
ぜひご用命ください！！
8月31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　緑ラベル 特別純米 八戸酒造 ¥3,080 ¥1,650 入荷済み 優しい香り、旨味と程良い酸を感じるバランスの取れた味わい。
2 秋田 鳥海山　ひやおろし 純米吟醸生 天寿酒造 ¥3,146 ¥1,634 9月8日 白ブドウを思わせるフルーティーな香りとジューシーな旨味。
3 山形 山法師　出羽の里 純米吟醸 六歌仙 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 華やかで味わいも柔らかく、辛口に仕上がってます。
4 山形 初孫　穂の奏 生酛純米吟醸 東北銘醸 ¥2,860 ¥1,430 入荷済み 白ブドウのような爽やかな香り♪
5 山形 海鳴り　砂潟 生酛純米大吟醸 東北銘醸 ¥3,410 ¥1,705 9月15日 限定流通酒。香り、旨味、キレ、上品さもあります。
6 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！！
7 山形 山形正宗　生酛　雄町 純米吟醸 水戸部酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 綺麗な甘みが印象的な、軽快な仕上がりです。
8 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 「落ち着き」「柔らかさ」「丸み」を感じます。
9 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。

10 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。
11 山形 山形正宗　生酛　亀の尾 生酛純米吟醸 水戸部酒造 ¥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！
12 山形 山形正宗　酒未来 純米吟醸生 水戸部酒造 ¥1,870 入荷済み 酒米・酒未来で造ったお酒は珍しいですよ！
13 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 名刀の切れ味を秋の味覚とお楽しみください。
14 山形 くどき上手　備前雄町44 純米大吟醸 亀の井酒造 ¥3,740 9月上旬 雄町ならではの濃醇な味わいを感じますよ。
15 山形 上喜元　こいおまち 純米吟醸 酒田酒造 ¥3,520 ¥1,870 入荷済み 爽やかな香りと軽やかな旨みが特徴。
16 山形 上喜元　中秋の風花 純米吟醸 酒田酒造 ¥2,860 ¥1,430 9月上旬 軽快に呑めるおりがらみの純米吟醸。
17 山形 洌 純米大吟醸生 小嶋総本店 ¥3,520 ¥1,870 入荷済み 人気の純米大吟醸生！辛口テイスト！
18 山形 山川光男　あき （純米吟醸） 小嶋総本店 ¥3,850 ¥1,925 入荷済み 14度の原酒で軽快ながらも豊かな味わい。
19 福島 会津娘　芳醇純米 純米 髙橋庄作酒造店 ¥3,300 入荷済み クラシカルな味わい。酒通の方からの支持が熱い！
20 福島 会津娘　穰　徳久114 純米吟醸 髙橋庄作酒造店 ¥2,200 入荷済み 自社の田んぼで栽培した五百万石で醸した旨酒。
21 福島 會津 龍が沢　超辛口 純米吟醸 栄川酒造 ¥2,750 ¥1,375 通年商品 辛口ファンにおすすめ。お刺身やお寿司に合う。
22 福島 會津 龍が沢　円熟原酒 純米大吟醸 栄川酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 豊満な旨味広がる味わいの純米大吟醸原酒。
23 福島 十ロ万 純米吟醸 花泉酒造 ¥3,590 ¥1,900 9月8日 艶やかな甘みと優しい味わいの秋限定酒。
24 福島 遥香　ひやおろし 純米 末廣酒造 ¥2,420 ¥1,210 入荷済み 上品な香り優しい旨味。コスパ最高！
25 福島 奈良萬　ひやおろし 純米 夢心酒造 ¥2,860 ¥1,430 9月8日 どんな料理にも合わせられる万能純米酒。
26 福島 天明　秋あがり50　本生 純米吟醸生 曙酒造 ¥3,300 ¥1,650 9月10日 優雅さのあるスマートな酒質にきらびやかな酸が◎
27 福島 一歩己 純米吟醸 豊国酒造 ¥3,410 ¥1,705 9月中旬 秋に発売される落ち着いた味わいの純米吟醸です。
28 宮城 DATE SEVEN SEASON2　浦霞 純米大吟醸 佐浦 ¥2,970 入荷済み 宮城7蔵ユニット酒‼超限定！お早めに！
29 宮城 DATE SEVEN SEASON2　黄金澤 純米大吟醸 川敬商店 ¥2,970 入荷済み 宮城7蔵ユニット酒‼超限定！お早めに！
30 宮城 浦霞　秋あがり 純米 佐浦 ¥2,926 ¥1,474 9月中旬 旨味とキレのバランスは最高。冷でも燗でも良し◎
31 栃木 クラシック仙禽　無垢 明記なし せんきん ¥3,000 ¥1,600 入荷済み 冷やしてワイングラスで♪和食と合わせてぬる燗も◎
32 栃木 クラシック仙禽　雄町 明記なし せんきん ¥3,600 ¥1,800 入荷済み 冷やしてワイングラスで♪和食と合わせてぬる燗も◎
33 栃木 クラシック仙禽　亀の尾 明記なし せんきん ¥3,600 ¥1,800 入荷済み 冷やしてワイングラスで♪和食と合わせてぬる燗も◎
34 栃木 モダン仙禽　無垢 明記なし せんきん ¥3,000 ¥1,600 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る。
35 栃木 仙禽　線香花火 明記なし せんきん ¥3,000 ¥1,600 入荷済み 13°低アルの甘酸っぱいジューシーさとクリアなテイスト。
36 栃木 惣誉　夢ささら50 純米吟醸 惣誉酒造 ¥3,190 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。
37 栃木 惣誉　150周年記念酒 特別純米 惣誉酒造 ¥1,650 入荷済み 数量限定入荷のためお買い求めはお早めに。
38 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。
39 群馬 尾瀬の雪どけ　ひやおろし 純米大吟醸 龍神酒造 ¥3,300 ¥1,800 入荷済み リンゴや洋梨のような香り、味幅も備えた秋限定酒。
40 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。
41 埼玉 Bunraku Reborn 純米吟醸 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。
42 埼玉 Bunraku Reborn　moon sherbet 純米生原酒 北西酒造 ¥1,760 入荷済み 柑橘系の香り爽やかで膨らみある甘味。
43 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♪
44 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 辛口ながらフルーティーで飲みやすい新酒生。
45 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。
46 茨城 彦市　秋あがり 純米 月の井酒造店 ¥2,750 9月25日 去年よりもボディ感のある味わいに仕上がってます。
47 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 入荷済み スイスイ低アル12°甘味と酸味のスーパーコラボ！
48 神奈川 残草蓬莱　ひやおろし 特別純米 大矢孝酒造 ¥2,860 入荷済み 心地よい酸とサッパリとした後味。白身の刺身や塩焼きと◎
49 神奈川 昇龍蓬莱　ひやおろし　山田錦60 生酛純米吟醸 大矢孝酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 辛口師匠勘弁してくださいよ。　冷やでも燗でも最高！
50 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！
51 神奈川 秋とんぼ　山田錦 生酛純米 泉橋酒造 ¥3,410 ¥1,870 9月上旬 いづみ橋のお酒は、秋が特にいい。是非お燗で。
52 神奈川 松みどり　秋あがり 純米吟醸 中沢酒造 ¥3,036 9月2日 心地よい旨味と酸、栗のような優しい甘み。
53 神奈川 相模灘　秋上がり - 久保田酒造 ¥2,940 ¥1,470 9月上旬 特本・特純・純吟・純大吟のスペシャルブレンド。
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 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！
56 長野 MIYASAKA 山田錦 純米吟醸 宮坂醸造 ¥3,300 ¥1,980 入荷済み ブラッシュアップして上品な存在感と美しい余韻◎
57 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 豊かな秋のお料理との相性は抜群です。
58 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い味わい。
59 長野 豊香　金紋錦 純米吟醸 豊島屋 ¥3,410 ¥1,760 入荷済み 希少米・金紋錦使用。心地よい香りと柔らかな旨味。
60 長野 佐久の花　秋の純米吟醸 純米吟醸 佐久の花酒造 ¥2,860 入荷済み 心地よい旨みと酸、シャープなキレ味！
61 新潟 八海山 特別純米原酒 八海山 ¥3,379 ¥1,500 入荷済み ふくよかで気品ある香りと奥深い味わい。
62 新潟 爽醸　久保田　雪峰 純米大吟醸 朝日酒造 ¥3,410 入荷済み アウトドアに持って行って♪。軽やかな雪峰！
63 新潟 久保田　千寿　秋あがり 吟醸 朝日酒造 ¥1,595 9月上旬 通常の千寿と比べて、芳醇な香りと旨味があります。
64 新潟 得月 純米大吟醸 朝日酒造 ¥4,807 9月3日 秋の人気酒。気品ある香りと優しい味わい。
65 新潟 月不見の池　ひやおろし　越淡麗 純米吟醸 猪又酒造 ¥3,828 ¥1,958 9月中旬 穏やかな旨味ながらしっかりと骨格のある辛口。
66 新潟 月不見の池　ひやおろし　たかね錦 純米 猪又酒造 ¥3,300 ¥1,749 9月中旬 なめらかな口あたり、適度な酸もありお燗でも楽しめる。
67 新潟 サビ猫ロック　FHASE2  赤サビ 純米 猪又酒造 ¥1,507 入荷済み やや豊潤で豊かな味わいながら、すっきり飲めます
68 新潟 サビ猫ロック　FHASE2  黒サビ 純米吟醸 猪又酒造 ¥1,694 入荷済み バナナのような香り、柔らかな旨みとキレの良い辛口
69 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！
70 新潟 takachyo59　AIIPPON 純米吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,080 ¥1,320 入荷済み 人気の愛山と新潟の希少米・一本〆のコラボ。
71 新潟 takachyo59　亀の尾 純米吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,300 ¥1,320 入荷済み 穏やかな香りに柿のような甘みとビターなチョコ感。
72 新潟 高千代　秋あがり+19 純米生原酒 髙千代酒造 ¥2,640 ¥1,375 入荷済み 上質感のある旨みと日本酒度+19の大辛口のキレ。
73 新潟 高千代　秋あがり　一本〆 純米大吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,740 ¥1,870 入荷済み 濃厚で米の旨さが際立っています。口当たりはまろやか。
74 新潟 巻機　限定生詰原酒 純米吟醸 髙千代酒造 ¥3,850 ¥1,925 9月18日 希少米・一本〆使用。上品さとふくよかさが魅力。
75 新潟 鶴齢　瀬戸雄町55 特別純米生原酒 髙千代酒造 ¥1,980 入荷済み 雄町の芳醇な旨味が存分に味わえる。
76 新潟 鶴齢　ひやおろし 特別純米 青木酒造 ¥3,666 ¥1,815 入荷済み 旨味しっかり、秋の味覚と是非合わせてください。
77 新潟 鶴齢　愛山 純米吟醸 青木酒造 ¥2,310 入荷済み 雪室で貯蔵した品のある香りと上品な口当たり。
78 新潟 YUKIOTOKO sakeyell Ⅲ 純米 青木酒造 ¥1,375 入荷済み 雪男が旗を振っているラベルが目印！
79 新潟 ヒメノイ　calm(カーム) 純米 石塚酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み リンゴの甘味と酸をイメージ！穏やかな味わい。
80 新潟 越後高柳　さわがに 純米 石塚酒造 ¥2,970 入荷済み 飲み飽きない優しい味わいの純米酒♪
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！間違いなし。
82 新潟 〆張鶴　山田錦 純米吟醸 宮尾酒造 ¥3,850 ¥1,947 入荷済み 品を感じる味わいで香り、旨味穏やか。
83 新潟 〆張鶴　越淡麗 純米吟醸 宮尾酒造 ¥4,063 ¥2,102 9月上旬 越淡麗使用。上品な香りとキレの良い味わい。
84 福井 花垣　さかほまれ 純米生 南部酒造場 ¥2,750 ¥1,375 9月上旬 米違いシリーズに福井の酒米・さかほまれ登場！
85 福井 花垣×東京リベンジャーズ 純米大吟醸 南部酒造場 ¥3,850 入荷済み 人気漫画とのコラボ、香り上品でやや甘口♪
86 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。
87 石川 菊姫　ひやおろし 純米 菊姫 ¥3,960 ¥1,980 9月9日 速醸酛で造られた丸みを帯びたふくよかな味わい。
88 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。
89 岐阜 Ｗ（ダブリュー）高島雄町 生酛純米 渡辺酒造店 ¥1,925 9月3日 コクと包容力を感じる濃厚な旨さ。
90 岐阜 Ｗ（ダブリュー）愛山 生酛純米 渡辺酒造店 ¥3,520 ¥1,815 9月3日 艶やかな甘みと優しい味わい。
91 岐阜 小左衛門　ひやおろし 純米吟醸 中島醸造 ¥2,970 ¥1,485 9月3日 マスカットの様な爽やかな香りと柔らかな旨味が特徴。
92 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。
93 滋賀 笑四季劇場　夢を見た魚 純米吟醸 笑四季酒造 ¥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。
94 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 吟おうみを使用。穏やかな香り、やわらかな米の旨味。
95 滋賀 笑四季　白ラベル 非表示 笑四季酒造 ¥2,530 入荷済み 精米歩合50％、黒は酸のしっかりした辛口。
96 滋賀 笑四季　黒ラベル 非表示 笑四季酒造 ¥2,530 入荷済み 精米歩合50％、白は柔らかな酸のやや甘口。
97 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。
98 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 とびきりの濃醇大辛口酒。
99 京都 玉川　1号酵母 本醸造生原酒 木下酒造 ¥1,265 入荷済み 稀少な1号酵母の酒、甘やかで濃厚な旨味。
100 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！
101 京都 玉川　アイスブレーカー 純米吟醸生原酒 木下酒造 ¥3,300 ¥1,265 入荷済み 夏の人気酒！1年寝かせのお酒もあります♪
102 京都 玉川　ひやおろし 純米 木下酒造 ¥2,970 ¥1,485 9月8日 秋の食材と合わせてじっくりとお楽しみください♪
103 京都 URANISHI うすにごり 純米生原酒 白杉酒造 ¥1,870 入荷済み タイトル名にご当地ならではの意味が。香り高くすっきり。
104 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。
105 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。
106 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◎
107 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。
108 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。
109 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。
110 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。
111 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。
112 奈良 大倉　Dolce 純米生 大倉本家 ¥1,980 入荷済み 南国フルーツを凝縮したような大人の呑むスイーツ
113 奈良 鹿鳴　無圧搾り 純米吟醸生原酒 今西清兵衛商店 ¥3,630 ¥1,815 入荷済み ふくらみのある酸とフレッシュさを感じる口当たり。
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