
ぜひご用命ください！！
1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。
※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 裏男山　超辛 純米生原酒 八戸酒造 ¥3,300 ¥1,870 2月17日 フレッシュさとすっきとしたキレが特徴の超辛生
2 秋田 雪の茅舎　限定生酒 純米吟醸生 齋彌酒造店 ¥3,080 ¥1,650 入荷済み 華やかで上品な吟醸香、瑞々しい味わい。
3 秋田 鳥海山　即詰濁吟 純米吟醸生 天寿酒造 ¥3,135 ¥1,650 2月中旬 軽快でフレッシュ、旨みも引き出した限定生。
4 秋田 鳥海山　春宵一刻 純米吟醸生 天寿酒造 ¥3,190 ¥1,705 2月25日 桜をイメージした軽やかでフレッシュな生酒。
5 秋田 鳥海山　吟味良香 純米吟醸生原酒 天寿酒造 ¥3,190 ¥1,705 2月上旬 キレの良い吟醸香の豊かな味わい。
6 山形 山法師　あらばしり 純米吟醸生原酒 六歌仙 ¥3,520 ¥1,870 入荷済み 荒々しい爽快な味わいと、うすにごりの微発泡感♪
7 山形 くどき上手　しぼりたて生 純米大吟醸生 亀の井酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 山田錦50％、フルーティーなしぼりたて新酒ですよ。
8 山形 洌　出羽燦々 純米大吟醸生原酒 小嶋総本店 ¥3,498 ¥1,859 入荷済み 出羽燦々の繊細さ、軽快さがさわやかな、キレ抜群の新酒。
9 山形 洌 純米生原酒 小嶋総本店 ¥2,640 ¥1,430 入荷済み 旨味もありながらしっかりキレる！コスパ最高！

10 山形 洌　亀の尾 純米大吟醸 小嶋総本店 ¥3,960 ¥2,035 入荷済み マスカットやメロンのような香り、上質なかっちりとした旨味。
11 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！！
12 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。
13 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。
14 山形 山形正宗　雄町 純米吟醸 水戸部酒造 ¥3,960 ¥2,090 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。
15 山形 山形正宗　雄町直汲 純米吟醸 水戸部酒造 ¥3,960 ¥2,090 2月上旬 自信をもってご紹介したい直汲みの生原酒。
16 山形 山形正宗　生酛　亀の尾 生酛純米吟醸 水戸部酒造 ¥2,090 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！
17 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 酒米・酒未来で造ったお酒は珍しいですよ！
18 山形 山川光男　2023　はる 純米 水戸部酒造 ¥4,125 ¥2,200 2月12日 今回は白麹を使用し爽やかな酸味が特徴。
19 山形 海鳴り　砂潟 生酛純米大吟醸 東北銘醸 ¥3,630 ¥1,815 2月18日 人気の限定酒！香り、旨味と上品でバランスも良し。
20 福島 会津娘　　山田錦 純米大吟醸 髙橋庄作酒造店 ¥3,300 入荷済み 特A地区の山田錦を使用したこの時期の限定酒。
21 福島 會津 龍が沢　超辛口 純米吟醸 栄川酒造 ¥2,900 ¥1,450 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　滓がらみ 純米大吟醸生 栄川酒造 ¥3,400 ¥1,700 入荷済み グレープフルーツの様な爽やかな酸味柔らかい甘み。
23 福島 天明　壱号 純米生 曙酒造 ¥3,410 ¥1,760 入荷済み グレープフルーツの様な爽やかさとリンゴのような香り。
24 福島 奈良萬　中垂れ 純米生酒 夢心酒造 ¥1,650 入荷済み 香り、旨み、キレと、バランスの良い一本です。
25 福島 一歩己　無濾過生原酒 純米生原酒 豊国酒造 ¥2,860 ¥1,430 入荷済み 爽やか系の旨みが楽しめる純米酒、新酒ですよ。
26 福島 一歩己　うすにごり 純米生原酒 豊国酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み 清楚な旨みと酸にオリが入ってバランスよし♪
27 福島 一ロ万 純米大吟醸生 花泉酒造 ¥5,100 ¥2,800 入荷済み ロ万シリーズの最高峰の新酒！今だけですよ！
28 福島 かすみロ万 純米吟醸生 花泉酒造 ¥2,995 ¥1,650 2月4日 上品な甘味を感じるうすにごりの生原酒。
29 福島 花見ロ万 純米吟醸生 花泉酒造 ¥3,295 ¥1,815 3月5日 人気の春酒。低アル13°と軽やかに呑めます。
30 福島 花泉　にごり酒 純米吟醸 花泉酒造 ¥2,830 ¥1,415 入荷済み 程よい甘味とまろやかな口当たり。今だけのにごり！
31 宮城 浦霞　しぼりたて 純米生原酒 佐浦 ¥3,036 ¥1,474 入荷済み 程よい米の旨味が楽しめるフレッシュでスッキリした味わい。
32 茨城 彦市　荒走 純米生原酒 月の井酒造店 ¥2,750 ¥1,430 入荷済み お米の旨みを活かした味わいでキレもよい新酒
33 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◎
34 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◎
35 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◎
36 栃木 モダン仙禽　無垢 明記なし　 せんきん ¥3,000 ¥1,800 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。
37 栃木 モダン仙禽　無垢　しぼりたて生 生 せんきん ¥3,000 ¥1,800 入荷済み クリアな酸と味わいで品の良さも感じます。
38 栃木 惣誉　新・純米酒 純米 惣誉酒造 ¥2,596 ¥1,800 入荷済み 150周年を迎えた記念に醸造された限定酒！
39 栃木 惣誉　 生酛特別純米生原酒 惣誉酒造 ¥3,883 ¥1,801 入荷済み 数量限定入荷のためお買い求めはお早めに。
40 栃木 惣誉　りんどう 特別純米 惣誉酒造 ¥1,800 入荷済み バナナのような香り、コクもありながらすっきり飲める。
41 栃木 惣誉　150周年記念酒 特別純米 惣誉酒造 ¥1,801 入荷済み 密林檎を想わせる華やかな立ち香と味わい
42 栃木 惣誉　しぼりたて 純米生酒 惣誉酒造 ¥2,640 ¥1,802 入荷済み バナナのような香り、コクもありながらすっきり飲める。
43 群馬 尾瀬の雪どけ　初しぼり 純米大吟醸生 龍神酒造 ¥3,190 ¥1,650 入荷済み 密林檎を想わせる華やかな立ち香と味わい
44 群馬 尾瀬の雪どけ　Padlock of love 純米大吟醸生 龍神酒造 ¥3,498 ¥1,799 入荷済み スウィートでメロウな味わい。
45 群馬 尾瀬の雪どけ　旬吟 純米大吟醸 龍神酒造 ¥3,190 ¥1,650 2月上旬 軽快な飲み口と落ち着いた味わい。
46 群馬 水芭蕉　春酒 純米吟醸 永井酒造 ¥3,640 ¥1,821 2月5日 上品な甘さと華やかな香りとジューシーな味わい。
47 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。
48 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。
49 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。
50 埼玉 Bunraku Reborn　GlowingIcicle 純米吟醸生原酒 北西酒造 ¥2,090 入荷済み ピュアな酸と搾りたてならではの瑞々しい味わい。
51 埼玉 Bunraku Reborn　 特別純米生原酒 北西酒造 ¥2,860 ¥1,485 2月4日 青りんごの様な爽やかな香り、透明感ある綺麗な味わい。
52 埼玉 帝松　虎ノ巻　黒 純米大吟醸原酒 松岡醸造 ¥3,190 ¥1,650 通年商品 特約店ブランド虎ノ巻！辛口＆フルーティー♪
53 埼玉 帝松　虎ノ巻　白 純米吟醸原酒 松岡醸造 ¥1,485 入荷済み 硬水で醸した辛口のお酒を熟成、まろやかな旨味。
54 埼玉 帝松　豊穣感謝祭 純米大吟醸生 松岡醸造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み もぎたての果実の様なフレッシュ感とキレの辛口
55 東京　 春ノ雪　ささにごり 純米吟醸生原酒 小澤酒造 ¥3,850 ¥1,925 3月上旬 限定の春酒。フレッシュで瑞々しい旨味のにごり生
56 神奈川 残草蓬莱　しぼり立て 特別純米生原酒 大矢孝酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 青りんごの様な爽やかな香り、透明感ある綺麗な味わい。
57 神奈川 残草蓬莱　出羽燦々60　14° 特別純米生原酒 大矢孝酒造 ¥2,970 ¥1,485 入荷済み 青りんごの様な爽やかな香り、透明感ある綺麗な味わい。
58 神奈川 相模灘　 特別純米生 久保田酒造 ¥2,940 ¥1,470 入荷済み ライムグリーンが目印！人気の低アル生！
59 神奈川 相模灘　　辛口 特別純米 久保田酒造 ¥2,940 入荷済み シャープな酸が心地よいバランスの取れた辛口。
60 神奈川 いづみ橋 とんぼ一号 純米吟醸 泉橋酒造 ¥3,520 ¥1,760 入荷済み 海老名産の山田錦で醸した新酒！まずはこれです！
61 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。
62 長野 MIYASAKA 　美山錦　しぼりたて 純米吟醸生原酒 宮坂醸造 ¥3,080 入荷済み 手作業によるビン詰めで、ガス感を残したフレッシュな味わい。
63 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◎
64 長野 真澄　うすにごり 純米吟醸 宮坂醸造 ¥1,980 入荷済み 上品さにガス感もありフレッシュさを堪能できます。
65 長野 豊香　たかね錦 純米大吟醸 豊島屋 ¥2,145 入荷済み 心地良い吟醸香、繊細でゆったり広がる味わい。
66 長野 豊香　おりがらみ 純米吟醸生原酒 豊島屋 ¥2,970 ¥1,650 入荷済み 長野県産米を100％使用して仕込んだ芳醇な香りと旨み。
67 長野 豊香　ブラックラベル 純米大吟醸原酒 豊島屋 ¥2,420 入荷済み 数量限定。ガス感を残した純米大吟醸です！
68 長野 豊香　生一本 純米生原酒 豊島屋 ¥2,310 ¥1,320 2月9日 コスパ最高の純米生原酒！香り良し甘味よし
69 長野 豊香　春 かすみ酒 純米原酒 豊島屋 ¥2,530 ¥1,430 2月26日 香り良し甘味よしの柔らかい味わいの低アル14°
70 長野 佐久の花　手詰め直汲み 純米吟醸生 佐久の花酒造 ¥2,860 ¥1,650 入荷済み 香り良く爽やかでキレの良い新酒生です。
71 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！
72 新潟 久保田　雪峰　 純米大吟醸 朝日酒造 ¥3,410 入荷済み 山廃で仕込んだお肉にある久保田。
73 新潟 久保田　5本セット　300ml×5 - 朝日酒造 ¥7,260 入荷済み 百寿・千寿・紅寿・碧寿・万寿。ギフトにおすすめ！
74 新潟 久保田　千寿　吟醸生原酒 吟醸生原酒 朝日酒造 ¥3,649 ¥1,647 入荷済み 千寿の限定しぼりたて生原酒！フレッシュ且つ旨味しっかり。
75 新潟 久保田　萬寿　無濾過生原酒 純米大吟醸生原酒 朝日酒造 ¥5,794 2月18日 限定6本入荷、萬寿の生飲んでみませんか？
76 新潟 越州　桜日和 吟醸 朝日酒造 ¥1,977 2月18日 低アル13°、心地よい軽やかな甘さと上品な香り。
77 新潟 みなも　爽彩純米　生 純米生 吉乃川 ¥2,970 ¥1,540 入荷済み 限定ブランド・みなもの生酒。すっきり系ならこれ！
78 新潟 八海山　越後で候　赤　しぼりたて原酒 純米大吟醸生原酒 八海山 ¥4,576 ¥2,288 入荷済み 上品な香りと深みのある味わい。ファンの方も多い！
79 新潟 takachyo59　愛山 純米吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,300 ¥1,320 入荷済み 人気の愛山を使用した数量限定酒。
80 新潟 takachyo59　愛山×雄町 純米吟醸生原酒 髙千代酒造 ¥3,300 ¥1,320 2月9日 パイナップル系のグラマラスなボディ。
81 新潟 たかちよ　緑　しぼりたておりがらみ 純米生原酒 髙千代酒造 ¥3,300 入荷済み グレープフルーツの様な爽やかさとジューシーさ。
82 新潟 たかちよ　桃　Ｋasumi 純米生原酒 髙千代酒造 ¥3,190 ¥1,595 2月上旬 白桃を思わせるジューシーさと爽やかなくちどけ。
83 新潟 シンタカチヨ　Gタイプ　知 純米生原酒 髙千代酒造 ¥3,410 ¥1,870 2月上旬 低アルシリーズ！爽やかレモン系の酸が◎
84 新潟 シンタカチヨ　Ｌタイプ　逢 純米生原酒 髙千代酒造 ¥3,410 ¥1,870 2月上旬 低アルシリーズ！かすかなガス感とライチや杏のニュアンス。
85 新潟 髙千代　大辛口+19 純米生原酒 髙千代酒造 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み 辛口がお好みの方にはコスパも良いこちらおすすめ！
86 新潟 巻機　 純米吟醸 髙千代酒造 ¥3,630 ¥1,815 入荷済み 希少米・一本〆使用。新米新酒のフレッシュさ！
87 新潟 鶴齢　美山錦 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,777 ¥1,870 入荷済み 無濾過生原酒シーリズの第一弾！フレッシュ感あり！
88 新潟 鶴齢　越淡麗 特別純米生原酒 青木酒造 ¥3,555 ¥1,760 入荷済み 無濾過生原酒シーリズの第二弾！バランス重視！
89 新潟 鶴齢　しぼりたて 純米生 青木酒造 ¥3,465 ¥1,650 入荷済み 新酒らしいフレッシュ感と爽やかな旨味が楽しめる。
90 新潟 鶴齢　YEARS BOTTLE2022 純米大吟醸 青木酒造 ¥5,500 入荷済み 雄町48％精米。奥深い味わい、切れ味も最高。
91 新潟 麒麟山　ぽたりぽたり　五百万石 純米吟醸生原酒 麒麟山酒造 ¥3,520 入荷済み 完熟メロンのような爽やかな香り、鮮やかな旨味とキレ！
92 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 ¥1,760 2月上旬 ル・レクチェを思わせる香り、瑞々しくキレもいい。
93 新潟 麒麟山　錦の夢心地 純米大吟醸 麒麟山酒造 ¥3,300 入荷済み たかね錦で醸したお酒を低温で貯蔵。まろやかな味わいに。
94 新潟 月不見の池　中取り　直汲み 純米吟醸生 猪又酒造 ¥3,740 ¥1,925 入荷済み 蔵家オリジナル、加水して飲みやすくしました！
95 新潟 月不見の池　中取り　直汲み 純米生原酒 猪又酒造 ¥3,575 入荷済み 蔵家オリジナル、水色瓶のおりがらみ生原酒！
96 新潟 さわがに　目覚め　 純米生原酒 石塚酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み もち米四段仕込みの甘味と直汲みのフレッシュさが◎
97 新潟 〆張鶴　金ラベル 大吟醸 宮尾酒造 ¥9,951 ¥4,500 入荷済み 年一回発売の大吟醸！間違いなし。
98 新潟 〆張鶴　しぼりたて 生 宮尾酒造 ¥2,630 ¥1,261 入荷済み 年一回発売のしぼりたての荒々しさと飲みごたえ◎
99 新潟 〆張鶴　 純米吟醸生原酒 宮尾酒造 ¥4,290 ¥2,151 2月上旬 年一回発売。山田錦50％精米、優雅な吟醸香。
100 新潟 〆張鶴　越淡麗 純米吟醸 宮尾酒造 ¥3,777 ¥1,870 入荷済み 越淡麗使用。上品な香りとキレの良い味わい。
101 福井 花垣　亀の尾 純米生原酒 南部酒造場 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み 古代米亀の尾で造られた非常にコスパの良い生原酒！
102 石川 菊姫　吟醸あらばしり 吟醸 菊姫 ¥4,180 ¥2,090 入荷済み 豊かな風味の中に瑞々しさも感じられる季節限定酒。
103 石川 菊姫　無濾過生原酒 山廃純米生原酒 菊姫 ¥3,740 ¥1,980 2月中旬 大人気の菊姫の新酒。フレッシュ且つ濃醇な旨味！
104 愛知 義侠　五百万石 純米生 山忠本家酒造 ¥2,860 入荷済み 香り・旨み・キレの三拍子そろったバランスのよい生
105 愛知 義侠　山田錦　滓がらみ 純米生 山忠本家酒造 ¥3,190 ¥1,595 入荷済み 香り・旨み・キレの三拍子そろった新酒旨酒です！
106 愛知 義侠　山田錦　 純米生 山忠本家酒造 ¥3,190 ¥1,595 入荷済み 香り・旨み・キレの三拍子そろった新酒旨酒です！
107 愛知 義侠　山田錦　特栽米　 純米生 山忠本家酒造 ¥2,970 ¥1,485 入荷済み 特別栽培米で造られた数量限定のお酒。
108 愛知 義侠　えにし　 特別純米 山忠本家酒造 ¥3,080 ¥1,540 通年商品 お燗で是非試してもらいたい熟成純米酒。
109 岐阜 無風　 純米大吟醸生原酒 玉泉堂酒造 ¥3,850 ¥1,980 入荷済み 穏やかで優しい味わいの純米大吟醸の新酒です。
110 岐阜 無風　 純米吟醸生原酒 玉泉堂酒造 ¥2,750 ¥1,375 2月10日 軟水仕込みの真骨頂、穏やかな生原酒。
111 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。
112 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。
113 滋賀 笑四季　白ラベル　 生 笑四季酒造 ¥2,530 ¥1,375 入荷済み 精米歩合50％、黒は酸のしっかりした辛口。
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