
ぜひご用命ください！！
8月29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　完熟バナナ酵母 純米 三千櫻酒造 ¥1,672 入荷済み 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。
2 北海道 三千櫻　Ｒclass 純米 三千櫻酒造 ¥2,400 ¥1,250 入荷済み 飲み飽きしない味わい、そのコストパフォーマンスの高さに注目。
3 青森 陸奥八仙　夏吟醸 吟醸 八戸酒造 ¥3,300 入荷済み 少しアルコールを抑えた清涼感ある甘味が人気の夏酒。
4 青森 陸奥八仙　緑ラベル 特別純米 八戸酒造 ¥3,080 ¥1,650 入荷済み お米本来の旨味とスッキリ感が存分に楽しめます。
5 青森 陸奥八仙　ひやおろし　オレンジラベル 純米吟醸 八戸酒造 ¥3,410 ¥1,760 9月中旬 柑橘系の香り、軽快に飲める八仙のひやおろし。
6 秋田 まんさくの花　MK-X 純米吟醸 日の丸醸造 ¥1,782 入荷済み 白麹を由来のシャープな酸は白ワインを連想させます♪
7 秋田 まんさくの花　愛亀ラベル 純米吟醸 日の丸醸造 ¥3,520 ¥1,848 入荷済み 愛山と亀の尾をブレンド。愛山の甘みと亀の尾の旨味が♪
8 秋田 鳥海山　ひやおろし 純米吟醸 天寿酒造 ¥3,146 ¥1,634 9月4日 葡萄の様な香り、まろやかな甘味とジューシーな酸。
9 山形 洌　夏生　備前雄町 純米吟醸生 小嶋総本店 ¥3,740 入荷済み 旨さとキレが光る雄町使用した限定生原酒！

10 山形 山川光男　あき 表記無し 小嶋総本店 ¥3,850 ¥1,925 入荷済み 14度の原酒、軽快ながらも複雑な味わい。
11 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。
12 山形 山法師　蔵囲い夏吟醸 吟醸 六歌仙 ¥3,190 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。
13 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！！
14 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。
15 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！
16 山形 山形正宗　夏ノ純米　夜の部 純米 水戸部酒造 ¥2,970 入荷済み 夏は花火ラベル！夏の夜のお供に爽やか純米。
17 山形 山形正宗　秋あがり 純米吟醸 水戸部酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 程よく旨みの乗ったキレのよい味わいは流石。
18 山形 くどき上手　雄町44％ 純米大吟醸 亀の井酒造 ¥3,740 ¥1,980 9月上旬 秋の限定人気酒。雄町の44％でこの価格は驚き！
19 山形 初孫　穂の力 生酛純米原酒 東北銘醸 ¥2,728 ¥1,364 入荷済み 出羽の里を使ったバランスよく、まろやかな味わい。
20 福島 奈良萬　ひやおろし 純米 夢心酒造 ¥2,860 ¥1,430 9月9日 昨年より熟成させて秋らしい旨味ののった仕上がりに。
21 福島 奈良萬　生貯蔵酒 純米生貯 夢心酒造 ¥1,430 入荷済み 夏らしく軽快な味わいに仕上げた純米酒。安心感ある～。
22 福島 十ロ万 純米吟醸 花泉酒造 ¥3,590 ¥1,900 9月9日 秋限定のロ万。艶やかな甘味と柔らかな口当たり。
23 福島 一歩己　裏葉柳 （純米大吟醸） 豊国酒造 ¥2,530 入荷済み 新商品！精米歩合40％の低アルで更に爽やかな味わい。
24 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！
25 福島 天明　福乃香×夢の香 純米生 曙酒造 ¥1,705 入荷済み 福島の酒米使用。系の香り、フレッシュ感あるクリアな旨味。
26 福島 會津 龍が沢　円熟原酒 純米大吟醸 栄川酒造 ¥3,190 ¥1,595 入荷済み 秋限定の新発売商品。大吟醸のひやおろし！要チェック！
27 福島 遥香　ひやおろし 純米 末廣酒造 ¥2,640 ¥1,320 入荷済み 上品な果実系の香りと柔らかな口当たり。
28 福島 会津娘　山田穂 純米吟醸 髙橋庄作酒造店 ¥2,310 入荷済み 口に入れると丸みのある滑らかな口当たり。
29 福島 会津娘　短稈渡船 純米吟醸 髙橋庄作酒造店 ¥2,310 入荷済み 非常に力強いコクがあり、引き締まった味わい。
30 栃木 モダン仙禽 明記なし せんきん ¥3,001 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。
31 栃木 惣誉　五百万石 純米大吟醸生 惣誉酒造 ¥3,542 入荷済み メロンの様な香り、軽くきめ細かな味わい。
32 栃木 惣誉　睡蓮 純米 惣誉酒造 ¥2,585 ¥1,320 入荷済み バナナ系の香味、爽やかな酸、若々しい味わいの純米酒。
33 栃木 惣誉　ひやおろし 生酛特別純米 惣誉酒造 ¥3,267 ¥1,650 入荷済み 特A山田錦使用。柔らかな口当たり、旨味しっかり。
34 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。
35 群馬 尾瀬の雪どけ　Daiginjo Aiyama48 大吟醸 龍神酒造 ¥3,960 ¥1,980 入荷済み 緊急発売超限定酒。鑑評会出品酒レベルです！
36 群馬 尾瀬の雪どけ　ひやおろし 純米大吟醸 龍神酒造 ¥3,300 ¥1,799 入荷済み リンゴや洋ナシのような香り、凛とした旨味と酸味が◎
37 群馬 水芭蕉　ひやおろし 純米吟醸 永井酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 上品さも兼ね備えた円熟したまろやかな口当たり。
38 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。
39 埼玉 Bunraku Reborn 特別純米生原酒 北西酒造 ¥2,860 ¥1,485 入荷済み モダンテイスト！日本酒ビギナーの方におすすめです。
40 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。
41 埼玉 帝松　虎ノ巻　白 純米吟醸原酒 松岡醸造 ¥2,970 ¥1,485 入荷済み 上品な吟醸香と辛口のキレ、軽やかな味わい。
42 埼玉 帝松　虎ノ巻　黒 純米大吟醸原酒 松岡醸造 ¥1,540 通年商品 特約店ブランド虎ノ巻！辛口＆フルーティー♪
43 埼玉 帝松　虎ノ巻　緑 純米吟醸原酒 松岡醸造 ¥2,640 ¥1,320 入荷済み 濃醇なコクを引き出しながら辛口のキレが冴えてます！
44 埼玉 帝松　虎ノ巻　赤 特別純米原酒 松岡醸造 ¥2,420 ¥1,210 入荷済み 芳醇な香りながら爽やかさを兼ね備えた辛口！
45 神奈川 昇龍蓬莱　雄町60 槽場直詰 生酛純米吟醸生原酒 大矢孝酒造 ¥1,870 入荷済み ふんわりとした旨味が楽しめます。チーズ焼いたお料理と◎
46 神奈川 昇龍蓬莱　辛口師匠勘弁してくださいよ 生酛純米吟醸生原酒 大矢孝酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み うすにごり14度の辛口生。茄子の揚げびたしと◎
47 神奈川 昇龍蓬莱　冷卸 辛口師匠勘弁してくださいよ 生酛純米吟醸 大矢孝酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 辛口日本酒度+11。冷でも燗でも◎鰹のたたきと◎
48 神奈川 残草蓬莱　Queeen 特別純米生原酒 大矢孝酒造 ¥3,080 入荷済み 低アル12度でキャッチーな甘味＆フレッシュな爽快感！
49 神奈川 いづみ橋　秋とんぼ　山田錦 生酛純米 泉橋酒造 ¥3,300 ¥1,760 9月上旬 地元海老名の山田錦使用。冷良し燗もおすすめです。
50 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！
51 神奈川 松みどり　秋あがり 純米吟醸 中沢酒造 ¥3,036 9月4日 穏やかな甘味を感じる香りと、まろやかな味わい。
52 神奈川 Ｓ.TOKYO 2021 純米吟醸 中沢酒造 ¥2,057 入荷済み ピザに良く合います♪是非お試しください。2020もあり〼
53 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！
54 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。
55 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！
56 長野 MIYASAKA 　美山錦　しぼりたて 純米吟醸生 宮坂醸造 ¥3,080 入荷済み 毎年、美味しくなってます！瀬間も太鼓判！
57 長野 MIYASAKA 　CORE 純米吟醸生 宮坂醸造 ¥4,180 入荷済み フレッシュなガス感、エレガントな味わい。
58 長野 真澄 ひやおろし 山廃純米吟醸 宮坂醸造 ¥3,300 ¥1,980 9月9日 エレガントな味わいの山廃、和洋問わず秋の味覚と♪
59 長野 豊香　山恵錦　辛口 純米吟醸 豊島屋 ¥3,300 ¥1,815 入荷済み 山恵錦使用。優しい香りと、ガス感の残った心地よいキレ。
60 長野 豊香　Ｐ1 純米 豊島屋 ¥1,430 入荷済み 生でないのにガス感をあり！P1とはプラス ヒトテマの意。
61 長野 豊香　秋あがり 純米 豊島屋 ¥2,530 ¥1,430 入荷済み 心地よい華やかな香りと丸みを帯びた深みある味わい。
62 長野 佐久乃花　秋の純米吟醸 純米吟醸 佐久の花酒造 ¥2,860 入荷済み 香りと酸味、調和のとれた口当たり柔らかな秋酒。
63 新潟 鶴齢　山田錦50 純米吟醸生 青木酒造 ¥3,850 入荷済み 無濾過生原シリーズの最高峰！おススメ！
64 新潟 鶴齢　山田錦65 純米生 青木酒造 ¥2,970 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。
65 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。
66 新潟 鶴齢　雄町 特別純米 青木酒造 ¥3,740 ¥1,870 入荷済み 最上級の雄町で醸した芳醇な旨味が堪能できる。
67 新潟 鶴齢　爽醇 特別純米 青木酒造 ¥2,970 入荷済み 夏酒第二弾は低アル。爽やかな酸とほのかな甘味。
68 新潟 鶴齢　愛山 純米吟醸 青木酒造 ¥2,200 入荷済み 人気の愛山で醸した鶴齢の人気限定酒。
69 新潟 鶴齢　ひやおろし 特別純米 青木酒造 ¥3,410 ¥1,705 9月9日 芳醇な旨味が楽しめる新潟の銘酒。
70 新潟 高千代　秋あがり　一本〆 純米生 髙千代酒造 ¥3,740 ¥1,870 入荷済み フルーティーな香りとジューシーな味わい。
71 新潟 高千代　秋あがり　美山錦　からくち+19 純米生 髙千代酒造 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み キレの良い超辛口ながら優しさも感じる生酒。
72 新潟 巻機　限定生詰原酒 純米吟醸 髙千代酒造 ¥3,850 9月上旬 巻機会限定酒。稀少なブランドでバランスの良い味わい。
73 新潟 たかちよ　HALLOWEEN サラパンダおおかみお 純米大吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,630 ¥1,815 9月15日 柑橘系の酸とおりがらみならではの微発泡感もあり♬
74 新潟 八海山　特別純米原酒 特別純米原酒 八海山 ¥3,379 ¥1,686 入荷済み キンキンに冷やして旨い。上品な香りと優しい甘味。
75 新潟 月不見の池　夏吟醸 純米吟醸 猪又酒造 ¥3,476 入荷済み 涼風が感じられる夏の淡麗旨口。
76 新潟 サビ猫ロック　赤サビ　PHASE2 純米 猪又酒造 ¥1,507 入荷済み 猫の日に発売！程よい旨味と爽やかな味わい。
77 新潟 サビ猫ロック　黒サビ  PHASE2 純米吟醸 猪又酒造 ¥1,694 入荷済み 猫の日に発売！シャープ感、キレが。
78 新潟 久保田　千寿 秋あがり 純米吟醸 朝日酒造 ¥1,595 9月3日 久保田の秋のお酒呑んでみませんか？
79 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。
80 福井 花垣　　九頭竜 純米生 南部酒造場 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み 福井の酒米、シャープでキレの良い印象です。
81 石川 菊姫　鶴乃里 山廃純米生原酒 菊姫 ¥4,400 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。
82 石川 菊姫　呑切原酒 山廃純米原酒 菊姫 ¥3,740 ¥1,870 入荷済み 今しか味わえない切れ味ある若々しい山廃純米。
83 石川 菊姫　ひやおろし 山廃純米原酒 菊姫 ¥3,960 ¥1,980 9月9日 菊姫の中でまろやかで上品なお米の旨味を感じる秋酒。
84 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
85 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
86 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
87 静岡 開運　涼々 純米 土井酒造場 ¥1,540 入荷済み 暑い夏にピッタリ！心地よい酸と軽快な旨味～。
88 岐阜 小左衛門　初秋 純米 中島醸造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 穏やかな香りと軽やかで滑らかな旨味。冷・ぬる燗◎
89 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。
90 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。
91 愛知 蓬莱泉　夢筐　ひやおろし 特別純米 関谷醸造 9月9日 程よい熟成感とジューシーな鶏モモ肉と相性◎
92 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。
93 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。
94 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。
95 滋賀 笑四季劇場　ホテルトワイライト 純米吟醸 笑四季酒造 ¥3,080 入荷済み 六号系酵母使用、山田錦の味わい深いと心地よい酸。
96 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。
97 滋賀 笑四季　SENSATION　白 生 笑四季酒造 ¥2,530 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。
98 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。
99 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。
100 京都 玉川　アイスブレーカー 純米生原酒 木下酒造 ¥1,265 入荷済み 夏酒の先駆者的存在！ロックでも美味しい！！
101 京都 玉川　ひやおろし 純米 木下酒造 ¥1,350 入荷済み 軽快ながら奥深い旨味の余韻。今年も純米で発売！
102 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♪
103 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。
104 奈良 大倉　 Dolce 水酛純米 純米生 大倉本家 ¥1,980 入荷済み 南国スイーツを凝縮したような飲むフルーツ！？
105 奈良 吞鶴　常温熟成　2018 生原酒 大倉本家 ¥1,320 入荷済み 全国で約3軒の酒屋のみ。深いコクと、カラメルのような香り。
106 奈良 春鹿　ひやおろし 純米吟醸 今西清兵衛商店 ¥3,080 ¥1,540 9月9日 爽やかな吟醸香と美しく熟成された上品な甘み。
107 奈良 鹿鳴　無圧搾り　一年熟成　雄町 純米吟醸生原酒 今西清兵衛商店 ¥1,815 9月9日 優しい吟醸香と軽快な味わいのお酒の一年熟成。
108 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。
109 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Harvest 山廃純米 梅乃宿酒造 ¥3,080 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。
110 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Ｗarm 山廃純米 梅乃宿酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 熟成からくるとろっとした旨味が◎燗も◎
111 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Nouveau 純米生 梅乃宿酒造 ¥2,860 入荷済み 口当たりジューシーで後味爽やか！新酒生！
112 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Ｎonfilter 純米大吟醸生 梅乃宿酒造 ¥3,850 入荷済み フルーティーな香りと柔らかく、ふくよかな米の旨味。
113 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Dry 純米 梅乃宿酒造 ¥2,750 入荷済み 爽快なのどごしが絶妙に調和した辛口純米酒。
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