
ぜひご用命ください！！
11月30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　ヌーボーおりがらみ　(青ラベル) 特別純米生原酒 八戸酒造 ¥3,000 ¥1,700 入荷済み 新酒の爽やかさとジューシな甘みがたまらない。
2 青森 陸奥八仙　ヌーボー直汲み　(青ラベル) 特別純米生原酒 八戸酒造 ¥3,000 ¥1,700 入荷済み 和酒担当瀬間が日本酒を好きになったきっかけの酒。
3 青森 陸奥八仙　シルバーラベル　あらばしり 吟醸生 八戸酒造 ¥3,000 ¥1,700 12月18日 透明感ある酸と旨味、シャープさが際立つ新酒です。
4 青森 陸奥八仙　芳醇辛口 純米生原酒 八戸酒造 ¥3,000 ¥1,700 12月18日 しっかりした旨みと辛口好みの方におすすめの一本。
5 青森 陸奥八仙　新春祝酒 純米吟醸生原酒 八戸酒造 ¥3,600 ¥1,900 12月18日 香り高く、ジューシー、華やかな気分になりましょう!!
6 秋田 雪の茅舎　初春大入 純米吟醸生 齋彌酒造店 ¥3,200 入荷済み 金箔もついて、正月に是非。即完売なのでお早めに。
7 秋田 鳥海山　即詰生原 純米吟醸生 天寿酒造 ¥2,600 ¥1,350 12月3日 搾って即瓶詰め！澱のからんだ若々しくて力強い風味。
8 秋田 まんさくの花　槽しずく 純米吟醸生原酒 日の丸醸造 ¥2,700 ¥1,350 入荷済み 香り控えめ、まるで白ワインのような味わいの新酒。
9 岩手 浜千鳥　あらばしり 純米生 浜千鳥 ¥2,455 ¥1,228 12月上旬 新鮮な風味、芳醇な旨味と程よい甘味、キレも◎

10 山形 洌　亀の尾 純米大吟醸 小嶋総本店 ¥3,500 ¥1,800 入荷済み マスカットやメロン系の香り、カッチリとした旨味。
11 山形 洌　出羽燦々 純米大吟醸生 小嶋総本店 ¥3,100 ¥1,600 入荷済み フレッシュでドライな質感の新酒！今年で終売⁉
12 山形 白　ばくれん　超辛口吟醸 吟醸 亀の井酒造 ¥2,500 入荷済み 山田穂を使用。今年は新酒で登場！
13 山形 新ばくれん　超辛口　改良信交55 吟醸 亀の井酒造 ¥1,500 入荷済み 今季初、新商品。720mlで気軽に購入できます♪
14 山形 くどき上手　しぼりたて 純米大吟醸生 亀の井酒造 ¥3,000 ¥1,500 12月上旬 人気のくどきのしぼりたて生！お早めに。
15 山形 山法師　あらばしり 純米吟醸生 六歌仙 ¥3,000 ¥1,500 12月上旬 濃厚なあじわいのうすにごり、微発泡感が◎
16 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！！
17 山形 山形正宗　生酛　雄町 生酛純米 水戸部酒造 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 綺麗な甘味が印象的な軽い仕上がりとなってます。
18 山形 山形正宗　うすにごり 純米吟醸生 水戸部酒造 ¥3,200 ¥1,600 12月11日 大人のマスカット&クレープフルーツ！
19 山形 初孫　赤魔斬　　本辛口 生酛純米吟醸生原酒 東北銘醸 ¥2,800 ¥1,400 12月9日 切れ味抜群の辛口！限定流通品の新酒生。
20 山形 上喜元　百舌鳥 純米吟醸 酒田酒造 ¥2,800 入荷済み フルーティーな香りとスッキリとした飲み口。
21 山形 上喜元　仕込第一号 特別純米生 酒田酒造 ¥2,500 ¥1,250 12月6日 フレッシュ&ジューシー！一発目の新酒です。
22 山形 大七 生酛純米生原酒 大七酒造 ¥3,100 ¥1,550 入荷済み 限定入荷！旨味の乗った珍しい大七の生原酒。
23 宮城 浦霞　しぼりたて　辛口 純米生 佐浦 ¥2,720 入荷済み 特約店限定「辛口純米」のしぼりたて！
24 宮城 勝山　縁　　しぼりたて 特別純米生 勝山酒造 ¥3,000 ¥1,650 12月中旬 新入荷！数量限定生産の生が登場！
25 福島 会津　龍が沢 純米大吟醸 榮川酒造 ¥2,700 通年商品 限定流通商品。名水で醸した優しい香りと旨み。
26 福島 会津娘　山田穂 純米吟醸 高橋庄作酒造店 ¥4,000 ¥2,000 入荷済み 山田錦の母にあたる酒米、呑み比べもありですね。
27 福島 会津娘　穣　　片門 純米吟醸生 高橋庄作酒造店 ¥2,000 12月17日 夢の香で仕込んだ新酒の生酒。稀少酒です。
28 福島 奈良萬　おりがらみ 純米生 夢心酒造 ¥2,600 ¥1,300 入荷済み トータルバランスの素晴らしい一本、ガス感もあり♪
29 福島 奈良萬　中垂れ 純米生 夢心酒造 ¥2,600 ¥1,300 12月12日 数量限定！いいとこどりの生酒。隠れた人気酒。
30 福島 天明　壱号　　五百万石 純米生 曙酒造 ¥2,700 ¥1,350 12月上旬 バランスの取れた新酒、透明感が素晴らしい～
31 福島 一歩己 純米生原酒 豊国酒造 ¥2,477 ¥1,200 12月上旬 爽やか系の定番酒の生！さらに爽やかフレッシュ！
32 福島 一口万 純米大吟醸生原酒 花泉酒造 ¥4,636 ¥2,545 12月18日 ロ万シリーズの最高峰！この時期にしか飲めない贅沢酒。
33 福島 ZE口万 純米吟醸生 花泉酒造 ¥2,718 ¥1,495 12月12日 新酒ロ万がやってくきます！透明感ある旨味が最高！
34 茨城 彦市　秋あがり 純米 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。
35 茨城 山桃桜（ゆすら） 純米大吟醸生 須藤本家 ¥5,333 ¥2,666 通年商品 「このお酒で日本酒に目覚めました」の声多数！
36 群馬 尾瀬の雪どけ　　おぜゆきだるま 純米大吟醸生 龍神酒造 ¥2,900 ¥1,500 12月上旬 洋梨を思わせる香り、ささにごりの柔らかな口あたり。
37 群馬 尾瀬の雪どけ　　初しぼり 純米大吟醸生 龍神酒造 ¥2,900 ¥1,500 入荷済み リンゴを想わせる香りと柔らかな酸、上品な生！
38 群馬 尾瀬の雪どけ　新年御用酒 純米大吟醸生 龍神酒造 ¥3,546 ¥1,773 入荷済み 磨き39％＝今年を締め括る感謝（サンキュー）！
39 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.
40 栃木 クラシック仙禽　無垢 明記なし せんきん ¥2,728 ¥1,454 入荷済み SAKE COMPETITION 2018金賞受賞、だし料理に合う。
41 栃木 モダン仙禽　雄町 明記なし せんきん ¥3,273 ¥1,637 入荷済み 甘酸っぱさに雄町の旨みがプラス！
42 栃木 モダン仙禽　無垢　生 明記なし せんきん ¥2,728 ¥1,454 12月上旬 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♪
43 栃木 仙禽　雪だるま 活性生 せんきん ¥3,273 ¥1,637 12月上旬 シルキーでフレッシュ。人気で出荷が追いつかないそうです。
44 栃木 東力士　夢ささら　生囲い 純米吟醸生 島崎酒造 ¥3,200 入荷済み 穏やかな果実香、きめ細やかなガス感、爽やかな味わい。
45 栃木 惣誉　しぼりて 純米生 惣誉酒造 ¥2,390 ¥1,230 12月上旬 新発売！旨みがありながらスッキリとした飲み口。
46 埼玉 文楽　秋あがり 純米 北西酒造 ¥2,950 ¥1,650 入荷済み 落ち着いた旨味、秋から冬のお料理に◎。
47 埼玉 文楽　生酛 生酛純米大吟醸 北西酒造 ¥1,750 入荷済み 生酛のコクと大吟醸の繊細さが見事にマッチ。
48 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。
49 埼玉 文楽　うすにごり 純米吟醸生原酒 北西酒造 ¥2,850 ¥1,650 入荷済み しぼりたての新鮮で奥深い味わい。
50 埼玉 文楽　しぼりたて 本醸造生原酒 北西酒造 ¥2,311 入荷済み しぼりたてのフレッシュな香り、19度と飲みごたえ◎
51 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 ¥1,400 入荷済み 女性に人気！スイスイ飲める生原酒。
52 神奈川 残草蓬莱　しぼり立て 特別純米生原酒 大矢孝酒造 ¥2,800 ¥1,400 12月上旬 地元でも人気の新酒がやってきますよ！
53 神奈川 いづみ橋　しぼりたて　楽風舞 純米吟醸 泉橋酒造 ¥2,900 ¥1,500 入荷済み 今年の新酒がやってきました！可愛い雪だるまラベル。
54 神奈川 いづみ橋　粉雪にごり 純米吟醸 泉橋酒造 ¥3,000 ¥1,600 入荷済み うすにごりの新酒です。優しい甘みがプラスされ◎
55 神奈川 いづみ橋　大雪にごり 純米生 泉橋酒造 ¥2,900 ¥1,500 12月上旬 ガス感・ピチピチ系がお好みの方におすすめ。
56 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！
57 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。
58 長野 MIYASAKA 　愛山 純米吟醸 宮坂醸造 ¥3,700 ¥2,220 入荷済み ジューシーな香りと味わい！人気の愛山です！
59 長野 ☆真澄　あらばしり　樽酒 純米吟醸生原酒 宮坂醸造 ¥2,750 ¥1,650 12月上旬 冬の人気商品・樽酒!!これを吞まなきゃ年越せない。
60 長野 真澄　あらばしり 純米吟醸生原酒 宮坂醸造 ¥2,500 ¥1,500 入荷済み 真澄の新酒。今年の味わい是非お試し下さい。
61 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。
62 長野 豊香　金紋錦 純米吟醸 豊島屋 ¥3,100 ¥1,600 入荷済み 希少米・金紋錦使用。心地よい香り、柔らかな余韻。
63 長野 豊香　初しぼり　おりがらみ 純米生原酒 豊島屋 ¥2,100 ¥1,200 入荷済み 豊香の名に恥じない香りと味わい！
64 長野 豊香　ブラックラベル 純米大吟醸原酒 豊島屋 ¥2,200 入荷済み ガス感を残した数量限定生産のスペシャル酒。
65 長野 佐久乃花　辛口吟醸　直汲み 吟醸生 佐久の花酒造 ¥2,400 ¥1,250 入荷済み 直汲みの辛口です。スッキリ系の生酒ならまずこれ。
66 長野 佐久乃花　直汲み　自家米 純米吟醸生 佐久の花酒造 ¥2,600 ¥1,500 12月7日 人気の直汲み、香りよく、やはり透明感とキレが◎
67 新潟 鶴齢　美山錦 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 1.8Ⅼ復活！生原酒シリーズで一番爽やか！
68 新潟 鶴齢　しぼりたて 純米生 青木酒造 ¥2,700 ¥1,450 12月上旬 安心感のある味わい。新酒のフレッシュ感が◎
69 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、数量限定酒。お待たせ致しました！
70 新潟 〆張鶴　しぼりたて 生原酒 宮尾酒造 ¥2,235 ¥1,060 入荷済み ガツっと来る旨味は生原酒ならでは！
71 新潟 〆張鶴　　越淡麗 純米吟醸 宮尾酒造 ¥3,556 ¥1,800 入荷済み 村上産の越淡麗使用した限定酒。上品な香りとキレ。
72 新潟 〆張鶴　　金ラベル 大吟醸 宮尾酒造 ¥8,600 ¥3,860 入荷済み 毎年、楽しみにされている方も多い数量限定酒
73 新潟 〆張鶴　　銀ラベル 大吟醸 宮尾酒造 ¥3,030 入荷済み 毎年、楽しみにされている方も多い数量限定酒
74 新潟 たかちよ　黒　　中取り 純米大吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,200 ¥1,600 12月19日 今年も完熟パイナップルです♪
75 新潟 たかちよ　WHITE Xmasラベル　おりがらみ 純米生原酒 髙千代酒造 ¥3,000 500ml 12月上旬 今期で終売!?柑橘系な味わい。お見逃しなく！
76 新潟 たかちよ　「a」アップルラベル 純米大吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥2,900 ¥1,400 入荷済み 新商品！青りんごをイメージ！楽しみです♪
77 新潟 たかちよ Xmas＆ﾆｭｰｲﾔｰ さかずきん　赤色活性にご 純米生原酒 髙千代酒造 12月9日 赤色活性にごり生！1.8Lは飲食店様限定！
78 新潟 巻機　生詰原酒 純米原酒 髙千代酒造 ¥3,500 ¥1,750 入荷済み 全量一本〆で醸した秋限定酒。お早めに。
79 新潟 巻機　おりがらみ 純米吟醸生 髙千代酒造 ¥3,100 ¥1,550 12月下旬 吟醸香、旨み、キレどれをとっても素晴らしい。
80 新潟 高千代　一本〆 純米大吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,400 ¥1,700 入荷済み 赤黒のラベルの人気者！一本〆にこだわった甘旨。
81 新潟 高千代　辛口+19しぼりたて 純米生原酒 髙千代酒造 ¥2,500 ¥1,250 12月下旬 しっかり辛口なのに重すぎず。キレがバッチリです。
82 新潟 八海山　越後で候　青 生原酒 八海山 ¥2,440 入荷済み 一年熟成の限定酒。香り良し味わい滑らか。
83 新潟 八海山　越後で候　赤 純米大吟醸生原酒 八海山 ¥3,962 ¥1,973 12月 深みある味わいと上品な香り。冬の人気アイテム。
84 新潟 月不見の池　alternete take 2020 明記無し 猪又酒造 ¥1,350 入荷済み 720mlは蔵家のみ先行発売中！価値を決めるのは貴方！
85 新潟 月不見の池　早川　neo classic 明記無し 猪又酒造 ¥2,980 ¥1,500 入荷済み 新しい月不見の池を表現！更にこれからが楽しみな蔵。
86 新潟 月不見の池　たかね錦　おりがらみ 純米生原酒 猪又酒造 ¥2,830 ¥1,420 12月中旬 直汲み・中取り・おりがらみ生原酒のオリジナルカスタム。
87 新潟 月不見の池　越淡麗 純米吟醸生 猪又酒造 ¥3,200 ¥1,650 12月中旬 直汲み・中取り・加水生のオリジナルカスタム。
88 新潟 きりんざん　ぽたりぽたり 純米吟醸生原酒 麒麟山酒造 ¥3,200 ¥1,600 12月上旬 完熟メロンを思わせる爽やかな香りとフレッシュ感。
89 新潟 雪中梅 特別純米生原酒 丸山酒造場 ¥2,364 12月下旬 雪中梅の珍しい生！これは飲まなきゃ損です。
90 福井 花垣　　山田錦 純米生 南部酒造場 ¥2,500 入荷済み このコスパで山田錦の生原酒。買いです！
91 福井 花垣　　無濾過生原酒 純米生 南部酒造場 ¥2,900 ¥1,450 12月13日 しぼりたてそのまま！濃厚な生の味わいは今だけ！
92 石川 菊姫　にごり 山廃 菊姫 ¥2,000 ¥1,000 入荷済み 人気のにごり酒。味もコスパも最高ですよ。
93 石川 菊姫 山廃純米生原酒 菊姫 ¥3,400 ¥1,800 12月上旬 お待たせ致しました!師走の人気酒！濃厚な旨み◎
94 岐阜 小左衛門　初のしぼり 純米吟醸生 中島醸造 ¥2,900 ¥1,450 入荷済み 新酒がでました～、香り、甘み、酸が◎
95 岐阜 小左衛門　迎春 純米大吟醸 中島醸造 ¥4,500 ¥2,250 12月上旬 鍋にもおせちにも合う！ご贈答用にも◎
96 岐阜 無風　熟成原酒 純米吟醸 玉泉堂酒造 ¥2,500 入荷済み 甘・旨・酸の調和がとれたやわらかな口あたり。
97 岐阜 無風 純米大吟醸生原酒 玉泉堂酒造 ¥3,500 ¥1,800 12月12日 特約店限定「無風」のハイスペックがついに登場！
98 愛知 義侠　山田錦60　滓がらみ 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥2,900 ¥1,450 12月上旬 特A地区の山田錦を使用した極上の生原酒。
99 愛知 義侠　五百万石60 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥2,600 ¥1,300 入荷済み 年に一回しか飲めない義侠の生！安定の旨さ。

100 滋賀 笑四季劇場　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。
101 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。
102 滋賀 笑四季劇場　夢を見た魚 純米吟醸 笑四季酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 米の甘みを存分にお楽しみいただける逸品です。
103 滋賀 笑四季　SENSATION　黒 生 笑四季酒造 ¥2,300 ¥1,300 入荷済み 笑四季といえばこれです。今だけの生タイプですよ。
104 滋賀 笑四季 マスターピース2019-20 明記なし 笑四季酒造 ¥2,500 入荷済み 2020年、全国鑑評会にて最高受賞酒。
105 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。
106 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。
107 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。
108 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。
109 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！
110 京都 玉川　福袋 純米吟醸生原酒 木下酒造 ¥2,900 ¥1,450 入荷済み 師走といえばこれ！今年はどんな味わいになってるか♪
111 京都 玉川　しぼりたて 生原酒 木下酒造 ¥2,100 ¥1,050 入荷済み 新酒がやってきます！コスパ最高でピチピチです。
112 京都 澤屋まつもと　ID1314-1 2019 非公開 松本酒造 ¥2,700 入荷済み 東条地区岡本村の山田錦使用。クリアな味わい。
113 奈良 大倉　　備前雄町 山廃特別純米生原酒 大倉本家 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 直汲みのフレッシュ感、丸みのある旨味！
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みなさま、いつも大変お世話になっております。
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