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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

＜11805＞　＜11807＞ 千葉県 3,200円/1800ml

木戸泉　女将ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ　一陽来復 木戸泉酒造 1,600円/ 720ml
　　　　　　　　 ＜12212＞ 宮城県

日高見　純米大吟醸　虹の応援ラベル 平考酒造 2,000円/ 720ml
　　　　　　　　 ＜15410＞ 愛知県 兵庫県黒田庄産

醸し人九平次　La Maison　山田錦 萬醸醸造 1,600円/ 720ml 山田錦

　　　　　　　 　＜12852＞ 新潟県 越淡麗・山田錦

鶴齢　YUKIOTOKO SAKEYELL 青木酒造 1,250円/ 720ml 美山錦・雄町・五百万石

　　　　　　　 　＜13132＞ 山口県 山田錦

貴　ｱｯｻﾝﾌﾞﾗｰｼﾞｭ 【ハーモニー秋】 永山本家酒造場 1,000円/ 720ml 西都の雫など

＜16315＞ 福岡県 2,700円/1800ml 福岡県産米

若波　純米吟醸　FY-2 若波酒造 55％精米

　　　　　　　　＜16749＞ 奈良県 奈良県契約栽培米

花巴　水酛純米　SODA POP 2019 美吉野醸造 1,600円/ 720ml 70％精米

　＜13209＞ 神奈川県 3,300円/1800ml 雄町

千峰　天青　雄町 熊澤酒造 50％精米

　　　　　　　　　＜17524＞ 福島県 自社田五百万石

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

　　　　　　　　　＜17528＞ 福島県 自社田五百万石

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

＜11608＞ 秋田県 3,620円/1800ml 秋田県産吟の精

天の戸　純米吟醸・夏田冬蔵　吟の精 浅舞酒造 40％精米

＜15413＞　＜15415＞ 愛知県 3,639円/1800ml 兵庫県産山田錦

醸し人九平次　純米吟醸　火と月の間に　山田錦 萬乗醸造 1,820円/ 720ml 50％精米

                 　＜17533＞ 福島県 地元産五百万石

会津娘　純米吟醸酒『穣』徳久118 高橋庄作酒造店 2,100円/ 720ml 55％精米

新入荷
フレッシュな香りと力強い米の味わいが、
キレのある後口へ繋がります。

応援商品
冷蔵庫に保管されていた2018年産山田錦をベースに
穏やかで円熟味のあるブレンド酒です。

新入荷
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。

新入荷

新入荷
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。

新入荷

新入荷
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。

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。

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。

応援商品
越淡麗・山田錦・美山錦・雄町・五百万石のブレンドです。
奥深い複雑な味わいをお愉しみ頂けます。

応援商品
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。

「コロナウイルス感染症対策」　応援商品

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。応援商品

応援商品
ほのかな柑橘系の爽やかさ。
シャープでありながら、米の旨みを感じるバランスの良い味わい。

非公開

穏やかな果実感。バランスの良い味わい。　色々な温度帯で
愉しめます。今期より720mlサイズ発売です。

新入荷

新入荷
有機栽培の「五百万石」です。精米所の水害による浸水の
影響により、この商品が今期最後となります。

≪店舗及び発送業務のお休みについて≫

11/21土曜日は 臨時休業させて頂きます。

年内の営業は12/31まで 新年は1/5より

宜しくお願い致します。

《 12月 おすすめ品のご紹介 》



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
＜13110＞　＜13105＞ 山口県 2,800円/1800ml 山田錦

貴　特別純米　ふかまり 永山本家酒造場 1,400円/ 720ml 60％精米
　　　　　　　　　＜12811＞ 新潟県 岡山県産雄町

鶴齢　特別純米　瀬戸産雄町 青木酒造 1,700円/ 720ml 55％精米
＜13210＞ 神奈川県 3,300円/1800ml 兵庫県産愛山

天青　純米吟醸　愛山 熊澤酒造 50％精米
　　　　　　　　＜16308＞ 福岡県 福岡県産雄町

若波　純米吟醸　雄町 若波酒造 2,000円/ 720ml 55％精米
＜13923＞  <13927> 愛媛県 3,100円/1800ml 愛媛県産しずく媛

石鎚　純米吟醸　しずく媛　挑戦桶（チャレンジタンク） 石鎚酒造 1,550円/ 720ml 55％精米
＜12702＞　＜12717＞ 宮城県 2,300円/1800ml 愛国

乾坤一　純米　愛国 大沼酒造店 1,150円/ 720ml 60％精米
＜16253＞　＜16254＞ 和歌山県 2,300円/1800ml 五百万石

紀土　純米吟醸酒　しぼりたて 平和酒造 1,150円/ 720ml 55％精米
＜16216＞　＜16217＞ 和歌山県 2,600円/1800ml 和歌山県産

鶴梅　苺酒 平和酒造 1,300円/ 720ml 苺・梅
＜13213＞ 神奈川県 3,300円/1800ml 酒未来

天青　純米吟醸　酒未来 熊澤酒造 50％精米
＜15951＞　＜15952＞ 兵庫県 2,600円/1800ml 兵庫北錦

播州一献【七宝（しっぽう）】純米 無濾過 生原酒 山陽盃酒造 1,300円/ 720ml 65％精米
＜16917＞　＜16918＞ 新潟県 2,295円/1800ml 麹：五百万石60％

〆張鶴　しぼりたて原酒 宮尾酒造 1,100円/ 720ml 掛：こしいぶき60％

＜16255＞　＜16256＞ 和歌山県 3,600円/1800ml 山田錦

紀土　Shibata's 純米大吟醸 be ambitious! 平和酒造 1,800円/ 720ml 50％精米
＜14035＞ 栃木県 2,800円/1800ml 栃木県産五百万石

大那　特別純米 初しぼり 仕込み壱号 無濾過生 菊の里酒造 55％精米
＜16216＞　＜16217＞ 広島県 2,500円/1800ml 広島県産八反錦

宝剣　純米酒　新酒しぼりたて 宝剣酒造 1,250円/ 720ml 60％精米
＜16216＞　＜16217＞ 兵庫県 2,800円/1800ml 兵庫県産北錦

播州一献【七宝（しっぽう）】純米 超辛口　生 山陽盃酒造 1,500円/ 720ml 60％精米
＜15755＞　＜15757＞ 栃木県 3,273円/1800ml さくら市産山田錦

仙禽　雪だるま（しぼりたて活性にごり酒） せんきん 1,637円/ 720ml 麹：50％掛60％
＜13115＞　＜13117＞ 山口県 2,800円/1800ml 八反錦

貴　特別純米　新酒　「新嘗祭」 永山本家酒造場 1,400円/ 720ml 60％精米
＜10902＞ 東京都 2,400円/1800ml 新潟県産五百万石

喜正　純米　生原酒 野崎酒造 60％精米
福岡県 2,600円/1800ml 福岡県産寿限無

若波　純米酒　生酒 若波酒造 1,300円/ 720ml 65％精米
＜12202＞　＜12217＞ 宮城県 2,600円/1800ml ひとめぼれ

日高見　純米　初しぼり　無濾過原酒 平考酒造 1,300円/ 720ml 60％精米
＜17802＞　＜17803＞ 山口県 2,600円/1800ml 麹：山田錦

天美（てんび）特別純米　生原酒　【新規銘柄】 長州酒造 予約完売/720ml 掛：西都の雫60％

11月25日
新酒ならではの爽やかな香りと米由来のふくよかな旨みがありま
す。

11月27日 フレッシュで透明感のある味わい。今年も期待が持てます。

11月下旬
フレッシュな香り、滑らかで柔らかい甘みと酸味。
食事に寄り添える日本酒を目指しています。

今期の「ふかまり」は、バナナ系の穏やかな香りと
優しい味わいが特徴です。

新入荷 ほのかに果実を思わせるような香り。滑らかで濃厚な味わい。

新入荷

11月24日
和三盆のような上品な甘さと、活性の爽やかなバランスが
素晴らしい、きめの細かいにごり酒です。

11月24日
今期は720mlサイズもございます。
フレッシュな味わいのお酒です。

青リンゴのような爽やかな香りと瑞々しい酸味があり、
清涼感抜群です。

11月20日

11月23日
ドライで後キレが良く、旨味と透明感が共存します。
口当たりが柔らかく、優しい味わいです。

柔らかさの中に新酒らしいフレッシュ感があります。

いつも変わらぬ味わい。しぼりたてのフレッシュさをお愉しみ頂けま
す。

新入荷

11月23日
程よい旨みと爽やかな酸味とのバランス、
シャープなキレがあります。

新入荷

新入荷
リンゴを感じさせる爽やかな香り。
透明感のある甘みと果実のような酸味が特徴的です。

新入荷

新入荷
火入れ後、氷温貯蔵したお酒です。
米からみなぎる力と野性味をお愉しみ下さい。

今期初仕入れの商品です。
透明感のある味わいを愉しみ下さい。

新入荷
しぼりたてのフレッシュな味わいと、滑らかな口当たり。
紀土らしい爽快で柔らかな旨みがあります。

新入荷 淡麗な味わいの中に、適度な旨みと甘さがあります。

新入荷
寝かせた梅酒の香りの中にイチゴジャムを思わせる香りと
寒熟の苺の味わいがあります。

新入荷 香り豊かな中に、口当たりの柔らかさと幅のある旨口が特徴です。

新入荷
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。

11月下旬 微発泡感があり、たっぷりな旨みと爽快なキレを愉しめます。



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
＜12814＞　＜12833＞ 新潟県 2,700円/1800ml 新潟県産越淡麗 フレッシュで力強い味わいがあり、爽快なキレがあります。
鶴齢　純米酒　しぼりたて　生原酒 青木酒造 1,450円/ 720ml 60％精米
＜15740＞ 栃木県 3,274円/1800ml さくら市産山田錦

仙禽　無垢　あらばしり　鈴木三河屋オリジナル せんきん 麹50％掛60％
＜16216＞　＜16217＞ 兵庫県 1,950円/720ml 兵庫県産りんご

CIDRE 「RonRon」　セミスイート　※1 山陽盃酒造   980円/ 360ml ※2
＜16216＞　＜16217＞ 兵庫県 1,950円/720ml 兵庫県産りんご

CIDRE 「RonRon」　ドライ 山陽盃酒造   980円/ 360ml ※2
＜12710＞　＜12727＞ 宮城県 2,300円/1800ml ササニシキ
乾坤一　新酒　純米酒　うすにごり 大沼酒造店 1,150円/ 720ml 60％精米
＜17804＞　＜17805＞ 山口県 3,000円/1800ml 山田錦
天美（てんび）純米吟醸　生原酒　【新規銘柄】 長州酒造 1,600円/ 720ml 60％精米
＜17419＞　＜17420＞　 香川県 2,500円/1800ml オオセト
川鶴　純米　限定直汲み　無濾過生原酒 川鶴酒造 1,300円/ 720ml 65％精米
＜17223＞　＜17224＞ 愛知県 2,700円/1800ml 知多半島産産若水

白老　純米　若水　槽場直汲　生原酒 澤田酒造 1,450円/ 720ml 65％精米
＜17721＞　＜17722＞　 長野県 3,143円/1800ml 長野県産ひとごこち

北光正宗　冬の純米吟醸　しぼりたて生原酒 角口酒造店 1,571円/ 720ml 59％精米
＜17723＞　＜17724＞ 長野県 2,571円/1800ml 長野県産ひとごこち

北光正宗　冬の純米吟醸　にごり酒 角口酒造店 1,286円/ 720ml 59％精米
＜26546＞　 秋田県 2,500円/1800ml 美郷錦

春霞　赤ラベル　新酒生 栗林酒造店 60％精米

＜15408＞　＜15409＞ 愛知県 3,600円/1800ml 黒田庄産山田錦

醸し人九平次　うすにごり　黒田庄産山田錦 萬醸醸造 1,800円/ 720ml 60％精米

※1　猫が幸せな時に喉を鳴らす音。ロンロン（仏語）
※2　品種--ふじ、ジョナゴールド、神鍋スイート、他数種

※ 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。
※ 季節商品は入荷数量に限りがあるため、事前のご予約をオススメ致します。

12月上旬
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。

12月中旬
瑞々しい香りと上品な甘さがあります。
芳醇で穏やかな味わいをお愉しみ下さい。

12月中旬
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。

12月7日
初のオリジナル商品です。搾りの最初の部分をセレクトしました。
フレッシュで旨みのある味わいをお愉しみ下さい。

12月上旬
薄っすらと澱が絡んだフレッシュな新酒です。
後キレが良く、飲み手の心をくすぐる逸品です。

12月10日
りんごの味わいや原料の良さをシンプルに感じて頂けるシードルで
す。　　柔らかな味わいをお愉しみ下さい。

12月3日

2月下旬
【完全受注商品】1/29締切　自社栽培の山田錦を使用。
ほのかな甘みとフレッシュでまろやかな味わいが愉しめます。

12月上旬
穏やかで爽やかな香り。白ぶどうのような柔らかい甘みと
酸味があり、食事にあう日本酒を目指しています。

12月10日
混じりけのない爽やかな、りんごらしい香り。ドライでスッキリした
味わい。洋食のみならず、刺身など和食にもよく合います。

12月中旬
今期より地元の「美郷錦」100％になりました。
フレッシュな味わいをお愉しみ下さい。

12月中旬
火入れですが、ガス感のある滑らかな澱の旨みと
新酒らしいドライなキレ味があります。


