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・数量限定販売につき、予定数量に達し次第終了となります。(事前のご注文承ります。)
・商品によってはお届けに時間がかかる場合も御座います。納期等、詳細は担当営業までお問い合わせ下さい。

・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。

ご注文はこちらへ。ＦＡＸ03-3474-6345

本

－長野県 大塚酒造－
浅間嶽 純米吟醸
無濾過生原酒
原料米／長野県産ひとごこち
精米歩合／55％
日本酒度／＋3 酸度／1.6
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。
荒々しくも鮮やかな味わい
と芳醇なボリューム感。
1800ml 商品番号0118231
3,190円 (税込3,509円)本

－長野県酒ぬのや本金酒造－
本金 山恵錦
純米 無濾過生原酒
原料米／長野県産山恵錦
精米歩合／59％
日本酒度／－7 酸度／1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
特約店ごく僅か、日本一小
さい蔵かもしれない蔵の流
通限定品「本金」。シルキー
で緻密な飲み心地、ジュー
シーな酸と柔らかな甘味の
バランスが綺麗。
1800ml 商品番号0092155
2,900円 (税込3,190円)

本

－山形県 秀鳳酒造場－
秀鳳
夏吟醸
原料米／山形県産米
精米歩合／50％
日本酒度／＋20 
酸度／1.3
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
暑い夏に最適な日本酒度
プラス２０とキレのある
辛口の夏酒。良く冷やす
事で辛口のキレの良さと
爽快感が味わえる。
1800ml 商品番号0065459
2,400円 (税込2,640円)

本

－山形県 和田酒造－
あら玉
純米 Prototype P
原料米／改良信交
精米歩合／70％
日本酒度／－10
酸度／2.0
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
酸味と旨味の絶妙なバラ
ンスは白ワインを彷彿と
させ、搾って直接瓶詰め
しており、うっすらしたオリ、
フレッシュな香りが特徴の
試作を重ねた商品。
1800ml 商品番号0097954
2,997円 (税込3,297円)

－山口県 はつもみぢ－
原田 「ナツ」
夏純米 無濾過生原酒
原料米／山口県産山田錦
精米歩合／60％
日本酒度／非公開
酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／14％
「日本の季節は、呑める。」
14度の低アルコールで夏に
飲みやすい特別純米規格
の生原酒。米の旨味を感じ
つつ、キレのある爽やかな
飲み口。
５月下旬入荷予定
1800ml 商品番号0118598
3,100円 (税込3,410円)

本

本

－長野県 舞姫－
翠露
純米吟醸 夏の美山錦
原料米／長野県産美山錦
精米歩合／59％
日本酒度／＋3 酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
信州諏訪に位置する舞姫
の流通限定銘柄「翠露」。
華やかな香りとやわらかい
旨口の味わい。そして
キレの良さも持ち合わせ
た純米吟醸夏酒。
５月末入荷予定
1800ml 商品番号0090815
3,150円 (税込3,465円)

本

－長野県 美寿々酒造－
美寿々
辛口純米 一回火入れ
原料米／美山錦
精米歩合／59％
日本酒度／+12 
酸度／2.0
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
取扱店がごくわずか、酒通
の中でも知る人ぞ知る銘酒。
ピリッとした辛さと酸味、穏
やかな香り、軽快な飲み口
の旨辛に仕上げたお酒。
1800ml 商品番号0121231
2,500円 (税込2,750円)

－山口県 八百新酒造－
雁木
夏 辛口純米
原料米／山田錦・西都の雫
精米歩合／60％
日本酒度／＋9 酸度／2.0
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
口あたりは柔らかく、仄か
な旨みを感じながら、スル
スルと飲めてしまう透明感
とエッジの効いた切れ味。
辛く感じさせない辛口酒。
720mlも有り
1800ml 商品番号0099164
2,600円 (税込2,860円)
720ml 商品番号0099150
1,300円(税込1,430円)

本

本

－長野県 角口酒造店－
北光正宗
夏の純米吟醸
原料米／山恵錦
精米歩合／59％
日本酒度／＋7 酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
県内最北端の豪雪地域飯山
市にて、県内では珍しく甘さ
の少ないドライなお酒を醸す
蔵。北斗七星より命名。乳酸
無添加を目的に、掛米ゼロ
の黄麹･白麹MIXの麹割合
100％の酒母が特徴。
1800ml 商品番号0128342
2,900円 (税込3,190円)

本

－山形県 酒田酒造－
上喜元
純米吟醸 彗星
原料米/北海道産彗星
精米歩合／60％
日本酒度／－3 
酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
彗星のように、皆様の心に
永く軌跡を残せるように思い
を込めて醸した限定酒。
ほんのり華やかな香り、
柔らかい風味の中に、軽快
な酸と綺麗なお米の味わい。
1800ml 商品番号0075664
3,200円 (税込3,520円)

本

－山形県 冨士酒造－
栄光冨士 星天航路
純米大吟醸 生原酒
原料米／彗星
精米歩合／50％
日本酒度／±0
酸度／1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／17.2％
北海道酒造好適米「彗星」
で醸し、控え目な吟醸香と
スッキリした旨味で食事に
合わせやすい純米大吟醸。
５月末入荷予定
1800ml 商品番号0127625
3,300円 (税込3,630円)
720ml 商品番号0127626
1,900円(税込2,090円)

本

－福岡県 喜多屋－
蒼田 夏の生酒
特別純米山廃仕込
原料米／糸島産山田錦
精米歩合／60％
日本酒度／-3～-1
酸度／1.9～2.1
ｱﾙｺｰﾙ度数／16～17％
山廃酒母から醪まで2ヶ月
ちかく低温で発酵させ、フル
ーティな香りと芳醇な旨み
を引き出し特別純米酒。
山廃の概念を覆す銘酒！。
1800ml 商品番号0129699
3,200円 (税込3,520円) 本

－石川県 車多酒造－
天狗舞
超辛純米
原料米／五百万石
精米歩合／60％
日本酒度／＋11 
酸度／1.9
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
石川県を代表する銘醸蔵
のひとつ。辛さだけではな
い力強い旨味と研ぎ澄まさ
れたキレの良さが特徴。し
っかりとした酸もあり、合わ
せる料理の幅も広い。
1800ml 商品番号0119423
2,400円 (税込2,640円)

本

－青森県 八戸酒造－
陸奥八仙
夏吟醸
原料米／青森県産米
精米歩合／55％・60％
日本酒度／-6
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／14％
アルコールを抑え、清涼感
を出した１本。華やかな香り
と口に含むとふくよかさも
感じられるが、べたつか
ずにすっきりとした味わい。
1800ml 商品番号0116564
3,200円 (税込3,520円)本

－広島県 榎酒造－
華鳩
夏の特別純米酒
原料米／八反錦
精米歩合／60％
日本酒度／＋2
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／13％
夏に軽やかにスイスイ飲
めちゃう純米吟醸規格の
特別純米原酒。スイカを思
わせる爽やかな香りとソフ
トで瑞々しい甘み。
1800ml 商品番号0091177
2,500円 (税込2,750円) 本

－広島県 今田酒造本店－
富久長
辛口純米 夏
原料米／広島県産米
精米歩合／60％
日本酒度／＋7 
酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
留の掛米を原形精米して
より軽快な辛口を実現。
夏の肌に触れた時に涼しく
感じる麻や木綿の肌触りに
使われる言葉「シャリ感」を
もたせた夏酒。
1800ml 商品番号0118799
2,700円 (税込2,970円)
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本

－京都府松井酒造－
神蔵 七曜 純米
無濾過･無加水･一火磨き70
原料米／五百万石(京都)
精米歩合／70％
日本酒度／+5
酸度／非公開
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。米の
旨みと果実のような香り、
飲みごたえがある味わい。
（完全無濾過の為、画像
より現物は黄色みを帯び
ております。）
1800ml 商品番号0092798
2,700円 (税込2,970円)

本

－京都府松井酒造－
神蔵 七曜 純米大吟醸
無濾過･無加水 ･一火磨き50
原料米／五百万石(京都)
精米歩合／50％
日本酒度／-1～＋3
酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
微かな酸味、青葉のような
爽やかな爽やかさ、低温殺
菌には劣化を最大限に抑え
る瓶火入を採用。
720mlも有り
1800ml 商品番号0092803
3,200円 (税込3,520円)
720ml 商品番号0092804
1,810円(税込1,991円)

本

－秋田県 木村酒造－
福小町
純米吟醸 美郷錦 ５５
原料米／秋田県産美郷錦
精米歩合／55％
日本酒度／＋2 
酸度／1.3
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
秋田生まれの酒造好適米

「美郷錦」、新酵母「AKITA
雪国酵母」で仕込んだプレミ
アムな純米吟醸。落ち着き
のある豊かな香りとスマート
で伸びやかな米の旨味。
1800ml 商品番号0065379
3,380円 (税込3,718円)

本

－秋田県 天寿酒造－
天寿
米から育てた純米生酒
原料米／美山錦
精米歩合／60％
日本酒度／＋1 
酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
霊峰・鳥海山の懐に抱かれ
て、豪雪が生む澄んだ空気

と清冽な水に恵まれた蔵。
夏にふさわしい爽やかな
酸味と程良い旨味がある
フルーティーな純米酒。
1800ml 商品番号0113432
2,950円 (税込3,245円)

本

－宮城県 角星－
水鳥記 夏酒
特別純米 蔵の華
原料米／蔵の華
精米歩合／55％
日本酒度／＋1.5
酸度／1.2
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
東日本大震災での被災から
立ち直った気仙沼にある蔵。
魚介類の味を生かす旨い
酒を醸す。甘い香りと夏らし
く澄んだすっきりした味わい
の流通限定酒。
1800ml 商品番号0099404
2,700円 (税込2,970円)

本

－高知県 司牡丹酒造－
船中八策 槽搾り 黒
純米超辛口 R４BY
原料米／山田錦、アケボノ
精米歩合／60％
日本酒度／＋8  酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
大吟醸と同じ特別仕上げの
プレミアム版「船中八策」。
槽搾り・中取り・瓶燗・瓶貯蔵。
ナチュラルで華やかな香り、
鮮烈で輪郭のはっきりした
味わい、口中での膨らみ、
爽やかにキレる後味。
1800ml 商品番号0072033
3,273円 (税込3,600円)

本

－高知県 仙頭酒造場－
土佐しらぎく
涼み純米吟醸
原料米／八反錦
精米歩合／50％
日本酒度／非公開
酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／14％
いわゆる土佐の辛口で
はなく、モダンな味わいを
追求する蔵。ピュアで透明
感のある味わいに仕上げ
た涼やかな味わいの夏の
純米吟醸酒。
1800ml 商品番号0070671
2,818円 (税込3,100円)

本

－高知県 濱川商店－
美丈夫（びじょうふ）
特別純米 夏酒
原料米／松山三井
精米歩合／60％
日本酒度／＋4 酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
「スキっと爽快」夏の特別
純米酒。単なる淡麗辛口
ではなく、酸味と旨味の
バランスがとれた後切れ
の良い飲み飽きしない
食中純米酒。
1800ml 商品番号0097823
2,600円 (税込2,860円) 本

－高知県 酔鯨酒造－
酔鯨 なつくじら
純米大吟醸 原酒
原料米／吟風
精米歩合／50％
日本酒度／＋7  
酸度／2.0
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
キラキラな酔い心地の
リッチな風味の夏酒。
ドライな味わいはそのまま
にパイナップルのような
吟醸香が楽しめるリッチで
夏に楽しめる純米大吟醸。
1800ml 商品番号0098528
3,600円 (税込3,960円)

本

－秋田県 大納川－
大納川天花 夏酒
純米吟醸 生詰原酒
原料米／秋田酒こまち
精米歩合／55％
日本酒度／－1
酸度／1.9
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
特約店限定「大納川天花」
の夏酒。麹の一部に白麹を
使用。麹が作り出すクエン酸
と蔵付酵母から生まれる酸
がマッチした爽やかな夏酒。
1800ml 商品番号0118527
3,200円 (税込3,520円)

本

－秋田県 日の丸醸造－
まんさくの花 純米吟醸
Summer Snowman
原料米／山田錦、酒こまち
精米歩合／50％
日本酒度／－1 
酸度／1.3
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
トロピカルな見た目の通り、

やや南国を連想させるフル
ーティさとお米のしっかりと
した甘みが感じられる純米
吟醸。
1800ml 商品番号0076401
3,100円 (税込3,410円)

本

－宮城県 一ノ蔵－
祥雲金龍 木桶仕込み
特別純米 生酒
原料米／ササニシキ
精米歩合／55％
日本酒度／±0～＋2
酸度／1.6～1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
デリシャスリンゴの様な爽
やかで甘やかな香りが漂
う。柔らかな口当たりから、
爽やかな酸味でキリっとし
た喉ごし。木桶仕込みで
醸した特別限定流通品。
1800ml 商品番号0090544
3,000円 (税込3,300円)

本

－岡山県 菊池酒造－
燦然
純米 雄町 生原酒
原料米／雄町
精米歩合／65％
日本酒度／±0
酸度／1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／18％
地元岡山県の雄町を使
用し、社長自ら備中杜氏
として丁寧に醸したお酒。
芳醇な香りとフレッシュでい
て生原酒ならではの濃厚な
雄町らしい旨味が特徴。
５月末～６月上旬入荷
1800ml 商品番号0091069
2,909円 (税込3,200円)

本

－千葉県 寒菊銘醸－
寒菊 True Red  おりがらみ
純米大吟醸無濾過生原酒
原料米／雄町
精米歩合／50％
日本酒度／-4
酸度／1.3
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
寒菊のスタンダードど真ん
中で、同時に原点となる
設計。赤菊の花言葉である
「愛情」を、おりが絡むこと
によるリッチな甘みで表現。
1800ml 商品番号0116009
3,300円 (税込3,630円)

本

－高知県 南酒造場－
南 別誂(べつあつらえ)
特別純米
原料米／松山三井
精米歩合／60％
日本酒度／＋8
酸度／1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
通常の特別純米とは異なる
「高知酵母ＣＨ」を使用した
別仕込みの限定酒。爽快な
香りとフレッシュ感のある
甘味を抑えた土佐酒らしい
辛口の特別純米。
６月上旬入荷予定
1800ml 商品番号0093007
2,750円 (税込3,025円)

本

－岐阜県 林本店－
百十郎 南の風 south wind
純米吟醸 直汲み原酒
原料米／岐阜ハツシモ
精米歩合／60％
日本酒度／＋3
酸度／1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
アロマが薫る魅惑の余韻。
ジューシーな白桃の香り。
杏仁のようなミルキーなニュ
アンス。ミネラル感と程よい
豊かさ、リッチな酸でメリハ
リのあるボディ。
６月上旬入荷予定
1800ml 商品番号0116913
2,700円 (税込2,970円)
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本

－愛媛県 石鎚酒造－
石鎚
純米吟醸 朝日米５５
原料米／岡山県産朝日米
精米歩合／55％
日本酒度／＋3
酸度／1.3
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
コシヒカリもササニシキも
あきたこまちも品種改良
をたどれば岡山県産朝日
米にルーツがある。程よい
甘みと透明感のある上品

な味わいが朝日米の特徴。
1800ml 商品番号0060184
3,120円 (税込3,432円)

本

－岐阜県 恵那醸造－
鯨波（くじらなみ）
純米吟醸 おりがらみ生酒
原料米／ひだほまれ
精米歩合／50％
日本酒度／－3
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／16.4％
中津川の山間部、三方を山
々に囲まれた自然豊かな地
で醸され、蔵から眺める山々
にかかる雲がまるで鯨が海
を泳いでいる様に見える事
から命名。
1800ml 商品番号0099424
2,900円 (税込3,190円)

本

－和歌山県吉村秀雄商店－
車坂
純米大吟醸 生酒
原料米／山田錦
精米歩合／50％
日本酒度／＋1 酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
車坂の中では唯一の香り
タイプといえるが、派手す
ぎることなく、上品な印象。
ラベルは土地・水・米・麹菌・
蔵などの要素が幾何学的に
ちりばめられており、大吟醸
の緻密な設計図をイメージ。
1800ml 商品番号0065117
3,240円 (税込3,564円)

本

－和歌山県 世界一統－
南方
特別純米 生酒
原料米/五百万石,京の輝
精米歩合／58％
日本酒度／＋1.5
酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／18％
紀州が生んだ知の巨人・
南方熊楠は創業者の実子。
若々しい香りと酸味がアク
セントとなり、スッキリとし
たキレとふくらみを感じる

夏季限定の特別純米酒。
1800ml 商品番0099179
2,800円 (税込3,080円)

本

－愛媛県 川亀酒造－
川亀 播州愛山８０
純米 中汲み無濾過生原酒
原料米／兵庫県産愛山
精米歩合／80％
日本酒度／＋9  
酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／17.5％
漁師町八幡浜の漁師から支
持厚く海の幸との相性を第
一に考える蔵。酒度マイナス
値が多い愛山を大辛口に仕
上げ、愛山の特徴を活かす
こだわりの80％精米。
1800ml 商品番号0128075
3,000円 (税込3,300円)

本

－和歌山県吉村秀雄商店－
車坂
涼の純米酒
原料米／玉栄
精米歩合／65％
日本酒度／±0
酸度／2.3
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
柑橘やハーブを思わせる
若々しい香り。口に含むと
清涼感のある甘味を短く
感じた後、力強い酸が押
し込む。軽々しくないけれ
ども爽快な味わい。
1800ml 商品番号0065105
2,200円 (税込2,420円)

本

－福島県 末廣酒造－
遥香
夏純米酒
原料米／夢の香
精米歩合／65％
日本酒度／+3
酸度／1.3
ｱﾙｺｰﾙ度数／15.8％
地酒屋が「これだ！」と伝
える純米酒。フルーティー
な香り、飲むと米の旨み
が広がるすっきりとした
喉ごしの夏純米酒。
1800ml 商品番号0124142
2,400円 (税込2,640円)

本

－愛媛県 石鎚酒造－
石鎚
吟醸酒 夏吟
原料米／山田錦(麹)

松山三井(掛)
精米歩合／50(麹)･60(掛)％
日本酒度／＋2 酸度／1.9
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
大吟醸造りの技術を注ぎ
込み、完全手造りにて醸し
た逸品。デリシャスリンゴ
のような華やかな吟醸香
と押し味のある酸味が調和

した切れの良い吟醸酒。
1800ml 商品番号0060167
2,800円 (税込3,080円)

本

－滋賀県 喜多酒造－
喜楽長
びわ湖の夏 純米酒
原料米／山田錦､日本晴
精米歩合／65％
日本酒度／＋3.6 
酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
喜楽長史上最速の上槽後
の超早期１回火入れ同時瓶
詰めでしぼりたてのフレッシ
ュ感をキープ！さわやかさ＆
軽さとまろやかな旨味の
絶妙なバランスを実現。
1800ml 商品番号0111495
2,350円 (税込2,585円)

本

－愛媛県 武田酒造－
媛一会(ひめいちえ) 
純米吟醸生酒 おりがらみ
原料米／松山三井
精米歩合／60％
日本酒度／＋2 酸度／2.0
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
特約店、極僅かの流通限定。
愛媛県産のお米、松山三井
を使いじっくり低温発酵させ、
手締めの小槽でゆっくりと
時間をかけて搾ったお酒。
香りが高く、お米の上品な味
わいとキレの良さが特徴。
1800ml 商品番号0070721
2,960円 (税込3,256円)

本

－鳥取県 山根酒造場－
日置桜 山滴る
特別純米 生酒
原料米／山田錦（鳥取県)
精米歩合／70％
日本酒度／＋10 酸度／2.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／14％
食を邪魔する酒だけは造ら
ない。「辛口」ではなく完全発
酵による「甘くないお酒」を醸
す蔵。「醸すは農なり」を信条
に徹底的に農家と米にも向き
合う。ジューシーと感じた
瞬間に来る抜群のキレ味。
1800ml 商品番号0061154
3,000円 (税込3,300円)

本

－鳥取県 千代むすび酒造－
千代むすび 夏酒
純米吟醸 無濾過生原酒
原料米／山田錦
精米歩合／60％
日本酒度／－10
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／14％
漫画鬼太郎で有名な境港の
水木しげるロードにある蔵。
上品な甘みと爽やかな酸
味、原酒ながらアルコール
１４度で夏にピッタリの飲み
やすいうすにごり生酒。
５月末入荷予定
1800ml 商品番号0128994
3,000円 (税込3,300円)

本

－滋賀県福井弥平商店－
はぎの露
純米大吟醸 生酒
原料米／山田錦、吟吹雪
精米歩合／50％
日本酒度／－5
酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
原酒でアルコール分１５度
に仕上げた純米大吟醸。
充実感と軽やかさを兼ね
備えた、透明感のある
味わい。
1800ml 商品番号0117200
3,180円 (税込3,498円)本

－滋賀県福井弥平商店－
萩乃露 雨垂れ石を穿つ
特別純米 十年の結実
原料米／滋賀県産山田錦
精米歩合／60％
日本酒度／－3 
酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
10年間の酒米栽培の取り
組みを経て、地元高島市
産山田錦100％での「雨垂
れ」が可能に。十水仕込み
による濃密さと、山田錦
の深みによるリッチな味。
1800ml 商品番号0117194
3,150円 (税込3,465円)

本

－奈良県 今西清兵衛商店－
春鹿 中取り
純米 超辛口
原料米／五百万石
精米歩合／60％
日本酒度／＋12
酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
中取り～無圧部分のみ瓶詰。
旨味のある超辛口を目指す
春鹿。1本の醪から45％
しか取れない無圧部分を
瓶火入・急冷と手間のかか
る手法で仕上げた限定品。
1800ml 商品番号0128693
3,000円 (税込3300円)

本

－奈良県 長龍酒造－
長龍（ちょうりょう）
夏吟 純米吟醸
原料米／露葉風
精米歩合／60％
日本酒度／＋1
酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
フルーティなメロンのような
香りと、爽やかな酸味と甘
みが絶妙。香りも強すぎず、
料理との相性も良く、真夏
に爽快に味わえる酒質。
1800ml 商品番号0074647
2,600円 (税込2,860円)
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本

－愛知県 山崎合資会社－
奥（おく) 夢山水五割五分
夏純吟 純米吟醸原酒
原料米／夢山水
精米歩合／55％
日本酒度／+2
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
夏向きにアルコール度数を
低めに仕上げた純米吟醸
原酒。香味の調和をはかる
為、原料から仕込配合、使用
酵母も工夫し、爽やかな
でやや辛口の仕上げた夏酒。
1800ml 商品番号0075850
2,940円 (税込3,234円)

本

－富山県 富美菊酒造－
羽根屋
夏の純米吟醸 生酒
原料米／五百万石
精米歩合／60％
日本酒度・酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／14％
夏のマリンブルーの海に
抱かれたような透明感と
淡く広がる優しい余韻。
突き抜ける青空のように
クリアな飲み口。それは
羽根屋がお届けする
爽やかな夏の海風。
1800ml 商品番号0118747
3,180円 (税込3,498円)

本

－新潟県 宮尾酒造－
〆張鶴
吟醸 生貯蔵酒
原料米／山田錦
精米歩合／50％
日本酒度／＋3.5
酸度／1.2
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
最高峰山田錦を自社精
米し、朝日連峰の清冽な
伏流水で手間をかけ醸し
た生貯蔵酒。フレッシュな
香味そのままに口あたり
やわらかく爽やかでキレ

のよい味わい。
1800ml 商品番号0126518
3,182円 (税込3,500円)

本

－新潟県 青木酒造－
鶴齢
純米 超辛口
原料米／美山錦
精米歩合／60％
日本酒度／+13 酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
期待を裏切らない超辛口
な味わいの中にも鶴齢ら
しい味の輪郭と骨太さをし
っかりと感じる夏酒。鶴齢
の中でも特に人気の一本。
720mlのみ
720ml 商品番号0123244
1,500円(税込1,650円)

本

－群馬県 永井酒造－
水芭蕉 夏酒 純米吟醸
おりがらみ生貯蔵
原料米／別所産山田錦
精米歩合／60％
日本酒度／＋2 酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
おりがらみによるクリーミ
ーな香りとリンゴを思わせ
る香りが交わり、ふんわり
とお米の香りが鼻を抜ける
。程よい酸味が効いたフレ
ッシュな味わい。
1800ml 商品番号0097918
2,973円 (税込3,271円)

本

－新潟県 今代司醸造－
今代司 風鈴
夏限定 純米酒
原料米／国産米
精米歩合／65％
日本酒度／＋1 酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／18％
「オン・ザ・ロック」で氷とグラ
スが奏でる音を風鈴にたとえ、夏
の日本酒シーンを爽やかに
演出。爽やかな香り、しっか
とした旨み。
720mlも有り
1800ml 商品番号0097490
2,950円 (税込3,245円)
720ml 商品番号0097491
1,500円(税込1,650円)

本

－栃木県 島崎酒造－
東力士 速即詰
特別純米 中取り
原料米／あさひの夢
精米歩合／60％
日本酒度／±0 酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
洞窟貯蔵などの熟成酒で
有名な東力士の新たな
挑戦。中取り部分を速即
詰め、フレッシュ感となめ
らかなうまみしぼりたて
そのままの特別誂え酒。
1800ml 商品番号0060562
2,563円 (税込2,820円) 本

－栃木県 外池酒造店－
望 bo： 五百万石
特別純米無濾過瓶燗火入
原料米／五百万石
精米歩合／65％
日本酒度・酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
マスカットを思わせるよう
な優しい香り。華やかさも
あるが、甘みと酸味でし
っかりとした味わいも有り。
後味はキレのある酸味で
スッキリと爽やか。
５月末入荷予定
1800ml 商品番号0118440
3,100円 (税込3,410円)

本

－新潟県 八海醸造－
八海山
特別純米 原酒
原料米／五百万石,山田錦他
精米歩合／55％
日本酒度／＋1 
酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／17.5％
長期低温発酵による、ふくよ
かで気品ある香り、辛さを抑
えた深い味わいと軽さが特
徴の特別純米原酒。
720mlも有り
1800ml 商品番号0094435
3,230円 (税込3,553円)
720ml 商品番号0094436
1,610円(税込1,771円)

本

－新潟県 雪椿酒造－
ゆきつばき
純米吟醸 絹ごしおりがらみ
原料米／五百万石､県産米
精米歩合／60％
日本酒度／＋2 
酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／17％
越後ゆきつばき会限定酒。
夏でも味わいたい旨味と
コクを出す為に低温発酵
の無濾過原酒に絹で濾し
た滓を絡ませた一回火入

れの越後の夏酒。
1800ml 商品番0125877
2,599円 (税込2,859円)

本

－静岡県 志太泉酒造－
志太泉
辛口純米吟醸
原料米／山田錦
精米歩合／55％
日本酒度／+14 酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
現在の甘く酸度が高い
酒の真逆の低酸でかつ日
本酒度が高く、静岡吟醸
の系譜を受け継ぐ酒。
「酒として目立ちすぎない。
されど必要な酒。」という
立ち位置。
1800ml 商品番号0092055
3,000円 (税込3,300円)

本

－静岡県 萩錦酒造－
萩錦 あらばしり
別撰 直詰め 生原酒
原料米／誉富士
精米歩合／60％
日本酒度／+2 
酸度／1.2
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
地元に愛される酒を
造ろうと毎年課題設定
をして家族３人で試行
錯誤している小さな酒蔵
の流通限定酒。
「若手の夜明け」に参加す
るなど大注目の酒蔵。
1800ml 商品番号0118791
3,200円 (税込3,520円)

本

－静岡県 土井酒造場－
開運
特別純米 涼々
原料米／兵庫県産山田錦
精米歩合／55％
日本酒度／＋3 
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／15.5％
穏やかで上品な落ち着きの
ある吟醸香。しっかり旨味
がありながらもキリッと引き
締まった清涼感溢れる酒
質。五味のバランスが秀逸。
1800ml 商品番号0118711
2,980円 (税込3,278円) 本

－静岡県 神沢川酒造場－

正雪嗜 ～TASHINAMI～
純米吟醸 五百万石
原料米／五百万石
精米歩合／50％
日本酒度／＋4.6 
酸度／1.0
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
今年のテーマは「楽しみ方
を探すことこそ酒の楽しみ」。
爽やかな風味のスッキリと
した旨口タイプ。神沢酒造場
のブレない旨さの原点。
1800ml 商品番号0118619
2,900円 (税込3,190円)

本

－埼玉県 麻原酒造－
Sasanami
夏 純米酒
原料米／国産米
精米歩合／70％
日本酒度／非公開
酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
埼玉県西部、奥武蔵地方の
毛呂山町にて多彩な酒類を
醸す蔵。日本酒の醸造技
術も確かで、軽快かつ爽快
感のある夏向きの純米酒。

６月上旬入荷予定
1800ml 商品番0094425
2,500円 (税込2,750円)

本

－富山県 玉旭酒造－
玉旭
そよかぜ純米
原料米／富山県産米
精米歩合／65％
日本酒度／＋3 酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
クリアーなアタックと癖のな
い綺麗な味わいが広がる。
ちゃんと味わいを感じさせ
ながら、余韻はそよかぜの
如く、スムースに消えていく
夏向けの純米酒。
６月上旬入荷予定
1800ml 商品番号0129270
2,800円 (税込3,080円)
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本

－静岡県 三和酒造－
臥龍梅
純米吟醸 火入
原料米／五百万石
精米歩合／60％
日本酒度／＋4
酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／15～16％
小仕込みの吟醸造りに
定評があるが臥龍梅。
華やかでインパクトがあり
ながらも米の旨みを引き
出した酒質。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0092920
2,800円 (税込3,080円)
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本

－新潟県 雪椿酒造－
ゆきつばき
純米吟醸
原料米／山田錦､他国産米
精米歩合／60％
日本酒度／＋3 酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
越後ゆきつばき会限定酒。
米の持つ魅力を最大限に
引き出すよう醪の状態を
見極めながら醸したきめ
細やか旨味と華やかな含
み香が冴える味わい。

【通年定番商品】
1800ml 商品番0125871
2,273円 (税込2,501円)

本

－宮城県 萩野酒造－
萩の鶴
特別純米 辛口
原料米／美山錦
精米歩合／60％
日本酒度／＋5.5
酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
上質な普段着のような酒を
目指す蔵の特約店限定品。
綺麗な酸とシャープな飲み
口。非常にバランスの良い
万能な辛口酒。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0092717
2,700円 (税込2,970円)

本

－佐賀県 天吹酒造－
天吹
超辛口 特別純米酒
原料米／山田錦
精米歩合／60％
日本酒度／+12  
酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
ベコニア酵母使用。
熟成した旨き味で口当たり
優しい超辛口酒。甘味は
なく、完熟した味わいと
後味の切れが秀逸。

【通年定番商品】
1800ml 商品番0096040
2,600円 (税込2,860円)

本

－佐賀県 天吹酒造－
日下無双(ひのしたむそう)
純米６０ 火入
原料米／さがの華
精米歩合／60％
日本酒度／+3  酸度／2.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／16.5％
酒造業界に入って30年
の月日が経った日下氏の
名前を冠した酒。舌に乗る
しっかりとした旨味とキレ
のある爽快フィニッシュ。

【通年定番商品】
1800ml 商品番0096047
2,800円 (税込3,080円)

－山口県 八百新酒造－
雁木
純米 ひとつび
原料米／山田錦
精米歩合／60％
日本酒度・酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
ひとつびとは船着場に灯る
常夜灯と一回火入れの意
味を重ねたことから。
口当たりやわらかく、自然
に身体に沁み込むような、
やさしく寄り添ってくれる
雁木の大定番商品。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0069035
2,500円 (税込2,750円)

本

本

－長野県宮坂醸造－
真澄 純米吟醸
辛口生一本 「生酒」
原料米／美山錦、山田錦、

山恵錦
精米歩合／55％
日本酒度／＋5 
酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
時代に合わせ絶えず改良を
重ねてきた辛口生一本の
特約店限定商品である
「生酒」版。柔らかさを兼ね
備えた辛口酒。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0121185
2,900円 (税込3,190円)

本

－広島県 今田酒造本店－
富久長
純米吟醸 山田錦
原料米／山田錦
精米歩合／50％・60％
日本酒度／＋3
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
富久長の定番酒の顔として
一番人気の一本。
香り高く滑らか、軟水醸造
による柔らかでバランスが
とれた純米吟醸。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0118720
3,200円 (税込3,520円)

本

－山形県 秀鳳酒造場－
秀鳳
特別純米無濾過雄町
原料米／雄町
精米歩合／50％
日本酒度／＋3 酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
山形市の北東部に位置
する蔵。酒質向上の為、
努力を惜しまず、多様な
酒質を実現している秀鳳
の中でも特に多くの人から
愛されてきた逸品。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0065467
2,700円 (税込2,970円)

本

－秋田県 秋田清酒－
晴田 ピンク
純米吟醸秋田酒こまち
原料米／秋田酒こまち
精米歩合／55％
日本酒度／+5
酸度／1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
秋田のテロワールが具現
化された酒。秋田の米、
酵母を用い、あざやかで
綺麗な旨みが広がる純
米吟醸酒。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0062314
2,700円 (税込2,970円)

本

－静岡県 志太泉酒造－
志太泉
純米吟醸 焼津山田錦
原料米／山田錦
精米歩合／55％
日本酒度／+5
酸度／1.1
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
軽い柑橘系の香り、低酸で
爽やかで軽快ながらも、味
わいは山田錦の滑らかな味
のりが心地よい。最後の一
滴までしっかりと向き合える。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0092034
2,900円 (税込3,190円)

本

－秋田県 山本酒造店－
白瀑 ど辛
純米酒
原料米／ぎんざん
精米歩合／65％
日本酒度／+15   
酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
日本酒度+15だが、仄かに
甘さを感じる。しかし飲み込
んだ途端に一気に辛さが
押し寄せ、その意表を突く
2段階攻撃には顎が外れる
こと間違いなし。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0065051
2,280円 (税込2,508円)

本

－鳥取県 大谷酒造－
鷹勇
純米吟醸 超辛
原料米／山田錦、玉栄
精米歩合／50％
日本酒度／+10 
酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
中国山地を背に日本海を
臨む、大自然に恵まれた
土地、米、水、空気で醸す
山陰の銘酒。辛口を超える
キレを感じる純米吟醸。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0093893
3,017円 (税込3,319円)

本

－神奈川県 泉橋酒造－
いづみ橋 夏ヤゴ ブルー
山田錦 純米原酒
原料米／神奈川県産山田錦
精米歩合／65％
日本酒度／＋7 
酸度／1.9
ｱﾙｺｰﾙ度数／18％
香り穏やかで濃厚な味わ
いの中に爽快感が同居。
とんぼの子供ヤゴは夏場
に田んぼで育つ事からヤ
ゴラベルに。

６月上旬入荷予定
1800ml 商品番0127609
3,200円 (税込3,520円)

本

－富山県 富美菊酒造－
羽根屋
特別純米 瓶燗火入
原料米／五百万石
精米歩合／60％
日本酒度・酸度／非公開
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
新緑を吹き抜ける疾風の
ような爽やかな透明感。
フレッシュな酸味とまろや
かな旨味を大切に１本１本
封じ込めた特別純米酒。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0118745
2,998円 (税込3,298円)本

－福岡県 喜多屋－
蒼田
本醸造
原料米／糸島産山田錦
精米歩合／65％
日本酒度／＋6～＋8
酸度／1.2～1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／15～16％
IWC2014のSAKE部門本
醸造で福岡トロフィー受
賞酒。実質的な吟醸造り
かつ喜多屋銘柄では一
番の淡麗辛口酒。
【通年定番商品】
1800ml 商品番0128498
2,400円 (税込2,640円)
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本

－長野県 美寿々酒造－
美寿々
純米吟醸 無濾過生酒
原料米／美山錦
精米歩合／49％
日本酒度／+3 酸度／1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
信州の洗馬街道の山間に
ある小さな酒蔵。心に残る
旨い酒を造る事を信念に
美酒を醸す。やわらかで
華やか、瑞々しいキレ。
【通年定番商品】
時期により火入に変更
1800ml 商品番号0121208
3,000円 (税込3,300円)

本

－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／65％
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 商品番号0118438
2,700円 (税込2,970円)

－山口県 はつもみぢ－
原田
特別純米 西都の雫
原料米／西都の雫、山田錦
精米歩合／60％
日本酒度／＋3
酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
小仕込みによる四季醸造
蔵で常にフレッシュな酒質
を提供する蔵。爽やかで
すっきりした飲み口が特徴
の辛口の特別純米酒。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0118591
2,700円 (税込2,970円) 本

本

－鳥取県 千代むすび酒造－
千代むすび
純米酒
原料米／鳥取県産五百万石
精米歩合／55％
日本酒度／＋1
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
今まで吟醸クラスに実施し
ていた洗米方法と限定吸水
を採用した純米酒。柑橘様
の吟醸香と特徴のある旨味、
すっぎりした後味。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0128988
2,500円 (税込2,750円)

本

－宮城県 一ノ蔵－
祥雲金龍 純米吟醸
原料米／蔵の華
精米歩合／55％
日本酒度／±0～+2
酸度／1.4～1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
一ノ蔵が保有する岩手と
秋田県との県境に近い、
1862年創業の小さな蔵で
醸された限定流通品。
「Kura Master2022」純米酒
部門、部門最高賞受賞酒。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0090538
3,000円 (税込3,300円)

本

－青森県 松緑酒造－
六根
タイガーアイ 純米吟醸
原料米／華吹雪
精米歩合／60％
日本酒度／＋2 酸度／1.7
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
津軽の限定流通地酒。
飲みやすさの中にも華吹
雪が醸し出す複雑で繊細
な味わいが特徴。冷酒や
ぬる燗がおすすめ。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0097095
3,300円 (税込3,630円)本

－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／2.4
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。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0090497
2,700円 (税込2,970円)

本

－山口県 酒井酒造－
五橋 ファイブ イエロー
白糀 純米酒 火入
原料米／山田錦,日本晴
精米歩合／60%・80％
日本酒度／±0 酸度／2.3
ｱﾙｺｰﾙ度数／14.5％
白糀が魅せる新たな領域。
一般的に焼酎の仕込み
で使われる白糀を使用し、
濃醇な甘みでバランスを
とった甘酸っぱい味覚が
特徴。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0090483
2,800円 (税込3,080円)

本

－愛媛県 武田酒造－
媛一会 (ひめいちえ)
しずく媛 旨口 純米
原料米／しずく媛
精米歩合／70％
日本酒度／＋4.5 酸度／2.0
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
新規取扱開始の特約店限
定銘柄。流行に踊らされず、
手造り麹・低温発酵・小槽で
袋搾りと大変な手間をかけ
極少量生産されるお酒。
お米の旨味と酸、そして柔
らくも優しい味わい。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0070710
2,400円 (税込2,640円)

本

－長野県酒ぬのや本金酒造－
本金
純米酒
原料米／ひとごこち
精米歩合／59％
日本酒度／±0 酸度／ 2.0
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
新規取扱流通限定。本金
とは左右対称の２文字から
裏表のない商売、本当の
一番（金）の酒を醸すという
意味。すっきりと飲めて、
ふくらみもある純米酒。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0092140
2,709円 (税込2,980円)

本

－山形県 楯の野酒造－
楯野川
純米大吟醸 清流
原料米／出羽燦々
精米歩合／50％
日本酒度／－2 酸度／1.4
ｱﾙｺｰﾙ度数／14％
清流の如きキレ、透明感が
あり軽やかでフレッシュな
香り。軽くソフトな口当たり
で鳥海山の麓を流れる清
流のような透明感をイメー
ジした純米大吟醸。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0191343
2,800円 (税込3,080円)

本

－山形県 楯の川酒造－
楯野川
純米大吟醸 本流辛口
原料米／出羽燦々
精米歩合／50%
日本酒度／＋8
酸度／1.6
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
旨味の少ない淡麗辛口とは
一線を画した、米の旨味が
しっかりと感じられる本格派。
落ち着いた吟醸香の先に
辛さと旨味を感じさせる。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0191347
3,400円 (税込3,740円)

本

－山形県 竹の露－
白露垂珠 ミラクル７７
無濾過純米 生詰
原料米／羽黒産出羽の里
精米歩合／77％
日本酒度／＋2
酸度／1.2
ｱﾙｺｰﾙ度数／15.5％
精米歩合77％ながらも綺麗
な旨み、美味しさ、そして純
米酒で税抜2000円と正に
ミラクルな１本。シャープな
コクがさえわたる辛口純米。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0065080
2,200円 (税込2,420円)

本

－高知県 仙頭酒造場－
土佐しらぎく 斬辛
特別純米
原料米／八反錦
精米歩合／60％
日本酒度／＋4 酸度／1.8
ｱﾙｺｰﾙ度数／15％
土佐酒らしい後味のキレ
を残しながら、土佐しらぎく
の特徴である果実感や米
の旨味を引き出した酒。
仄かな甘みと辛さのバラ
ンスが調された一本。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0070673
2,636円 (税込2,900円)

本

－山形県 竹の露－
白露垂珠
純米吟醸 美山錦 ５５％
原料米／羽黒産美山錦
精米歩合／55％
日本酒度／＋1
酸度／1.3
ｱﾙｺｰﾙ度数／15.5％
全量地元羽黒町の酒米で
地元の農家と一緒に蓋麹
法による全量手造り。
完全発酵による甘味ではな
く、旨味があってキレがあ
る酒を醸す蔵。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0065082
3,000円 (税込3,300円)

本

－高知県 アリサワ酒造－
文佳人
辛口純米
原料米／松山三井、他
精米歩合／55％
日本酒度／＋6
酸度／1.5
ｱﾙｺｰﾙ度数／16％
香りは控えめ、瑞々しい
クリアで綺麗な口当たり、
ドライな喉ごし。
深みがあり、力強くもあ
る辛口酒。
【通年定番商品】
1800ml 商品番号0126297
2,600円 (税込2,860円)
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