３０円

720ml １,３３０円

紫 25度 1800ml ２,５１０円

安納 25度 720ml ３,８８０円

鹿児島 長島研醸 島美人 25度 1800ml １,７９０円

鹿児島 霧島町蒸留所 明るい農村 黄金ハツダレ 44度 300ml ２,３８１円

鹿児島 太久保酒造 杜の妖精　　焼芋焼酎 25度 1800ml ２,６８７円

鹿児島 田崎酒造 鬼火 25度 1800ml ２,２８０円

鹿児島 大海酒造 大海 蒼々 25度 1800ml ２,１００円

鹿児島 神酒造 英祢成兼 25度 1800ml ２,０００円

季節限定品

季節限定品

季節限定品

季節限定品

季節限定品

季節限定品

入荷未定

入荷未定

季節限定品

季節限定品

季節限定品

季節限定品

宝山 紅東

34度

34度

25度種子島　金兵衛

25度久耀 貯蔵古酒

【芋焼酎】

鹿児島

西酒造鹿児島

宮崎

鹿児島

白玉醸造

鹿児島 佐多宗二商店

種子島酒造

鹿児島 萬膳酒造

黒木本店
きろく無濾過 25度

宝山 綾紫

宝山 白豊 34度

備考

季節限定品

季節限定品

季節限定品

季節限定品

季節限定品

季節限定品

季節限定品

入荷未定

入荷未定

季節限定品

入荷未定

入荷未定

季節限定品
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1800ml ２,５８０円

900ml １,５４０円

鹿児島 萬世酒造 萬世 25度 1800ml １,７５２円

鹿児島 吉永酒造 砂のかけはし 25度 1800ml ２,５８０円

鹿児島 神酒造 古の千鶴 25度 1800ml ２,５００円

宮崎 松の露酒造 松の露 黒麹 25度 1800ml ２,０７８円

宮崎 櫻の郷酒造 かめの刻 25度 1800ml ２,１７０円

宮崎 すき酒造 須木紫 25度 1800ml ２,６６７円

鹿児島 小正醸造 竹山源酔 25度 1800ml ２,００３円

鹿児島 大海醸造 大海黒麹 25度 1800ml １,８２０円

1800ml ２,４００円

720ml １,３３０円

龍宝 25度 1800ml ２,４５０円

鹿児島 白金酒造 白金乃露 黒麹 25度 1800ml １,７６３円

ちらんほたる 25度 1800ml １,９７５円

武家屋敷 25度 1800ml １,９７５円

鹿児島 吹上焼酎 小松帯刀 25度 1800ml １,８２０円

鹿児島 軸屋酒造 紫尾の露 25度 1800ml １,９２７円

鹿児島 植園酒造 園の露 25度 1800ml ２,０２８円

1800ml ２,６５０円

720ml １,３２５円

宮崎 寿海酒造 いも美 25度 1800ml １,８５０円

20度 １,５７９円

25度 １,８１１円

ひむか寿 20度 1800ml １,６００円

ひむか寿 25度 1800ml １,８３０円

20度 1800ml １,７０７円

25度 1800ml ２,０４０円

25度 720ml １,０４０円

宮崎 王手門酒造 超不羅王 25度 1800ml ２,８９０円

八重桜 20度 1800ml １,６５０円

八重桜 手づくり 20度 1800ml １,８６０円

25度 1800ml ２,０８０円

25度 900ml １,０９０円

1800ml ２,１７４円

720ml １,０７４円

1800ml ２,１７４円

720ml １,０７４円

1800ml ２,００３円

900ml １,１０２円

鹿児島 高崎酒造 しま甘露 25度 1800ml １,９３０円

種子島 上妻酒造 南泉 25度 1800ml １,９２９円

25度心水

鹿児島

知覧醸造鹿児島

東酒造
25度

黒燃島

薩摩の風

25度

松露酒造

鹿児島 オガタマ酒造

鉄幹 25度

鉄幹 黒麹 25度

鹿児島 雲海酒造 古秘 25度

鹿児島 萬世酒造

鹿児島 大石酒造 鶴見

宮崎

宮崎

1800ml井上酒造 おびすぎ

宮崎 寿海酒造

宮崎 松露酒造 松露　白麹

宮崎 古澤酒造
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県名 蔵元 商品名 度数 容量 価格（税別）

宮崎 黒木本店 百年の孤独 40度 720ml ３,０５６円

宮崎 古澤酒造 八重桜 25度 1800ml ２,０００円

兼八原酒 42度 720ml ３,２００円

森のささやき 34度 720ml ３,２００円

舞香 25度 720ml １,８５２円

じいさんの置き土産 25度 1800ml ５,３００円

1800ml ２,４１０円

720ml １,３９８円

長崎 壱岐の蔵酒造 無一物　原酒 42度 720ml ２,６４０円

福岡 研醸㈱ 宇宙夢紀行 25度 1800ml １,８４５円

1800ml １,９４０円

720ml ９８０円

県名 蔵元 商品名 度数 容量 価格（税別）

高知 仙頭酒造場 仙頭 純米吟醸原酒 25度 720ml ２,1００円

熊本 宮原酒造 十年の転寝 25度 720ml １,６５０円

熊本 鳥飼酒造 吟香 鳥飼 25度 720ml ２,０００円

熊本 大石酒造 大石 25度 1800ml ３,２００円

宮崎 古澤醸造 八重桜 純米 25度 1800ml ２,４００円

県名 蔵元 商品名 度数 容量 価格（税別）

1800ml １,９１０円

720ml １,２００円

鹿児島 奄美大島酒造 ネリヤカナヤ 25度 1800ml ２,８００円

鹿児島 にしかわ酒造 サトウキビ畑 25度 1800ml ２,５００円

【麦焼酎】
備考

限定品

福岡 いそのさわ 黒むぎ 25度

限定品

円熟おこげ 30度老松酒造大分

四ッ谷酒造大分
限定品

藤居醸造大分

【黒糖】
備考

【米焼酎】
備考

鹿児島 喜界島酒造 喜界島 25度

限定品
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県名 蔵元 商品名 度数 容量 価格（税別）

広島 中国醸造 ダルマ焼酎　ﾚﾄﾛﾗﾍﾞﾙ 25度 1800ml １,３７３円

1800ml ２,１００円

720ml ９９０円

福岡 紅乙女酒造 紅乙女 25度 1800ml ２,１７８円

福岡 喜多屋 天の美録 25度 1800ml １,７６０円

福岡 研醸 珈琲＆焼酎 【新黒】-SYNCHRO- 25度 720ml ２,６５０円

1800ml ３,４２３円

720ml １,６９０円

宮崎 古澤醸造 八重桜 25度 1800ml ２,３６０円

宮崎 佐藤焼酎 三代の松 25度 1800ml ２,９５０円

1800ml ２,５５１円

720ml １,３９５円

県名 蔵元 商品名 度数 容量 価格（税別）

南風 古酒 43度 1800ml ２,９８４円

1800ml １,９９８円

600ml ７９０円

多良川 30度 1800ml １,９００円

25度 1800ml ２,５００円

25度 720ml 1,１５０円

1800ml ２,０７１円

600ml ８５０円

沖縄 ヘリオス酒造 轟 30度 1800ml ２,１０４円

沖縄 久米島の久米仙 久米島の久米仙 30度 1800ml １,８９０円

720ml ９２０円

600ml ７９０円

30度

沖縄 田嘉里酒造所 山原くいな（やんばるくいな） 30度

多良川沖縄

沖縄 高嶺酒造 於茂登（おもと） 30度

ちゅらら

【その他】

【泡盛】

沖縄県酒造組合沖縄
南風

熊本 牧場の夢

ダバダ火振

緑茶焼酎

珈琲焼酎

福岡 冨安本家酒造 山の香

備考

甲類焼酎

紫蘇焼酎

ごま焼酎

20度

25度高知 無手無冠

25度大和一酒造 牛乳焼酎

そば焼酎

栗焼酎

栗焼酎

備考

※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。 25


