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114 奈良 大倉　　愛山70 山廃特別純米生原酒 大倉本家 ¥3,100 ¥1,550 12月上旬 大倉の愛山×8号酵母！これは楽しみです！
115 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE Terroir 生酛純米 梅乃宿酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 露葉風を使用、しかも五段仕込み。濃醇甘口です。
116 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Harvest 山廃純米 梅乃宿酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み コク深く、丸みを帯びた味わいはお燗で秋の味覚と。
117 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Ｗarm 山廃純米 梅乃宿酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 熟成からくるとろっとした旨味が◎燗も◎
118 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Nouveau 純米生 梅乃宿酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 口当たりジューシーで後味爽やか！新酒生！
119 兵庫 奥播磨　GI はりま　山田錦55 純米吟醸 下村酒造店 ¥3,200 ¥1,600 入荷済み 芳醇で旨味抜群！綺麗に仕上がってきてます！
120 兵庫 奥播磨　おりがらみ 純米生 下村酒造店 ¥2,982 ¥1,491 12月8日 メロン系の香りながら旨味ぎっしり詰まってます。
121 兵庫 奥播磨　芳醇辛口おりがらみ 純米吟醸生 下村酒造店 ¥3,200 ¥2,240 12月15日 辛口派におすすめ！鍋に、焼き魚・揚げ物に◎
122 兵庫 宮の井　2020（レトロラベル） 明記無し 下村酒造店 ¥2,137 入荷済み 地元播磨の山田錦にこだわったまろやかな旨味。
123 兵庫 都美人　茶ラベル 山廃純米生原酒 下村酒造店 ¥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
124 兵庫 都美人　紺ラベル 山廃特別純米生 都美人酒造 ¥3,000 入荷済み 山田錦で醸した生！寝かせてもうまい！生ハムと◎
125 兵庫 都美人　紺ラベル 山廃特別純米 都美人酒造 ¥2,700 ¥1,450 入荷済み すき焼きや、豚の角煮、魚の煮付けにピッタリ◎
126 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。
127 兵庫 都美人　ラファール　冬ラベル 山廃純米原酒 都美人酒造 ¥2,860 ¥1,450 入荷済み 柑橘系のさわやかさ、シャープな切れ味。
128 和歌山 黒牛　中取り　山田錦 純米生原酒 名手酒造店 ¥2,850 ¥1,420 入荷済み 人気の生原酒！旨味・酸・キレは抜群！
129 和歌山 羅生門　初しぼり 純米生原酒 田端酒造 ¥2,600 ¥1,300 12月中旬 しぼりたての生き生きとしたフレッシュな味わい！
130 和歌山 雑賀　辛口しぼりたて 純米吟醸生 九重雑賀 ¥2,600 ¥1,300 12月上旬 元ボクシングチャンピオン内藤大助さんが造りに参加した！
131 三重 作　新酒 純米大吟醸 清水清三郎商店 ¥3,800 ¥1,900 入荷済み 入手困難の作の新酒！お買い求めはお早めに。
132 三重 すっぴんるみ子の酒　　9号酵母 特別純米生原酒 森喜酒造場 ¥2,900 ¥1,450 12月中旬 シャープな味わいで辛口ながら旨味も◎
133 岡山 大典白菊 トリプルA　直汲み 純米生 白菊酒造 ¥2,500 ¥1,250 12月上旬 直汲みならではのガス感とコスパで人気酒品！
134 岡山 大典白菊 祈り菊 純米 白菊酒造 入荷済み 果実のような香り♪売上の一部はコロナに関わった医療機関へ寄贈。
135 岡山 神心　瓶囲い　熟成原酒 純米吟醸 嘉美心酒造 ¥2,900 入荷済み 艶やかな甘いと透明感ある旨味。
136 岡山 KAMIKOKORO 568 明記なし 嘉美心酒造 ¥3,200 ¥1,600 入荷済み 3種ブレンド限定酒　華やかな香り、爽やかな飲み口。
137 岡山 神心　新酒しぼりたて 純米大吟醸 嘉美心酒造 ¥3,000 ¥1,500 12月19日 中取り。フルーティーな香りとキレの良い旨味。ガス感◎
138 岡山 御前酒　1859　菩提酛 純米 辻本店 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 雄町といえば辻本店！リニューアルして入荷しました！
139 広島 龍勢　初しぼり 純米生原酒 藤井酒造 ¥2,980 ¥1,490 12月13日 しぼりたての爽やかさと、とろみのある甘味のバランス◎
140 広島 龍勢×GTO 九州豪雨支援酒 純米原酒 藤井酒造 ¥3,240 ¥1,620 入荷済み 漫画家藤沢とおる氏とのコラボ！男気感じるボトルです！
141 鳥取 千代むすび　初しぼり 純米吟醸生原酒 千代むすび酒造 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み 今年からラベルリニューアル！新酒ですよー！
142 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！
143 島根 裏　月山　　縁 純米吟醸原酒 吉田酒造 ¥2,774 入荷済み 特約店限定酒。上品な香り、フルーティーな味わい。
144 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。
145 山口 東洋美人　醇道一途　　愛山 純米吟醸 澄川酒造場 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 人気の愛山を使用。きっと甘味ある透明感！期待◎
146 山口 東洋美人　醇道一途　　直汲み 純米吟醸生 澄川酒造場 ¥3,000 ¥1,500 入荷済み 東洋美人の年一度の生酒！フレッシュ&ビューティー。
147 山口 東洋美人　プリンセスミチコ 純米大吟醸 澄川酒造場 ¥3,400 入荷済み バラの花酵母を使用した限定酒。高貴な味わいを是非。
148 山口 東洋の女神 純米大吟醸 澄川酒造場 ¥5,000 入荷済み 超限定商品。山田錦30％。透明感高い芳醇な酒。
149 山口 獺祭　元旦届け　23　遠心分離　箱入り 純米大吟醸 旭酒造 ¥7,725 12月15日 年末の人気商品。ご贈答用に。正月用にも◎
150 山口 獺祭　23　発泡にごりXmas　箱入り 純米大吟醸 旭酒造 入荷済み クリスマスに！新年の乾杯酒に！
151 愛媛 媛一会　燗酒 純米吟醸生 武田酒造 ¥2,960 ¥1,480 12月上旬 生酒だけど燗酒ににしてほしい。蔵の想い確めて♪
152 愛媛 日本心　道 純米吟醸 武田酒造 ¥3,600 ¥1,800 12月上旬 新しい日本心！旨み・キレともに気合が入ってます。
153 高知 酔鯨　吟麗　しぼりたて 純米吟醸生 酔鯨酒造 ¥2,670 ¥1,410 11月25日 しぼりたてのキレの良さ、味わいの深みもあり！
154 佐賀 万齢　　全量山田錦 純米生原酒 小松酒造 ¥2,700 ¥1,350 12月上旬 極少生産の為、お早めに！バランスのいい味わいです。
155 佐賀 万齢　　冬の酒 明記無し 小松酒造 ¥2,100 入荷済み コスパ最高の安心の一本。冷から燗と万能です！
156 佐賀 万齢　　裏・冬の酒 明記無し 小松酒造 ¥2,200 12月上旬 コスパ最高の安心の一本。こちらは辛口ですよ！
157 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◎
158 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。
159 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。
160 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！
161 佐賀 七田　雄町50 純米吟醸 天山酒造 ¥3,650 ¥1,800 入荷済み パイナップ系の香りと、さらりとした口当たり。
162 佐賀 七田　五百万石50 純米吟醸生 天山酒造 ¥3,450 ¥1,700 12月上旬 華やかでフルーティーな香り、フレッシュ感は◎
163 佐賀 七田　雄山錦50 純米吟醸生 天山酒造 ¥3,300 ¥1,600 12月上旬 柑橘系を思わせる香りと、ピチピチとしたガス感。
164 佐賀 東一　山田錦 純米生 五町田酒造 ¥2,500 ¥1,250 12月中旬 受注生産の為、数量限定。ファンからの評価は◎
165 佐賀 東一　山田錦　うすにごり 純米生 五町田酒造 ¥2,500 ¥1,250 12月中旬 受注生産の為、数量限定。ファンからの評価は◎
166 福岡 独楽蔵　生酛純米　2018BY 生酛純米 杜の蔵 ¥3,000 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！
167 長崎 よこやまSILVER7 純米吟醸生 重家酒造 ¥2,980 ¥1,490 入荷済み マスカットのような香り、ジューシーで透明感ある甘み。
168 長崎 横山五十　黒　　新酒 純米大吟醸 重家酒造 ¥3,609 ¥1,805 12月中旬 リンゴを想わせる香りと柔らかな酸、上品な生！
169 長崎 横山五十　白　　新酒 純米大吟醸 重家酒造 ¥3,609 ¥1,805 12月中旬 マスカットを想わせる香りと柔らかな酸、上品な生！
170 熊本 花の香　桜花 純米大吟醸生 花の香酒造 ¥3,011 ¥1,505 12月中旬 今や入手困難になりつつある桜花の生原酒です！
171 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。

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 福岡 吟香露　The Rich 25° 酒粕 杜の蔵 ¥2,600 ¥1,300 入荷済み 新商品！炭酸割り推奨。華やかな香りスッキリテイスト。
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 蛍燈（ほたるび）25° 芋 鹿児島酒造 ¥2,545 ¥1,273 入荷済み 若手5人で造った、焼きイモ焼酎の無濾過新酒！
5 鹿児島 THE　JAGUAR 27° 芋 太久保酒造 ¥2,778 入荷済み 独特のフルーティーでドライ、そしてディープな味わい。
6 鹿児島 太久保　ホワイトオーク25° 芋 太久保酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み ホワイトオークの新樽で熟成。バニラのような香りが◎
7 鹿児島 華奴　蒸留直詰25° 芋 太久保酒造 ¥1,818 ¥1,000 入荷済み 数量限定、新酒の無濾過！今しか味わえない！
8 鹿児島 赤兎馬　玉茜　25° 芋 濱田酒造 ¥2,780 ¥1,460 入荷済み キンモクセイを想わせる甘い香り飲みごたえもあり♪
9 鹿児島 大和桜　new classic 25° 芋 大和桜酒造 ¥3,000 入荷済み 新しい原酒と古酒のブレンド。超レア酒！

10 鹿児島 赤もぐら　25° 芋 さつま無双 ¥2,570 入荷済み 紅薩摩芋の焼き芋使用。香ばしい香りとキレ。
11 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。
12 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。
13 鹿児島 もぐら新酒　25° 芋 さつま無双 ¥1,380 入荷済み 人気商品の新酒です！今しか味わえないですよ。
14 鹿児島 もぐら群青　25° 芋 さつま無双 ¥1,720 入荷済み 新商品！限定6300本。紅はるか使用、フルーティー。
15 鹿児島 悪魔の抱擁25° 芋 さつま無双 ¥1,500 入荷済み 人気商品！樫樽熟成の妖艶な甘味をご堪能ください。
16 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。
17 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！
18 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◎
19 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◎
20 鹿児島 八千代伝　熟柿　25° 芋 八千代伝酒造 ¥2,476 入荷済み 秋限定。毎年人気の芋焼酎。カート入り。
21 鹿児島 八千代伝白　Harvester 収穫する者たち 芋 八千代伝酒造 ¥2,300 ¥1,150 入荷済み 自社栽培の黄金千貫にこだわった新酒。2019もあります。
22 鹿児島 八千代伝黒　Harvester 収穫する者たち 芋 八千代伝酒造 ¥2,300 ¥1,150 入荷済み 自社栽培の黄金千貫にこだわった新酒。2019もあります。
23 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
24 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
25 鹿児島 Mahler 　マーラー　30° 芋 八千代伝酒造 ¥2,100 入荷済み オーガニック・紅はるか使用。限定2200本生産。
26 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。
27 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。
28 鹿児島 一尚　麦　25° 麦 小牧醸造 ¥2,300 ¥1,200 入荷済み 麦の香ばしさ豊かなインパクトのある、コスパ◎の限定酒。
29 鹿児島 伊勢吉どん　新焼酎　25° 芋 小牧醸造 ¥1,885 ¥1,066 入荷済み コスパ最高の新焼酎。お湯割りでどうぞ♪
30 鹿児島 一尚　Challenge 　THAT'S LIFE 36° 芋 小牧醸造 300ml→ ¥1,364 入荷済み 玉茜×ワイン酵母×ピート樽
31 鹿児島 一尚　Challenge  blowin'the wind　41° 芋 小牧醸造 500ml→ ¥2,000 入荷済み ジョイホワイトの熟成仕込み
32 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。
33 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！
34 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。
35 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。
36 鹿児島 野海棠　新焼酎　25° 芋 薩摩酒類販売 ¥2,838 ¥1,429 入荷済み 木桶仕込み、木樽蒸留。2年連続総裁賞代表受賞！
37 鹿児島 日は昇る　新焼酎　25° 芋 薩摩酒類販売 ¥2,381 ¥1,200 入荷済み 手造り、木桶仕込み。木の優しさの中に荒々しさ。
38 鹿児島 手造り青潮　25° 芋 薩摩酒類販売 ¥2,381 ¥1,200 入荷済み 手造り、甕壺仕込み。若々しくて荒々しさも。
39 鹿児島 明るい農村 蒸留仕立て　25° 芋 薩摩酒類販売 ¥2,381 ¥1,200 入荷済み 人気の明るい農村の今しか飲めない新酒です♪
40 鹿児島 なかまた　頴娃紫芋仕込み　25° 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。
41 鹿児島 鶴見　白濁　25° 芋 大石酒造 ¥2,296 ¥1,350 入荷済み 芋臭い新焼酎。玄人好みの人気の季節限定酒。
42 鹿児島 黒　七窪　25° 芋 東酒造 ¥3,050 ¥1,600 入荷済み 七窪史上初の黒麹仕込み。華やぐ香りとやわらかな甘味。
43 鹿児島 呑酔楽　夢　25° 芋 天星酒造 ¥2,500 ¥1,300 入荷済み 春に新発売して即完売！待望のリリース！香り良し、キレ良し。
44 鹿児島 なかむら　新焼酎　25° 芋 中村酒造場 ¥2,600 入荷済み 人気のなかむらの新焼酎。これは飲んでみたい！
45 宮崎 GINGER SHOCHU 25° しょうが 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◎
46 宮崎 鏡洲PUMPKIN 20° かぼちゃ 落合酒造場 入荷済み フルーティーで優しい甘味さ♪ソーダ割り　GOODです！
47 宮崎 赤江ZERO25° 芋 落合酒造場 ¥2,500 ¥1,300 入荷済み 紫優で造った新酒。今しか味わえないパンチのある味わい。
48 宮崎 山吹の里　蒸留直詰25° 芋 落合酒造場 ¥2,400 ¥1,300 入荷済み 黄金千貫で造った新酒。レギュラーとの飲み比べもあり♪
49 宮崎 杜氏潤平　蒸留したて25° 芋 小玉醸造 ¥3,100 ¥1,700 入荷済み 紅芋の甘味が際立つ無濾過の新酒です！
50 宮崎 ？ないな　紫25° 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。
51 宮崎 ？ないな　光輝燦然　25° 芋 明石酒造 ¥2,780 ¥1,540 入荷済み 新発売限定酒！ないな発売20年目！上品に仕上がった逸品。
52 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◎
53 宮崎 松露　genshu 宮崎紅 37° 芋 松露酒造 ¥3,100 入荷済み 新商品！濃厚な密感ある甘味と香り、後口のキレは◎
54 宮崎 松露　genshu 米熟成 39° 芋 松露酒造 ¥3,300 入荷済み 新商品！蔵では珍しい米焼酎！2004年蒸留。
55 宮崎 松露　新(あらた)黒 　宮崎紅 25° 芋 松露酒造 ¥2,640 入荷済み 完全予約生産！甘い焼き芋のような香りとフレッシュ感。
56 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！！
57 宮崎 ひとり歩き　　熟成古酒　25° 芋 古澤醸造 ¥2,850 入荷済み 秋限定の熟成古酒。まろやかさが違います！
58 宮崎 そげん わけもん25° 芋 すき酒造 ¥2,167 入荷済み コスパ最高の新酒です！一升瓶で色々な飲み方でどうぞ！
59 宮崎 栗極　25° 栗 すき酒造 ¥2,727 入荷済み 数量限定酒！香り高い栗の風味がたまらない♪
60 長崎 ちんぐ　燗酎　14° 麦 重家酒造 ¥1,800 ¥952 入荷済み そのままお燗しても◎コスパ最強！ロックや水割りでも♫

720ml　6,800円　360ml　3,400

500ml　￥1,364

※現時点で一部参考予定価格の商品もございます。　　　　　また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。

番号 焼酎・泡盛

500ml　￥1,000


