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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＞　 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 720ml 完売 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
　　　　　　　　 ＜15410＞ 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さ。　　　　　　　　　　　　　　　

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

応援商品 　　　　　　　　 ＜13131＞ 山口県
非公開

口当たりはソフトですが、旨みと飲みごたえは程よくあり、　　　　　　　　　　
ライトに楽しむお酒です。8月6日 貴　純米酒　ハーモニー 永山本家酒造場 1,000円/ 720ml

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
＜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

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。　　            

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

新入荷
　　　　　　　　＜13853＞ 山形県 1800ml 完売 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

≪店舗及び発送業務のお休み≫

毎週日曜日と

8月10日(月)・15日(土) 休ませて頂きます。

《 8月 おすすめ品のご紹介  》
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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

ほのかな杏や桃の香り。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

残り僅か
＜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

残り僅か
　　　　　　　　＜16307＞ 福岡県 福岡県産山田錦 2017年に仕込んだお酒です。熟成による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

新入荷
　　　　　　　　＜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

新入荷
＜15862＞　＜15863＞ 福島県 3,520円/1800ml 福島県産福乃香

いちごのような香りと上質な甘み。爽やかで米の旨みがあります。
會津宮泉　純米吟醸　福乃香（ふくのか） 宮泉銘醸 1,760円/ 720ml 50％精米

新入荷
　＜15825＞　＜15826＞ 福島県 4,110円/1800ml 兵庫県産山田錦 透明感のある上品な旨みが感じられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バランスのある味わいで、飲み心地が抜群です。冩樂　純米吟醸　播州山田錦　火入れ 宮泉銘醸 2,050円/ 720ml 50％精米

新入荷
　　　　　　　　＜14016＞ 栃木県 1800ml 完売 山田錦

軽快で飲みごたえがあります。
大那　特別純米　13　低ｱﾙｺｰﾙ原酒 菊の里酒造 1,400円/ 720ml 55％精米

新入荷
　              ＜15703＞ 栃木県 さくら市産亀の尾 若草のような爽やかな香り。甘さは控えめ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　

酸と苦みがアクセントとなり、米の複雑な味わいを愉しめます。仙禽　オーガニック・ナチュール 2020 せんきん 1,818円/ 720ml 90％精米

新入荷
　　　　　　　　＜15711＞ 栃木県 さくら市産亀の尾

フレッシュでキメの細かな澱。シャープで後キレのあるお酒です。
仙禽　オーガニック・ナチュール o nigori せんきん 1,636円/ 720ml 90％精米

新入荷
＜15718＞　＜15720＞ 栃木県 3,273円/1800ml さくら市産亀の尾 生酛の無濾過原酒です。ライチのような香りと微かなガス感、　　　　　　　

甘酸っぱさを含んだしっかりとした味わいがあります。クラシック仙禽　亀の尾　2020 せんきん 1,636円/ 720ml ※　60％精米

8月1日
＜12823＞　＜12843＞ 新潟県 4,000円/1800ml 兵庫県東条産愛山 鶴齢の「雪室」で貯蔵しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

シルキーで上品な甘み。バランスの良い穏やかなお酒です。鶴齢　純米吟醸　愛山 青木酒造 2,000円/ 720ml 57％精米

8月1日
＜12221＞　＜12232＞ 宮城県 4,000円/1800ml 兵庫県産愛山 華やかで米の膨らみを感じる逸品です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

口の中で透明感のある味わいが広がります。日高見　純米吟醸　天竺　愛山 平考酒造 2,000円/ 720ml 50％精米

8月5日
　＜15943＞ 兵庫県 3,800円/1800ml 兵庫県産愛山 程よいガス感ときめ細かな澱が口の中に広がります。　　　　　　　　　　　　

バランスの良い味わいをお愉しみ頂けます。播州一献　純米吟醸　愛山　おりがらみ　SP 三陽盃酒造 50％精米

8月5日
　＜13209＞ 神奈川県 3,300円/1800ml 雄町 雄町特有の膨らみと、天青らしい優しい味わいが                                 

マッチしています。千峰　天青　雄町 熊澤酒造 50％精米

8月6日
　＜16323＞　＜16324＞ 福岡県 3,200円/1800ml 福岡県産壽限無 なめらかで丸い口当たりです。軽快な味わいの中に、　　　　　　　　　　　　

きれいな酸味がシャープに切れています。若波　純米吟醸　壽限無 若波酒造 1,600円/ 720ml 50％精米

※　亀の尾80％　山田錦20％
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8月上旬
　＜17113＞　＜17129＞ 広島県 3,300円/1800ml 山形県産酒未来 爽やかで果実のような味わいです。                　                                 

バランスも良く、キレもあります。宝剣　純米吟醸　酒未来 宝剣酒造 1,650円/ 720ml 50％精米

8月上旬
　＜17253＞　＜17254＞ 愛知県 3,600円/1800ml 雄町 自家採取の種もみを使用した自然栽培のお米を使用。　　　　　　　　　　　　

今年も、豊かな米の味わいが期待されます。白老　自然栽培米　純米槽場直汲み　生原酒 澤田酒造 1,800円/ 720ml 78％精米

8月上旬
　＜17645＞　＜17646＞ 愛媛県 2,296円/1800ml 愛媛県産しずく媛

穏やかな旨みと、キレのあるドライな後口です。
伊予賀儀屋　kagiya nine 9 Dry Taste 成龍酒造 1,148円/ 720ml 70％精米

8月上旬
　　　　　　　　　＜17524＞ 福島県 自社田五百万石 昨年秋、精米所が浸水し、難を逃れた「花坂境22」を中心に　　　　　　　　

近隣の田圃のお米で醸した今年度限りのお酒です。会津娘　純米吟醸酒　『穣』　花坂境22穂つむぎ 高橋庄作酒造店 2,100円/ 720ml 55％精米

8月上旬
　　　　　　　　　＜17528＞ 福島県 自社田五百万石 水害の際、奇跡的に難を逃れた自社田有機のお米で醸しました。　　　　　　　　　　　　

米味の膨らみと、まとまりの良い味わいがあります。会津娘　純米吟醸酒　『穣』　羽黒前27 高橋庄作酒造店 2,100円/ 720ml 55％精米

8月中旬
　＜15830＞　＜15831＞ 福島県 3,610円/1800ml 山形県産酒未来

ふくよかな果実感。キレ味がよく、お米の旨みをしっかり感じます。
冩樂　純米吟醸　酒未来　火入れ 宮泉銘醸 1,800円/ 720ml 50％精米

※ 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。


