
ぜひご用命ください！！
5月6日時点のものです。変更がありました際は、ご容赦願います。
価格は現時点で、一部参考予定価格となります。ご了承下さい。

※価格は全て税抜価格です。
番号 県名  商品名 造り 蔵元 1800 720 入荷状況 コメント

1 青森 陸奥八仙　芳醇辛口 純米生原酒 八戸酒造 ¥3,200 入荷済み 辛口派に嬉しい辛口新酒が港町から届きます！
2 青森 陸奥八仙　シルバー　あらばしり 吟醸生原酒 八戸酒造 ¥3,200 入荷済み シャープなキレを持ち合わせた新酒ですよ。
3 青森 陸奥八仙　いさり火 特別純米生原酒 八戸酒造 ¥3,200 入荷済み 魚介に合う酒がコンセプトの辛口の限定生。
4 青森 陸奥八仙　黒ラベル 純米吟醸生原酒 八戸酒造 ¥3,600 入荷済み ジューシー甘口のハイスペック、黒ラベル！
5 青森 陸奥八仙　URARA 純米 八戸酒造 ¥2,900 入荷済み 軽快でウキウキとした気分になれる限定の八仙。
6 青森 陸奥八仙　Mixseed Series 燗 明記無し 八戸酒造 ¥2,800 1,500 入荷済み 蔵人の木村さんのお父さん栽培の「まっしぐら」使用。
7 青森 陸奥八仙  Mixseed Seriesイノセンス 明記無し 八戸酒造 ¥3,500 1,800 入荷済み 初めての山廃仕込み、甘みに綺麗な酸味
8 青森 陸奥八仙　Mixseed　しゅわわっ-Tart Rose- 明記無し 八戸酒造 2,300 入荷済み 赤色酵母を使の桃色にごり。甘酸っぱく爽やか。
9 青森 陸奥八仙　夏吟醸 吟醸 八戸酒造 ¥3,000 1,700 5月15日 清涼感を出したすっきりと楽しめる味わい。

10 秋田 鳥海山　爽快辛口 純米吟醸生 天寿酒造 ¥2,600 1,350 5月13日 爽快な酸味と日本酒度+8のキレ、のど越し◎
11 秋田 まんさくの花　超限定 純米大吟醸 日の丸醸造 ¥3,500 1,800 5月中旬 小仕込み限定酒。穏やかな香り、すっきりとした飲み口。
12 岩手 浜千鳥 純米吟醸 浜千鳥 ¥2,850 通年商品 ワイングラスでおいしい日本酒アワード2020金賞受賞
13 山形 初孫 翠華 生酛純米大吟醸 東北銘醸 ¥2,900 入荷済み 文字通り風情ある優雅な味わいの限定酒。
14 山形 初孫　時櫂 生酛純米吟醸原酒 東北銘醸 ¥2,800 入荷済み 軽快な味わいの中に酸味と甘味が絶妙に調和。
15 山形 初孫　赤魔斬 生酛純米生原酒 東北銘醸 ¥2,800 入荷済み 通称：赤魔斬　年一回発売の人気の辛口生！
16 山形 初孫 海斗　かいと 生酛純米大吟醸原酒 東北銘醸 ¥2,900 ¥1,450 5月15日 契約栽培出羽燦々使用。吟醸香としっかりとした旨さ。
17 山形 初孫　華恋　かれん 生酛純米吟醸原酒 東北銘醸 ¥2,600 ¥1,300 5月22日 多産性酵母が織りなす酸味が特徴の低アル14度。
18 山形 初孫　苗の息吹 生酛純米生原酒 東北銘醸 ¥2,480 ¥1,240 入荷済み 果実のような爽やかな香り、しっかりとした旨さが味わいます。
19 山形 海鳴り　砂潟 生酛純米大吟醸 東北銘醸 ¥3,100 入荷済み 限定120本。年一回、地元の出羽燦々を使用した人気酒。
20 山形 くどき上手　出羽燦々33 純米大吟醸 亀の井酒造 ¥3,333 入荷済み 出羽燦々33％、3並びの人気商品。コスパも◎
21 山形 くどき上手　酒未来50 純米吟醸 亀の井酒造 ¥2,700 入荷済み 十四代の高木社長が作った酒米使用。人気です。
22 山形 洌　亀の尾 純米大吟醸生 小嶋総本店 ¥3,500 入荷済み ほのかな果実香、クリアな旨味が詰まった人気の生。
23 山形 洌　夏生　雄町 純米吟醸生 小嶋総本店 ¥3,400 ¥1,750 5月23日 雄町の奥深い味わい、切れの良い辛口の夏生。
24 山形 山形正宗　辛口 純米生 水戸部酒造 ¥2,700 入荷済み 硬水で仕込まれるシャープな味わい。
25 山形 山形正宗　雄町　直汲み 純米吟醸生 水戸部酒造 ¥3,400 入荷済み 涼しげで心地よい果実香、直汲のピチピチ感。
26 山形 山形正宗　稲造 純米吟醸 水戸部酒造 ¥3,200 ¥1,600 通年商品 自社栽培米を使用した通年商品が新発売！！
27 山形 山形正宗　酒未来 純米吟醸生 水戸部酒造 ¥3,400 ¥1,700 入荷済み バナナ系のニュアンス。稀少な酒米「酒未来」使用。
28 山形 山形正宗　夏ノ純米 純米 水戸部酒造 ¥2,700 ¥1,350 5月22日 花火ラベルが人気の夏限定酒。
29 山形 山川光男　2020　なつ 明記無し 水戸部酒造 ¥3,400 ¥1,700 5月22日 山形県4蔵によるユニット酒。入手困難です。
30 山形 山法師　爆雷辛口　+28 純米生原酒 六歌仙 ¥2,380 入荷済み 日本一辛い日本酒度+28！数量限定酒です。
31 山形 栄光冨士  彗星 純米大吟醸生原酒 冨士酒造 ¥3,000 ¥1,666 5月中旬 北海道産米・彗星使用。スッキリとした味わい。
32 山形 栄光冨士　菫露威吹 純米大吟醸生原酒 冨士酒造 ¥3,000 ¥1,666 5月中旬 洋梨のような果実味ある吟醸香が特徴。
33 宮城 浦霞　純米辛口 純米生 佐浦 ¥2,720 入荷済み バランスの取れた辛口生。新ラベルはグリーン♪
34 福島 会津　龍が沢　滓がらみ 純米大吟醸生 榮川酒造 ¥3,000 入荷済み 限定流通商品。名水で醸した優しい香りと柔らかな甘味。
35 福島 会津　龍が沢　豊穣祈願祭 純米吟醸生 榮川酒造 ¥2,600 ¥1,300 入荷済み 数量限定・ここちよい甘味、飲み口良いうすにごり生。
36 福島 人気一　ゴールド 純米吟醸 人気酒造 ¥2,600 ¥1,260 通年商品 ワイングラスでおいしい日本酒アワード2020金賞受賞
37 福島 一歩己　うすにごり 純米吟醸 豊国酒造 ¥2,667 入荷済み 季節限定の一歩己。爽やかさに優しい甘味がプラス♪
38 福島 だぢゅーロ万 純米吟醸 花泉酒造 ¥2,723 ¥1,373 入荷済み 二回火入れの限定酒。冷からぬる燗と常温管理に◎
39 福島 皐ロ万 純米大吟醸 花泉酒造 ¥3,773 ¥1,927 入荷済み ロ万シリーズハイスペックの一ロ万の火入れタイプ。
40 福島 花泉酒造　2020年限定醸造 純米大吟醸 花泉酒造 ¥1,836 入荷済み 限定醸造・限定ボトル。お見逃しなく。
41 福島 天明　　瑞穂黄金86 純米生 曙酒造 ¥3,000 入荷済み 精米歩合86％。透明感が表現された、天明のチャレンジ酒。
42 福島 一生青春 特別純米 曙酒造 ¥2,500 通年商品 ワイングラスでおいしい日本酒アワード2020金賞受賞
43 福島 遥香　夏 純米 末廣酒造 ¥2,400 ¥1,200 5月中旬 入手困難の夏限定酒。香り、甘味良し、飲み飽きません。
44 福島 会津娘　芳醇純米 純米生 高橋庄作酒造店 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 数量限定酒。クラシカルな味わいがたまらない。
45 茨城 彦市 純米無濾過生原酒 月の井酒造店 ¥2,500 ¥1,300 入荷済み 酸と旨味のバランスがいい。数量限定の為稀少なお酒。
46 群馬 水芭蕉　夏酒　おりがらみ 純米吟醸 永井酒造 ¥2,700 ¥1,350 5月15日 フレッシュな吟醸香とジューシーな甘味が広がります。
47 群馬 尾瀬の雪どけ　夏吟 純米大吟醸 龍神酒造 ¥3,000 ¥1,800 5月17日 軽快で心地よい甘味。720mlはなんと磨き39％！
48 栃木 惣誉　五百万石 純米大吟醸 惣誉酒造 ¥3,220 ¥1,610 入荷済み メロンのような爽やかな香り、繊細できめ細やかな味わい。
49 栃木 惣誉 生酛特別純米生原酒 惣誉酒造 ¥3,280 ¥1,640 入荷済み 今しか飲めない、蔵の看板商品の生原酒。
50 栃木 クラシック仙禽　雄町 純米大吟醸 せんきん ¥3,273 ¥1,637 入荷済み ワイルドでエレガント。雄町の新しい世界。
51 栃木 クラシック仙禽　亀の尾 純米大吟醸 せんきん ¥3,273 ¥1,637 入荷済み 味わいの中にはコクがあり、しっかりと旨味もgood.
52 栃木 クラシック仙禽　無垢 純米大吟醸 せんきん ¥3,273 ¥1,637 入荷済み SAKE COMPETITION 2018金賞受賞、だし料理に合う。
53 栃木 モダン仙禽　雄町 純米大吟醸 せんきん ¥3,273 入荷済み 甘酸っぱさに雄町の旨みがプラス！
54 栃木 モダン仙禽　無垢 純米大吟醸生 せんきん ¥2,728 ¥1,455 入荷済み フレンチのシェフからも注目されてます！白ワイン感覚で♪
55 栃木 せんきん　Hope!”希望” 明記なし せんきん ¥1,637 5月中旬 亀の尾・山田錦・雄町のｱｯｻﾝﾌﾞﾗーｼﾞｭ（混合）限定。
56 埼玉 文楽　一回火入れ 純米吟醸 北西酒造 ¥2,650 ¥1,450 通年商品 心地よい吟醸香、すっと喉を通るきれいな味わい。
57 神奈川 いづみ橋　とんぼラベル5号 純米生原酒 泉橋酒造 ¥3,000 ¥1,600 入荷済み 山田錦65％精米の今しか飲めない生原酒。
58 神奈川 夏ヤゴ　ブルー　山田錦 純米原酒 泉橋酒造 ¥3,000 ¥1,500 5月14日 山田錦を使用一回火入れ。爽やかなキレ◎
59 神奈川 夏ヤゴ　ピンク　　雄町 純米原酒 泉橋酒造 ¥1,750 5月14日 自社栽培の雄町使用。リッチな旨味の純米原酒◎
60 神奈川 夏ヤゴ　13 生酛純米 泉橋酒造 ¥1,400 5月14日 山田錦を使用。のど越しの良い低アル13度♪
61 神奈川 夏ヤゴ　にごり 純米 泉橋酒造 5月14日 夏のスパークリング。冷やして、少し凍らせても◎
62 神奈川 残草蓬莱　ストロング　五百万石60 特別純米生原酒 大矢孝酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 日本酒度+15、アルコール度数19度まさにストロングな新酒。
63 神奈川 残草蓬莱　槽場直詰　出羽燦々60 特別純米生原酒 大矢孝酒造 ¥2,700 ¥1,350 入荷済み スウィートでジューシー、低アル14°だからスイスイ飲めちゃう。
64 神奈川 残草蓬莱　槽場直詰　Queeen 純米吟醸生原酒 大矢孝酒造 ¥2,800 入荷済み 日本酒度-10、アルコール度数12度、ピンクのラベルで大人気。
65 神奈川 残草蓬莱　四六式 特別純米生原酒 大矢孝酒造 ¥1,500 入荷済み 白麹を使用、柑橘系の爽やかな香り、クエン酸の旨味◎
66 神奈川 残草蓬莱　槽場直詰　　　辛口師匠 生酛純米吟醸生原酒 大矢孝酒造 ¥1,800 入荷済み 日本酒度＋16、キレも良く、天麩羅にピッタリ。
67 神奈川 S.tokyo 2020 純米吟醸 中沢酒造 ¥1,870 入荷済み マスカット系の香り、冷やして白ワイン感覚でどうぞ。
68 長野 MIYASAKA 　しぼりたて 純米吟醸生原酒 宮坂醸造 ¥2,800 ¥1,680 入荷済み まさにフレッシュ果汁、洋食との相性にも合います。
69 長野 MIYASAKA 　山田錦 純米吟醸 宮坂醸造 ¥3,500 ¥1,750 入荷済み 山田錦と7号酵母のゴールデンコンビ！間違いない旨さです！
70 長野 真澄　うすにごり 純米吟醸生 宮坂醸造 ¥3,000 ¥1,800 入荷済み ラベルがリニューアル、洗練された味わいです。
71 長野 神渡　PETILLANT　限定酒 純米吟醸 豊島屋 ¥1,800 通年商品 パリミシュラン3ッ星レストラン採用。程よいガス感！
72 長野 豊香　夏　辛口生貯蔵酒 純米吟醸 豊島屋 ¥2,700 ¥1,500 5月中旬 程よい米の旨味の後に、心地よいキレと余韻が◎
73 長野 豊香　たかね錦 純米大吟醸生原酒 豊島屋 ¥3,500 ¥1,950 5月中旬 豊香らしい吟醸香、繊細でゆっくり広がる豊かな甘味。
74 長野 裏　佐久の花　直汲み 純米吟醸 佐久の花酒造 ¥2,600 ¥1,500 5月中旬 爽やかな香りと酸味が直汲みの微発砲感が◎
75 新潟 鶴齢　山田錦55 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,200 ¥1,600 入荷済み 無濾過原酒シリーズの人気アイテム。旨味ぎっしり。
76 新潟 鶴齢　越淡麗55 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,200 ¥1,600 入荷済み 樋口杜氏のもとブラッシュアップ！旨味とキレのバランス型。
77 新潟 鶴齢　山田錦50 純米吟醸生原酒 青木酒造 ¥3,500 ¥1,750 入荷済み 無濾過生原酒の最高峰！若き期待の樋口杜氏が継承！
78 新潟 鶴齢　雄町55 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,400 ¥1,700 入荷済み 最良の雄町が栽培できる瀬戸地区産雄町使用（旧赤磐地区）
79 新潟 鶴齢　超辛口 純米 青木酒造 ¥2,800 ¥1,400 5月12日 夏季限定発売の大人気の鶴齢の超辛口！
80 新潟 〆張鶴　　山田錦 純米吟醸 宮尾酒造 ¥3,500 ¥1,770 入荷済み 季節限定、数量限定入荷。お待たせ致しました！
81 新潟 〆張鶴 純米吟醸生原酒 宮尾酒造 ¥3,630 入荷済み 優雅な吟醸香、米の旨味と爽やかな風味。1.8は新発売。
82 新潟 かたふね 純米 竹田酒造店 ¥2,520 通年商品 関東信越国税局酒類鑑評会純米の部金賞！旨酒！
83 新潟 かたふね 特別本醸造 竹田酒造店 ¥2,335 通年商品 IWC2019金賞。濃淳甘口の新潟酒。キレもあります。
84 新潟 金升　宝づくし　しぼりたて 吟醸生貯原酒 金升酒造 ¥2,400 ¥1,200 入荷済み 香味の良いすっきりとした味わい。縁起が上がりそう～
85 新潟 たかちよ　スカイ　おりがらみ 純米生原酒 高千代酒造 ¥2,800 入荷済み 大人のラムネソーダ、ジューシー甘口。
86 新潟 たかちよ　RE:For you with my chocolate 純米大吟醸生原酒 高千代酒造 ¥3,100 入荷済み チョコレートのお返しに♪おりがらみバージョン。
87 新潟 髙千代　一本〆 純米大吟醸生原酒 高千代酒造 ¥3,400 ¥1,700 入荷済み ジューシー甘口系！人気の為、お早めに！
88 新潟 たかちよ　OMACHI70 TARTAN 純米生原酒 高千代酒造 ¥2,900 入荷済み 雄町米を全量使用した限定酒。水色のチェック柄ラベル。
89 新潟 たかちよ　ai77 純米生原酒 高千代酒造 ¥2,900 ¥1,450 5月20日 愛山使用。パイナップル、ピーチ、メロンなどの香り。
90 新潟 たかちよ　桃色にごり　あるひぴんくのくまさんが 純米活性にごり生 高千代酒造 ¥3,000 入荷済み 桃色の活性にごり。大人のイチゴミルク♪ピチピチ♪
91 新潟 たかちよ　Summer Blue  吟 純米大吟醸生 高千代酒造 ¥3,200 ¥1,600 5月中旬 「パイナップル」をイメージした人気の夏酒。
92 新潟 巻機 純米吟醸生原酒 高千代酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 　希少酒米「一本〆」にこだわり抜いた冬季限定酒。
93 新潟 巻機 純米吟醸生詰原酒 高千代酒造 ¥3,500 入荷済み 希少米・一本〆を使用。巻機会数量限定流通酒。
94 新潟 八海山 特別純米原酒 八海山 ¥3,090 ¥1,540 入荷済み キンキンに冷やしても香り良し味わい滑らか。
95 新潟 月不見の池　直汲み　中取り 純米吟醸生 猪又酒造 ¥3,250 ¥1,625 入荷済み 蔵家オリジナル：生原酒を加水、スイスイ飲めます。
96 新潟 月不見の池　130周年記念 純米大吟醸生原酒 猪又酒造 ¥3,000 5月中旬 全国300本限定。ガス感のある直汲み中取り生原酒。
97 新潟 月不見の池　夏吟醸 純米吟醸 猪又酒造 ¥3,160 ¥1,650 5月中旬 フレッシュな風味とキレの良さが特徴、冷やしても旨味◎
98 新潟 サビ猫ロック　銀サビ 純米大吟醸 猪又酒造 ¥3,800 入荷済み ハイスペック生原酒が新発売！サビ猫ファンは見逃すな！
99 福井 花垣　槽搾り 純米生原酒 南部酒造場 ¥2,800 ¥1,400 5月中旬 程よく熟成された番外生。ふくよかな味わいですよ。

100 福井 花垣　　山廃 山廃純米生原酒 南部酒造場 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 複雑なのに飲み易い。一飲の価値のある限定酒。
101 福井 花垣　shu shu shu 純米生 南部酒造場 ¥1,500 5月中旬 ボトルが可愛い。米の旨味弾ける、微発泡系にごり酒。
102 福井 花垣　至極の花垣　さかほまれ 純米大吟醸 南部酒造場 ¥5,000 入荷済み 福井の新しい酒米を35％まで精米。限定1800本。
103 福井 梵　五百万石　無濾過 純米大吟醸 加藤吉平商店 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 透明感ある香り、なめらかな味わい。新商品です！
104 福井 梵　さかほまれ　磨き三割五分 純米大吟醸 加藤吉平商店 ¥5,000 入荷済み 爽やかなブドウ系の香り、ご贈答用にもおすすめです。
105 福井 眞名鶴　さかほまれ 純米大吟醸 真名鶴酒造 ¥1,900 入荷済み 新発売！瑞瑞しくフルーティーな酸と華やかな香り。
106 福井 伝心　夏 純米大吟醸生 一本義久保本家 ¥2,000 5月20日 袋吊り生、華やかな香り、透明感あるのど越し。
107 石川 菊姫　鶴乃里 山廃純米無濾過生原 菊姫 ¥4,000 入荷済み 超数量限定。鶴乃里の貴重な生原酒ですよ！
108 静岡 白隠正宗　生酛ブレンド 生酛純米 高嶋酒造 ¥2,900 入荷済み 4種類の生酛をブレンド。ゆっくり燗酒で頂きたいですね。
109 岐阜 小左衛門　　桜ラベル　出羽燦々 純米吟醸生 中島醸造 ¥3,100 入荷済み 香りも味わいもスッキリ、甘味がキュートな春酒。
110 岐阜 小左衛門　　播州山田錦（紫ラベル） 純米吟醸生 中島醸造 ¥2,035 入荷済み 山田さんの山田錦使用。華やかでグラマラスなお酒。
111 岐阜 小左衛門　　夏吟 純米吟醸 中島醸造 ¥3,100 ¥1,550 入荷済み さらりと感じる甘味、口ほどけ良く後味軽やか♪
112 岐阜 無風 純米吟醸生原酒 玉泉堂酒造 ¥2,500 入荷済み 軟水仕込みの真骨頂！穏やかな生原酒です。
113 岐阜 無風　華や香 純米大吟醸生原酒 玉泉堂酒造 ¥3,200 入荷済み 山田錦を使用した香味華やかな年一回の限定酒。
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