～ 2020年日本酒のご案内 ～ 4月1日
－長野県 長野銘醸－
聖山 ささにごり
純米吟醸 無濾過生原酒
原料米／ひとごこち
精米歩合／49％
日本酒度／±0
酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
「手間を惜しまない酒造り」、
「寛ぎと至福に一杯」を追求
した限定流通ブランド。華や
かな香りと芳醇でお米の旨
みを感じられる味わい。
1800ml 3,140円（税別）
商品番号0118768

－静岡県 志太泉酒造－
志太泉
山田錦 純米生原酒
原料米／兵庫県産山田錦
精米歩合／60％
日本酒度／+4 酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
静岡酒らしい爽やかな香り。
長期低温醪によるミディアム
ボディの上品な旨さを引き
出しつつ、キレの良さやミネ
ラル感を追求した瑞々しい
味わい。
1800ml 2,800円（税別）
商品番号0092041
－高知県 酔鯨酒造－
酔鯨 純米吟醸 吟麗
未濾過すっぴん生酒
原料米／松山三井,
中生新千本
精米歩合／50％
日本酒度／+7
酸度／1.9
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
生酒のフレッシュな味わい
と未濾過原酒のコクがマッ
チした純米吟醸。
お酒本来の旨みを大切にし
た豊かな味わいの辛口酒。
1800ml 2,670円（税別）
商品番号0098502

本

－徳島県 三芳菊酒造－
三芳菊 残骸 おりMAX
純米吟醸 無濾過生
原料米／山田錦・雄町・五
百万石 精米歩合／60％
日本酒度／±0
酸度／1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
3種の純米吟醸無濾過生原
酒の責め部分を贅沢に滓い
っぱいに詰めたブレンド酒。
クリーミーさはあるが見た目
より軽く、綺麗な飲み口。
1800ml 2,800円（税別）
商品番号0115469

本

－高知県 南酒造場－
南 中取り
無濾過 純米生酒
原料米／松山三井
精米歩合／60％
日本酒度／+8
酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／16.5％
香りはやや華やかで透明
感のある辛口酒。雑味が
少なく、旨みとのバランス
が良い中取り部分のみを
詰めた限定品。
1800ml 2,660円（税別）
商品番号0092994

本

－高知県 酔鯨酒造－
酔鯨 高育54号
純米吟醸 生酒
原料米／吟の夢
精米歩合／50％
日本酒度／+7
酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
特約店のみに販売を許さ
れた酔鯨の限定酒。口に
含むとしっかりと広がる旨
み、あと味引き締めるキレ
の良い酸味で土佐の生
酒を表現。
1800ml 3,000円（税別）
商品番号0098500
－長野県 大塚酒造－
浅間嶽 純米吟醸
無濾過生原酒
原料米／小諸産ひとごこち
精米歩合／55％
日本酒度／＋2
酸度／ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
小諸市唯一の小さな蔵。
浅間山の伏流水(硬水)を
用い、小諸の風土と心を
込めて醸された酒。香り
穏やかでやわらかく、優し
い味わいが魅力的。
1800ml 3,100円（税別）
商品番号0118231

－徳島県 三芳菊酒造－
三芳菊
等外雄町 無濾過生原酒
原料米／阿波産雄町
精米歩合／70％
日本酒度／-2
酸度／2.0
ｱﾙｺｰﾙ度数／17.2％
「WELCOME TO 三芳菊WOR
LD」。地元雄町米のみで作
った純米造り。桃のような甘
み、旨味が詰まったフレッシ
ュジュースのような喉ごし。
1800ml 2,400円（税別）
商品番号0115474

本

本

本

－福島県 仁井田本家－
にいだしぜんしゅ めろん3.33
生もと 純米吟醸 生原酒
原料米／五百万石､ﾄﾖﾆｼｷ
精米歩合／60％
日本酒度･酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
名前の通り、完熟したメロン
様の吟醸香。華やかで綺麗
な甘味と優しい酸が広がる
ジューシーな味わい。「自然
米100％の純米造り=にいだ
しぜんしゅ」。
1800ml 3,500円（税別）
商品番号0095970
－山口県 酒井酒造－
五橋 ファイブ ピンク
純米大吟醸 生原酒
原料米／山田錦
精米歩合／45％
日本酒度／-2 酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
全国でも僅かな酒販店のみ
取扱可能な超限定品。
木桶×生酛仕込。華やか、
フレッシュ、ジューシーの全
てを兼ね備えたファイブシリ
ーズの最上位モデル。
1800ml 3,700円（税別）
商品番号0090486
－栃木県 外池酒造店－
望 bo： 美山錦
特別純米 無濾過生原酒
原料米／美山錦
精米歩合／60％
日本酒度／+1.3
酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
食中酒として大好評。ただ
旨いだけではない。6号酵
母と9号酵母を混醸し、穏
やかな香りに程よい酸味、
２杯３杯と長く飲んでしまう
仕上がり。
1800ml 2,644円（税別）
商品番号0118458

1/2
－愛媛県 石鎚酒造－
石鎚 初(うぶ)
手造り純米
原料米／五百万石
精米歩合／60％
日本酒度／＋2.5
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
澄んだメロンような吟醸香。
酒米全量手洗いのしぼりた
てで初々しさと五百万石の
さばけの良さが調和した
爽やかでキレの良い純米。
1800ml 2,700円（税別）
商品番号0060178

本

本

本

－新潟県 諸橋酒造－
越乃景虎 龍 生酒
原料米／五百万石,
こしいぶき
精米歩合／65％
日本酒度／+6
酸度／1.2
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
淡麗辛口の定番として人
気が高い「龍」の数量限定
生酒。フレッシュ感があり、
さらりとしていながら飲む程
に味わい深くなる酒。
1800ml 1,818円（税別）
商品番号0127371
－山口県 酒井酒造－
五橋 ファイブ レッド
純米 辛口
原料米／山田錦,日本晴
精米歩合／60％
日本酒度／＋12 酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
五橋史上最高の辛口+12。
木桶仕込による柔らかさ、
生もと仕込みによる奥行
きが出ており、今までにな
い辛口酒。
４月上旬入荷予定
【新・通年定番商品】
1800ml 2,500円（税別）
商品番号0090497
－栃木県 外池酒造店－
望 bo： 辛口純米
無濾過原酒 瓶燗火入
原料米／とちぎの星
精米歩合／70％
日本酒度／＋6 酸度／1.9
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
大嘗祭に使用された「とちぎ
の星」を11号酵母で完全発
酵させた辛口酒。旨味を感
じた後に、清涼なリンゴ酸が
他にないキレを演出。定番
酒でこの味は素直に見事。
【通年定番商品】
1800ml 2,500円（税別）
商品番号0118438

本

本

本

－高知県 司牡丹酒造－
司牡丹 船中八策
生もと 純米超辛口
原料米／永田農法山田錦
精米歩合／60％
日本酒度／＋8 酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
船中八策シリーズの新商
品「生もと」。品の良いナチ
ュラルな香り、なめらかに
膨らむ味わいに生もと由
来の幅のある味わい。
全体的に美しい仕上がり。
1800ml 3,140円（税別）
商品番号0072032

本

貴店名

・数量限定販売につき、売り切れ次第終了となります。
・限定品につき、ご返品は承れませんので、予めご了承下さいませ。
・入荷予定品は入荷次第のお届けとなります。
ご注文はこちらへ。ＦＡＸ03-3474-6345
.

本

本

本

～ 2020年日本酒のご案内 ～ 4月1日
－静岡県 萩錦酒造－
萩錦 純米吟醸
無濾過生原酒 誉富士
原料米／誉富士
精米歩合／60％
日本酒度／+3
酸度／1.3
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
県内最小（約100石）、ほぼ
市内のみで消費される蔵。
穏やかな香りと優しい旨味、
静岡酵母で丁寧に醸した
食中酒タイプの純米吟醸。
1800ml 2,980円（税別）
商品番号0118789
－千葉県 寒菊銘醸－
寒菊 純米大吟醸
愛山50 無濾過生原酒
原料米／愛山
精米歩合／50％
日本酒度／-1
酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
エレガントな旨味と柔らかい
乳酸の調和で、大人の果実
をイメージした杜氏入魂の
一本。香り高く一杯の満足
度を求め醸した超限定品。
1800ml 3,100円（税別）
商品番号0115992

－静岡県 駿河酒造場－
天虹 「涼」
特別純米 生貯蔵
原料米／五百万石
精米歩合／60％
日本酒度／＋5 酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／15.5％
今年から「正雪」の杜氏が
移籍し、酒質が洗練され
てきた天虹は要注目の銘
柄。爽快な香味と飽きの
こない食中酒タイプの夏酒。
4月上旬入荷予定
1800ml 2,500円（税別）
商品番号0118787
－福岡県 喜多屋－
蒼田
純米 F44（エフヨンヨン）
原料米／糸島産山田錦
精米歩合／64％
日本酒度／+5~6 酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
福岡の米と水、福岡県オリ
ジナル酵母F44を用い、八
女筑後の蔵人が醸したthe
福岡テロワール。蒼田史上
一番となる「辛口」に仕上げ
た爽やかな酸が特徴。
4月上旬入荷予定
【新・通年定番商品】
1800ml 2,500円（税別）
商品番号0128416

貴店名

本

本

本

本

－宮城県 一ノ蔵－
一ノ蔵 金龍 しぼりたて
純米吟醸 生原酒
原料米／蔵の華
精米歩合／55％
日本酒度／-1～+1
酸度／1.7～1.9
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
一ノ蔵「金龍蔵の会」限定。
厳冬期に昼夜問わず作業
する昔ながらの雇用を続け
醸した、柔らかな口当たり
が特徴の正統派純米吟醸。
1800ml 3,128円（税別）
商品番号0090543
－宮城県 佐浦－
浦霞
純米辛口 生酒
原料米／まなむすめ
精米歩合／65％
日本酒度／+7～8
酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
特約店限定酒。穏やかな
香りと心地良い米の旨味、
後味のキレが特徴の「純米
辛口」の出来たてのフレッ
シュな風味を瓶詰した生酒。
1800ml 2,720円（税別）
商品番号0070241

－千葉県 飯沼本家－
甲子 夏生
純米吟醸 生原酒
原料米／山田錦・五百万石
精米歩合／50・55％
日本酒度／+0.5 酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
甲子の酒質は素直に素晴
らしい。華やかな吟醸香と
ふくらみのある味わいが特
徴。フレッシュでボディ感の
ある夏の生原酒。
4月上旬入荷予定
1800ml 2,800円（税別）
商品番号0074997

－愛媛県 石鎚酒造－
石鎚 極み辛口
本醸造 ＋１０
原料米／国産米
精米歩合／70％
日本酒度／＋10
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
本醸造だが手造りかつ瓶
火入れ・冷蔵貯蔵で圧倒
的な品質を実現。奥深い旨
みのある爽やかな辛口酒。
【通年定番商品】
1800ml 1,995円（税別）
商品番号0060182

本

本

本

本

－和歌山県 中野BC－
超久 備前雄町 29BY
純吟 無濾過生原酒
原料米／備前雄町
精米歩合／55％
日本酒度／+1 酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
超久（ちょうきゅう）は無濾
過生原酒を-5度で数年間
低温貯蔵させた異端の流
通限定品。生熟成ならで
はの甘味が病みつき。
1800ml 2,858円（税別）
商品番号0120605

－群馬県 聖酒造－
聖 若水５０
純米吟醸 無濾過瓶火入
原料米／群馬県若水
精米歩合／50％
日本酒度／-1
酸度／2.0
ｱﾙｺｰﾙ度数／16.5％
モダンな味わいと個性の
両立。穏やかな吟醸香に
フレッシュで上品な、濃厚
な米の甘み、滑らかな喉
越し。ボディがある味わい。
1800ml 2,700円（税別）
商品番号0119671

－山形県 冨士酒造－
栄光冨士 森のくまさん
純米大吟醸 生原酒
原料米／森のくまさん
精米歩合／50％
日本酒度／-3 酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／16.9％
売上金の一部が寄付され
る熊本城、復興支援酒。
熊本県産の人気ブランド米
で醸した落ち着いたバラン
スの良い旨み、キレの良い
純米大吟醸。
４月上旬入荷予定
1800ml 3,194円（税別）
商品番号0127618
－山口県 新谷酒造－
わかむすめ 月草
純米無濾過原酒 1回火入
原料米／西都の雫
精米歩合／70％
日本酒度／非公開
酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／16～17％
山口県の山奥にて夫婦二人
で年間僅かな量を丁寧に醸
す蔵。米の旨みを充分に引
き出した爽快感ある純米酒。
【通年定番商品】
1800ml 3,000円（税別）
商品番号0118647

2/2
－京都府 松井酒造－
神蔵-KAGURA- 七曜
純米大吟醸 無濾過生
原料米／京都産五百万石
精米歩合／50％
日本酒度／＋2
酸度／1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
洛中で最古の歴史をもつ
流通限定希少銘柄。大半
が京都市内で消費される蔵
。辛口で微かな酸味、やわ
からかくも奥深い味わい。
1800ml 2,980円（税別）
商品番号0092761

本

本

本

本

－岩手県 川村酒造店－
南部関 ヒカリノミチ
純米 無濾過生原酒
原料米／岩手ひとめぼれ
精米歩合／60％
日本酒度／+5～6
酸度／1.8～1.9
ｱﾙｺｰﾙ度数／16～7％
花巻農業高校が栽培した
「ひとめぼれ」を自社酵母
で醸したフレッシュで綺麗な
酸としっかとした飲み応え。
４月上旬入荷予定
1800ml 2,750円（税別）
商品番号0126553

－秋田県 秋田清酒－
晴田 ブルー
純米 五百万石
原料米／五百万石(石川)
精米歩合／60％
日本酒度／+5
酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
淡麗が特徴の酒米から
敢えて旨みを引出し、上槽
後速やかに瓶詰し、香味
のあざやかさを封じ込めた
純米酒。
【通年定番商品】
1800ml 2,500円（税別）
商品番号0062316
－宮崎県 霧島酒造－
虎斑霧島（とらふきりしま）
芋焼酎
原料／黄金千貫、米こうじ
麹／黄麹×黒麹
蒸留法／単式蒸留
ｱﾙｺｰﾙ度数／25％
黄麹と黒麹のコラボ。キ
レのあるナチュラルな苦
みに華やかな香りと甘味。
日本茶のように苦みが甘
みを引き立たせ、複雑な
がらも滑らかに絡み合う
旨さ。
900ml 1,175円（税別）
商品番号0151791

本

本

本

本

・数量限定販売につき、売り切れ次第終了となります。
・限定品につき、ご返品は承れませんので、予めご了承下さいませ。
・入荷予定品は入荷次第のお届けとなります。
ご注文はこちらへ。ＦＡＸ03-3474-6345
.

