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入荷日は予定です。造りや熟成の状況により前後することがございます。
入荷日・在庫 <商品コード＞商品名 所在地/生産者 税別価格 使用米品種 特徴

新入荷
＜13804＞　＜13837＞ 山形県 3,000円/1800ml 山田錦

甘みと酸味のバランスのとれた、銘刀の切れ味をお愉しみ下さい。
山形正宗　純米吟醸　秋あがり 水戸部酒造 1,500円/ 720ml 55％精米

新入荷
＜15916＞　＜15919＞ 兵庫県 2,900円/1800ml 兵庫北錦

地元米を使用。独特の酸とコクのある飲み口が素晴らしいです。
播州一献　純米吟醸　無濾過原酒　ひやおろし 山陽盃酒造 1,600円/ 720ml 55％精米

新入荷
＜16250＞　＜162251＞ 和歌山県 2,300円/1800ml 五百万石 繊細なバナナの香りと、ふくよかな味わいで、後味も上品なお酒で

す。紀土　純米吟醸酒　ひやおろし 平和酒造 1,150円/ 720ml 55％精米

新入荷
＜14908＞　＜14915＞ 宮城県 3,000円/1800ml 美山錦 口当たりの柔らかさと、ふっくらとした旨みと酸のバランスが　　　　　　　　　

素晴らしいです。山和（やまわ）純米吟醸　夜長　ひやおろし 山和酒造店 1,500円/ 720ml 50％精米

新入荷
＜17715＞　＜17716＞ 長野県 2,600円/1800ml 長野県木島平産 低精白ならではのお米の旨みと山廃由来の複雑味、　　　　　　　　　　　　　

キレ味の鋭い超辛口です。北光正宗　秋の山廃純米　80 角口酒造店 1,300円/ 720ml 金紋錦　80％精米

新入荷
＜13908＞　＜13920＞ 愛媛県 2,800円/1800ml 麹米：雄町55％

上品で透明感があり、バランスのとれた味わいです。
石鎚　特別純米　ひやおろし 石鎚酒造 1,400円/ 720ml 掛米：松山三井60％

新入荷
＜55314＞　＜55315＞ 島根県 3,250円/1800ml 富山県産五百万石 蔵の氷温冷蔵庫で-5℃に保たせながら約2年半寝かせました。滑ら

かな旨口ながら辛口軽快な切れ味に仕上がりました。超王祿　生詰　ひやおろし　28BY 王祿酒造 1,650円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜17411＞　＜17412＞ 香川県 2,900円/1800ml 麹米：雄町58％ 一夏越しによる丸みを帯びた味わいと、心地よい酸味とのバランス

を　　　　　秋の味覚と共にお愉しみ下さい。川鶴　純米吟醸　秋あがり 川鶴酒造 1,450円/ 720ml 掛米：さぬきよいまい58％

新入荷
＜12832＞ 新潟県 3,100円/1800ml 山田錦 雪国ならではの「雪室」で貯蔵熟成させた商品です。　　　　　　　　　　　　

バランスの良い深い味わいが特徴です。鶴齢　特別純米　ひやおろし 青木酒造 55％精米

新入荷
＜17283＞　＜17284＞ 愛知県 2,593円/1800ml 愛知県知多半島産 完全オリジナル酒。穀物系の穏やかな香りが特徴です。　　　　　　　　　　　

まろやかな味わいで、甘み・旨み・酸味のバランスが取れたお酒で
す。

白老×鈴木三河屋　秋・もみじ　ひやおろし 澤田酒造 1,297円/ 720ml 若水60％精米

新入荷
＜12215＞ 宮城県 2,800円/1800ml 山田錦 クリアで膨らみのある豊かな味わいと、ほどよい伸びのある酸との

バランスが抜群です。日高見　純米酒　山田錦　ひやおろし 平孝酒造 60％精米

新入荷
＜17653＞　＜17654＞ 愛媛県 2,750円/1800ml 愛媛県産松山三井 味乗りした穏やかな旨口ながら軽快な飲み口が特徴です。　　　　　　　　　

すっきりと飲み続けられます。伊予賀儀屋　秋の夕暮　限定熟成　純米原酒 成龍酒造 1,375円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜17651＞　＜17652＞ 愛媛県 3,050円/1800ml 愛媛県産しずく媛 闇夜を優しく照らす月のような、円熟の旨みが広がる　　　　　　　　　　　

秋あがりのお酒です。伊予賀儀屋　切り絵・秋　月見純米原酒 成龍酒造 1,525円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜13802＞　＜13811＞ 山形県 3,000円/1800ml 岡山県産雄町

お米の豊かな味わいがあり、切れ味の余韻が素晴らしいです。
山形正宗　純米　雄町　きもと 水戸部酒造 1,500円/ 720ml 65％精米

長い夏が過ぎ、秋らしい季節になりました。

お酒は夏を過ぎると熟成して、味わいが更に深くなります。

今だけのこの味わいを冷やはもちろんのこと、

お燗もお愉しみ下さい。
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新入荷
＜15413＞ 愛知県 3,639円/1800ml 兵庫県産山田錦 冷で爽快、お燗でふくよかなお米の旨みと、ほんのりまろやかな　　　　　

酸味が一体となって広がります。醸し人九平次　火と月の間に　山田錦 萬乗醸造 50％精米

新入荷
＜17122＞ 広島県 3,200円/1800ml 兵庫県産山田錦 冷で爽快、お燗でふくよかなお米の旨みと、ほんのりまろやかな　　　　　

酸味が一体となって広がります。宝剣　純米吟醸　秋あがり 宝剣酒造 50％精米

新入荷
＜14003＞ 栃木県 2,800円/1800ml 栃木県産後約万石

酸味と旨みのバランスが良く、すっきり爽やかな飲み口です。
大那　特別純米　ひやおろし 菊の里酒造 57％精米

僅か
＜15807＞ 福島県 3950円/1800ml 岡山県産雄町

まろやかでバランスのとれた味わいです。
冩樂　純米吟醸　備前雄町 宮泉銘醸 50％精米

新入荷
＜15922＞　＜15918＞ 兵庫県 3,200円/1800ml 兵庫県産山田錦

バランスのとれた酸、コクのある味わい、料理に寄り添うお酒です。
播州一献　純米吟醸　無濾過　播州吉川山田錦 山陽盃酒造 1,600円/ 720ml 55％精米

新入荷
＜13862＞　＜13845＞ 山形県 3,400円/1800ml 山形県産酒未来

フレッシュな中にも正宗らしい、切れ味があります。
山形正宗　純米吟醸　酒未来 水戸部酒造 1,700円/ 720ml 50％精米

新入荷
＜17511＞　720ml　29BY＜17512＞　720ml　30BY＜17506＞ 福島県 3,450円/1800ml 有機五百万石

穏やかで控えめな旨み、お燗で更に膨らみを感じます。
会津娘　特別純米　無為信 高橋庄作酒造店1,725円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜13110＞　＜13105＞ 山口県 2,800円/1800ml 山田錦 適度な熟成を経て、エレガントで丸みを帯びた味わい。　　　　　　　　　　　

１杯目は冷やで、２杯目はぬる燗で！貴　特別純米　ふかまり 永山本家酒造場1,400円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜15608＞　＜15609＞ 滋賀県 2,900円/1800ml 山田錦 香ばしい香り、ライトでまろやかな旨み。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お燗にすると綺麗な膨らみとキリッとした後切れがあります。七本鎗　純米　ひやおろし　山田錦 冨田酒造 1,450円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜17655＞ 愛媛県 3,050円/1800ml 愛媛県産松山三井 穏やかさと原酒の力強さに熟成のまろやかさが加わり、　　　　　　　　　　

秋酒らしい味わいです。伊予賀儀屋　日本酒の日　純米吟醸原酒 成龍酒造 50％精米

新入荷
＜14916＞ 宮城県 2,300円/1800ml 宮城県産ひとめぼれ 爽やかですっきりした燗酒です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

穏やかなお酒で、お燗の入門酒です。山和　燗純米 山和酒造店 60％精米

新入荷
＜12612＞　＜12616＞ 佐賀県 3,650円/1800ml 雄町 フルーティな甘みとバランスの良い味わい。　　　　　　　　　　　　　　　　　

心地良い余韻があります。七田　純米吟醸　雄町　火入れ 天山酒造 1,800円/ 720ml 50％精米

新入荷
＜12635＞　＜12636＞ 佐賀県 2,600円/1800ml 山田穂

旨みと力強い酸のボディがあります。
七田　純米　七割五分磨き　山田穂　ひやおろし　 天山酒造 1,250円/ 720ml 75％精米

新入荷
＜10908＞ 東京都 2,730円/1800ml 兵庫県産山田錦 お燗酒としてオススメ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

まろやかな旨味があり、微かな渋味と酸が食欲をそそります。喜正　純米　山田錦　秋限定　一火入れ 野﨑酒造 60％精米

新入荷
＜17279＞　＜17280＞ 愛知県 2,593円/1800ml 愛知県知多半島産

引き締まっていながら、まろやかで軽快な味わいです。
白老×鈴木三河屋　二夏越し・ひやおろし 澤田酒造 1,297円/ 720ml 若水60％精米

新入荷
＜12832＞ 新潟県 2,800円/1800ml 五百万石 雪室で熟成させたお酒です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

濃熟のボディ、円熟味としっかりとしたキレ味があります。鶴齢　特別純米　五百万石　寒熟 青木酒造 55％精米

新入荷
＜12702＞ 宮城県 2,300円/1800ml 愛国 落着いた旨みと野性味あふれる複雑味のある　　　　　　　　　　　　　　　

独特の味わいがあります。乾坤一　純米　愛国 大沼酒造店 60％精米

新入荷
＜17427＞　＜17428＞ 香川県 3,000円/1800ml 岡山県まめ農園産 麹歩合30％磨き80％で3080.。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

程よいボディ。軽快でドライな切れ味があります。川鶴　特別純米　雄町　3080　（サンパチ） 川鶴酒造 1,600円/ 720ml 雄町80％

新入荷
＜17227＞ 愛知県 3,300円/1800ml 麹：兵庫特A山田錦55％ 全国燗酒コンテストで「最高金賞」受賞。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

円やかな旨みながら軽快です。お燗が最高！白老　豊穣　純米吟醸　熟成酒 澤田酒造 掛：広島県産八反錦55％


