
ぜひご用命ください！！
7月1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　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！
3 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。
4 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
5 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♪
6 青森 陸奥八仙　夏吟醸 吟醸 八戸酒造 ¥3,000 ¥1,700 入荷済み 清涼感を出したすっきりと楽しめる味わい。
7 青森 陸奥八仙　夏どぶろっく 純米生 八戸酒造 ¥1,400 入荷済み 大人のラムネソーダ、ジューシー甘口！
8 青森 陸奥八仙　natural sparkling 明記無し 八戸酒造 ¥1,500 入荷済み この夏、気持ちも体も弾けたくなるスパークリング♪
9 青森 陸奥八仙　V1116 明記無し 八戸酒造 ¥2,800 ¥1,500 入荷済み ワイン酵母を使用した煌びやかな酸、ワイングラスで♪

10 青森 陸奥八仙　華想い40 純米大吟醸 八戸酒造 ¥3,300 7月中旬 青森県産米で醸す、香り、甘味豊かな極上酒。
11 秋田 鳥海山　爽快辛口 純米吟醸生 天寿酒造 ¥1,350 入荷済み 爽快な酸味と日本酒度+8のキレ、のど越し◎
12 秋田 まんさくの花　　爽々酒 純米吟醸生原酒 日の丸醸造 ¥3,100 7月中旬 直汲みならではの爽快感と爽やかなテイスト。
13 秋田 山本　ミッドナイトブルー 純米吟醸 山本 ¥3,073 ¥1,536 7月中旬 奇才・山本氏の醸す柑橘系ジューシーテイスト！
14 岩手 浜千鳥　うすにごり　銀河のしずく 純米生 純米生 ¥1,250 入荷済み 心地よい甘味と爽やかな味わいのバランスは一押し！
15 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。
16 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。
17 山形 栄光冨士　星祭 純米大吟醸生原酒 冨士酒造 ¥2,778 ¥1,556 7月中旬 まなむすめを使用。軽快かつバランスのよい夏限定酒。
18 山形 ★　新ばくれん　超辛口 純米吟醸 亀の井酒造 ¥1,500 入荷済み 新発売ばくれんの720ml！通常のばくれんとも一味違う！
19 山形 洌　夏生　雄町 純米吟醸生 小嶋総本店 ¥3,400 ¥1,750 入荷済み 雄町の奥深い味わい、切れの良い辛口の夏生。
20 山形 洌 純米大吟醸生原酒 小嶋総本店 ¥3,200 ¥1,700 入荷済み 艶やかな味ノリと、辛口のキレ！洌ファン必飲です。
21 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。
22 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！！
23 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。
24 山形 山形正宗　夏ノ純米 純米 水戸部酒造 ¥3,200 ¥1,600 7月中旬 豊かな旨味の後で色々な味わいが駆け巡ります。
25 山形 山形正宗　蔵付酵母 純米 水戸部酒造 ¥3,400 ¥1,700 7月中旬 蔵付酵母で醸した、山形正宗を堪能できる酒。
26 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。
27 山形 上喜元　月夜 純米吟醸 酒田酒造 ¥2,500 ¥1,250 入荷済み ほんのり華やかな香り、サラリとした軽快な飲み口。
28 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。
29 福島 会津　龍が沢　夏ノ生酒 純米大吟醸 榮川酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 優しい香りに柔らかな甘味、ベリー系の酸がアクセント♪
30 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
31 福島 人気一　夏生 純米吟醸 人気酒造 ¥1,380 入荷済み ジューシーテイストお好きな方に！ファンも増えてます♪
32 福島 七ロ万 純米吟醸 花泉酒造 ¥3,164 ¥1,673 入荷済み ロ万シリーズの夏酒。艶やか甘味が心地よい～。
33 福島 花泉酒造　創業百周年　記念醸造酒 純米大吟醸 花泉酒造 ¥5,272 7月7日 地元の酒米・もち米を35％精米して醸した記念酒！
34 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。
35 福島 天明　　さらさら純米 純米生 曙酒造 ¥2,700 ¥1,350 入荷済み 旨味・甘味・そして酸味、ソフトなボディ感が◎
36 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。
37 福島 奈良萬　生貯蔵酒 純米生貯 夢心酒造 ¥2,600 ¥1,300 入荷済み 夏らしく軽快な味わいに仕上がってます。
38 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。
39 群馬 尾瀬の雪どけ　夏吟 純米大吟醸 龍神酒造 ¥3,000 ¥1,800 入荷済み 軽快で心地よい甘味。720mlはなんと磨き39％！
40 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。
41 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。
42 栃木 クラシック仙禽　亀の尾 明記なし 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.
43 栃木 クラシック仙禽　無垢 明記なし 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。
44 栃木 モダン仙禽　雄町 明記なし 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！
45 栃木 モダン仙禽　無垢 明記なし　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♪
46 栃木 東力士　酔夏　おりがらみ生 純米生原酒 島崎酒造 ¥2,600 7月中旬 華やかな香りと弾けるシュワシュワ感はリズミカル。
47 埼玉 文楽 純米吟醸生原酒 北西酒造 ¥2,950 ¥1,650 入荷済み 爽やかな酸、すっと喉を通るきれいな味わい。
48 埼玉 北西酒造　prototype 純米吟醸 北西酒造 ¥1,450 入荷済み 熱い思いを持つ20代中心に手掛けた数量限定酒。
49 埼玉 文楽　低温熟成酒 生酛純米 北西酒造 ¥2,950 入荷済み 雄町・五百万石を使用した、コクのある味わい。
50 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 入荷済み 山田錦65％精米の今しか飲めない生原酒。
51 神奈川 夏ヤゴ　ブルー　山田錦 純米原酒 泉橋酒造 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 山田錦を使用一回火入れ。爽やかなキレ◎
52 神奈川 夏ヤゴ　ピンク　　雄町 純米原酒 泉橋酒造 ¥3,500 ¥1,750 入荷済み 自社栽培の雄町使用。リッチな旨味の純米原酒◎
53 神奈川 夏ヤゴ　13 生酛純米 泉橋酒造 ¥1,400 入荷済み 山田錦を使用。のど越しの良い低アル13度♪
54 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 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。
55 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。
56 神奈川 残草蓬莱　槽場直詰　Queeen活性うすにごり 純米吟醸生原酒 大矢孝酒造 ¥1,500 入荷済み 爽やかな炭酸(^^♪これからの季節スイスイ飲めます。
57 神奈川 昇龍蓬莱　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。
58 神奈川 残草蓬莱　槽場直詰　　　辛口 純米生原酒 大矢孝酒造 ¥1,500 入荷済み ピザも良し、ホルモン焼きとも◎の辛口生！
59 神奈川 松みどり　夏純大 純米大吟醸 中沢酒造 ¥3,037 ¥1,519 7月中旬 フルーティーな香りと米の甘み、低アルだからスイスイ♪
60 神奈川 S.TOKOYO 2020 純米吟醸 中沢酒造 ¥1,870 入荷済み 1909年に発見された幻の酵母を使用。ワイン感覚で♪
61 長野 MIYASAKA 　山田錦 純米吟醸 宮坂醸造 ¥3,500 ¥1,750 通年商品 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！
62 長野 MIYASAKA 　美山錦 純米吟醸 宮坂醸造 ¥2,600 ¥1,560 通年商品 綺麗で繊細な味わい、ほのかなガス感はモダンテイスト。
63 長野 真澄　つきこし 純米吟醸生原酒 宮坂醸造 ¥2,280 入荷済み 空気に触れず自然に絞ったほのかなガス感と豊かな味わい。
64 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！
65 長野 豊香　夏　辛口生貯蔵酒 純米吟醸 豊島屋 ¥2,700 ¥1,500 入荷済み 程よい米の旨味の後に、心地よいキレと余韻が◎
66 長野 豊香　たかね錦 純米大吟醸生原酒 豊島屋 ¥3,500 ¥1,950 入荷済み 豊香らしい吟醸香、繊細でゆっくり広がる豊かな甘味。
67 長野 豊香　山恵錦　辛口 純米吟醸 豊島屋 ¥3,000 ¥1,650 入荷済み 長野の新酒米！ガス感の残った心地よいキレ。
68 新潟 鶴齢　山田錦55 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,200 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。
69 新潟 鶴齢　越淡麗55 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,200 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。
70 新潟 鶴齢　山田錦50 純米吟醸生原酒 青木酒造 ¥3,500 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！
71 新潟 鶴齢　雄町55 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,400 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）

72 新潟 鶴齢　爽醇 純米 青木酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 夏酒第二弾！低アル爽やかテイストの人気者。
73 新潟 〆張鶴　　山田錦 純米吟醸 宮尾酒造 ¥3,500 入荷済み 季節限定、数量限定入荷。お待たせ致しました！
74 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。
75 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！
76 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。
77 新潟 たかちよ　seven 7 おりがらみ 純米生原酒 高千代酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み メロンをイメージした夏限定のたかちよ。
78 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！
79 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。
80 新潟 髙千代　一本〆　おりがらみ活性にごり 純米大吟醸生原酒 高千代酒造 ¥3,200 ¥1,600 6月23日 爽やかな甘味と酸、大人の青りんごサワー♪
81 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♪
82 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。
83 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。
84 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。
85 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。
86 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 入荷済み 全国300本限定。ガス感のある直汲み中取り生原酒。
87 新潟 月不見の池　夏吟醸 純米吟醸 猪又酒造 ¥3,160 ¥1,650 入荷済み フレッシュな風味とキレの良さが特徴、冷やしても旨味◎
88 新潟 shubo 明記無し 猪又酒造 ¥1,650 入荷済み まさに酒母を搾った甘酸っぱい低アル酒、炭酸割り◎
89 新潟 月不見の池　alternete take 2020 明記無し 猪又酒造 ¥2,700 ¥1,350 7月17日 720mlは蔵家のみ先行発売中！価値を決めるのは貴方！
90 新潟 久保田　千寿 純米吟醸 朝日酒造 ¥2,800 ¥1,300 通年商品 待望の一般発売！名品・千寿の純米吟醸タイプ！
91 福井 花垣　九頭竜 純米生原酒 南部酒造場 ¥2,500 ¥1,250 入荷済み 福井県産米！比較的スッキリ飲める限定シリーズ。
92 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。
93 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。
94 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。
95 石川 菊姫　呑切原酒 山廃純米 菊姫 ¥3,400 ¥1,800 入荷済み 夏場にピッタリ、切れ味ある若々しい菊姫！
96 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。
97 静岡 開運　涼々 純米 土井酒造場 ¥2,800 入荷済み 今年も絶好調！夏野菜と合わせてクールダウン。
98 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♪
99 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。

100 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。
101 岐阜 無風　涼や香 純米吟醸 玉泉堂酒造 ¥2,480 ¥1,240 入荷済み 冷やして冴える華やかな香りと軽快な味わい。
102 愛知 義侠　五百万石 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥2,600 入荷済み 義侠ファンにはたまらない生の新酒。まず飲んで頂きたい！
103 愛知 義侠　山田錦60 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥2,900 入荷済み 特A地区の山田錦を使用した極上の生原酒。
104 愛知 義侠　槽場直詰　山田錦60 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥2,900 入荷済み 数量限定で直に瓶詰めしたガス感ある生原酒。
105 愛知 義侠　特別栽培米　山田錦70 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥2,700 入荷済み 無除草剤、無化学肥料の特別栽培米を使用。稀少価値◎
106 愛知 蓬莱泉　はつなつの風 純米大吟醸生 関谷醸造 ¥3,320 入荷済み 入手困難酒「空」と同スペックの氷温熟成生タイプ！
107 滋賀 笑四季　恋の時間 純米吟醸 笑四季酒造 ¥1,400 入荷済み 恋するたびにアンコールSPの火入れタイプ。
108 滋賀 笑四季　SAKEDERIA2092♯1 純米吟醸 笑四季酒造 ¥2,800 入荷済み ピンクのバラ酵母使用、華やかな吟醸香
109 滋賀 笑四季　SAKEDERIA2092♯2 純米吟醸 笑四季酒造 ¥1,400 入荷済み 月下美人花酵母使用。甘味がありながらシャープさもあり。
110 滋賀 笑四季　もう希望がないと君が言うまえに… 純米吟醸生 笑四季酒造 ¥1,400 入荷済み 野生酵母で醸した低アル酒！興味わきます。
111 滋賀 笑四季　ナイトクルージング 純米吟醸 笑四季酒造 ¥2,800 入荷済み コウチョウランの花酵母使用。スッキリとした甘み。
112 滋賀 笑四季　薄紅色の葛藤 純米吟醸 笑四季酒造 ¥2,800 入荷済み さくらの花酵母を使用。穏やかな香り、穏やかな甘味。
113 滋賀 笑四季劇場　潜む蒼の楽園 純米吟醸 笑四季酒造 ¥1,400 入荷済み 玉栄と6号系酵母のコラボ。ミネラル感も感じる逸品。
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番号 県名  商品名 造り 蔵元 1800 720 入荷状況 コメント
114 京都 玉川　一号酵母 無濾過生原酒 木下酒造 ¥2,300 ¥1,150 入荷済み 協会1号酵母で醸した珍しいお酒です。
115 京都 玉川 山廃純米生原酒 木下酒造 ¥2,700 ¥1,350 入荷済み 通年商品の生原酒。しっかり系の生好きな方にお勧め。
116 京都 玉川　五百万石 山廃純米生原酒 木下酒造 ¥2,700 入荷済み 透明感ある酸と旨み・苦味の余韻とキレも抜群。
117 京都 玉川　白ラベル　北錦 山廃純米生原酒 木下酒造 ¥3,100 ¥1,550 入荷済み 凝縮された旨味と複雑味、濃い～酒。
118 京都 玉川　雄町 山廃純米生原酒 木下酒造 ¥3,100 ¥1,550 入荷済み 雄町の芳醇さ、旨み、甘味、酸味が豊か。
119 京都 玉川 一号酵母　純吟 雄町 純米吟醸生原酒 木下酒造 ¥3,300 入荷済み 協会1号酵母で醸した珍しい酒。杜氏自身の一本！
120 京都 玉川　にごり酒 生原酒 木下酒造 ¥2,100 ¥1,050 入荷済み 6年振りの復活!!爽快に飲める甘口のにごり酒！
121 京都 玉川　アイスブレーカー 純米吟醸生原酒 木下酒造 ¥3,000 500ml 入荷済み ペンギンラベルで人気の夏限定酒！ロックも◎
122 京都 CHIMERA～キメラ～ 特別純米 白杉酒造 ¥3,100 ¥1,550 入荷済み 白麹と黒麹と黄麹のブレンドで造られた、更なるチャレンジ酒。
123 京都 MIRROR　MIRROR 特別純米生原酒 白杉酒造 ¥3,600 ¥1,800 入荷済み 協会77酵母を使用、香り、酸とリンゴ系～。ジューシー。
124 京都 Shirakiku Milky Way 純米生原酒 白杉酒造 ¥1,400 入荷済み コシヒカリ使用。ほど良い酸とまろやかな味わい。
125 奈良 大倉　夏うらら 純米生原酒 大倉本家 ¥2,300 入荷済み 四段仕込みに甘酒を使用、夏の大倉、個性的♪
126 奈良 裏　春鹿　　無圧搾り 純米生原酒 今西清兵衛商店 ¥2,200 入荷済み 雫取り中取りの贅沢な味わいの特別限定酒。
127 奈良 裏　春鹿　　無圧搾り 純米吟醸生原酒 今西清兵衛商店 ¥3,000 入荷済み 雫取り中取りの贅沢な味わいの特別限定酒。
128 奈良 梅乃宿　Unfold SAKE 純米大吟醸 梅乃宿酒造 ¥3,000 通年商品 新定番商品。華やかな香りと軽やかな旨味。
129 奈良 梅乃宿　Undersong SAKE 純米 梅乃宿酒造 ¥2,600 ¥1,300 通年商品 新定番商品。ふわりとした吟醸香、丸みのある甘み。
130 兵庫 竹泉　雄町　（耕す男ラベル） 純米吟醸 田治米合名会社 ¥3,000 ¥1,600 入荷済み 14度の低アル、ぬる燗が一番という方に是非オススメ！
131 兵庫 竹泉　兵庫錦 純米生原酒 田治米合名会社 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 地元朝来市産の新品種。旨味と綺麗な酸。飲むべし。
132 兵庫 竹泉　山田錦 純米吟醸生原酒 田治米合名会社 ¥1,800 入荷済み 山田錦のぽっちゃり感とキレの良さ◎限定600本
133 兵庫 竹泉　ヨリタ米 山廃純米 田治米合名会社 ¥3,000 通年商品 無農薬米で醸した、特にお燗がオススメの定番酒。
134 兵庫 竹泉　しぼりたて辛口 純米生原酒 田治米合名会社 ¥2,500 入荷済み 焼鳥などに合う！旨口ドライの数量限定生。
135 兵庫 竹泉　醇辛 純米生原酒 田治米合名会社 ¥2,900 入荷済み 旨味をしっかりと閉じ込めた期間限定の辛口生。
136 兵庫 奥播磨　活性すくい汲み　にごり酒 純米生 下村酒造店 ¥3,346 ¥1,673 入荷済み 元気なにごり酒なら奥播磨でしょ。今しか飲めない一本。
137 兵庫 奥播磨　純米生 純米生 下村酒造店 ¥3,164 入荷済み 奥播磨の中で優しさを兼ね備えた新酒です。
138 兵庫 奥播磨　夏の芳醇超辛 純米吟醸生 下村酒造店 ¥3,346 ¥1,673 入荷済み 人気の辛口の生酒。辛口通をうならせる旨さです。
139 兵庫 都美人　茶ラベル 山廃純米生原酒 都美人酒造 ¥2,600 ¥1,350 入荷済み 五百万石で醸した生酒！メロンのような香り、芳醇な味わい
140 兵庫 都美人　紺ラベル 山廃特別純米生 都美人酒造 ¥3,000 ¥1,650 入荷済み 山田錦で醸した生！寝かせてもうまい！生ハムと◎
141 兵庫 都美人　穏坐 山廃純吟生原酒 都美人酒造 ¥3,100 ¥1,700 入荷済み 特約店限定酒、洗練された旨味とキレ。BY生もあります。
142 兵庫 都美人　活性にごり 純米活性生 都美人酒造 ¥1,250 入荷済み 鍋物にピッタリ。ガス感もありこの時期オススメ！
143 兵庫 都美人　ラファール 山廃純米原酒 都美人酒造 ¥2,600 ¥1,450 入荷済み 今年は更に爽やかに！柑橘系のシャープな酸味が◎
144 兵庫 都美人　桃ラベル 山廃純米 都美人酒造 ¥2,100 ¥1,050 入荷済み 地元ヒノヒカリを使用、夏のぬる燗に最高です。
145 兵庫 福寿　ブル・マリーノ 純米生 神戸酒心館 ¥2,700 ¥1,350 7月中旬 清々しい香り、爽やかで綺麗な口当たり。
146 和歌山 雑賀　COOL DOWN 純米吟醸 九重雑賀 ¥1,250 入荷済み 低アル12度のスッキリテイスト。ギンギンに冷やして！
147 三重 作　雅乃智 純米吟醸 清水清三郎商店 ¥3,600 入荷済み 入荷困難酒！数量限定の為、お早めに。
148 三重 作　恵乃智 純米吟醸 清水清三郎商店 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 入荷困難酒！数量限定の為、お早めに。
149 三重 作　穂乃智 純米 清水清三郎商店 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 入荷困難酒！数量限定の為、お早めに。
150 三重 作　玄乃智 純米 清水清三郎商店 ¥2,800 入荷済み 入荷困難酒！数量限定の為、お早めに。
151 岡山 大典白菊 造酒錦 純米生原酒 白菊酒造 ¥1,300 入荷済み 世界唯一の酒米を使用。フレッシュで透明感ある旨味。
152 岡山 大典白菊 芳醇辛口 純米生原酒 白菊酒造 ¥2,700 ¥1,350 入荷済み 新発売！夏は冷やして、冬はお燗で！マストアイテムの予感。
153 岡山 神心 純米吟醸生原酒 嘉美心酒造 ¥2,980 入荷済み 香り良く、芳醇な旨みとサラリとした喉越し。
154 岡山 神心　涼吟醸 純米吟醸原酒 嘉美心酒造 ¥2,700 入荷済み 雄町使用の中取り。微発砲感、ジューシーさと透明感。
155 広島 龍勢　涼風生生 特別純米生原酒 藤井酒造 ¥2,870 ¥1,435 入荷済み 清涼感ある香りが心地よいキレの良い夏の辛口生。
156 広島 夜の帝王 Daybreak 特別純米酒 藤井酒造 ¥2,900 ¥1,500 入荷済み 低アル13度の辛口！冷やして良し、燗ならなお良し！
157 広島 夜の帝王 Forever 特別純米酒 藤井酒造 ¥3,200 入荷済み 高アル20度の甘口！ロックや炭酸割りもgood!
158 島根 裏　死神 純米大吟醸 加茂福酒造 ¥3,800 入荷済み 関東でも4店舗の酒屋限定！通常の死神とは真逆の味わい！
159 鳥取 千代むすび 純米 千代むすび酒造 ¥2,500 入荷済み 精米歩合55％の純米酒新発売！柑橘系の吟醸香。
160 山口 東洋美人　一歩 純米大吟醸 澄川酒造場 ¥3,000 入荷済み 米違いで発売される人気酒。爽やかフルーティー。
161 山口 東洋美人　醇道一途　雄町 純米吟醸 澄川酒造場 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 新シリーズ！雄町を100％使用。飲み価値あり。
162 愛媛 石鎚　無濾過純米 純米 石鎚酒造 ¥2,700 ¥1,350 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
163 愛媛 石鎚　プリンセスミチコ 純米吟醸 石鎚酒造 ¥3,200 入荷済み プリンセスミチコの薔薇の花酵母使用。マンゴーやバナナ系の香
164 愛媛 媛一会　円月 純米吟醸 武田酒造 ¥2,960 ¥1,480 入荷済み 口に広がる吟醸香、透明感ある余韻は月夜に似た印象。
165 愛媛 媛一会　おりがらみ 純米吟醸生 武田酒造 ¥1,480 入荷済み イチゴのようなキュートな甘味と上品な味わい。
166 高知 酔鯨　れのわ 純米 酔鯨酒造 ¥2,690 ¥1,350 入荷済み ワイングラスでおいしい日本酒アワード2020金賞受賞
167 高知 酔鯨　なつくじら 純米吟醸原酒 酔鯨酒造 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 酸味の利いたパンチある辛口。1.8Ⅼは蔵家一年熟成。
168 高知 酔鯨　吟麗SUMMER 純米吟醸 酔鯨酒造 ¥2,670 ¥1,410 入荷済み お洒落な夏限定ボトル。スイスイ盃が進む辛口です。
169 佐賀 万齢 特別純米生原酒 小松酒造 ¥3,000 入荷済み 人気の期間限定生！数に限りがございますのでお早めに。
170 佐賀 万齢 純米吟醸生原酒 小松酒造 ¥3,300 入荷済み 万齢ファンの人気酒。香り、旨味、キレの三拍子◎
171 佐賀 万齢　　全量山田錦 純米生原酒 小松酒造 ¥2,700 入荷済み 万齢流の山田錦の味わいが堪能できます。
172 佐賀 万齢　　寿限無 純米吟醸 小松酒造 ¥3,200 入荷済み 辛口好みの貴方におすすめ。限定本数。
173 佐賀 万齢　　夏の生 純米吟醸生原酒 小松酒造 ¥3,250 ¥1,625 入荷済み スッキリとした辛口ながらジューシーさもあります♪
174 佐賀 ★飲食店様限定★七田　Rising Sun 純米吟醸 天山酒造 ¥2,000 ¥1,000 入荷済み 山田錦・愛山・雄町の50％磨きの純米吟醸ブレンド。
175 佐賀 古伊万里　前　monochrome+ 純米吟醸 古伊万里酒造 ¥4,200 ¥2,100 入荷済み 香り高く、ジューシーな旨味とガス感のコラボ、キレも◎
176 佐賀 古伊万里　前 純米吟醸 古伊万里酒造 ¥3,360 通年商品 英国、全米、仏でトリプルで金賞受賞!!香り良く瑞々しい。
177 佐賀 古伊万里　前　♯4-2019 明記無し 古伊万里酒造 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 完熟したメロン果汁のようなジューシー感、透明感。
178 佐賀 古伊万里　前　垂直落下式 純米吟醸 古伊万里酒造 ¥3,700 入荷済み 貴重な袋吊り！プロレス好きの前田専務が命名！
179 佐賀 古伊万里　プロパルション 純米吟醸生 古伊万里酒造 ¥2,000 入荷済み 推進力の意味。蔵から年一回発売の活性生ですよ。
180 佐賀 古伊万里　Flow 明記無し 古伊万里酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み マスカットのような香り、爽やかなガス感と酸、蔵自慢の一本。
181 佐賀 東一　　山田錦64％生 純米生 五町田酒造 ¥2,500 入荷済み 根強いファンが多い限定生。バランスの取れた味わい。
182 福岡 独楽蔵　生酛純米　2018BY 生酛純米 杜の蔵 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 今年2年目の生酛。燗でじっくり味わいたい。楽しみ！
183 熊本 花の香　生酛9　穂増 生酛純米 花の香酒造 ¥4,465 ¥2,187 入荷済み 熊本在来の米「穂増」を使用。冷。燗で。
184 熊本 花の香　生酛9　亀の尾 生酛純米 花の香酒造 ¥1,967 入荷済み 非常にバランスの良い仕上がりになってます。
185 熊本 花の香　ふぞろい 明記無し 花の香酒造 ¥2,160 ¥1,080 入荷済み コスパ◎山田錦麹米50％掛米90％の限定酒。
186 長崎 よこやま　SILVER7　生 純米吟醸生 重家酒造 ¥2,980 入荷済み マスカットのような香り、ジューシーな甘味の新酒です。
187 長崎 よこやま　夏純吟 純米吟醸 重家酒造 ¥2,980 ¥1,490 入荷済み 爽快な夏にぴったり！すっきりキレ良し、夏野菜、酢の物に。
番号
1 東京都 麦冠　情け嶋　25° 麦 八丈興発 ¥1,998 ¥1,000 通年商品 東京12店舗限定酒の島酒。香ばしい麦チョコ！？
2 神奈川県 いづみ橋　あますとこなく25° 粕取り 泉橋酒造 ¥1,400 入荷済み 新商品！酒粕のやわらかな風味、爽やかな味わい。
3 鹿児島 紫やきいも黒瀬　25° 芋 鹿児島酒造 ¥2,636 ¥1,454 入荷済み 二種類の紫芋を使用、赤ワインのようなニュアンスも♪
4 鹿児島 KAGOSHIMA 20   20° 芋 鹿児島酒造 ¥1,750 ¥1,000 通年商品 とても飲みやすくて柔らかな香りと味わい！
5 鹿児島 ALOALO 2020 25° 芋 鹿児島酒造 ¥2,219 ¥1,238 入荷済み サーフィンラベル！缶バッチ付き。ソーダで決めたい！
6 鹿児島 赤兎馬　ブルー　20° 芋 濱田酒造 ¥2,500 ¥1,320 入荷済み 爽やかなライチのような香りの低アル20°
7 鹿児島 赤もぐら　25° 芋 さつま無双 ¥2,570 ¥1,580 入荷済み 紅薩摩芋の焼き芋使用。香ばしい香りとキレ。
8 鹿児島 土竜　五年熟成　25° 芋 さつま無双 ¥2,750 入荷済み じっくり寝かせた丸みを帯びた味わい。ぽっちゃりモグラ。
9 鹿児島 金もぐら　25° 芋 さつま無双 ¥2,630 ¥1,550 入荷済み 安納芋を使用した人気の限定酒。

10 鹿児島 烏天狗　しゅわしゅわ白豊 芋 さつま無双 ¥3,200 ¥1,600 入荷済み 白芋を使用、柑橘系の香りある原酒をオーク樽で熟成！
11 鹿児島 白蘭清風　25° 麦 さつま無双 ¥2,570 入荷済み 全国限定3000本。木樽蒸留した古酒のような趣。
12 鹿児島 プレミアム縁　25° 芋 本坊酒造 ¥2,750 入荷済み 縁起物！ギフトにも。まろやかな口当たり、柔らかな香り！
13 鹿児島 縁にごり　25° 芋 本坊酒造 ¥2,480 入荷済み 年に一回の縁会限定の新酒のにごり！芋の香り◎
14 鹿児島 不二才　醅　25° 芋 佐多宗二商店 ¥3,238 入荷済み 毎月6本限定入荷。無濾過ファンは是非！
15 鹿児島 八千代伝　黄色い椿　25° 芋 八千代伝酒造 ¥2,800 入荷済み 安納芋で造ったマンゴーのような豊かな味わい。人気◎
16 鹿児島 八千代伝　つるし　25° 芋 八千代伝酒造 ¥1,900 入荷済み Dry Sweet、甘み、ビター、紅茶系
17 鹿児島 八千代伝　クリオ　25° 芋 八千代伝酒造 ¥1,900 入荷済み Dry Sweet、甘美、キレ
18 鹿児島 Mahler 　マーラー　30° 芋 八千代伝酒造 ¥2,100 7月中旬 オーガニック・紅はるか使用。限定2200本生産。
19 鹿児島 鴨神楽　25° 芋 小牧醸造 ¥2,800 ¥1,561 入荷済み 数量限定発売。有機栽培の黄金千貫使用。
20 鹿児島 一尚　blended 蔵の師魂　30° 芋 小牧醸造 ¥3,000 入荷済み 超数量限定。小正醸造の蔵の師魂をブレンドした企画酒。
21 鹿児島 夏の小牧　25° 芋 小牧醸造 ¥2,600 ¥975 入荷済み ジョイホワイトと紅さつまのブレンド。ソーダ割り◎
22 鹿児島 相良十代目　【更なる進化】 芋 相良酒造 ¥2,600 入荷済み 2000本限定。3年貯蔵の円熟味のある味わい。
23 鹿児島 相良十代目　【チャレンジ】 芋 相良酒造 ¥2,400 入荷済み 柑橘系の爽やかな香り、この時期ソーダ割りが最高！
24 鹿児島 復刻版　兵六　25° 芋 相良酒造 ¥2,037 ¥1,200 入荷済み 新聞紙に包まれてます！甘味と香りが素晴らしいです。
25 鹿児島 克　紅（くれない）　25° 芋 東酒造 ¥3,200 入荷済み 紫芋ならではの甘味、後味すっきりの味わい。
26 鹿児島 克　特別瓶熟三年貯蔵　25° 芋 東酒造 ¥2,850 入荷済み 「コシ」の強さを残しつつ柔らかでキメの細かい味。
27 鹿児島 野海棠　（限定流通）　25° 芋 薩摩酒類販売 ¥2,838 ¥1,429 入荷済み 木槽仕込み、木樽蒸留。2年連続総裁賞代表受賞！
28 鹿児島 天星百恵　　海水仕込み新焼酎 芋 天星酒造 ¥1,200 入荷済み 海水のミネラル由来の切れ味鋭い風味を感じます。
29 鹿児島 天酔楽　夢 芋 天星酒造 ¥2,500 入荷済み 新発売！二種類の芋を使用、海水仕込み、甕寝かせ♪
30 鹿児島 なかまた　頴娃紫芋仕込み 芋 中俣酒造 ¥2,500 ¥1,400 入荷済み 究極の香りと甘さ♪限定1000本。
31 鹿児島 弥生　新酒　25° 黒糖 弥生焼酎蒸留所 ¥2,400 入荷済み 黒糖焼酎の新酒はなかなか飲めません！ロック・ソーダ割！
32 長崎 ちんぐ　夏上々　19° 麦 重家酒造 ¥1,886 ¥1,000 入荷済み 洋梨のような甘い香り、ロックでもソーダ割でも◎
33 長崎 ちんぐ　サブロック　36°　ハイボール専用 麦 重家酒造 ¥2,000 入荷済み 炭酸割り専用！飲食店様！またご家庭でもオススメ！！
34 宮崎 GINGER SHOCHU 25° 芋 落合酒造場 ¥2,600 入荷済み 炭酸割りが美味い！大人のジンジャーエール、揚げ物と◎
35 宮崎 ？ないな　紫 芋 明石酒造 ¥2,780 ¥1,540 入荷済み 年二回発売”紫芋の華やかな香りとすっきりとした後味。
36 宮崎 松露　Colorful 30° 芋 松露酒造 ¥3,160 ¥1,550 入荷済み 超限定の新商品。玉茜と紅芋のブレンド！お湯割り、ソーダ割り◎

37 宮崎 松露　試験醸造　ハマコマチ25° 芋 松露酒造 ¥2,600 入荷済み オレンジ芋ハマコマチ使用。香り爽やか、飲みごたえは◎
38 宮崎 松露　夏季限定　20° 芋 松露酒造 ¥2,100 ¥1,050 入荷済み 爽やかな甘さと軽快な夏酒。ロック、ソーダ割りで♪
39 宮崎 夏の潤平　20° 芋 小玉醸造 ¥2,300 ¥1,610 入荷済み スパイシーな香り、コクのある甘味。ソーダ割りおすすめ。
40 宮崎 ひとり歩き　黒傳　25° 芋 古澤醸造 ¥2,600 入荷済み 黒麹を使用した限定酒！フルーティー＆ドライ！！
41 宮崎 山猪25° 芋 すき酒造 ¥2,200 ¥1,185 入荷済み コスパ良し！ジョイホワイト使用、フルーティー＆フルボディ―。
42 宮崎 赤山猪25° 芋 すき酒造 ¥2,667 ¥1,364 入荷済み 紅芋熟成酒をブレンド、味のバランス◎甘やか、ソーダ割◎
43 沖縄 夢航海　30° 泡盛 忠孝酒造 ¥1,900 ¥1,260 入荷済み 青りんごのようなフルーティーな香り！ソーダ割も◎

※現時点で一部参考予定価格の商品もございます。　　　　　売切れの場合はご了承下さいませ。　　　　　　　　　※価格は全て税抜価格です。

焼酎・泡盛


