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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

オススメ
＜17285＞　＜17286＞ 愛知県 2,593円/1800ml 知多半島産産若水 2019冬の搾りたてを即瓶詰めし、生のまま冷蔵保存したお酒です。　　　

さわやかな香りと、まとまりの良い落ち着いた味わいがあります。白老×鈴木三河屋　生熟　無濾過生原酒 常滑市 1,297円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜17419＞ 香川県 2,450円/1800ml オオセト フレッシュな躍動感。まろやかな香味とすっきりとした切れ味を　　　　　　　

お愉しみ頂けます。川鶴　純米　限定直汲み　無濾過生原酒 観音寺市 1,225円/ 720ml 65％精米

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
＜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＞ 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

再入荷
＜13873＞　＜13874＞ 山形県 3,200円/1800ml 農業法人水戸部 【リニューアル商品】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

透明感と程よい旨み。軽快な辛口のキレが食欲をそそります。山形正宗　純米吟醸　稲造（イナゾー） 水戸部酒造 1,600円/ 720ml 出羽燦々60％

新入荷
＜17223＞　＜17224＞ 愛知県 2,700円/1800ml 知多半島産産若水 かすかにリンゴを思わせる瑞々しい香り。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フルボディながら、まとまりの良い味わいです。白老　純米　若水　槽場直汲　生原酒 澤田酒造 1,450円/ 720ml 65％精米

新入荷
＜17245＞　＜17246＞ 愛知県 2,700円/1800ml 知多半島産産若水 かすかに柑橘系の香り。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

弾けるようなフレッシュでキレのある味わい。白老　純米【7号酵母】　若水　槽場直汲　生原酒 澤田酒造 1,450円/ 720ml 65％精米

新入荷
＜16245＞　＜16246＞ 香川県 2,800円/1800ml 香川県産オオセト リンゴを思わせる爽やかな香り。コクのある甘みと旨み。　　　　　　　　　　

搾りたてならではの味わいです。川鶴　特別純米　オオセト　限定生原酒 川鶴酒造 1,400円/ 720ml 55％精米

新入荷
＜16218＞　＜16219＞ 和歌山県 2,900円/1800ml 和歌山県産

檸檬特有のフレッシュな風味が魅力です。
鶴梅　檸檬（レモン） 平和酒造 1,450円/ 720ml 檸檬

新入荷
＜17243＞　＜17244＞ 愛知県 2,800円/1800ml 知多半島産産若水 ほんのり杏を思わせる爽やかな香り。微かなガス感とフレッシュ感。　　

しっかりとしたボディですが、爽快なキレがあります。白老　特別純米　槽場直汲み　生原酒 澤田酒造 1,500円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜13931＞　＜13932＞ 愛媛県 3,200円/1800ml 愛媛県産しずく媛

高貴なリンゴの香り。穏やかな味わい中にも米味を感じます。
石鎚　純米吟醸　春の酒 石鎚酒造 1600円/ 720ml 50％精米

3/5　　　　
再入荷

＜17507＞　＜17508＞ 福島県 3,050円/1800ml 五百万石・夢の香 かすかに洋ナシを感じさせる香り。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
程よいコクがあり、ドライで若々しいお酒です。会津娘　芳醇純米酒　生酒 高橋庄作酒造店1,525円/ 720ml 55％精米

新入荷
＜15906＞　＜15928＞ 兵庫県 2,700円/1800ml 播州吉川産山田錦 春の輝きをイメージしたお酒。柔らかな甘みがあります。　　　　　　　　　　

爽やかな春の食材にマッチします。播州一献　純米吟醸　『Spring Shine』 山陽盃酒造 1,400円/ 720ml 55％精米

≪臨時休業と営業のお知らせ≫

3月19日（木）は、棚卸のため、自社配達、発送、店舗とも休ませて頂きます。

3月29日（日）は、臨時営業させて頂きます。

3月  新酒と春のお酒



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
＜16771＞　 奈良県 3,000円/1800ml ※1 じっくりと米の溶けた甘い香りと、キレの良いスッキリとした酸を　　　　　　

備えた、爽やかなにごり酒です。花巴　山廃純米　直汲にごり　無濾過生原酒 美吉野醸造 1,500円/ 720ml 70％精米

新入荷
＜16773＞　＜16774＞ 奈良県 3,000円/1800ml ※1 花巴らしい純米酒です。米の豊かな旨みと　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新酒ならではのフレッシュな味わいがあります。花巴　山廃純米　無濾過生原酒 美吉野醸造 1,500円/ 720ml 70％精米

新入荷
＜17431＞　＜17432＞ 香川県 3,200円/1800ml 雄町 今期初めて取扱いの商品です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

エレガントな雄町の特徴が愉しみです。川鶴　純米吟醸　雄町　限定生原酒 川鶴酒造 1,600円/ 720ml 58％精米

残り僅か
＜15321＞　＜15323＞ 島根県 3,170円/1800ml 東出雲産山田錦

微かに杏の香りがあり、フレッシュで濃厚な味わいです。
王祿　八〇（はちまる）生原酒　春季限定 王祿酒造 1,600円/ 720ml 80％精米

新入荷
＜16313＞　＜16319＞ 福岡県 3,700円/1800ml 福岡県糸島産 ほんのり桃やバナナを思わせる香り。フレッシュな口当たり。　　　　　　　

上質な甘みと、まろやかなノド越しを感じます。若波　純米吟醸　山田錦　生酒 若波酒造 1,850円/ 720ml 山田錦55％

新入荷
＜17725＞　＜17726＞ 長野県 2,914円/1800ml 長野県産美山錦

香りがあり、ほんのり甘さを感じる、春らしいお酒です。
北光正宗　春の純米吟醸 角口酒造店 1,457円/ 720ml 59％精米

新入荷
＜17667＞　＜17668＞ 愛媛県 3,050円/1800ml 愛媛県産しずく媛 1号醪（もろみ）の搾りたての最初の雫だけを集め、フレッシュなまま　　

瓶詰めしたお酒です。今年の味わいをお愉しみ下さい。伊予賀儀屋　純米　初仕込　壱番しぼり生 成龍酒造 1,525円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜26538＞ 秋田県 3,000円/1800ml 美郷錦

今年の新酒は、米の旨みがたっぷり感じられます。
春霞　純米吟醸　緑ラベル　生 栗林酒造店 50％精米

新入荷
＜14431＞　＜14432＞ 福島県 3,600円/1800ml 美山錦 フレッシュなリンゴのような吟醸香と、程よい旨みと酸があります。　　　　　　　

爽快な味わいをお愉しみ下さい。穏　純米吟醸　うすにごり　生 仁井田本家 1,800円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜26528＞　＜26529＞ 秋田県 2,500円/1800ml 美郷錦 新酒らしいはつらつとした味わいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

穏やかな香りと、新酒のきめの細かな味わいがあります。春霞　純米新酒　花ラベル 栗林酒造店 1,250円/ 720ml 麹50％掛60％

新入荷
＜16243＞　＜16244＞ 和歌山県 2,300円/1800ml 五百万石 柔らかな味わいと、ほんのりした余韻の渋みとのバランスが　　　　　　　

素晴らしいお酒です。紀土　KID　純米吟醸酒　春ノ薫風 平和酒造 1,150円/ 720ml 麹50％掛55％

3月4日
＜16748＞　＜16738＞ 奈良県 3,600円/1800ml 麹：山田錦70％ 水もとの純米酒を水もとの仕込み水に使用。酸の表現が生み出す

新たな味わいの可能性を追求したギュッと凝縮されたお酒です。花巴　水もと×水もと　無濾過生原酒 美吉野醸造 1,800円/ 720ml 掛：五百万石70％

3月4日
＜17225＞　＜17226＞ 愛知県 3,100円/1800ml 夢吟香 柑橘系の爽やかな香りとふくよかな旨み。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

きりっとした後味があります。白老　純米吟醸　夢吟香　槽場直汲み 澤田酒造 1,600円/ 720ml 55％精米

3月5日
　　　　　　　　＜17530＞ 福島県 会津産五百万石 昨年秋の豪雨により精米工場が水没し、田圃指定での酒造が　　　　　

出来なくなったため、「方門」地区全般の米で醸しました。会津娘　純米吟醸酒　『穣』　片門 高橋庄作酒造店2,100円/ 720ml 55％精米

3月6日
＜15908＞　＜15949＞ 兵庫県 3,300円/1800ml 愛山

ブルーベリーを思わせるような香りと、フレッシュな味わい。
播州一献　純米吟醸　愛山　生 山陽盃酒造 1,700円/ 720ml 50％精米

3月7日
＜12608＞　＜12644＞ 佐賀県 3,650円/1800ml 岡山県産雄町 パインキャンディーのような甘酸っぱい香り。スッキリとした　　　　　　　　

口当たり。　雄町独特の酸味とビターな後味です。七田　純米吟醸　雄町50　無濾過生 天山酒造 1,800円/ 720ml 50％精米

3月7日
＜12630＞　＜12631＞ 佐賀県 2,700円/1800ml 愛山 バナナを思わせる柔らかい香りと新酒らしい若々しい味わいです。　　　

上質な甘みと酸味のバランスをお愉しみ頂けます。七田　七割五分磨き　愛山　無濾過生 天山酒造 1,300円/ 720ml 75％精米

3月中旬
＜17631＞　＜17632＞ 愛媛県 3,050円/1800ml しずく媛

フレッシュで澱（おり）の旨みがあります。春の息吹が感じられます。
伊予賀儀屋　純米　切り絵・春「SEIRYO FLOWER」 成龍酒造 1,525円/ 720ml 60％精米

※1　奈良県産（契約栽培米）吟のさと、山田錦、五百万石
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3月7日
＜14472＞ 栃木県 2,900円/1800ml 栃木県産那須五百万石 ほんのり、うすにごり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桃のようなキュートな香り、しっとりした味わいです。大那　純米吟醸　春摘み　おりがらみ　生詰　 菊の里酒造 55％精米

3月中旬
＜12800＞　＜12812＞ 新潟県 3,200円/1800ml 山田錦

爽やかで、旨みとキレのバランスの良い食中酒です。
鶴齢　特別純米　山田錦55％精米　生原酒 青木酒造 1,600円/ 720ml 55％精米

3月中旬
＜14059＞ 福島県 3,500円/1800ml 麹：五百万石60％ 酵母無添加蔵付酵母で生酛造り。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

.上品なメロンのような香りとフレッシュさがあります。しぜんしゅ　めろん　3.33 仁井田本家 1,750円/ 720ml 掛：トヨニシキ60％


