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114 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。
115 滋賀 笑四季　黒ラベル 生 笑四季酒造 ¥2,530 ¥1,375 入荷済み 精米歩合50％、白は柔らかな酸のやや甘口。
116 滋賀 笑四季　金ラベル 生 笑四季酒造 ¥3,190 ¥1,760 入荷済み 精米歩合50％、10号酵母使用、キラキラした酸。
117 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。
118 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。
119 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！
120 京都 玉川　しぼりたて 生原酒 木下酒造 ¥2,530 入荷済み 新酒第一弾、爽やかさとしっかりとした旨みが味わえる。
121 京都 玉川　人食い岩 特別本醸造生 木下酒造 ¥2,640 ¥1,320 入荷済み キレの良さと淡麗かつ瑞々しさ、爽やかな新酒です。
122 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。
123 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。
124 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◎
125 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。
126 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。
127 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。
128 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Pleasure 純米生 梅乃宿酒造 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み ふわりと広がる甘い香りとやわらかな旨味が調和♪
129 奈良 梅乃宿　Unfeigned SAKE　Classic 生酛純米生 梅乃宿酒造 ¥1,540 入荷済み 熟した果実のような甘味が詰まった濃醇な味わい。
130 兵庫 奥播磨　おりがらみ 純米生原酒 下村酒造店 ¥3,280 ¥1,760 入荷済み 新酒第一弾はおりがらみ生、ジューシーメロン系。
131 兵庫 奥播磨 純米生原酒 下村酒造店 ¥3,280 ¥1,760 入荷済み 料理に合わせやすく地元でも人気の生酒。
132 兵庫 奥播磨　芳醇辛口おりがらみ 純米吟醸生原酒 下村酒造店 ¥1,870 入荷済み ガス感も楽しめる旨味たっぷり、切れ味抜群！
133 兵庫 奥播磨　芳醇辛口 純米吟醸生原酒 下村酒造店 ¥3,520 ¥1,870 入荷済み ガス感も楽しめる旨味たっぷり、切れ味抜群！
134 兵庫 奥播磨　活性すくい汲み　にごり酒 純米生原酒 下村酒造店 ¥1,870 入荷済み 元気いっぱいのフレッシュな濁り酒、辛口だから飲み飽きない。
135 兵庫 奥播磨　春待ちこがれて 純米吟醸生 下村酒造店 ¥3,351 ¥1,760 入荷済み 今年から純米吟醸　超辛生タイプになりました！
136 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。
137 兵庫 都美人　とり 山廃純米生原酒 都美人酒造 ¥3,190 ¥1,749 3月5日 豊潤旨口かつ後味の綺麗な生原酒です。
138 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。
139 兵庫 都美人　星 純米吟醸生原酒 都美人酒造 ¥3,520 ¥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◎
140 兵庫 都美人　かい 山廃純米 都美人酒造 ¥1,749 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。
141 兵庫 都美人　かえる 山廃本醸造 都美人酒造 ¥1,386 入荷済み 上級者御用達の山廃本醸造。最強の食中酒。
142 兵庫 都美人　うさぎ 山廃純米 都美人酒造 ¥3,080 ¥1,694 入荷済み 酵母無添加。優しい甘味としっかりとした酸。飲みごたえ◎
143 兵庫 都美人　月　おりがらみ 純米吟醸生原酒 都美人酒造 ¥3,850 ¥2,112 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。
144 兵庫 都美人　ミラクルローズ 山廃純米生原酒 都美人酒造 ¥2,035 入荷済み 極甘、爽やかな酸味、低アル9％。革新的な味わい！
145 兵庫 都美人　さめ　活性にごり 純米生原酒 都美人酒造 ¥3,080 ¥1,694 入荷済み 大人気の活性濁り生！お早めにお願いいたします。
146 兵庫 竹泉　GETOVER 純米大吟醸生原酒 田治米 ¥3,300 入荷済み 飲食店様専用限定品！4年熟成の純大吟！
147 和歌山 黒牛　直柔 純米吟醸 名手酒造店 ¥2,000 入荷済み 直汲みで柔らかな香味、高級リンゴの色気♪
148 三重 作　新酒 純米大吟醸 清水清三郎商店 ¥4,840 ¥2,420 入荷済み 愛山を全量使用した限定酒（750ml）
149 三重 作　雅乃智 純米吟醸 清水清三郎商店 ¥4,510 入荷済み 数量限定入荷のため、お早めにどうぞ。
150 三重 作　神の穂 純米吟醸 清水清三郎商店 ¥2,420 3月上旬 数量限定入荷のため、お早めに（750ml）。
151 三重 るみ子の酒　30周年記念酒　火入れ 山廃特別純米 森喜酒造場 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み 尾瀬あきら先生書き下ろし、30周年記念限定ラベル！
152 三重 御杖代　豊穣感謝祭 純米大吟醸生 森喜酒造場 ¥3,520 ¥1,870 入荷済み 新酒のフレッシュ感と豊かな旨味のある大吟生
153 岡山 御前酒　HACCOS 2022 純米生 辻本店 ¥1,870 入荷済み 共同醸造プロジェクト酒。他の蔵の仕込み水使用。
154 岡山 御前酒　菩提酛貴醸酒 貴醸酒 辻本店 ¥2,750 入荷済み とろりとした貴醸酒ではなく甘やかで爽やか！おすすめ！
155 岡山 御前酒　1859 純米生原酒 辻本店 ¥3,080 入荷済み 芳醇な香りと豊かな旨味が楽しめる新酒です。
156 岡山 GOZENSHU 9 ホワイトボトル 純米生原酒 辻本店 ¥3,190 ¥1,210 入荷済み 雄町の旨みとみずみずしさ！　（500ml）
157 岡山 神心　 純米吟醸生原酒 嘉美心酒造 ¥3,278 ¥1,573 入荷済み もぎたてのパインのような弾けるみずみずしさ
158 岡山 トリプルＡ 純米生原酒 白菊酒造 ¥2,750 ¥1,375 入荷済み 三種類の酒米で造ったガス感たっぷりの新酒です。
159 岡山 大典白菊 サンライズ　ピンク 純米生原酒 白菊酒造 ¥3,490 ¥1,790 入荷済み 洋梨やイチゴの様な香り、みずみずしい味わい。
160 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！
161 広島 龍勢　桃ラベル 純米吟醸生原酒 藤井酒造 ¥3,740 ¥1,980 3月上旬 白桃ジュースのような上品な香り、旨味と酸のバランスも◎
162 島根 裏月山　縁　しぼりたて 純米吟醸生 吉田酒造 ¥3,300 入荷済み フレッシュフルーティー！特約店限定ブランドです。
163 山口 獺祭　花冷え酒 純米大吟醸 旭酒造 ¥2,970 入荷済み 14°と軽快で華やかな香りと綺麗な甘味。
164 高知 南　出羽燦々 純米吟醸生 南酒造場 ¥3,650 ¥1,900 入荷済み 通称ピンクラベル！フレッシュ且つ旨味・キレ最高！
165 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。
166 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、すっきりとした後味。
167 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！
168 佐賀 古伊万里　前　 吟醸 古伊万里酒造 ¥2,640 入荷済み フルーティーな香りと柔らかく、シャープなキレ味。
169 佐賀 古伊万里　前　＃3　2022 明記無し 古伊万里酒造 ¥3,300 ¥1,650 入荷済み マスカットのような爽やかな香り、スタイリッシュな味わい。
170 佐賀 東一　山田錦 純米生 五町田酒造 ¥2,750 ¥1,375 3月中旬 コスパ最高の人気酒。バランスがとてもいいしぼりたて。
171 佐賀 万齢　 特別純米生 小松酒造 ¥3,520 ¥1,760 入荷済み バランスの良い生原酒としてオススメします！
172 佐賀 万齢　春の酒　超辛口 特別純米生 小松酒造 ¥3,520 ¥1,760 入荷済み 春の超辛口ならまずはコレ！バランスがとても良い生酒です。
173 佐賀 ニャン齢　 生 小松酒造 ¥3,520 ¥1,760 入荷済み 綺麗な甘口低アル14°　一杯目のお酒としておすすめ
174 佐賀 七田　磨き七割五分　雄町 純米生 天山酒造 ¥3,135 ¥1,568 入荷済み バナナのような香りと酸が穏やかで旨味もあり。
175 佐賀 七田　磨き七割五分　愛山 純米生 天山酒造 ¥3,245 ¥1,623 3月上旬 上品な甘みと心地よい酸、旨味もしっかり。
176 佐賀 七田　おりがらみ 純米生 天山酒造 ¥1,568 入荷済み メロンを思わせる香りとシュワっと微炭酸とフレッシュな酸味。
177 福岡 杜の蔵　一の矢 純米生 杜の蔵 ¥1,430 入荷済み しぼりたてのうすにごり、飲み飽きしないバランスタイプ。
178 長崎 横山五十　黒 純米吟醸生 重家酒造 ¥3,970 入荷済み りんごの様な香り、フレッシュでジューシーな甘み。
179 長崎 横山五十　白 純米吟醸生 重家酒造 ¥3,970 入荷済み マスカットの様な香り、フレッシュでジューシーな甘み。
180 長崎 よこやま SILVER7　超辛 純米吟醸生 重家酒造 ¥3,410 入荷済み 上品なのに、スパッとキレのいい超辛口生。
181 長崎 よこやま SILVER7 純米吟醸生 重家酒造 ¥3,278 ¥1,639 入荷済み マスカットの様な香り、フレッシュでジューシーな甘み。
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1 東京都 麦冠　情け嶋　25° 麦 八丈興発 ¥2,415 ¥1,282 通年商品 東京12店舗限定酒の島酒。香ばしい麦の香り。
2 鹿児島 甑島小町　25° 芋 薩摩酒類販売 ¥2,970 ¥1,807 入荷済み すみれの花や甘いマスカットのような果実香。
3 鹿児島 甕仙人　ブルーボトル25° 芋 中村酒造場 ¥3,355 ¥1,705 入荷済み 完熟堆肥栽培（無農薬）の芋を使用した年一回限定酒
4 鹿児島 甕仙人　ブルーボトル　原酒 36° 芋 中村酒造場 ¥3,878 入荷済み 完熟堆肥栽培（無農薬）の芋を使用した年一回限定酒
5 鹿児島 赤兎馬　甕貯蔵芋麹 芋 濱田酒造 ¥3,982 ¥2,102 入荷済み 口当たり軽快ながら、香味豊かな味わいです。
6 鹿児島 大和桜　匠　25° 芋 大和桜酒造 ¥3,600 ¥2,200 入荷済み 厳選した芋焼酎を熟成！年一回の限定発売。
7 鹿児島 大和桜　new classic　25° 芋 大和桜酒造 ¥3,300 ¥1,716 入荷済み 若い原酒と、古酒をブレンドした限定商品。
8 鹿児島 太久保 黄麹 25° 芋 太久保酒造 ¥2,200 入荷済み 黄麹で仕込んだフルーティーな芋焼酎。
9 鹿児島 もぐら群青　25° 芋 さつま無双 ¥3,696 入荷済み 紅はるか使用、フルーティーな香り、爽やかな甘味。

10 鹿児島 もぐら　ベルカント　黄麹　25° 芋 さつま無双 ¥2,970 入荷済み 黄麹で仕込んだ限定酒、次の発売は2年後！？
11 鹿児島 金もぐら　25° 芋 さつま無双 ¥3,190 ¥1,837 入荷済み 安納芋使用。甘い香りとコクある柔らかな旨味。
12 鹿児島 赤もぐら　25° 芋 さつま無双 ¥3,300 ¥1,870 入荷済み 限定の紅さつまを使用した焼き芋焼酎・
13 鹿児島 土竜　長期甕寝かせ　25° 芋 さつま無双 ¥3,300 入荷済み 木樽蒸留3年甕貯蔵。コクと甘みのある上品な味わい。
14 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◎
15 鹿児島 悪魔の抱擁　25° 芋 さつま無双 ¥3,113 ¥1,738 入荷済み 超大人気!樫樽熟成の芋焼酎♪洋酒みたい。
16 鹿児島 プレミアム縁　25° 芋 本坊酒造 ¥3,267 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！
17 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。
18 鹿児島 一尚　麦　25° 麦 小牧醸造 ¥2,750 ¥1,485 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。
19 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。
20 鹿児島 克　紅（くれない）　25° 芋 東酒造 ¥3,520 入荷済み 紫芋ならではの甘味、後味すっきりの味わい。
21 鹿児島 克　特別瓶熟三年貯蔵　25° 芋 東酒造 ¥3,143 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。
22 鹿児島 なかまた　頴娃紫芋仕込み　25° 芋 中俣酒造 ¥2,750 入荷済み 究極の香りと甘さ♪限定1000本。
23 鹿児島 紅咲　あがさ　甕壺貯蔵 25° 芋 中俣酒造 ¥1,661 入荷済み 蜜たっぷりの紅はるかで造った、豊かな甘味が魅力的♪
24 鹿児島 呑酔楽　夢　25° 芋 天星酒造 ¥2,750 ¥1,540 入荷済み 黄金千貫と玉茜のブレンド海水仕込み。香り良し、キレ良し。
25 宮崎 鏡洲GINGER  25°　　1800ml・500ml スピリッツ 落合酒造場 ¥2,860 ¥1,320 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◎
26 宮崎 鏡洲CITRUS  25°　　1800ml・500ml スピリッツ 落合酒造場 ¥2,860 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◎
27 宮崎 円熟 竃猫　25° 芋 落合酒造場 ¥2,750 ¥1,430 入荷済み コガネマサリとジェイレッドをブレンドしたフルーティーな香り♪
28 宮崎 裏赤江　25° 芋 落合酒造場 ¥2,860 ¥1,485 3月上旬 紫芋使用。ラムネやパイナップルのようなうるーティーな香り♪
29 宮崎 別撰　竃猫　25° 芋 落合酒造場 ¥2,750 ¥1,430 3月上旬 ジェイレッドと紅きらら使用。ブドウの様なフルーティーな香り♪
30 宮崎 ？ないな　紫25° 芋 明石酒造 ¥1,793 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。
31 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。
32 宮崎 六観音　25° 芋 明石酒造 ¥3,190 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！
33 宮崎 松露　Colorful 30° 芋 松露酒造 ¥3,696 ¥1,815 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◎
34 宮崎 SETOKA PEEL LIQUEUR 39° リキュール 松露酒造 ¥3,960 入荷済み せとかドライピールを使用したリキュール。ソーダで割って♪
35 宮崎 PENTATONIC　one　40° 芋 松露酒造 ¥5,500 入荷済み 2020年に製造した紫優原酒。ヨーグルトやレモン、花のような香り♪
36 宮崎 松露　新 2022　ベニマサリ黒　 25° 芋 松露酒造 ¥3,190 入荷済み ベニマサリを使用した新酒。楽しみです。
37 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！
38 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！
39 宮崎 ひとり歩き　　あらろか　25° 芋 古澤醸造 ¥2,530 入荷済み 10月に蒸留、濾過した旨みのある限定酒。お湯割りで。
40 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！
41 宮崎 YAEZAKURA ワイン酵母仕込み 芋 古澤醸造 ¥3,300 ¥1,650 3月上旬 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♬
42 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 パンのような甘香ばしい香りと味わい。数量限定酒。
43 宮崎 山雀　25° 芋 すき酒造 ¥2,640 入荷済み 軽やかな芋の甘さと透き通る芋の風味。
44 宮崎 山猪　25° 芋 すき酒造 ¥2,640 ¥1,390 3月10日 人気の山猪！是非お試しあれ！
45 宮崎 麦　山猪　25° 麦 すき酒造 ¥2,640 入荷済み 香ばしい麦の香りや甘味が楽しめます。
46 熊本 牧場の夢　牛乳　25° 牛乳 大和一酒造元 ¥3,740 ¥1,870 通年商品 日本で唯一の牛乳焼酎。甘くフルーティ、スッキリ飲める。
47 熊本 温泉焼酎　夢　25° 米 大和一酒造元 ¥2,310 ¥1,265 通年商品 温泉水で仕込んだ非常に優しい口当たり。
48 熊本 球磨川　25° 玄米 大和一酒造元 ¥3,410 入荷済み 限定3000本。復興した蔵の思いが詰まってます！
49 熊本 隠礼里　25° 玄米 大和一酒造元 ¥3,080 ¥1,540 入荷済み ついに出荷再開。無濾過で仕上げた深い味わい。

焼酎

他価格は現時点では、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。　　　　※価格は全て税込価格です。


