
番号 県名  商品名 造り 蔵元 1800 720・500 入荷状況 コメント
114 奈良 大倉　協会一号酵母×神力 山廃特別純米生 大倉本家 ¥3,190 入荷済み 芯の通った滋味深い味わい、さすが大倉！！
115 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。
116 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Harvest 山廃純米 梅乃宿酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み コク深く、丸みを帯びた味わいはお燗で。
117 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◎
118 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Nouveau 純米生 梅乃宿酒造 ¥2,860 ¥1,430 入荷済み 口当たりジューシーで後味爽やか！一年寝かせ生！
119 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Ｎonfilter 純米大吟醸生 梅乃宿酒造 ¥3,850 ¥1,925 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。
120 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。
121 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　　Cuvee 純米大吟醸生 梅乃宿酒造 ¥3,630 入荷済み 華やかな香りと甘み、上質ですっきりとキレの良い味わい。
122 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　　classic 純米生 梅乃宿酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 甘みと旨味が詰まった口当たりの良い濃醇生原酒。
123 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　　Pleasure 純米吟醸生 梅乃宿酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 甘い香りとやわらかな甘味、口当たりが心地良い。
124 兵庫 奥播磨　おりがらみ 純米生 下村酒造店 ¥3,280 ¥1,640 入荷済み メロン系の香りながら旨味ぎっしり詰まってます。
125 兵庫 奥播磨　夢錦55 純米生 下村酒造店 ¥3,480 入荷済み 奥播磨の純米生は寝かせても美味しい！
126 兵庫 奥播磨　春待ちこがれて 山廃純米生 下村酒造店 ¥2,985 ¥1,493 入荷済み しっかりとした酸と旨み・春酒だけどフルボディー系です！
127 兵庫 奥播磨　超辛　黒 純米吟醸生原酒 下村酒造店 ¥3,351 ¥1,675 入荷済み 辛口といえばこれ！日本酒度+19でキレっキレですよ！
128 兵庫 奥播磨　三十五號 おりがらみ 純米大吟醸生原酒 下村酒造店 ¥2,251 入荷済み 奥播磨の純米大吟醸のおりがらみ生。おすすめ！
129 兵庫 宮の井　純米 純米 下村酒造店 ¥1,736 入荷済み 高コスパ！燗向き。辛口系の熟成ブレンド！
130 兵庫 都美人　穏坐 山廃純吟生原酒 都美人酒造 ¥3,410 ¥1,870 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。
131 兵庫 都美人　とり 山廃純米生原酒 都美人酒造 ¥2,860 ¥1,573 入荷済み 五百万石使用。今年は甘味もプラス♪
132 兵庫 都美人　太陽 山廃純米吟醸原酒 都美人酒造 ¥3,740 ¥2,035 入荷済み 特А山田錦使用。やわらかで上品にふくらむ味わい。
133 兵庫 都美人　星 純米吟醸生原酒 都美人酒造 ¥3,410 ¥1,925 入荷済み おりがらみ生原酒ならではのふくよかな甘いみと酸が◎
134 兵庫 都美人　かい 山廃純米 都美人酒造 ¥3,190 ¥1,650 入荷済み 3年以上熟成した山廃純米のアッサンブラージュ。
135 兵庫 都美人　かえる 山廃本醸造 都美人酒造 ¥2,530 ¥1,386 入荷済み 上級者御用達の山廃本醸造は最強の食中酒。
136 兵庫 都美人　月　おりがらみ 純米吟醸生原酒 都美人酒造 ¥3,410 ¥1,870 入荷済み 壮大な天秤搾りで搾られた繊細で柔らかい味わい。
137 兵庫 都美人　さめ　活性にごり 純米生原酒 都美人酒造 ¥2,640 ¥1,452 入荷済み 「探偵!ナイトスクープ」でも放送された人気酒。
138 兵庫 ドラゴン黒　生 純米吟醸生 本田商店 ¥2,970 ¥1,540 入荷済み 特約店限定の生！キレと旨味にフレッシュさがプラス♪
139 兵庫 竹泉　醇辛　槽口直詰 純米生原酒 田治米 ¥3,300 入荷済み クリアな酸とピチピチ感が爽快な芳醇辛口生！
140 和歌山 黒牛　中取り　山田錦 純米生原酒 名手酒造店 ¥3,135 ¥1,562 4月上旬 フルーティーな香り、フレッシュかつ濃厚な旨味とキレ。
141 和歌山 黒牛　雄町 純米吟醸生原酒 名手酒造店 ¥3,520 ¥1,760 4月上旬 コクと旨みを兼ね備えた限定の生原酒。
142 三重 るみ子のお燗 純米 森喜酒造場 ¥2,915 入荷済み 3年熟成、しっかりとしたボディ感、燗酒の王道感あり！
143 三重 すっぴんるみ子の酒　桜ラベル 特別純米生原酒 森喜酒造場 ¥3,190 ¥1,595 入荷済み 尾瀬あきらさんのが描いた新ラベル。素敵すぎます！
144 三重 御杖代 みつえしろ　豊穣祈願祭 純米吟醸生原酒 森喜酒造場 ¥3,190 ¥1,650 入荷済み 香り穏やか旨味も楽しめる辛口。
145 鳥取 こなき純米　超辛口 純米吟醸生原酒 千代むすび酒造 ¥2,860 入荷済み シャープな切れ味としっかりとした旨味のある超辛口。
146 岡山 神心　新酒 純米大吟醸生原酒 嘉美心酒造 ¥3,300 入荷済み 新米新酒のしぼりたて！フルーティーでキレも良い！
147 岡山 神心　豊穣祈願祭 純米吟醸生原酒 嘉美心酒造 ¥3,080 入荷済み 活性にごりタイプです♪
148 岡山 御前酒　1859　菩提酛生 純米生 辻本店 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 雄町といえば辻本店！生原酒で旨味タップリ！
149 岡山 GOZENSHU 9 ホワイトボトル 純米生 辻本店 ¥3,080 ¥1,069 入荷済み GOZENSHU 9シリーズの新酒バージョーン。
150 岡山 大典白菊　トリプルA 純米生 白菊酒造 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み ガス感満載、米3種のブランドがユニーク。コスパ◎
151 岡山 大典白菊　山田錦 純米吟醸生 白菊酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 瀬間おすすめ！フルーティー系が好きな方に。
152 岡山 大典白菊　造酒錦　おりがらみ 純米生 白菊酒造 ¥2,970 ¥1,485 入荷済み バランスの良い味わい。この酒米はこの蔵だけ！
153 広島 龍勢　和みの辛口 生酛特別純米 藤井酒造 ¥1,540 入荷済み 新シリーズLimited!冷やでも燗でも最高！
154 広島 龍勢　ゆらぎの凪 生酛特別純米 藤井酒造 ¥3,300 ¥1,760 入荷済み 新シリーズLimited!透明感がある正統派！
155 広島 龍勢　日々綽々 生酛特別純米 藤井酒造 ¥3,300 ¥1,760 入荷済み 新シリーズLimited!クールで万能な優等生タイプ！
156 広島 龍勢　無垢の系譜 生酛特別純米 藤井酒造 ¥3,564 ¥1,980 入荷済み 新シリーズLimited!お燗にしたら最高の一杯に！
157 愛媛 日本心　道 純米吟醸 武田酒造 ¥3,960 ¥1,980 入荷済み 新しい日本心！旨み・キレともに気合が入ってます。
158 愛媛 媛一会　円月 純米吟醸 武田酒造 ¥3,256 ¥1,980 入荷済み 口中にひろがる吟醸香、透明感ある余韻も楽しめる。
159 高知 酔鯨　吟麗　しぼりたて 純米吟醸生原酒 酔鯨酒造 ¥2,937 入荷済み 爽やかな香りとしっかりと旨みもある辛口生原酒。
160 高知 桂月　CEL24 しぼりたて 純米大吟醸 土佐酒造 ¥1,705 入荷済み フルーティーな香りとジューシーな味わい。
161 高知 南　 特別純米生原酒 南部酒造場 ¥2,935 ¥1,506 4月上旬 しっかりとした酸、キレも良い。刺身から揚げ物まで◎
162 山口 東洋美人　醇道一途　愛山 純米吟醸生 澄川酒造場 ¥3,300 ¥1,760 入荷済み 透明感と上品な飲み口の中に甘く芳醇な味わい
163 山口 東洋美人　醇道一途　おりがらみ 純米吟醸生 澄川酒造場 ¥3,300 入荷済み 新酒の荒々しさを澱でカバー。飲み口柔らかーい。
164 山口 東洋美人　醇道一途　直汲み 純米吟醸生 澄川酒造場 ¥3,300 入荷済み 直汲みならではのガス感と、上品でクリアな味わい。
165 佐賀 万齢　　全量山田錦 純米生原酒 小松酒造 ¥3,300 入荷済み 極少生産の為、お早めに！バランスのいい味わいです。
166 佐賀 万齢 特別純米生原酒 小松酒造 ¥1,650 入荷済み 旨味がのって、香り、旨味、キレも健在です。
167 佐賀 古伊万里　前　LUXURHYTHM 明記無し 古伊万里酒造 ¥1,650 入荷済み マスカットの様な爽やかな香りと心地よいガス感。
168 佐賀 古伊万里　前　トランキーロ 明記無し 古伊万里酒造 ¥1,760 入荷済み 香り高くしっかりとした旨味ながら、すっきりとした後味。
169 佐賀 古伊万里　前　プロパルション 明記無し 古伊万里酒造 ¥2,200 入荷済み ガス感が楽しめる古伊万里の人気者！
170 佐賀 七田　純米吟醸無濾過 純米吟醸生 天山酒造 ¥3,575 ¥1,760 入荷済み 青りんごを想わせる瑞々しい香り、上品な甘味。お刺身と。
171 佐賀 七田　七割五分磨き　雄町 純米生 天山酒造 ¥2,860 ¥1,375 入荷済み バナナの様な香り、豊かな旨味と穏やかな酸。キレも◎
172 佐賀 七田　七割五分磨き　山田穂 純米生 天山酒造 ¥2,860 ¥1,375 入荷済み 芳醇な旨味とボリューム感も楽しめる一本。
173 佐賀 七田　おりがらみ 純米生 天山酒造 ¥1,375 入荷済み メロン系の香り、シュワシュワで人気の活性おりがらみ生。
174 佐賀 東一　山田錦 純米生 五町田酒造 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み 酒通からの信頼度は抜群、今しか飲めない生を是非！
175 大分 華鷹 純米吟醸生 浜嶋酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 久しぶりの入荷！甘口・フルーティータイプ。
176 長崎 よこやま SILVER7　超辛 純米吟醸 重家酒造 ¥3,410 ¥1,705 入荷済み 爽快飲み口から、しっかり辛みを伴った旨みが現れます。
177 長崎 よこやま SILVER1814　生 純米吟醸生 重家酒造 ¥3,278 入荷済み 微発泡感がライチのような香りで爽やかジューシー。
178 長崎 横山五十　黒　　 純米大吟醸 重家酒造 ¥3,970 ¥1,986 入荷済み リンゴを想わせる香りと柔らかな酸、上品さピカ一！
179 長崎 横山五十　白　　 純米大吟醸 重家酒造 ¥3,970 ¥1,986 入荷済み マスカットを想わせるような香りと爽やかな酸。
180 長崎 横山五十　WHITE 直汲み 純米大吟醸生 重家酒造 ¥4,044 ¥2,022 入荷済み 上品な香りと繊細な甘味。より新酒を楽しめます。

番号 県名  商品名 造り 蔵元 1800 720・900 入荷状況 コメント
1 東京都 麦冠　情け嶋　25° 麦 八丈興発 ¥2,198 ¥1,100 通年商品 東京12店舗限定酒の島酒。香ばしい麦チョコ！？
2 鹿児島 紫やきいも黒瀬　25° 芋 鹿児島酒造 ¥2,900 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♪
3 鹿児島 紅やきいも黒瀬　25° 芋 鹿児島酒造 ¥2,900 ¥1,599 入荷済み 待ってました！紅芋やいきも焼酎。ロックでもお湯割りでも！
4 鹿児島 蛍燈　25° 芋 鹿児島酒造 ¥2,800 ¥1,400 入荷済み 焼き芋焼酎の新酒です。若手蔵人の情熱が詰まってます。
5 鹿児島 MOANA 25° 芋 鹿児島酒造 ¥2,980 入荷済み なんとアロアロの樽熟成タイプが数量限定入荷！
6 鹿児島 太久保 レッドカスク25° 芋 太久保酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み ワイン樽で熟成！一度は味わてほしい芋焼酎です！
7 鹿児島 太久保 黄麹 25° 芋 太久保酒造 ¥4,070 ¥2,200 入荷済み 黄麹で仕込んだフルーティーな芋焼酎。
8 鹿児島 もぐら群青　25° 芋 さつま無双 ¥3,520 ¥1,892 入荷済み 1.8が新登場！紅はるか使用、フルーティーな香り。
9 鹿児島 もぐら　ベルカント　黄麹　25° 芋 さつま無双 ¥2,970 4月15日 黄麹で仕込んだ限定酒、次の発売は2年後！？

10 鹿児島 赤もぐら 芋 さつま無双 ¥2,926 ¥1,738 入荷済み 紅さつまの焼き芋使用。香ばしい香りと旨み◎
11 鹿児島 玻璃 別撰　Orange 芋 さつま無双 ¥3,300 入荷済み 限定1200本。紅茶やキンモクセイの香り。ソーダ割り◎
12 鹿児島 プレミアム縁　25° 芋 本坊酒造 ¥3,025 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！
13 鹿児島 Mahler 　マーラー　30° 芋 八千代伝酒造 ¥2,310 入荷済み オーガニック・紅はるか使用。限定2200本生産。
14 鹿児島 一尚　blended 蔵の師魂　30° 芋 小牧醸造 ¥3,300 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。
15 鹿児島 一尚　麦　25° 麦 小牧醸造 ¥2,530 ¥1,320 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。
16 鹿児島 相良十代目　【更なる進化】 芋 相良酒造 ¥2,860 入荷済み 2000本限定。3年貯蔵の円熟味のある味わい。
17 鹿児島 相良十代目　【チャレンジ】 芋 相良酒造 ¥2,640 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！
18 鹿児島 GOOD　MORROW 芋 相良酒造 ¥3,300 入荷済み 相良由美子さん監修。見た目も可愛く、華やかな香り♪
19 鹿児島 克　紅（くれない）　25° 芋 東酒造 ¥3,520 ¥1,660 入荷済み 紫芋ならではの甘味、後味すっきりの味わい。
20 鹿児島 克　特別瓶熟三年貯蔵　25° 芋 東酒造 ¥3,135 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。
21 鹿児島 なかまた　頴娃紫芋仕込み　25° 芋 中俣酒造 ¥2,750 ¥1,540 入荷済み 究極の香りと甘さ♪限定1000本。
22 鹿児島 濁酒なかまた　25° 芋 中俣酒造 ¥2,913 ¥1,410 入荷済み カクテルのような甘い香りの芋焼酎。女性にもおすすめ♪
23 鹿児島 紅咲　25° 芋 中俣酒造 ¥2,948 ¥1,661 入荷済み 別名・紅蜜芋と言われる紅はるか使用。甘～い香り♪
24 鹿児島 黒　七窪　25° 芋 東酒造 ¥3,355 ¥1,760 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。
25 鹿児島 呑酔楽　夢　25° 芋 天星酒造 ¥2,750 ¥1,430 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。
26 鹿児島 鶴見　白濁無濾過　25° 芋 大石酒造 ¥1,485 入荷済み 日本一芋くさく甘みのある焼酎!?ファンも多い限定酒。
27 宮崎 鏡洲GINGER  25°　　1800ml・500ml スピリッツ 落合酒造場 ¥2,860 ¥1,257 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◎
28 宮崎 鏡洲CITRUS  25°　　1800ml・500ml スピリッツ 落合酒造場 ¥2,860 ¥1,257 入荷済み 宮崎産日向夏を使用した爽やかな柑橘系の香り、炭酸で◎
29 宮崎 裏赤江　25° 芋 落合酒造場 ¥2,750 ¥1,430 入荷済み 定番の赤江の裏バーバージョン。ソーダ割りがオススメ！
30 宮崎 別撰　竃猫　25° 芋 落合酒造場 ¥2,585 ¥1,540 入荷済み ジェイレッドと紅きららのブレンド。フルーティー♪
31 宮崎 萌月 25° 芋 明石酒造 ¥2,200 ¥1,760 入荷済み 新発売の新酒。萌え～な一本。ラベルにウサギが隠れてる！
32 宮崎 ？ないな　紫25° 芋 明石酒造 ¥3,058 ¥1,694 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。
33 宮崎 ？ないな　光輝燦然　25° 芋 明石酒造 ¥3,058 ¥1,694 入荷済み ソーダ割り最高！ないな発売20年目！上品に仕上がった逸品。
34 宮崎 えびのいそじ　25° 芋 明石酒造 ¥2,200 ¥1,320 入荷済み 蔵の地元えびの市50周年記念。えびの産の芋と米を使用。
35 宮崎 六観音　25° 芋 明石酒造 ¥2,970 ¥1,980 入荷済み ラベルは『新政6』！？違います！6種の芋を使用した芋焼酎！
36 宮崎 明月　創業130周年記念ボトル25° 芋 明石酒造 ¥2,420 入荷済み 5代目明石杜氏のこだわり！芋・麦・米のスペシャルブレンド！
37 宮崎 松露　Colorful 30° 芋 松露酒造 ¥3,476 ¥1,705 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◎
38 宮崎 松露　新(あらた)白　 25° 芋 松露酒造 ¥2,904 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。
39 宮崎 松露　ベニマサリ　37°　500ml 芋 松露酒造 ¥2,090 入荷済み ベニマサリで造った試験蒸留酒。数量限定！お早めに。
40 宮崎 ひとり歩き　黒傳　25° 芋 古澤醸造 ¥2,860 ¥1,375 入荷済み 今年から500mlが登場！是非、味わって下さい！
41 宮崎 ひとり歩き　　熟成古酒　25° 芋 古澤醸造 ¥3,135 入荷済み 限定の熟成古酒。まろやかさが違います！
42 宮崎 ひとり歩き　　あらろか　25° 芋 古澤醸造 ¥2,530 入荷済み 新発売の荒濾過の新酒！是非飲んでみたい。
43 宮崎 ぬま　32° 芋 古澤醸造 ¥3,000 入荷済み 無加水原酒の芋の存在感！沼にはまる様に抜け出せない！
44 宮崎 YAEZAKURA ワイン酵母仕込み 芋 古澤醸造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み パッションフルーツ系の香り、南国日南の風を感じて下さい♬
45 宮崎 宮の露　ｸﾞﾘｰﾝラベル　25° 芋 小玉醸造 ¥3,080 入荷済み パンの様な甘香ばしい香りと味わい。限定商品です。
46 宮崎 山猪　25° 芋 すき酒造 ¥2,420 ¥1,304 入荷済み 人気の山猪！是非お試しあれ！
47 宮崎 赤山猪　25° 芋 すき酒造 ¥2,933 ¥1,500 入荷済み コクとまろやかさ、且つ甘味とやさしさの奥深い味。
48 宮崎 麦　山猪　25° 麦 すき酒造 ¥2,424 入荷済み 香ばしい麦の香りや甘味が楽しめます。
49 長崎 OMOYA JIN 47°　500ml・200ml ジン 重家酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 壱岐産の柚子を使用した新発売のジンです!!

価格は現時点では、一部参考予定価格となります。ご了承下さいませ。　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。

焼酎・泡盛・スピリッツ


