
ぜひご用命ください！！
5月5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。

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

1 北海道 三千櫻　九頭竜55 純米吟譲生 三千櫻酒造 ¥3,520 ¥1,782 5月中旬 岐阜から北海道へ移転。今回は限定酒です。
2 北海道 三千櫻　完熟バナナ酵母 純米 三千櫻酒造 ¥3,300 ¥1,672 5月中旬 岐阜から北海道へ移転。前回話題になったバナナ酵母使用。
3 青森 陸奥八仙　黒ラベル 純米吟醸生 八戸酒造 ¥3,960 ¥2,090 入荷済み 八仙のハイスペック生原酒！凛とした味わい！
4 青森 陸奥八仙　芳醇辛口 純米生原酒 八戸酒造 ¥3,300 入荷済み 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　夏吟醸 吟醸 八戸酒造 ¥3,300 ¥1,870 5月15日 少しアルコールを抑えた清涼感ある甘味が人気の夏酒。
6 秋田 天花　酒こまち 純米吟醸原酒 大納川 ¥3,520 入荷済み 新規蔵！華やかなメロンやリンゴの香り、チャーミングな甘み。
7 秋田 天花　夏酒 特別純米 大納川 ¥3,080 ¥1,540 5月中旬 華やかなフローラルの香り、チャーミングな旨味。
8 秋田 鳥海山　爽快辛口 純米吟醸生 天寿酒造 ¥2,860 ¥1,485 5月12日 爽快な酸味と日本酒度+8のバランスの良い辛口。
9 秋田 洌　亀の尾 純米大吟醸生 小嶋総本店 ¥3,850 入荷済み 亀ノ尾の軽快さ、かつ旨味もしっかり。キリッと冷やせばすっきり。
10 秋田 洌　雄町 純米吟醸 小嶋総本店 ¥3,630 入荷済み 雄町らしい深い旨みと「洌」らしいスッキリとしたキレ。
11 山形 洌　夏生　雄町 純米吟醸生 小嶋総本店 ¥3,740 ¥1,925 5月22日 フレッシュでありながら、奥深い味わい。キレはさすがです。
12 山形 山法師　あらばしり 純米吟醸生 六歌仙 ¥3,300 入荷済み これぞ生原酒！飲み応えとシャープさが見事にマッチ！
13 山形 山法師　初 純米吟醸生 六歌仙 ¥3,300 入荷済み ガス感も楽しめる濃厚な旨口生酒。
14 山形 山法師　蔵囲い夏吟醸 吟醸 六歌仙 ¥3,190 ¥1,540 入荷済み 清涼感ある華やいだ香り、スッキリとした飲み口。
15 山形 六歌仙　呑みくらべBox　180ml×6 六歌仙 ¥3,300 入荷済み 大吟醸を含む定番6種類とお猪口も2つ付いてます♪
16 山形 山形正宗　稲造 純米吟醸 水戸部酒造 ¥3,520 ¥1,760 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 ¥3,300 ¥1,650 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 ¥3,520 入荷済み 大人のマスカット&クレープフルーツ！
19 山形 山形正宗　蔵付酵母 純米 水戸部酒造 ¥3,740 ¥1,870 入荷済み 蔵の味わいが凝縮⁉　全体がまろやかに調和
20 山形 山形正宗　お燗純米 純米 水戸部酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み お燗の入門酒としておすすめ。柔らかくてキレも良し。
21 山形 山形正宗　雄町直汲み 純米吟醸生 水戸部酒造 ¥1,870 入荷済み 和酒担当：瀬間イチオシの直汲み生です！
22 山形 山形正宗　酒未来 純米吟醸生 水戸部酒造 ¥3,740 ¥1,870 入荷済み 十四代の高木社長が造った酒米・酒未来！
23 山形 山川羊男 純米大吟醸 水戸部酒造 ¥3,520 入荷済み 精米歩合40％。山形県4蔵の酒蔵のユニット酒。
24 山形 山形正宗　夏ノ純米 純米 水戸部酒造 ¥2,970 ¥1,485 5月15日 夏は花火ラベル！夏の夜のお供に爽やか純米。
25 山形 華恋 純米吟醸 東北銘醸 ¥2,860 ¥1,430 5月下旬 多産性酵母使用しながら旨味と酸のバランス◎癒し系。
26 山形 くどき上手　出羽燦々33 純米大吟醸 亀の井酒造 ¥3,666 ¥1,980 入荷済み 5月中旬に今年だけ720mlで発売されます！全国酒屋33軒限定
27 山形 くどき上手　禁じ手11％ 大吟醸 亀の井酒造 ¥5,500 入荷済み 新商品！美山錦精米歩合11％。赤箱がかっこいい！
28 山形 くどき上手　酒未来50 純米吟醸 亀の井酒造 ¥2,970 入荷済み 人気の酒米・酒未来。コスパもいい、これは飲むべし。
29 山形 黒ばくれん　超辛口 吟醸 亀の井酒造 ¥1,650 入荷済み 720mlで新発売。人気の限定黒ばくれん。
30 山形 栄光冨士　菫露威吹 純米大吟醸生 冨士酒造 ¥3,300 ¥1,833 5月中旬 洋梨の様な果実味ある吟醸香と軽やかな口当たり。
31 山形 栄光冨士　青天航路 純米大吟醸生 冨士酒造 ¥3,300 ¥1,833 5月下旬 北海道の酒米「彗星」を使用したスッキリとした味わい。
32 宮城 浦霞　春酣 純米吟醸生 佐浦 ¥2,277 入荷済み 春を告げる酒。洋梨の様な香り、フレッシュでキレも◎
33 福島 だぢゅーロ万 純米吟醸 花泉酒造 ¥2,995 ¥1,510 入荷済み 二回火入れの落ち着いた味わい。ある意味レアですよ。
34 福島 皐ロマン 純米大吟醸 花泉酒造 ¥4,150 ¥2,120 入荷済み ロ万シリーズハイスペックの一回火入れ。艶やかな甘味～
35 福島 天明　伍号　夢の香 純米生 曙酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 地元の米と自社酵母＋県酵母＝最後の新米新酒です！
36 福島 天明　坂下山田 純米生 曙酒造 ¥3,410 ¥1,705 入荷済み 超レア！蔵元の実家で栽培された山田錦で造られたお酒！
37 福島 會津 龍が沢　夏ノ生酒 純米大吟醸生 栄川酒造 ¥3,080 ¥1,540 5月19日 限定ブランドの夏生。柔らかな甘味と深い味わい。
38 福島 会津娘　芳醇純米 純米 髙橋庄作酒造店 ¥3,300 5月15日 クラシカルな味わい。何十年も先も飲みたい味わい。
39 茨城 月の井　夏純米 純米 月の井酒造店 ¥2,904 ¥1,452 5月中旬 元竹鶴の杜氏が醸す日本酒度+21の超辛！
40 栃木 クラシック仙禽　無垢 明記なし せんきん ¥1,599 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 ¥3,600 ¥1,801 入荷済み 透明感あふれ、優しい酸と控えな甘味はとても軽快。
42 栃木 惣誉　しぼりたて 純米生 惣誉酒造 ¥2,629 ¥1,353 入荷済み 新発売！旨みがありながらスッキリとした飲み口。
43 栃木 惣誉　五百万石 純米大吟醸生 惣誉酒造 ¥3,542 ¥1,771 入荷済み メロンの様な香り、軽くきめ細かな味わい。
44 栃木 東力士　愛山田 純米吟醸 島崎酒造 ¥3,608 ¥1,804 入荷済み 山田錦と愛山の原酒を贅沢にブレンド。上品でまろやか。
45 群馬 尾瀬の雪どけ　夏吟 純米大吟醸 龍神酒造 ¥3,300 ¥1,980 5月14日 果実味と爽やかな香りにコクとキレがある軽快な夏酒。
46 埼玉 文楽　生酛 生酛純米大吟醸 北西酒造 ¥3,465 ¥1,925 入荷済み 生酛のコクと大吟醸の繊細さが見事にマッチ。
47 埼玉 文楽　うすにごり 純米吟醸生原酒 北西酒造 ¥1,815 入荷済み しぼりたての新鮮で奥深い味わい。
48 埼玉 Bunraku Reborn 純米吟醸生原酒 北西酒造 ¥3,025 ¥1,595 入荷済み 柑橘系の爽やさと透明感ある味わいに仕上がってます。
49 神奈川 残草蓬莱　四六式 特別純米生原酒 大矢孝酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 白麹を使用したガス感も楽しめる。白麹ならコレです。
50 神奈川 いづみ橋　とんぼラベル一号 純米吟醸生原酒 泉橋酒造 ¥3,520 入荷済み 今しか飲めない恵の青ラベルの槽場直詰無濾過生原酒！
51 神奈川 夏ヤゴ　ブルー 純米原酒 泉橋酒造 ¥3,300 入荷済み しっかりうまい、しっかりドライ、ロックで呑んでもOK！
52 神奈川 夏ヤゴ　にごり　　250ml 純米原酒 泉橋酒造 ¥660 入荷済み ドライな味わいの発泡にごり♪食事と一緒にどうぞ。
53 神奈川 松みどり　雄町 純米吟醸生 中沢酒造 ¥2,022 入荷済み フルーティーな香りと米の旨味を愉しみましょう！
54 長野 MIYASAKA 　山田錦 純米吟醸 宮坂醸造 ¥3,850 ¥1,925 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！
55 長野 MIYASAKA 　美山錦 純米吟醸 宮坂醸造 ¥2,860 ¥1,716 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。
56 長野 MIYASAKA 　愛山 純米吟醸 宮坂醸造 ¥4,070 ¥2,442 入荷済み ジューシーな香りと味わい！人気の愛山です！
57 長野 MIYASAKA 　美山錦　しぼりたて 純米吟醸生 宮坂醸造 ¥3,080 ¥1,848 入荷済み 毎年、美味しくなってます！瀬間も太鼓判！
58 長野 MIYASAKA 　CORE 純米吟醸生 宮坂醸造 ¥4,180 ¥2,508 入荷済み フレッシュなガス感、エレガントな味わい。
59 長野 真澄　すずみさけ 純米吟醸生 宮坂醸造 ¥2,640 ¥1,584 入荷済み 14％と飲みやすい限定酒。心地よい酸と上品さも感じます。
60 長野 神渡　辛口 純米大吟醸生 豊島屋 ¥2,992 ¥1,859 入荷済み すっきりとした飲み口がたまらない限定醸造の大吟生。
61 長野 豊香　たかね錦 純米大吟醸生 豊島屋 ¥3,850 ¥2,145 入荷済み 心地よい吟醸香、繊細でゆったりと広がる味わい。
62 長野 豊香　夏辛口生貯 純米吟醸 豊島屋 ¥2,970 ¥1,650 5月14日 豊香らしい甘やかな香り、心地よいキレ味。
63 長野 佐久の花　生酛 生酛純米生原酒 佐久の花酒造 ¥2,860 ¥1,650 入荷済み 超レアな佐久の花の生酛生！旨味あり、シャープ感もあり！
64 長野 裏佐久の花　直汲み 純米吟醸生 佐久の花酒造 ¥2,600 ¥1,500 5月中旬 爽やかな香りと酸、直汲ならではの微炭酸。夏に飲みたい！
65 新潟 鶴齢　山田錦50 純米吟醸生 青木酒造 ¥3,850 ¥1,870 入荷済み 無濾過生原シリーズの最高峰！おススメ！
66 新潟 鶴齢　山田錦55 特別純米生 青木酒造 ¥3,520 ¥1,760 入荷済み 安定の濃醇旨口、無濾過生原酒。食が進みます。
67 新潟 鶴齢　山田錦65 純米生 青木酒造 ¥2,970 ¥1,485 入荷済み 無濾過生原酒シリーズのド定番。濃醇旨口タイプ。
68 新潟 鶴齢　越淡麗55 特別純米生 青木酒造 ¥2,970 入荷済み 新潟の酒米にこだわった無濾過生原酒。
69 新潟 鶴齢　超辛口 純米 青木酒造 ¥3,080 5月13日 毎年、人気の夏の超辛口！売り切れる前にどうぞ。
70 新潟 〆張鶴　しぼりたて 生原酒 宮尾酒造 ¥2,459 ¥1,166 入荷済み ガツっと来る旨味は生原酒ならでは！
71 新潟 たかちよ　黒　　中取り 純米大吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,520 入荷済み 今年も完熟パイナップルです♪
72 新潟 たかちよ橙　sunRise 純米生原酒 髙千代酒造 ¥3,190 ¥1,595 入荷済み テーマはみかん！爽やかな甘酸っぱい柑橘系の味わい。
73 新潟 たかちよ 氷点貯蔵SKYおりがらみ 純米生原酒 髙千代酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み たかちよ人気ナンバー1！大人のラムネソーダ♪
74 新潟 たかちよ　吟　SummerBlue 純米大吟醸生 髙千代酒造 ¥3,520 ¥1,760 入荷済み パイン系の爽やかな夏酒！売切れる前に！
75 新潟 高千代　辛口純米+19　おりがらみ 純米生原酒 髙千代酒造 ¥2,750 ¥1,925 5月19日 上品な旨味と+19の超辛口の切れ味。
76 新潟 八海山　越後で候　青 生原酒 八海山 ¥2,684 入荷済み 一年熟成の限定酒。香り良し味わい滑らか。
77 新潟 月不見の池　早川　neo classic 明記無し 猪又酒造 ¥3,278 ¥1,650 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。
78 新潟 月不見の池　越淡麗 純米吟醸生 猪又酒造 ¥3,520 入荷済み 直汲み・中取り・加水生のオリジナルカスタム。
79 新潟 サビ猫ロック　赤サビ 純米 猪又酒造 ¥3,014 ¥1,507 入荷済み ロック・猫ファンに捧げる旨口系の赤サビ猫。
80 新潟 サビ猫ロック　黒サビ 純米吟醸 猪又酒造 ¥3,388 ¥1,694 入荷済み シャープなキレを求めるなら黒サビ。
81 新潟 サビ猫ロック　銀サビ 純米大吟醸 猪又酒造 ¥4,180 ¥2,090 入荷済み 超数量限定です！サビ猫ファンはお見逃しなく！
82 福井 花垣　　越の雫 純米生 南部酒造場 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み 地元福井の酒造好適米！爽やか系の純米生。
83 福井 花垣　　無濾過生原酒 純米生 南部酒造場 ¥3,190 入荷済み しぼりたてそのまま！濃厚な生の味わいは今だけ！
84 福井 花垣　槽搾り 　番外編 純米生 南部酒造場 ¥1,540 5月中旬 ﾄﾞﾗｲでキレのあるのに味わいしっかりの生原酒。
85 福井 花垣　shu shu shu 純米生 南部酒造場 ¥1,650 5月中旬 花垣唯一の発泡酒。甘口の爽やかな発泡にごり。
86 福井 伝心　稲 純米生 一本義久保本店 ¥2,970 ¥1,485 5月29日 爽やかな風合い、滑らかな口当たりのソフトな辛口。
87 石川 菊姫　鶴乃里 山廃純米生原酒 菊姫 ¥4,400 ¥2,200 入荷済み 超限定酒。上質な旨みと原酒ならではのボリューム感。
88 静岡 白隠正宗 純米生原酒 高嶋酒造 ¥3,245 入荷済み この時期しか発売されない生、料理に合う辛口
89 静岡 白隠正宗　新米　紺ラベル 純米生原酒 高嶋酒造 ¥3,245 ¥1,623 入荷済み お米の優しい甘み、料理に合う辛口純米酒
90 静岡 白隠正宗　伊豆山田 純米 高嶋酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 「中伊豆産 山田錦」を使用した限定の純米酒
91 静岡 開運　涼々 純米 土井酒造場 ¥3,080 ¥1,540 5月中旬 暑い夏にピッタリ！心地よい酸と軽快な旨味～。
92 岐阜 無風　華や香 大吟醸生原酒 玉泉堂酒造 ¥3,520 入荷済み 限定流通商品の華やかな香りを楽しめる大吟生！
93 岐阜 小左衛門　夏吟 純米吟醸 中島醸造 ¥3,410 ¥1,705 入荷済み 香りを控えめでサラッと飲める軽やかな味わい。
94 愛知 義侠　山田錦60　槽口直詰 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥3,190 入荷済み 特A地区の山田錦を使用した限定の生原酒。
95 愛知 義侠　山田錦60 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥3,190 入荷済み 特A地区の山田錦を使用した極上の生原酒。
96 愛知 義侠　五百万石60 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥2,860 入荷済み 年に一回しか飲めない義侠の生！安定の旨さ。
97 愛知 蓬莱泉　はつなつの風 純米大吟醸生 関谷醸造 ¥3,652 5月11日 幻の酒「空」の生タイプ。知らない人が多いです。是非！
98 滋賀 笑四季劇場　薄紅色の葛藤 純米吟醸 笑四季酒造 ¥3,080 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。
99 滋賀 笑四季劇場　潜む蒼の楽園 純米吟醸 笑四季酒造 ¥1,540 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。

100 滋賀 笑四季劇場　夢を見た魚 純米吟醸 笑四季酒造 ¥3,080 ¥1,540 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。
101 滋賀 笑四季　インテンス612 表記無し 笑四季酒造 ¥1,980 入荷済み 6号酵母から採取された612酵母。桃のニュアンス♪
102 滋賀 笑四季　インテンス620 表記無し 笑四季酒造 ¥1,980 入荷済み 6号酵母から採取された620酵母。ぶどうのニュアンス♪
103 滋賀 笑四季劇場　恋するネオンサイン 表記無し 笑四季酒造 ¥1,540 入荷済み さくら酵母使用。キュンとした甘酸っぱさとキレ。
104 滋賀 笑四季　SENSATION　黒 生 笑四季酒造 ¥2,530 ¥1,430 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。
105 滋賀 笑四季　SENSATION　白 生 笑四季酒造 ¥2,530 ¥1,430 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。
106 京都 玉川　一号酵母 無濾過生原酒 木下酒造 ¥2,530 ¥1,265 入荷済み 協会1号酵母で醸した珍しいお酒です。
107 京都 玉川　五百万石 山廃純米生原酒 木下酒造 ¥2,970 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　アイスブレーカー 純米生原酒 木下酒造 ¥3,300 ¥1,265 5月中旬 夏酒の先駆者的存在！ロックでも美味しい！！
109 京都 shirakiku BLACK LABEL brilliant 純米吟醸生原酒 白杉酒造 ¥3,410 ¥1,705 入荷済み 黒麹使用。やや甘口でフレッシュ＆ジューシー♪
110 京都 shirakiku BLACK LABEL vibrant 純米吟醸生原酒 白杉酒造 ¥3,080 入荷済み 黒麹使用。米の旨みと香りを最大限に引き出しました。
111 奈良 大倉　　愛山70 山廃特別純米生原酒 大倉本家 ¥3,410 入荷済み 大倉の愛山×8号酵母！これは楽しみです！
112 奈良 大倉　　備前朝日 山廃特別純米生原酒 大倉本家 ¥2,860 入荷済み 熟成させるほど味乗りする朝日米を使用！
113 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE Terroir 生酛純米 梅乃宿酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 露葉風を使用、しかも五段仕込み。濃醇甘口です。
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