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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

「コロナウイルス感染症対策」　応援商品

応援商品
＜11805＞　＜11807＞ 千葉県 3,200円/1800ml

非公開
R1BYの新酒をベースに10年熟成以上のアフス、　　　　　　　　　　　　　　
30年熟成の古酒等のブレンド酒です。木戸泉　女将ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ　一陽来復 木戸泉酒造 1,600円/ 720ml

応援商品
＜12646＞　 ＜12647＞ 佐賀県 2,000円/1800ml 山田錦 【飲食店限定】　応援の意味を込めて、「山田錦・愛山・雄町」で醸し

た50％磨きの純米吟醸ブレンド酒です。七田　Rising Sun 天山酒造 1,000円/ 720ml 愛山・雄町

応援商品
　　　　　　　　 ＜12212＞ 宮城県

非公開 バランスの良い優しい味わい。心地よい余韻とキレがあります。
日高見　純米大吟醸　虹の応援ラベル 平考酒造 2,000円/ 720ml

応援商品
　　　　　　　　 ＜154102＞ 愛知県 岡山県赤磐産 雄町特有の香りにほんのり柑橘系の爽やかな香りが感じられます。　　

軽いタッチの中にも、穏やかで落ち着いた印象のお酒です。醸し人九平次　La Maison 萬醸醸造 1,500円/ 720ml 雄町

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 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

再入荷
＜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

再入荷
＜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

再入荷
＜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

再入荷
＜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≫

7月2日(木)　 １５時から１９時の営業となります。

7月15日(水) 店頭営業を休ませて頂きます。

（自社配達と発送業務は通常通り）

7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＞　 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
　　　　　　　　＜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
＜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
　　　　　　　　＜15765＞ 栃木県 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％

新入荷
＜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

新入荷
＜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

新入荷
＜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

新入荷
＜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

新入荷
＜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

新入荷
＜176253＞　＜17626＞ 愛媛県 3,150円/1800ml 愛媛県産しずく媛 微かにリンゴを思わせる優しい香り。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フレッシュな口当たりと柔らかな味わいが愉しめます。伊予賀儀屋　純米　空色ラベル　生原酒 成龍酒造 1,575円/ 720ml 60％精米

7月3日
　　　　　　　　＜16307＞ 福岡県 福岡県産山田錦 2017年に仕込んだお酒です。熟成のため滑らかな口当たりと　　　　　　

上質な甘み、はつらつとした酸を感じるお酒です。若波 10th Anniversary Vintage2017 若波酒造 2,200円/ 720ml 50％精米

7月3日
　　　　　　　　＜16307＞ 奈良県 奈良県契約栽培米 乳酸系ソーダ飲料を思わせる、爽やかな酸の　　　　　　　　　　　　　　　

ソーダポップなお酒です。花巴　水酛純米　SODA POP 2019 美吉野醸造 1,600円/ 720ml 70％精米

7月4日
＜16265＞　 ＜16268＞ 和歌山県 3,600円/1800ml 山田錦 純米大吟醸の中取りです。ライチやマスカットのような瑞々しい香り

、　　軽快な酸とシャープなガス感が駆け抜けます。KID　Shibata's　純米大吟醸　be cool! 平和酒造 1,800円/ 720ml 50％精米

7月7日
　　　　　　　　　＜16307＞ 宮城県 宮城県産ササニシキ 華やかな香りと爽やかな酸味を特徴に、スッキリした味わいの　　　　　　

お酒です。DATE SEVEN EpisodeⅥ 共同製作 2,700円/ 720ml 29％精米


