
ぜひご用命ください！！
3月6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。
※まだ、蔵から案内が来ていない商品もございます。お気軽に問い合わせ下さいませ。
※価格は全て税込価格です。

番号 県名  商品名 造り 蔵元 1800 720・500 入荷状況 コメント
1 青森 陸奥八仙　赤ラベル 特別純米生原酒 八戸酒造 ¥3,300 ¥1,870 入荷済み 陸奥八仙のエースとも言っていい、デリシャスリンゴテイスト。
2 秋田 鳥海山　春宵一刻 純米吟醸生 天寿酒造 ¥2,860 ¥1,485 入荷済み 春を感じさせる軽やかで、フレッシュな味わい。
3 秋田 山本　うきうき 純米吟醸生 山本酒造店 ¥3,380 ¥1,690 入荷済み 低アルうすにごり、軽やかで心地よい甘みの春限定酒。
4 山形 天花　初しぼり 酒こまち 純米吟醸 大納川 ¥3,520 ¥1,870 入荷済み 上品な香りと滑らかな旨味、今年も期待大。
5 山形 天花　8 純米大吟醸 大納川 ¥1,980 入荷済み 果実感溢れる香り、爽やかな味わいの低アル8度。
6 山形 山法師　あらばしり 純米吟醸生 六歌仙 ¥3,300 入荷済み 搾りたての濃厚な味わい、微発泡感あるうすにごり。
7 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！！
8 山形 山形正宗　稲造 純米吟醸生 水戸部酒造 ¥1,760 入荷済み 人気の稲造の限定生酒が数量限定で入荷！
9 山形 山形正宗　お燗純米 純米 水戸部酒造 ¥3,300 入荷済み 「落ち着き」「柔らかさ」「丸み」を感じます。

10 山形 山形正宗　辛口純米 純米 水戸部酒造 ¥2,970 ¥1,485 通年商品 切れと程よい旨味を兼ね備えた人気の辛口純米。
11 山形 山形正宗　雄町 純米吟醸 水戸部酒造 ¥3,740 ¥1,870 通年商品 雄町落ち着いた旨味は冷からお燗と共におすすめ。
12 山形 山形正宗　雄町　直汲み 純米吟醸生 水戸部酒造 ¥3,740 ¥1,870 入荷済み 瀬間一押しの山形正宗！ジューシーでキレも最高！
13 山形 山形正宗　生酛　亀の尾 生酛純米吟醸 水戸部酒造 ¥3,960 ¥1,980 入荷済み 優しい米の旨味と、さりげなメロンの香り。蔵元一押し！
14 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！
15 山形 山形正宗　うすにごり 純米吟醸生 水戸部酒造 ¥3,520 ¥1,760 入荷済み 新酒はうすにごりタイプ！爽やかでシルキー、キレはピカイチ。
16 山形 山川光男　はる　2022 純米吟醸生 水戸部酒造 ¥3,850 ¥1,925 入荷済み 山形4蔵のユニット酒。今回はどんなお酒か楽しみ♪
17 山形 洌 純米生原酒 小嶋総本店 ¥2,640 ¥1,430 入荷済み 洌ファンの方お待たせしました！今度は純米生の辛口です。
18 山形 くどき上手　Jrの小川酵母～BEYOND～ 純米大吟醸 亀の井酒造 ¥2,200 3月下旬 上品でフルーティーな香り、繊細な味わいです。
19 山形 黒ばくれん　超辛口 吟醸生 亀の井酒造 ¥2,530 入荷済み 季節限定・亀の尾を使用した超辛口！
20 山形 初孫　愛山 純米大吟醸 亀の井酒造 ¥5,170 ¥2,585 3月17日 後藤杜氏の力作！華やかと濃醇な甘み。
21 福島 一歩己　うすにごり 純米生原酒 豊国酒造 ¥2,934 入荷済み うすにごりでありながら甘み、苦みとキレのバランスが◎
22 福島 一歩己 純米生原酒 豊国酒造 ¥2,725 ¥1,320 入荷済み 爽やか純米酒の限定生酒です。春の山菜と◎
23 福島 会津娘　山田錦 純米大吟醸 髙橋庄作商店 ¥2,420 入荷済み お米の旨味も感じながら、品もあり。最高の食中酒。
24 福島 天明　零号　瑞穂黄金 純米生 曙酒造 ¥2,915 入荷済み 酸と甘・旨のバランスが楽しめる天明新酒第一弾。
25 福島 天明　弐号　美山錦 純米生 曙酒造 ¥3,080 入荷済み 中取りシリーズの香り系。キラキラしたも後押し♪
26 福島 天明　参号　亀の尾 純米生 曙酒造 ¥3,630 入荷済み 亀の尾を使用した透明感のあるスマートな甘旨系。
27 福島 會津 龍が沢　滓がらみ 純米大吟醸生原酒 栄川酒造 ¥1,650 入荷済み グレープフルーツの様な爽やかと奥深い味わい。
28 福島 かすみロ万 純米吟醸生 花泉酒造 ¥3,249 入荷済み 艶やかな甘味とうすにごりの生原酒
29 福島 花見ロ万 純米吟醸 花泉酒造 ¥2,880 ¥1,470 入荷済み 人気の春限定のロ万。低アル13度、軽やかな甘み。
30 福島 奈良萬　中垂れ 純米生 夢心酒造 ¥2,860 入荷済み フレッシュ感と爽やかな旨味、数量限定。
31 宮城 浦霞　純米　しぼりたて 純米生原酒 佐浦 ¥3,036 入荷済み フレッシュ感とスッキリとした米の旨味、辛口の新酒。
32 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 ワイングラスで冷でも◎、和食と合わせてぬる燗も◎
33 栃木 モダン仙禽　亀の尾 明記なし せんきん ¥3,600 入荷済み マスカットやラ・フランスのような香りが穏やかに香ります。
34 栃木 惣誉　しぼりたて 純米生 惣誉酒造 ¥2,629 入荷済み バナナの様な香り、旨味がありながらスッキリとした飲み口。
35 栃木 東力士　愛山田 純米吟醸 島崎酒造 ¥1,485 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。
36 栃木 東力士　極雫　First Drop 純米生 島崎酒造 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み 贅沢な袋吊りしぼり！軽快で爽やかなうすにごり。
37 茨城 月の井　ひたち錦 純米生原酒 月の井酒造店 ¥1,595 入荷済み 味わい深さと軽快な後味が特長。日本酒度+15！
38 群馬 尾瀬の雪どけ　旬吟 純米大吟醸生 龍神酒造 ¥2,970 ¥1,595 入荷済み 蜜リンゴを想わせる上品な香り、柔らかな味わい。
39 群馬 尾瀬の雪どけ　桃色にごり 純米大吟醸生 龍神酒造 ¥3,300 ¥1,815 入荷済み 超人気にピンク色の濁り酒です！お早めに！
40 群馬 水芭蕉　新酒直汲み 純米吟醸生原酒 永井酒造 ¥3,520 入荷済み ピチピチとしたガス感、重厚感ある旨味が愉しめます。
41 群馬 水芭蕉　春酒 純米吟醸生原酒 永井酒造 ¥1,650 入荷済み ほんのり甘口・華やかな香りとジューシーな味わい。
42 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。
43 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。
44 埼玉 Bunraku Reborn　Snowflake 純米吟醸生原酒 北西酒造 ¥3,025 ¥1,595 入荷済み もぎたての洋梨を思わせる香りとやわらかくなめらかな口当たり。
45 埼玉 帝松　虎ノ巻　白 純米吟醸原酒 松岡醸造 ¥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。
46 埼玉 帝松　虎ノ巻　黒 純米大吟醸原酒 松岡醸造 ¥3,300 ¥1,540 通年商品 特約店ブランド虎ノ巻！辛口＆フルーティー♪
47 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！
48 埼玉 帝松　虎ノ巻　赤 特別純米原酒 松岡醸造 ¥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！
49 埼玉 帝松　豊穣感謝祭 純米大吟醸生原酒 松岡醸造 ¥1,650 入荷済み 辛口なのにフルーティーで飲みやすい新酒生。
50 埼玉 帝松　豊穣祈願祭 純米吟醸生原酒 松岡醸造 ¥1,430 入荷済み 爽やかな香り、軽快な辛口。
51 神奈川 残草蓬莱　Ｑueeen　槽場直詰 純米吟醸生原酒 大矢孝酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 低アル12度でジューシー＆クリアな味わい。
52 神奈川 亮　　　若水 純米吟醸生 中沢酒造 ¥3,190 ¥1,760 入荷済み 河津桜酵母仕込み。穏やかな香り、まろやかな味わい。
53 神奈川 いづみ橋　粉雪にごり 純米吟醸 泉橋酒造 ¥3,300 入荷済み うすにごりなのでこれからの季節、お鍋と是非◎
54 神奈川 いづみ橋　愛山　桜うすにごり 純米吟醸 泉橋酒造 ¥3,630 ¥1,815 入荷済み 人気の愛山を使用した優しい甘味を感じるうすにごり。
55 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！
56 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。
57 長野 MIYASAKA 　愛山 純米吟醸 宮坂醸造 ¥3,630 ¥2,178 入荷済み ジューシーな香りと味わい！人気の愛山です！
58 長野 真澄　あらばしり樽酒 純米吟醸生 宮坂醸造 ¥1,815 入荷済み 樽酒お探しの方！上品な樽の香り、焼き魚に◎
59 長野 真澄　あらばしり 純米吟醸生 宮坂醸造 ¥2,750 入荷済み 香りも良く ちょっと甘めで丸い味わい。コスパ◎
60 長野 真澄　うすにごり 純米吟醸生 宮坂醸造 ¥1,980 入荷済み はじけるガス感とクリーミーな味わい。
61 長野 MIYASAKA しぼりたて 純米吟醸生 宮坂醸造 ¥3,080 ¥1,848 入荷済み モダン・フレッシュ・ブリリアント！
62 長野 豊香　春かすみ酒 純米生原酒 豊島屋 ¥2,530 ¥1,430 入荷済み 春のらしい低アル14度の原酒。柔らかい香りは健在。
63 長野 豊香 純米生原酒 豊島屋 ¥1,320 入荷済み 定番の純米酒の珍しい生原酒です。コスパ◎
64 新潟 八海山　越後で候　青 生原酒 八海山 ¥2,970 入荷済み フレッシュで荒々しいしぼりたて原酒ならではの飲みごたえ
65 新潟 八海山　純米吟醸55％ 純米吟醸 八海山 ¥1,430 入荷済み 新発売！特約店限定酒！安定感、安心感ある酒質です。
66 新潟 八海山　純米大吟醸　時季限定 純米大吟醸 八海山 ¥3,707 ¥1,848 入荷済み 新発売！赤いラベル！瑞々しさと華やかさと上品さと。
67 新潟 月不見の池　直汲み　中取り 純米吟醸生酒 猪又酒造 ¥3,520 ¥1,815 入荷済み 蔵家オリジナル！度数を抑えた加水バージョン。
68 新潟 みなも　爽彩純米 純米 吉乃川 ¥2,640 ¥1,320 入荷済み 限定ブランド・みなもの新商品。すっきり系ならこれ！
69 新潟 たかちよ　sunrise 純米生原酒 髙千代酒造 ¥3,190 入荷済み テーマはみかん♪こつでゆっくり吞んで欲しいです。
70 新潟 たかちよ　For you with my chocolate 純米生原酒 髙千代酒造 ¥1,430 入荷済み パイナップルとリンゴのニュアンスが仲良く融合。
71 新潟 たかちよ　KASUMI 純米生原酒 髙千代酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み もぎたての桃のような風味と果実感が最高。
72 新潟 たかちよ　Re:For you with my 純米生原酒 髙千代酒造 ¥3,410 ¥1,485 入荷済み フルーティーで甘酸っぱい柑橘系の香り、おりがらみです。
73 新潟 takachyo59 愛山×雄町 純米吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,630 ¥1,430 入荷済み 超限定酒！華やかでフルーティで透明感も♪
74 新潟 takachyo59　華吹雪 純米吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥2,860 ¥1,100 入荷済み 超限定酒！華やかさで感動的な飲みやすさです♪
75 新潟 巻機 純米吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,630 ¥1,815 入荷済み 稀少な一本〆を使用。特約店限定酒！お試しあれ！
76 新潟 鶴齢　越淡麗55 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,520 ¥1,760 入荷済み 旨味とキレを重視した香り控えめの食中酒
77 新潟 鶴齢　山田錦55 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,520 ¥1,760 入荷済み バランスの良い味わい。正統派な雰囲気あります。
78 新潟 鶴齢　山田錦65 純米生原酒 青木酒造 ¥2,970 ¥1,485 3月17日 鶴齢の生原酒を飲んだことない方に。旨口系。
79 新潟 麒麟山　ぽたりぽたり　越淡麗 純米吟醸生原酒 麒麟山酒造 ¥3,520 入荷済み ル・レクチェを思わせる果実感、上品な甘味とキレ。
80 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 フレッシュな香りとしっかりどっしりとした飲み応え。
81 新潟 〆張鶴　金ラベル 大吟醸 宮尾酒造 ¥9,460 ¥4,246 入荷済み 年一回発売の大吟醸！間違いない味わい。
82 新潟 〆張鶴　銀ラベル 大吟醸 宮尾酒造 ¥3,333 入荷済み 年一回発売の大吟醸！一度味わって下さい。
83 福井 花垣　　越の雫 純米生 南部酒造場 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み フレッシュな酸味とお米を由来とする優しい甘み。
84 福井 花垣　　亀の尾 純米生 南部酒造場 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み お酒の芯がしっかりしているので、生でもお燗ありです。
85 福井 花垣　　冬のしぼりたて 本醸造生 南部酒造場 ¥2,530 ¥1,265 入荷済み 花垣の本醸造しぼりたては飲んでみたい！By瀬間
86 福井 花垣　　豊満のいろけ 山廃本醸造 南部酒造場 ¥2,420 ¥1,210 入荷済み 新発売！このタイトル。飲んでみたい！By瀬間
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 石川 菊姫 山廃純米原酒 菊姫 ¥3,740 ¥1,980 入荷済み 年末大人気の生原酒！濃醇旨口！とにかく旨い！
89 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
90 静岡 白隠正宗 顔を上げ 少しづつ前へ 純米吟醸 高嶋酒造 ¥1,925 入荷済み コロナ禍応援酒。蔵のバトンリレー酒。50％精米の純吟です。
91 静岡 白隠正宗 純米生原酒 高嶋酒造 ¥3,245 入荷済み 熟成されて旨味しっかり。お燗も最高ですよ。
92 愛知 義侠　山田錦60 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥3,190 ¥1,595 入荷済み 特A地区の山田錦を使用した極上の生原酒。
93 愛知 義侠　山田錦60　 おりがらみ 純米生原酒 山忠本家酒造 ¥1,595 入荷済み 特A地区の山田錦を使用した極上の生原酒。
94 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。
95 岐阜 無風　熟成原酒 純米吟醸原酒 玉泉堂酒造 ¥2,750 入荷済み 甘・旨・酸が調和した奥深い風味と膨らみある味わい。
96 岐阜 無風 純米吟醸生原酒 玉泉堂酒造 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み しぼりたての無垢な味わい。穏やかな生原酒です。
97 岐阜 小左衛門　桜ラベル 純米吟醸生原酒 玉泉堂酒造 ¥3,410 ¥1,705 入荷済み 軽やかで瑞々しい透明感のあるおりがらみ生。
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。
102 滋賀 笑四季劇場　飛べない孔雀 純米吟醸 笑四季酒造 ¥1,540 入荷済み 吟おうみ使用。淡い滋味がひろがる柔らかい旨味。
103 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。
104 滋賀 笑四季　SENSATION　金 生 笑四季酒造 ¥2,750 ¥1,540 入荷済み 10号酵母由来のやわらかな酸と甘味、きらびやかな酸。
105 京都 玉川　白レベル　北錦 山廃純米生原酒 木下酒造 ¥3,410 入荷済み 玉川の核となる生原酒といえるかも。良き熟成感。
106 京都 玉川　祝 純米吟醸生原酒 木下酒造 ¥3,410 入荷済み 綺麗な旨味が味わえる玉川の上品系♪
107 京都 玉川　雄町 山廃純米生原酒 木下酒造 ¥3,410 入荷済み しっかりとした酸と旨み・その余韻とキレも抜群。
108 京都 玉川　しぼりたて 生原酒 木下酒造 ¥2,420 入荷済み コスパ抜群！アル添の生って美味しいって知ってほしい♪
109 京都 玉川　人喰い岩 特別本醸造生原酒 木下酒造 ¥2,530 入荷済み キレのよい玉川の淡麗辛口。瑞々しく爽やか～
110 京都 玉川　コウノトリ 生酛純米生原酒 木下酒造 ¥3,520 入荷済み 玉川のとびきりの濃醇大辛口酒。
111 京都 玉川　1号酵母 本醸造生原酒 木下酒造 ¥2,530 ¥1,265 入荷済み 稀少な1号酵母の酒、甘やかで濃厚な旨味。
112 京都 玉川　手つけず原酒 純米吟醸生原酒 木下酒造 ¥1,980 入荷済み 生まれたばかりのお酒をダイレクトに味わえる！
113 京都 NIJIIRO 純米生原酒 白杉酒造 ¥1,760 入荷済み 7種類の酵母で造った、沢山のフレーバーを感じる甘味♪
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