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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

再入荷
＜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

再入荷
＜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

再入荷
＜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％

再入荷
＜14472＞ 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％

再入荷
＜17117＞　 広島県 3,200円/1800ml 八反錦 数ある醪の中から、特に香味良好なものを厳選し瓶詰め。辛口の

中にほんのりかすみ旨みを感じる限定酒です。爽やかな味わい。宝剣　純米吟醸　八反錦　かすみ酒 宝剣酒造 55％精米

再入荷
＜15908＞ 兵庫県 3,300円/1800ml 兵庫県産愛山

杏や葡萄を思わせる爽やかな香り。優しく上品な味わい。
播州一献　純米吟醸　愛山　生 山陽盃酒造 55％精米

再入荷
＜11853＞　＜11854＞ 千葉県 2,800円/1800ml 千葉県産山田錦 柑橘系の瑞々しさ、優しくて深い米の味わい。　　　　　　　　　　　　　　　　

キレのある酸がバランスとっています。木戸泉　PURE　GREEN　2019 木戸泉酒造 1,500円/ 720ml 60％精米

再入荷
＜15821＞　＜158223＞ 千葉県 2,800円/1800ml 岡山県産雄町 ほんのり葡萄を思わせる香りと、爽やかでライトな味わい。　　　　　　　　　

程よい酸でキレがあります。木戸泉　PURE PURPLE  2019 木戸泉酒造 1,500円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜12815＞　＜12822＞ 新潟県 2,800円/1800ml 美山錦 毎年定番の夏酒。切れ味の鋭さが特徴です。　　　　　　　　　　　　　　　　　

飲み飽きしないバランスの良いお酒です。鶴齢　純米酒　超辛口　火入れ 青木酒造 1,400円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜12208＞　 宮城県 2,800円/1800ml 短稈渡船 穏やかな香りで口当たり柔らか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

しっとりした旨みが心地よいお酒です。日高見　純米　短稈渡船 平考酒造 60％精米

新入荷
＜12207＞ 宮城県 2,800円/1800ml 山田穂 爽やかな香りで、透明感のある口当たり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

芳醇な味わいがあります。日高見　純米　山田穂 平考酒造 60％精米

新入荷
＜13204＞ 神奈川県 2,750円/1800ml 山田錦 ライトなボディですが、お米の味わいのあるお酒です。　　　　　　　　　　　

まろやかな熟成感が酒通の心を擽ります。天青　夏・純米吟醸 熊澤酒造 50％精米

≪店舗の営業時間について≫

6月1日より下記の通り変更させて頂きます。

月～金　14：00～19：00
土　　　　12：00～17：00

6月  夏酒のご紹介



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
＜16248＞　＜16249＞ 和歌山県 2,300円/1800ml 五百万石 軽やかな酸と旨み、口当たりの柔らかさが特徴です。　　　　　　　　　　　　

透明感があり、キレのある酒質です。紀土（きっど）純米吟醸　夏ノ疾風 平和酒造 1,150円/ 720ml 麹50％掛55％

新入荷
＜16315＞　＜16316＞ 福岡県 2,700円/1800ml 福岡県産米 リンゴ酸を生み出す福岡夢酵母と、麹の一部に白麹を使用していま

す。　　爽やかで白ワインを思わせるような味わいです。若波　純米吟醸　FY-2 若波酒造 1,350円/ 720ml 55％精米

新入荷
＜13810＞　＜13815＞ 山形県 2,700円/1800ml 山形県産米 上立ち香はスイカやメロンのような香り。爽やかな柑橘系の　　　　　　　

味わいと抜群の切れ味。花火ラベルが素敵な夏酒です。山形正宗　夏ノ純米 水戸部酒造 1,350円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜26530＞　＜26554＞ 秋田県 2,800円/1800ml 地元産美郷錦 軽やかな酸と上品な旨みがあります。冷やして爽やかに飲める食

中酒。今期は更に旨さを追求しています。春霞　夏純吟　田んぼラベル　火入れ 栗林酒造店 1,400円/ 720ml 55％精米

新入荷
　　　　　　　　＜13121＞ 山口県 山田錦 力強く、キメの細かなガス感。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

爽やかな香りと、甘さ控えめの味わいがあります。貴　夏純米　発泡にごり 永山本家酒造場1,450円/ 720ml 50％精米

新入荷
＜17727＞　＜17728＞ 長野県 2,914円/1800ml 山惠錦

爽やかな香り。味わい深く、軽快辛口です。
北光正宗　夏の純米吟醸 角口酒造店 1,457円/ 720ml 59％精米

新入荷
＜13852＞　＜13853＞ 山形県 3,400円/1800ml 山形県産米 県内4つの蔵の共同制作商品。ほんのりと感じる杏の香り。　　　　　　　　　

ライトな口当たり。程よい旨みとドライなキレがあります。山川光男　2020　なつ 水戸部酒造 1,700円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜17218＞　＜17219＞ 愛知県 3,000円/1800ml 麹米　千本錦 柑橘系の爽やかな香り。フレッシュでジューシー、　　　　　　　　　　　　　　

爽快なキレがあります。白老　純米吟醸　夏のうすにごり生 澤田酒造 1,500円/ 720ml 掛米　八反錦

新入荷
＜17255＞　＜17256＞ 愛知県 2,800円/1800ml 愛知県産若水 柑橘系の香り。かすかなガス感。旨みを酸味が支えて、　　　　　　　　　　

キリッと引き締まった味わいになっています。夏の夜にピッタリ！白老　若水　特別純米　一年熟成うすにごり生原酒 澤田酒造 1,500円/ 720ml 60％精米

新入荷
＜17641＞　＜17642＞ 愛媛県 2,750円/1800ml 愛媛県産しずく媛

爽やかな印象と米の旨み。心地よい余韻があります。
伊予賀儀屋　切り絵・夏　清涼純米 HANABI 成龍酒造 1,375円/ 720ml 60％精米

新入荷
　　　　　　　　＜14340＞ 徳島県 徳島県産山田錦 甘酸っぱいライチやパイナップルの香り。
三芳菊　アマビエSparkling 特別純米 三芳菊酒造 1,300円/ 720ml 60％精米 優しいガス感がお酒を包み込んでいます。

近日入荷
＜15764＞　＜15765＞ 栃木県 3,273円/1800ml さくら市産山田錦 リンゴ酸の軽快でシャープな酸と低アルコールの飲みやすさを追求

した夏酒です。輪郭ははっきりした仙禽でクリアなお酒です。仙禽　かぶとむし　2020 せんきん 1,637円/ 720ml 麹50％掛60％

6月3日
＜13922＞　＜13919＞ 愛媛県 2,900円/1800ml 愛媛県産しずく媛 早熟のメロンの香り、繊細な米味。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハリのある酸でなめらかに切れる酒質です。石鎚　夏純米 石鎚酒造 1,450円/ 720ml 60％精米

6月3日
＜14064＞　＜14065＞ 栃木県 2,800円/1800ml 那須産ひとごこち 穏やかな夏酒で、旨み・酸ともに、バランスの良さがあります。　　　　　　　

今年は、軽快・爽快をテーマに辛口に仕上がっています。大那　特別純米　夏の酒「蛍」 菊の里酒造 1,400円/ 720ml 55％精米

6月6日
＜15915＞ 兵庫県 3,000円/1800ml 麹　特A山田錦 爽やかな微発泡うすにごり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

軽やかでキレのあるファーストアタックは食欲をそそります。播州一献　純米吟醸　夏のうすにごり　生 山陽盃酒造 掛　兵庫北錦

6月6日
＜15923＞ 兵庫県 2,500円/1800ml 広島県産八反錦 定番で人気の播州一献辛口の夏バージョン。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ドライな切れで後に引かない爽やかさが特徴です。播州一献　純米　夏辛 山陽盃酒造 55％精米

6月上旬
＜17621＞　＜17622＞ 愛媛県 2,850円/1800ml 愛媛県産松山三井

優しくしっとりした味わい。程よい酸味と苦味が酒通を唸らせます。
伊予賀儀屋　純米　生原酒　赤ラベル 成龍酒造 1,426円/ 720ml 60％精米

6月上旬
＜17623＞　＜17624＞ 愛媛県 3,152円/1800ml 愛媛県産松山三井

ほのかに、杏や桃の香り。爽やかで柔らかい口当たりです。
伊予賀儀屋　純米吟醸　生原酒　黒ラベル 成龍酒造 1,576円/ 720ml 50％精米

6月中旬
＜17119＞　＜17120＞ 広島県 3,200円/1800ml 広島県産八反錦 柔らかい口当たりと後キレの鮮やかさで、酒通に好まれる宝剣。　　　　

夏酒は控えめで清涼感があり、豆腐や枝豆との相性が抜群です。宝剣　涼香　純米吟醸 宝剣酒造 1,600円/ 720ml 55％精米


