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備考 備考

通常の３倍の麹米で仕上げた純米酒。白米に古代米（赤米）を
加え、口当たりに非常に丸みがあり、美しいロゼ色と芳醇な甘さ
と苺のようなさわやかな酸味が感じられます。

「秋田流花酵母」を使用し、「秋田酒こまち」の柔らかな旨味とキ
レがバランスよく調和して、口あたりは爽やかです。じんわりとリ
ンゴ、メロン様の吟醸香が口の中で広がり、余韻は長く、心地の
いお酒に仕上がりました。

720ml /JAN 4936708004889 720ml /JAN 4936708005077

小売価格 2727 小売価格 1818

6 容量/入数 720ml 6

Ｄコード 27003

容量/入数 720ml

Ｄコード 27002

日本酒度/ -23 酸度/ 1.4 日本酒度/ +1.4酸度/ 2.5

ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 55％ ＡＬＣ度/ 16精米歩合/ 70％

使用米/ めんこいな・赤米 使用米/ 秋田酒こまち

金紋秋田酒造

えっくすすりーろぜ　じゅんまいしゅ かくまがわ　じゅんまいぎんじょう

X 3ロゼ　純米酒 角間川　純米吟醸

☆ 2023年6月1日より上記価格に改定

秋田 金紋秋田酒造 秋田

備考 2023年6月1日より上記価格に改定 備考

720ml /JAN 4936594500458
どっしりとした辛口タイプの純米酒です。お料理と合わせて美味
しいお酒には、適度な旨味と酸を必要とします。そのため、通常
の純米酒レシピをベースに、うまさと辛さ（＝キレ）の両立を目指
し、発酵のコントロールと出来上がったお酒の熟成にてこれを実
現。やさしいタッチから濃重な旨みが押し寄せ、キリリと流れて
いくクセになる飲み心地です。

丹念に精白され研ぎ澄まされた酒造好適米と、奥羽山脈に湧く
清水を使い、南部杜氏の手による低温長期発酵が、まろやかな
芳香と深い味わいを醸します。純米酒の米の旨みが冴えるバラ
ンスの良いお酒です。

720ml /JAN 4953676223746

1160

1800ml /JAN 4953676223845 1800ml /JAN 4936594500441

720ml 12

小売価格 2420 1210 小売価格 2280

容量/入数 1800ml 6

Ｄコード 29080 29111

容量/入数 1800ml 6 720ml 12

Ｄコード 29296 29297

酸度/ 1.6 日本酒度/ +1酸度/ 2.2 日本酒度/ +8

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15.3精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 16

使用米/ 岩手県産ひとめぼれ他 使用米/ 宮城県産米

きくのつかさ　じゅんまいしゅ　からくち　しちふくじん とくべつじゅんまいしゅ　むげん

菊の司　純米酒　辛口　七福神 特別純米酒　夢幻

2023年6月1日より上記価格に改定

岩手 菊の司 宮城 中勇酒造店

「蔵埠頭（くらふとう）COLORシリーズ」。社名の「あさ開」が船出
を意味することと酒蔵の槽場（ふなば）をかけ、槽場から飲む方
のもとへ船出する個性豊かなお酒を色にたとえて命名。純米酒
のラベルはエネルギッシュさと太陽をイメージさせる色をメインカ
ラーとし、酒質の「なめらか」「まろやか」「うまくち」を丸みのある
デザインで表しました。

マイルドなコクに定評のある七福神の純米酒。決して飾り気は
ないけれど、晩酌の友として広くご支持いただいている定番商
品です。米は「ひとめぼれ」などの飯米を精米歩合65％で使用
し、協会9号酵母で発酵させます。純米酒らしいふくよかな米の
旨みを、冷やしても、お燗でも存分に楽しめます。

備考 備考

4953676620088
720ml /JAN 4970829202304 720ml /JAN 4953676620095

2420 1210

1800ml /JAN 4970829202007 1800ml /JAN

6 720ml 12

小売価格 2277 1143 小売価格

容量/入数 1800ml

岩手 菊の司

Ｄコード 29293 29294

容量/入数 1800ml 6 720ml 12

酸度/ 1.7 日本酒度/ +3

Ｄコード 21884 21885

酸度/ 1.5 日本酒度/ +2

精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 15精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 15

きくのつかさ　じゅんまいしゅ　しちふくじん

蔵埠頭COLOR　純米酒 菊の司　純米酒　七福神

使用米/ 岩手県産ひとめぼれ他使用米/

岩手 あさ開

国産米

くらふとうからー　じゅんまいしゅ

一般的に辛口と言えば日本酒度＋５度ですが、純米酒ながら＋
１０度の辛さを実現したのが純米大辛口水神（すいじん）です。
ただ辛いだけではなく、米本来の味わいがしっかり残る『味のあ
る辛口純米』に仕上がっております。様々なお料理に合わせて
いただきたい純米大辛口です。飲食店様限定のご案内となって
おります。

備考

4970829216103

2334

1800ml

容量/入数

/JAN

Ｄコード 21854

使用米/ 国産米

酸度/ - 日本酒度/ +10

1800ml

小売価格

6

あさ開

あさびらき　すいじん　じゅんまいおおからくち

精米歩合/ 70％ ＡＬＣ度/ 16

あさ開　水神　純米大辛口

岩手
岩手 あさ開

明治4年創業
南部杜氏によって受け継がれる、
酒の里・岩手を代表するブランド

岩手 菊の司

1772年創業 岩手県最古の酒蔵

食中酒としての日本酒を信条に
蔵人一丸となった「和の酒」を醸します

宮城 中勇酒造店

他のまねをすることなく,
あくまで地の酒として特長があり、
愛される「旨口」の酒質を目指します

秋田 金紋秋田酒造

米の旨味の表現力、旨みを深化させる
熟成技術、精緻な味わいに仕上げる

ブレンド技術が特徴です
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天鷹酒造は、日本だけでなくアメリカ・欧州連合でも認証を受け
ている蔵です。有機栽培にて育てられた五百万石を有機米の特
性を保つため、醸造行程においても細心の注意をしながら醸
し、やさしい米の旨みとコクがありながら味わい深いお酒です。

天鷹で使用する有機米は、農薬や化学肥料などを作付け前2年
以上使わない認定圃場で、化学物質に触れないように認定農
家によって生産されています。爽やかな香りと柔らかな口当たり
が特徴の純米吟醸酒。

備考 備考 ケース単位受注

有機五百万石、有機あさひの夢

天鷹酒造

1600

1800ml

4989710036973

Ｄコード

容量/入数

58％

栃木

19955

ゆうき　じゅんまい　てんたか

68％

720ml

6 12

使用米/

日本酒度/

Ｄコード

ＡＬＣ度/ 15

19954

720ml

天鷹酒造

/JAN 4989710036942

小売価格

容量/入数 1800ml

/JAN

小売価格 3200

4989710036980

酸度/ +4

☆

有機　純米　天鷹

精米歩合/

栃木

720ml

有機純米　天鷹　スパークリング生酒

+4

4951046084980

有機五百万石・有機あさひの夢

/JAN

日本酒度/

高畠産「美山錦」を使用し山形酵母で仕込んだ華やかな純米吟
醸酒です。仕込みタンクが1本できあがるたびにシーズン初めか
ら、「１号」「２号」と通し番号をつけていき、吟醸34号とはその
シーズンで34番目に仕込んだという意味です。しかも「34号の留
め添えの日は元日に行う」と決められており、たいへんおめでた
い純米吟醸酒です。

4951046084973

1800ml

ＡＬＣ度/

720ml 12

日本酒度/

720ml

15

使用米/

2000

1.4酸度/

有機五百万石

精米歩合/

19953

有機　純米吟醸　天鷹　五百万石
ゆうき　じゅんまいぎんじょう　てんたか　ごひゃくまんごく

+3

2

小売価格

20110

720ml 12

4989710036959

Ｄコード

酸度/

栃木 天鷹酒造

容量/入数

ゆうきじゅんまい　てんたか　すぱーくりんぐ　なまざけ

1600

一般には「純米造りで、辛口の酒を造るのは難しい」と言われて
います。『米鶴　超辛純米』は、完全熟成の純米もろみにより、
飲むほどに旨味が冴える、「これぞ純米酒」と実感できる本格・
辛口の純米酒です。

備考

精米歩合/

備考

720ml /JAN

高品質の山形県産米を使った、純米のもろみを搾った時一番最
初に出る白いオリがからんだ日本酒です。フルーティーな香り
で、ビン内二次醗酵による炭酸ガスを含み、ピチピチとした味わ
いです。

720ml

備考

4951046083402

4951046083396720ml 4951046085703 1800ml /JAN

1091

612

/JAN 1800ml

小売価格 1445 小売価格 2182

720ml

山形

/JAN

1453

720ml 720ml 12

小売価格 2908

容量/入数容量/入数 12

山形米鶴酒造

/JAN

容量/入数

米鶴酒造米鶴酒造

±0～+2

Ｄコード27814Ｄコード 27783 Ｄコード 21814

1800ml

19037

+2.5 酸度/ 1.4 酸度/ 1.5 日本酒度/+7～10

19036

備考

使用米/

山形

よねつる じゅんまいしゅ はっぽうにごり

麹米：出羽の里 掛米：山形県産米

酸度/ 1.6 日本酒度/

1250小売価格 2500

4990094112115
720ml /JAN

創業380年の渡會本店に伝え継がれた「きもと作り」の手法によ
り醸された純米酒です。一般の速醸酒とは違った複雑な方法で
酵母を造りますので、その香りと味わいには特有の奥深さが生
み出されます。

4990094112122

12容量/入数 1800ml 6

15.2

720ml

山形

1800ml /JAN

わたらい　きもとじゅんまい

渡會本店

和田来　生 純米

精米歩合/

-1

ＡＬＣ度/

Ｄコード

2

65％

使用米/

19596

65％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 日本酒度/

美山錦、出羽きらり

19595

精米歩合/

よねつる　じゅんまいぎんじょう　さんじゅうよんごうじこみ

米鶴　純米吟醸34号仕込み

使用米/使用米/

精米歩合/

米鶴 純米酒 発泡にごり 米鶴　超辛純米

55％15～16ＡＬＣ度/

よねつる　ちょうからじゅんまい

6

出羽の里、他

日本酒度/

美山錦

ＡＬＣ度/ 16精米歩合/ 65％

15

瓶内二次発酵による自然の炭酸ガスの心地よい口当たりと軽
やかな香り、すっきりとした飲み口が特徴の純米酒です。

備考 ケース単位受注

68％ ＡＬＣ度/

使用米/

山形 渡會本店

銘醸地「大山」で380余年
赤川の清浄水と庄内平野の良質米
深い感動を与える酒造りを目指します

山形 米鶴酒造

まほろばの里・高畠町の地で300年
お辞儀の姿に例えられる稲穂や鶴の姿にちなみ、感謝を

伝える酒でありたいと願って名付けられた『米鶴』

栃木 天鷹酒造

「美味しい・安心・楽しい」酒造り
人はもちろん自然にも未来にも優しい製品を

心を込めて造り、世界中にお届けします
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新潟

たかのい とくべつじゅんまい しんぶんまき

在庫なくなり次第終売（5月末頃予定）

新潟県産米

精米歩合/ 60％

えちご　うおぬまくらぶ　こしたんれい　じゅんまいしゅ

五百万石、他

日本酒度/

新潟

使用米/

こしのふうせつ　じゅんまいぎんじょう こしのふうせつ　だいぎんじょう

越乃風雪　純米吟醸 越乃風雪　大吟醸

使用米/ 国産米

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 50％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 1.2

容量/入数

酸度/ 1.1 日本酒度/ +2

Ｄコード 17685 17686 Ｄコード 17683 17684

+4

1800ml 6 720ml 6 容量/入数 1800ml

新潟 朝妻酒造朝妻酒造

6 720ml 6

小売価格 1940 967 小売価格

1800ml /JAN 4942363335596

4942363335602 720ml /JAN 4942363215676

2304 1235

1800ml /JAN

新潟印としての淡麗な味わいと、吟醸酒としての香り、純米酒の
米の旨みとコクを兼ね備えた清酒です。

4942363215669
720ml /JAN

たかの井 特別純米　新聞巻き 越後　魚沼倶楽部　越淡麗　純米酒

使用米/ 越淡麗使用米/

ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 15～16

酸度/ 1.4 +3 酸度/日本酒度/ 1.4 日本酒度/ +4

Ｄコード 28914 28915 Ｄコード 23944 23945

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml

高の井酒造新潟高の井酒造

6 720ml 12

小売価格 2500 1250 小売価格 2161 1143

/JAN 4920157011352

やわらかく、まるみのある口当たりとキレの良さが絶妙な味わ
い。鍋料理や焼き魚に相性抜群の食事を楽しませる純米酒で
す。

蔵が位置する新潟県小千谷市はお米で有名な魚沼地区にあ
り、地元農家と契約栽培した酒造好適米「越淡麗」を丁寧に醸し
た純米酒です。ふくらみのある味わいとスッキリとした切れ味が
特徴で、新潟にしかない酒米の味わいを堪能できる１本です。

720ml

備考 備考

720ml

1800ml1800ml /JAN 4920157070960
/JAN 4920157015381

ゆきつる　じゅんまいしゅ

/JAN 4920157070977

雪鶴　純米酒

五百万石、一般米使用米/

14.5

+2

精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/

酸度/ 1.5 日本酒度/

Ｄコード 27986 27987

容量/入数 1800ml 6 720ml 12

小売価格 2500 1250

新潟県南西部に位置し、翡翠（ヒスイ）の産地として知られる糸
魚川の地酒です。田原酒造は小さな蔵ですが、酒通好みの飲
みあきしない晩酌用辛口純米酒を得意とし、冷酒はもちろんで
すが、燗もとてもおいしいと評判です。

720ml /JAN

1800ml /JAN 4538938000275

備考

日本酒度/ +5

白瀧酒造

国産米

4538938000282

新潟 田原酒造

じょうぜんみずのごとし じゅんまいぎんじょう　なまざけ

上善如水　純米吟醸　生酒

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 1.6

6 300ml

720ml /JAN 4980573306500

6

備考

4980573306517300ml

容量/入数

680

新潟

720ml

小売価格 1320

新潟印の淡麗な味わい。手軽に飲める普段着の大吟醸酒。香
りとコクを兼ね備え、冷やして、氷を浮かべて等、飲み方の多様
性を開く大吟醸酒です。

備考 備考

搾ったお酒を生のままビン詰めし、管理された環境のもと低温で
熟成させました。落ち着きがあり、まろやか飲み心地とともに、
搾りたてならではの香り高くフレッシュでしっかりした旨味があ
り、もぎたて果実のような自然な芳香が楽しめるお酒です。

使用米/

17402

ケース単位受注・蔵元直送

Ｄコード 17401

/JAN

新潟 朝妻酒造

良質の米、清らかな水、酒造りに良い気候
伝承の技で醸しだす新潟淡麗の美酒、

ぜひお試しください

新潟 高の井酒造

元祖“雪中貯蔵酒”発祥蔵

雪降る自然と共に真摯に酒に向き合い
新潟酒の美味しさを追求しています

新潟 白瀧酒造

雪国越後湯沢の水は軽快で柔軟
お客様に安心を提供、時には驚きを
演出するような酒造りを目指しています

新潟 田原酒造

創業は明治30年
一般に新潟の酒が“端麗辛口”と言われる中、

「雪鶴」は“旨味豊かな地酒”です

4
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酸度/ 1.5

新潟

使用米/

17620

新潟

使用米/

Ｄコード

五百万石

55％

五百万石・越淡麗

ＡＬＣ度/ 15～16

渡辺酒造店

ねちおとこやま　じゅんまいしゅ ねちおとこやま　じゅんまいぎんじょう

根知男山　純米酒 根知男山　純米吟醸

渡辺酒造店

17621

精米歩合/ 60％

日本酒度/

12 容量/入数

1.2 日本酒度/

17623

ＡＬＣ度/ 15～16

+2

1800ml

Ｄコード 17622

容量/入数

1441 小売価格 3342

1800ml 6 720ml 6

1800ml /JAN 4580121680238

720ml 12

1742小売価格 2818

720ml /JAN 4580121680610

1800ml /JAN 4580121680603

備考

720ml

精米歩合/

+3 酸度/

/JAN 4580121680245
普段着のように気楽に呑んでいただけるように、というコンセプト
で仕込んでいるお酒です。根知谷の米、根知谷の水、根知谷の
空気、根知谷の自然が生み出す味わいです。

根知男山を代表するお酒です。米の味わいを柔らかく、そして香
りよく造り上げたのが、この純米吟醸です。五百万石と越淡麗を
使い、酵母は新潟県醸造試験場のＧ９を主に使っております。Ｇ
９酵母は穏やかな香りと味が特徴で、飲み飽きせずに、どんど
ん飲めます。

使用米/

かがのい　じゅんまいしゅ　ちょうからくち

五百万石

備考

ＡＬＣ度/65％ 16

加賀の井 純米酒　超辛口

酸度/ 1.9

精米歩合/

Ｄコード 20266

日本酒度/

20267

1800ml容量/入数

新潟 加賀の井酒造

+18

小売価格 2450 1300

1800ml /JAN 4534365014441

「味わいも楽しめる辛口純米酒をつくりたい」をコンセプトに挑戦
したお酒です。通常の純米酒と比較し、麹のタイプや醪の経過
などをアレンジし醸しました。日本酒度＋15以上を基本とし、純
米で醸す超辛口のお酒です。

720ml /JAN 4534365014458

6 720ml 12

備考

ＡＬＣ度/ 16精米歩合/ 55％

富山

使用米/

/JAN

富山産玉栄

+2

富山 成政酒造

たましいをかもす　たまさかえ　とくべつじゅんまい たましいをかもす　おやまにしき　じゅんまい

魂を醸す　玉栄　特別純米 魂を醸す　雄山錦　純米

成政酒造

使用米/

23606

日本酒度/

精米歩合/ 60％

Ｄコード 23605

富山産雄山錦

酸度/ 1.7

ＡＬＣ度/

29011

15

Ｄコード 29010

1400

+2.5

720ml 121800ml 6 720ml

酸度/ 1.8 日本酒度/

1800ml 6容量/入数

720ml

小売価格小売価格 3400 1700

備考

2800

12 容量/入数

備考

4933922404044

4933922041164

4933922041140
無濾過・無炭素処理・常温保存にて熟成させてから出荷。抜群
の旨味・酸味は常温から熱燗と幅広い温度でお楽しみ頂けま
す。様々な肴にキッチリ対峙する強靭さと深さがありながらも、
主役たる肴を相乗的に引き立てる食中酒として、日本酒にうるさ
い方を唸らせています。

南砺市産雄山錦使用。
お酒の旨みを十分に引き出すために1～2年の熟成期間を経て
から出荷。旨み・酸味共バランス良く、飲み飽きせず、お食事に
も合せやすい。夏場は冷で、冬は燗で召し上がると一層味わい
深く、一年を通してお楽しみ頂けます。

1800ml

/JAN

/JAN1800ml /JAN

720ml

4933922404068

富山

ぎんじょう　つるぎおおたき　げんていひん じゅんまいぎんじょう　いわせ

吟醸　剣大滝　限定品 純米吟醸　巌瀬

使用米/ 五百万石 使用米/ 山田錦

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15～16 精米歩合/ 50％ ＡＬＣ度/

富山 皇国晴酒造皇国晴酒造

15～16

酸度/ 1.3 日本酒度/ +4 酸度/ 1.5 日本酒度/ +4

Ｄコード 17965 Ｄコード 17957 17958

容量/入数 1800ml 6 6

小売価格 2000

/JAN 4984526003423

容量/入数 1800ml

兵庫県産山田錦を５０％にまで磨き、「日本の名水百選」黒部川
扇状地湧水群・岩瀬家の清水（しょうず）で仕込んだ純米大吟醸
ランクのお酒です。ミネラル豊富な仕込み水のしっかりとした味
わいがそのまま生かされ、品のある香りと調和が取れていま
す。

1760

1800ml /JAN 4984526721259

720ml 6

3300小売価格

備考 備考

720ml /JAN

☆

4984526748553
環境省選定・日本名水百選の美味しい天然水が１年を通じて湧
き出している、日本でただ一つの蔵元です。北アルプス立山連
邦の雪解け水が地中深く浸み込み、長い年月を経て湧き出た
美味しい天然水を贅沢に１００％使用して仕込んだ銘酒です。

1800ml

新潟 渡邊酒造店

米の栽培から醸造まで全て自社スタッフで
新潟独自の酒米、五百万石と越淡麗のみ使用

セパージュ・ヴィンテージの違いを味わえる日本酒

富山 成政酒造

戦国武将 佐々成政が水を求め
鑓で地を突き、そこから湧き出た
「鑓の先の水」で仕込んだ日本酒

富山 皇国晴酒造

北アルプスの雪解け水を使用
「毎日気軽に飲んで頂ける
美味しいお酒」をお届けしたい

新潟 加賀の井酒造

お客様へより良いものをお届けすべく、
大量生産を追い求めるのではなく、
人の目と手がしっかり届く範囲での

酒づくりを行っています
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数量限定品

石川

使用米/

じょうきげん　じゅんまい じょうきげん　やまはいじゅんまい

常きげん　純米 常きげん　山廃純米

使用米/ 五百万石五百万石

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 16 精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 17

酸度/ 1.4

Ｄコード 23551 23452

容量/入数 1800ml

酸度/ 1.8 日本酒度/ +3日本酒度/ +3

鹿野酒造

6

Ｄコード 17572 17575

小売価格 2700

6 720ml 12 容量/入数 1800ml

石川 鹿野酒造

/JAN 4936731009011

720ml 12

小売価格 2400 1200

/JAN 4936731009042

1400

1800ml /JAN 4936731009035 1800ml

720ml /JAN 4936731009028
米の旨み・酸味・渋みが程よく調和し、コクを引き出しています。
燗上がりするタイプで晩酌用としても大人気です。

山廃仕込みは、自然界の乳酸菌を利用するため通常の（速醸）
造りより2倍～3倍の日数が必要となりますが、そのどっしりとし
たコクは、手間暇かける価値があります。濃厚な飲み口なのに
喉越しのキレがよい純米酒です。

720ml

備考 備考 720ml箱入り／1800ml箱無し

福井 舟木酒造 福井 舟木酒造

ふなき　じゅんまいぎんじょうげんていにひゃっかん くずりゅう　じゅんまいぎんじょう

富成喜　純米吟醸限定二百貫 久寿龍　純米吟醸

使用米/ 神力（しんりき） 使用米/ 福井県産九寿龍

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15～16 精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15～16

酸度/ 1.5 日本酒度/ +3.5～4.5 酸度/ 1.5 日本酒度/ +4.5

Ｄコード 14555 14556 Ｄコード 14559 14557

容量/入数 1800ml 6 720ml

小売価格 3200 1600

12

/JAN 4982057904370

720ml 12

小売価格 3000

容量/入数 1800ml 6

720ml /JAN

1500

1800ml /JAN 4982057905568 1800ml

720ml4982057945564 /JAN 4982057944376
地元福井市の篤農家との契約栽培で収穫された「神力米」を使
用。奥深いうまみと切れの良い喉ごしをお楽しみください。

復活した九頭竜米を小仕込みで仕込んだ純米吟醸福井県産米
を使用し福井県独自の酵母を使い、九頭竜川の水で出来たお
酒スッキリ辛口の切れの良い喉こしをお楽しみいただけます。

精米歩合/

備考

こざえもん じゅんまいろくわりごぶ ばんしゅうやまだにしき

65％ ＡＬＣ度/

備考

酸度/ 2.4 日本酒度/

小左衛門 純米六割五分 播州山田錦

±0

中島醸造

15.5

17135

/JAN 4524990247116

使用米/ 播州山田錦

岐阜

Ｄコード

720ml容量/入数 1800ml 6

720ml /JAN

17134

1800ml

2650

4524990247123

12

小売価格 1325

熟成香を感じさせない、凛としてコクを感じる純米酒です。山田
錦らしい丸みと膨らみ、透明感を持つ旨味。バナナや和梨を感
じる軽やかで穏やかな含み香。素直でクセのないコクのある味
わいは口中で踊り広がります。飲み込んでゆくに連れササッー
と消えてゆく様は非常に軽快で、キレの良い仕上がりです。

備考

岐阜 中島醸造 岐阜 中島醸造

こざえもん とくべつじゅんまい しなのみやまにしき こざえもん じゅんまいぎんじょう びぜんおまち こざえもん じゅんまいぎんじょう ひだほまれ

小左衛門 特別純米 信濃美山錦 小左衛門 純米吟醸 備前雄町 小左衛門 純米吟醸 ひだほまれ

使用米/ 長野県産美山錦 使用米/ 岡山県産備前雄町 使用米/ 岐阜県産ひだほまれ

精米歩合/ 55％ ＡＬＣ度/ 15.5 精米歩合/ 55％ ＡＬＣ度/ 15.5 精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15.5

酸度/ 1.6 日本酒度/ +4 酸度/ 1.7

Ｄコード 17100 17101 Ｄコード 17104 17105

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数

備考 備考 備考

4524990628403

1800ml /JAN 4524990226104 1800ml /JAN 4524990231016

リンゴの様な爽やかな香りが特徴。お米の旨みも十分感じられ
る、キレと軽さのあるお酒。温度帯次第でいろいろなお料理に合
わせる事ができます。小左衛門のベストセラー。

日本最古の酒米「雄町」を55%まで精米して醸した純米吟醸。ラ
イチ系の心地よい上立香と口に含んだ時の柔らかな口当たり。
シャープな旨みを愉しんだ後にはキリっとした酸で口の中をスッ
キリしてくれます。お肉料理など油を使ったものと特に相性が良
いです。

蔵からの酒粕を堆肥に使う「酒粕還元堆肥農法」を採用して造
られたお米で醸しだされる「サスティナブルな地酒」を目指したお
酒。軽やかで優しい旨み。味わいにクセが少なくシーフードによ
く合います。小左衛門の中でも味の密度が軽やかな透明感のあ
るスッキリタイプのお酒です。

/JAN 720ml /JAN720ml 4524990226111

28002700

720ml

12

小売価格

6 720ml 61800ml

Ｄコード 17107

日本酒度/ +2

岐阜 中島醸造

17108

1800ml

日本酒度/ +2 酸度/ 1.7

720ml容量/入数

小売価格 3200 1600

12

1800ml /JAN 4524990627390

4524990231023

1400

数量限定品

1350

/JAN

小売価格

石川 鹿野酒造

「人、米、水へのこだわり」
霊峰白山の自然と水に抱かれて、
愛され続ける地酒「常きげん」を醸す

福井 舟木酒造

1866年 福井市九頭竜川近くに創業
ふっくらとした味と爽やかな香りの食中酒
として料理に合わせやすい酒を醸します

岐阜 中島醸造

最も個性的なのは、独特な井戸より
湧き上がる軟水の伏流水で、
口当たり柔らかく旨き水です
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備考

/JAN 4985820001412

河武醸造でしか扱えない酒米「弓形穂」100％使用の最高峰純
米大吟醸酒。口当たりから余韻まで一貫した酸味に和菓子系の
甘みが納まる。さっぱりとキレがありつつも、お米の風味豊かで
コクのある味わい。手間と時間をかけて実現した最高級の味を
お召し上がりください。

小売価格 5000

720ml

容量/入数 720ml 12

Ｄコード 29402

酸度/ 1.2 日本酒度/ -2～±0

40％ ＡＬＣ度/ 15

弓形穂

精米歩合/

三重

使用米/

式 RICH 純米大吟醸

備考

河武醸造

しき りっち じゅんまいだいぎんじょう

フランスブルゴーニュの白ワイン酵母を使用することで、柑橘類
にも似たフレッシュな香りや、瓶内二次発酵由来の甘く香ばしい
香りと深く複雑な味わいが特徴的です。濃淳なアビス原酒を二
次発酵させる事により、アビスに相応しい理想的な【泡】を表現
しています。

720ml /JAN 4964232322766

小売価格 1800

容量/入数 720ml 12

Ｄコード 28828

酸度/ 3.7 日本酒度/ -6.4

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 12

使用米/ 静岡県産米

はなのまい　あびす　すぱーくりんぐ

花の舞　Abysse スパークリング

静岡 花の舞酒造

備考 備考 酒税法上はリキュールとなります

コシヒカリ・ササニシキ・あきたこまちのルーツともいえる品種で
ある「朝日米」を使用。冷やして・常温・熱燗。それぞれの温度帯
で、朝日米の味わいを楽しんでいただけます。朝日米のふくよ
かな旨みと、長良川伏流水の柔らかな口当たりの調和をお楽し
みください。

ちょい甘口のにごり酒「千代菊　しろにごり」に竹炭微粉末を加
えました。ダークな色合いがインパクト充分なにごり酒です。

720ml /JAN 4965481319590 720ml /JAN 4965481501186

1800ml /JAN 4965481319606 1800ml /JAN 4965481501193

小売価格 2970 1485 小売価格 1951 976

6 720ml 12容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml

Ｄコード 22515 22516 Ｄコード 41281 41282

日本酒度/ -5酸度/ 1.5 日本酒度/ +1 酸度/ 1.2

ＡＬＣ度/ 15.2精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 15.3 精米歩合/ 68％

使用米/ 岡山県産「有機朝日米」・精米歩合６５％ 使用米/ 一般米

じゅんまい　ねことあさひまい ちよぎく　くろにごり

純米　ねこと朝日米 千代菊 くろにごり

岐阜 千代菊 岐阜 千代菊

有機ＪＡＳ認定米を１００％使用した純米酒。
長良川伏流水の柔らかな口当たりと、ふくよかな米の旨みが感
じられます。

岩手県産の有機栽培米あきたこまちを１００％使用し、どっしりと
した旨みと深みのある純米酒に仕上がりました。
ひやでも、燗でも有機あきたこまちの旨みと長良川伏流水の柔
らかさが楽しめる一本です。

備考 備考

4965481319583
720ml /JAN 4965481722208 720ml /JAN 4965481319576

2970 1485

1800ml /JAN 4965481722192 1800ml /JAN

6 720ml 12

小売価格 2696 1394 小売価格

1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml

岐阜 千代菊千代菊

22510 Ｄコード 22513 22514

容量/入数

+1.5 酸度/ 1.8 日本酒度/ +0

Ｄコード 22509

精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 15.3

酸度/ 1.4

使用米/ あきたこまち

精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 15.3

こうりん　ゆうきじゅんまいしゅ じゅんまい　いぬとあきたこまち

光琳　有機純米酒 純米 いぬとあきたこまち

日本晴

日本酒度/

岐阜

使用米/

岐阜 千代菊

岐阜羽島の地で江戸時代中期より続く千代菊

甘からず・辛からず・呑み飽きしない「平凡の

銘酒」として地元を中心に愛されています

静岡 花の舞酒造

社名は、天竜川水系に古来より伝わる
奉納踊りのひとつ「花の舞」に由来
「花」は命の糧となる稲の花を表します

三重 河武醸造

目指したのは、一日の終わりに飲む人の心を洗い、

潤すような日本酒の体験。日々忙しく自分に立ち

戻る時間もない、そんな方に、ひと時、

新たな息吹を吹き込んでくれるような新しい酒。
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備考 備考

地元甲賀で契約栽培した酒造好適米「五百万石」を100％使用。
ほのかな吟醸香と爽やかで切れの良い酸が特徴です。

甲賀忍者の里で醸された芳醇旨口のお酒です。地元甲賀産玉
栄を全量使用しています。

720ml /JAN 4991086011522 720ml /JAN 4991086011652

1800ml /JAN 4991086011515 1800ml /JAN 4991086011645

小売価格 3185 1595 小売価格 3185 1595

1800ml 6 720ml 12

瀬古酒造

15001

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数

+2

Ｄコード 15004 15005 Ｄコード 15000

酸度/ 2 日本酒度/ +4 酸度/ 1.9

ＡＬＣ度/ 17～18精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 17～18 精米歩合/ 60％

滋賀

滋賀県産五百万石 使用米/

にんじゃ　ねお　じゅんまいぎんじょう にんじゃ　ぷらす　じゅんまいぎんじょう

忍者 NEO 純米吟醸 忍者 PLUS+ 純米吟醸

日本酒度/

備考

使用米/

滋賀 瀬古酒造

/JAN

備考

4991086011638

滋賀県産玉栄

厳寒期にじっくりと低温発酵させた原酒を生で低温貯蔵した生
貯蔵酒。フレッシュな香りを残しつつ、味はどっしりとして飲み応
えのある仕上り―それは、まるで修業を終えた、「忍者」のように
完成された味わいです。

地元甲賀で契約栽培した酒造好適米「吟吹雪」を100％使用。ほ
のかな吟醸香と飲みごたえのある旨口の純米吟醸酒です。

720ml /JAN 4991086011164 720ml

1595

1800ml /JAN 4991086011157 1800ml /JAN 4991086011621

720ml 12

小売価格 2995 1500 小売価格 3185

6 720ml 12 容量/入数 1800ml 6

Ｄコード 15002 15003

容量/入数 1800ml

Ｄコード 15006 15007

日本酒度/ +3 酸度/ 2 日本酒度/ +3酸度/ 1.6

ＡＬＣ度/ 16～17 精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 17～18精米歩合/ 60％

使用米/ 滋賀県産吟吹雪 使用米/ 滋賀県産吟吹雪

瀬古酒造

にんじゃ　とくべつじゅんまい にんじゃ　じゅんまいぎんじょう

忍者 特別純米 忍者 純米吟醸

滋賀滋賀 瀬古酒造

備考 ☆

年間の生産量が300石という小さな造りの蔵で、阿吽の呼吸で
黙々と酒造りに打ち込む三兄弟が醸し出す酒。切れの良い辛
口でありながら、おおらかな米の旨みが広がる「旨辛純米酒」で
す。

720ml /JAN 4994632062207

1800ml /JAN 4994632062108

6 720ml

小売価格 2700 1350

12容量/入数 1800ml

Ｄコード 27953 27954

日本酒度/ +10酸度/ 1.8

ＡＬＣ度/ 15精米歩合/ 65％

使用米/ 山田錦（兵庫県産）、日本晴（滋賀県産）

なみのおと　からくち　じゅんまいしゅ

浪乃音　辛口　純米酒

滋賀 浪乃音酒造

河武醸造でしか扱えない酒米「弓形穂」100％使用の純米大吟
醸酒。香りは穏やかな吟醸香が感じられます。含んでみると、持
ち前のまろやかさがさらに磨かれた感じでとても飲み口が柔ら
かく、米の旨味と甘みも一段と増してお召し上がりいただけま
す。

柔らかく丸いリズムが刻むように心地よい飲み心地。香りは花
のようで品があり繊細さも持ち合わせている。ほどよい余韻を感
じさせつつフィニッシュはシャープに仕上げました。冷やしてワイ
ングラスなどでお楽しみください。

伝統製法の山廃仕込みで新しい可能性にチャレンジしたアッサ
ンブラージュです。生感覚に近い新しい山廃のスタンダードは、
まるで苺の果実を齧った様な爽やかな刺激を感じさせるフレッ
シュな味わいです。

備考 備考 備考

4985820001726

1800

720ml /JAN 4985820001443 720ml /JAN 4985820001627 720ml /JAN

12

小売価格 3000 小売価格 1800 小売価格

720ml 12 容量/入数 720ml

三重 河武醸造河武醸造

Ｄコード 29406

容量/入数 720ml 12 容量/入数

+3 酸度/ 1.6 日本酒度/ +3

Ｄコード 29401 Ｄコード 29404

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 1.3 日本酒度/ +3 酸度/ 1.4

使用米/ 五百万石、三重の夢

精米歩合/ 50％ ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 50%+65% ＡＬＣ度/ 15

しき ふれっしゅ じゅんまいだいぎんじょう しき めろう とくべつじゅんまい しき すいーと あっさんぶらーじゅ じゅんまいぎんじょう

式 FRESH 純米大吟醸 式 MELLOW 特別純米 式 SWEET アッサンブラージュ 純米吟醸

弓形穂、山田錦、五百万石、みえのゆめ

日本酒度/

使用米/

三重 河武醸造 三重

弓形穂 使用米/

滋賀 浪乃音酒造

自然に育まれた美しい琵琶湖のほとり
にあります。小さな酒蔵だからこそ小仕
込みに徹し、丁寧に心を込めて醸します。

滋賀 瀬古酒造

近江の国の甲賀の山麓は、
豊かな自然に溢れた山里であり、
忍者発祥の地としても知られています

8
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※表示価格に消費税は含まれておりません。

米は兵庫県夢前町産｢愛山｣全量使用し、麹、酵母も播磨産とい
うＡＬＬ播磨のお酒です。播磨の若手農家集団｢農家ＨＡＮＤＳ
(ハンズ)｣と壺坂酒造がタッグを組み、ご飯が美味しくなるお酒を
目指し醸しております。穏やかな香りと深みのある味わいは料
理を選ばず、冷酒から燗酒までお楽しみ頂けます。

備考

ただ淡麗でなめらかなお酒ではなく、味にアクセントがあり独特の風味を有
する雄町米ならではのお酒です。含み香が高く、奥行きのある味わいと口
中香のハーモニーをお楽しみ下さい。

備考
蔵元直送・「片野桜 無濾過生原酒」3種類で混載可・

ロット：1.8L→5本、720ml→12本

日本酒度+15のとにかく辛いお酒です。協会9号酵母と五百万石
の組み合わせのこのお酒は、濃いお料理との相性が抜群です。

備考

米は兵庫県夢前町産｢愛山｣全量使用し、酵母は協会1801号を
使用したお酒です。播磨の若手農家集団｢農家ＨＡＮＤＳ(ハン
ズ)｣と壺坂酒造がタッグを組みました。ラベルデザインも8を横に
し0とつながる事で、生産者と販売者とお客様が無限につながる
事を期待しています。上品な酒香、まろやかで奥深い味わいに
愛山の力強い旨味。

備考

山田錦100％使用の山廃仕込純米「無濾過生原酒」です。コメの
旨味と酸味のバランスが絶妙で濃醇ながらキレのある味わいで
す。

雄町100％使用の山廃仕込純米「無濾過生原酒」です。深いコク
と程よい酸味、ふくらみのある味わいが、酒通の方にもおすす
めです。

備考
蔵元直送・「片野桜 無濾過生原酒」3種類で混載可・

ロット：1.8L→5本、720ml→12本
備考

蔵元直送・「片野桜 無濾過生原酒」3種類で混載可・
ロット：1.8L→5本、720ml→12本

純米吟醸　雪彦山　播磨古今

兵庫

大阪

精米歩合/ 58％

壺坂酒造

かたのさくら とくべつじゅんまい むろかなまげんしゅ

兵庫 壺坂酒造

使用米/ 兵庫県産　愛山使用米/

壺坂酒造

じゅんまい　せっぴこさん　おにから じゅんまいぎんじょう　せっぴこさん　あいやま

じゅんまいしゅ　くらわんか かたのさくら やまはいじゅんまい むろかなまげんしゅ やまだにしき

山田錦

精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 17 精米歩合/ 65％

使用米/

大阪

/JAN

酸度/ 1.4

山野酒造

じゅんまいしゅ　かたのさくら じゅんまいぎんじょう かたのさくら

純米酒 片野桜 純米吟醸 かたの桜

大阪

五百万石

精米歩合/ ＡＬＣ度/ 15

使用米/

65％ ＡＬＣ度/ 15 55％精米歩合/

4995190421215

日本酒度/ +1.4

1800ml

25009Ｄコード 25008

山野酒造

国産米

+4 酸度/日本酒度/ 1.3

Ｄコード 25005

6 720ml 12

25006

小売価格

1800ml 6 720ml 12容量/入数 容量/入数

小売価格 2400 1200 3000 1500

1800ml /JAN 4995190131220 1800ml

720ml /JAN 4995190133217 720ml /JAN 4995190423219

日本酒度/

大阪 山野酒造 大阪

ヒノヒカリ（全量枚方産米）

純米酒 くらわんか 片野桜 山廃純米 無濾過生原酒 山田錦 片野桜 山廃純米 無濾過生原酒 雄町

使用米/ 雄町使用米/ 使用米/

17 精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 17

かたのさくら やまはいじゅんまい むろかなまげんしゅ おまち

2.2 日本酒度/ -3 酸度/ 1.9

ＡＬＣ度/

酸度/ 1.9 日本酒度/ +2

Ｄコード 25012 Ｄコード 25015

酸度/

容量/入数 720ml 12 容量/入数 1800ml

大阪 山野酒造山野酒造

25001 Ｄコード 25016 25003

+2

1500 小売価格

1800ml 5 720ml 12 容量/入数

4995190281413 1800ml

5 720ml 12

小売価格 1200 小売価格 3000

4995190283417 720ml /JAN

3000 1500

720ml /JAN 4995190633410 1800ml /JAN

じゅんまいしゅ　せっぴこさん

兵庫山野酒造

片野桜 特別純米 無濾過生原酒

ＡＬＣ度/ 17

使用米/ 雄町

精米歩合/ 70％ ＡＬＣ度/

使用米/ 兵庫県産　山田錦

15

酸度/ 1.5 日本酒度/ +3

Ｄコード 25017 25037

12

非公開 日本酒度/

Ｄコード

酸度/

1800ml 6

純米酒　雪彦山

720ml 12

小売価格

21200 21201

非公開

1800ml /JAN 4995190131510

容量/入数容量/入数 1800ml 5 720ml

小売価格 2900 1450 2500 1250

720ml

1800ml /JAN 4974785031183

じゅんまいぎんじょう　せっぴこさん　はりまここん

兵庫県産　五百万石 使用米/ 兵庫県産　愛山

/JAN

兵庫 壺坂酒造

49747850317254995190133514

16

日本酒度/非公開 非公開非公開

純米　雪彦山　鬼辛 純米吟醸　雪彦山　愛山1801

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/

酸度/

17 精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/17 精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/

21206 2120721205 Ｄコード

1800ml

21203 Ｄコード 21204

720ml容量/入数 12 1800ml 6

非公開

Ｄコード

日本酒度/酸度/ +15 酸度/

1540

720ml /JAN 4974785030216

容量/入数 6

小売価格 3080

12

3080

程よい酸味となめらかな味わい、優雅な吟醸香、その全てがバ
ランスよく調和しています。

備考

全量枚方産米（ヒノヒカリ）で造ったお酒に、淀川のヨシで作った
ラベルを貼った地域性豊かな日本酒です。ライチやメロンのよう
なフルーティーさがあり、甘さの中にも米の旨みがしっかり感じ
られる仕上がりです。

/JAN 4995190281420

米の旨味が香味のなかに豊かに伝わってくる純米造り。芳醇な
コクと味わい、そしてキレのよい喉ごしは、どんな料理にもあう
中口のお酒に仕上がっています。

備考

4995190283424

備考

1540

720ml

1500小売価格

720ml /JAN

4974785221126

720ml

備考

1800ml /JAN 4974785232238

「盃を進める度に旨くなる」兵庫県産山田錦を全量使用した、当
蔵の純米酒は辛口でスッキリしたお酒です。純米でありながら
吟醸香も感じられるお酒です。爽やかな酸味が一杯、二杯と盃
を進めます。冷酒から燗までお楽しみ頂けます。

4974785232221

容量/入数

720ml /JAN

1800ml

季節限定品

720ml /JAN

非公開 日本酒度/

4974785221119720ml /JAN

/JAN

小売価格

12

大阪 山野酒造

醸造の基本理念は「そのお酒らしく」

一仕込みの量を小さくし、南部杜氏の経験と

実績に基づいた手作業で品質を管理します

兵庫 壺坂酒造

播州らしさが伝わる酒造りを目標に
しながらも、お客様が求めるものを
造りたいと考え日々追及しています

9
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※表示価格に消費税は含まれておりません。

県外不出の「兵庫山田錦」を有機栽培。柔らかな風味と深く長い
余韻、均整のとれた美しい味わいに、原料米の素性の素晴らし
さが光るお酒です。

容量/入数 720ml 12

小売価格 2040

使用米/

こうち じゅんまいぎんじょうげんしゅ ゆうきさいばいごひゃくまんごく

酸度/ 1.3

耕地 純米吟醸原酒 有機栽培五百万石 千歳 ルネサンス 野条穂 純米

使用米/ 野条穂有機栽培米五百万石

精米歩合/ 60％ 精米歩合/

日本酒度/ -3

80％ ＡＬＣ度/ 16ＡＬＣ度/ 16

12736

+3日本酒度/ 2.1

容量/入数720ml 720ml 12

兵庫 山名酒造

Ｄコード 12735

720ml

酸度/

せんさい　るねさんす　のじょうほ　じゅんまい

小売価格 1800

1800ml

小売価格 3200

612

1600

720ml /JAN 4958159150823
/JAN 4958159451920

農薬不使用で育てた野条穂を１００％使用。爽やかな酸味とコク
のある旨味を中心とした五味（甘酸辛苦渋）が豊かに広がり、穏
やかに消えていきます。乳酸・酵母無添加、木桶仕込み。

兵庫

1800ml /JAN 4958159452019

備考

兵庫 山名酒造 兵庫 山名酒造

備考

せんさい　るねさんす　やまだにしき　じゅんまい せんさい　ひょうごさけ85　じゅんまい せんさい　やまだにしき　じゅんまいだいぎんじょう

千歳 ルネサンス 山田錦 純米 千歳 Hyogo Sake 85　純米 千歳 山田錦 純米大吟醸

使用米/ 山田錦 使用米/ Hyogo Sake 85 使用米/ 山田錦

50％

1.1

ＡＬＣ度/ 16精米歩合/ 80％ ＡＬＣ度/ 16 精米歩合/ 65％

-21.2

ＡＬＣ度/ 16 精米歩合/

酸度/

容量/入数

日本酒度/

Ｄコード 12740 12679

-8

Ｄコード 12737 12738

日本酒度/酸度/ 2.1 日本酒度/ +1 酸度/

12720 Ｄコード

1800ml容量/入数

12739

1800ml 6 720ml

/JAN 4958159150915

小売価格

720ml 720ml /JAN

3600 1800

1800ml 6 12

1350

容量/入数

小売価格

720ml 12

3000 1500

備考

自然栽培の山田錦を１００％使用。青い果実の香り、口に含む
と軽快な酸味と甘みが広がり、
力強くキレ上がります。乳酸・酵母無添加、木桶仕込み。

次世代酒米「Hyogo Sake 85」を使用して醸造。爽やかなライチ
の香り、口に含むと軽快で透明感のある甘さと
酸味に加えてわずかな渋みが広がり、穏やかな米の旨味へと
展開します。乳酸無添加、木桶仕込み。

4958159451517/JAN

720ml /JAN 4958159494521

1800ml

酒米の王者「山田錦」を使用して醸造。絹のように滑らかな口当
たり、白桃を想わせる瑞々しい甘み
と軽快な酸味が舌の上で広がり、甘やかな余韻に展開します。
乳酸無添加、木桶仕込み。

兵庫 山名酒造 兵庫 山名酒造

備考 備考

せんさい　のじょうほ　じゅんまいぎんじょう せんさい　あいやま　じゅんまいぎんじょう やまな　ひざけ　じゅんまいぎんじょう

千歳 野条穂 純米吟醸 千歳 愛山 純米吟醸 山名　○陽酒　純米吟醸

兵庫 山名酒造

Ｄコード

使用米/ 野条穂 使用米/ 愛山 使用米/ 山田錦

60％ ＡＬＣ度/ 14～15精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 16 精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 16 精米歩合/

-3

12732 12733

6 720ml

酸度/ 1.3 日本酒度/ -7.5 酸度/ 1.5

12734 Ｄコード

+3酸度/ 1.3 日本酒度/日本酒度/

Ｄコード 12431

小売価格 1700 小売価格 3400 1700

容量/入数 12

720ml /JAN 4958159200825720ml /JAN 4958159251629 1800ml /JAN 4958159251216
720ml

1800ml720ml 12 容量/入数

備考 備考

50％

五百万石 使用米/

備考

爽やかな上立ち香、口に含むとなめらかな舌触りとともに豊かな
甘みが広がり、僅かな苦みと
渋みとともに消えていきます。乳酸無添加、木桶仕込み。

兵庫県産の希少酒米「愛山」を使用。穏やかな甘みに柑橘系の
爽やかな酸味と渋みが広がり、潔くキレ上がります。乳酸無添
加、木桶仕込み。

1.3

使用米/

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 16

酸度/

やまな　つちざけ　じゅんまいぎんじょう やまな　あめざけ　じゅんまいだいぎんじょう

山名　□土酒　純米吟醸 山名　△雨酒　純米大吟醸

兵庫 山名酒造

備前雄町

14 精米歩合/

容量/入数 720ml 12

Ｄコード

日本酒度/ +4

容量/入数 720ml

日本酒度/ -0.5

/JAN 4958159200726 720ml /JAN

兵庫 山名酒造

Ｄコード

2000 小売価格 2250

4958159100828

小売価格

720ml

備考 備考

自然農法による五百万石を100％使用して仕込んだ純米吟醸酒
です。自然の力から引き出されたしっかりとしたお米の風味が生
きています。甘酸辛苦渋という五味をじっくりと味わいながら、奥
丹波の自然を感じてください。冷酒や常温がおすすめです。

岡山県で有機栽培された「備前雄町」を50％精白で仕込む純米
大吟醸。低温発酵で醸す優美な香りと抜群のキレの良さ、この
酒米の底力を堪能できる一本です。

☆

山名酒造

Ｄコード 12746

容量/入数

1.3

ＡＬＣ度/

/JAN 4958159251025

兵庫県丹波市氷上町は地元で「水分れ（みわかれ）」と呼ばれ、
本州の内陸部で一番標高の低い中央分水界であり、太古の昔
から豊富な水と独特の地形の中で多様な生態系が育まれてき
ました。この土地を耕す農家「宮垣農産」が栽培する有機JAS認
定の酒米「五百万石」で醸した純米吟醸です。

兵庫 山名酒造

6 720ml

小売価格

/JAN 4958159451425

2700

4958159194421

12

1800ml/JAN 4958159454914 1800ml

12

1243012433

酸度/

☆

☆

兵庫 山名酒造

酒米の個性を最大限に活かし
黄綬褒章受章の熟練の杜氏が醸す

自然派純米酒「奥丹波」

10



/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ /

※表示価格に消費税は含まれておりません。

但馬産どんとこい

日本酒度/

兵庫

使用米/

ちくせん　じゅんまいしゅ　こういろ　びんてーじ ちくせん　やまはいじゅんまい　なすこん　びんてーじ

竹泉　純米酒　香色Vintage 竹泉　山廃純米　茄子紺Vintage

使用米/ 自然栽培米五百万石

精米歩合/ 70％ ＡＬＣ度/ 14 精米歩合/ 70％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 1.8 +12

Ｄコード 21505 21502

容量/入数 1800ml

酸度/ 1.6 日本酒度/ +1.1

田治米

6

Ｄコード 21503 21504

小売価格 3300

6 720ml 12 容量/入数 1800ml

兵庫 田治米

/JAN 4995692132916

720ml 12

小売価格 2200 1300

/JAN 4995692132961

1850

1800ml /JAN 4995692132954 1800ml

720ml /JAN 4995692132923
兵庫県産米で醸す純米酒。しっかり辛口で冷酒ではキレの良い
味わい、お燗ではやさしく広がる米の旨味と程よい酸味が味わ
える竹泉の定番酒です。1～2年の熟成酒です。アミノ酸度1.5

蔵人の農園にて育てられた無農薬の五百万石（通称「ヨリタ
米」）で醸す山廃純米酒。冷やでも勿論、お燗でもほどよい酸が
食欲をそそり、お料理をさらにおいしくしてくれます。1～2年の熟
成酒です。アミノ酸度1.4

720ml

備考 備考

兵庫 田治米 兵庫 灘　浜福鶴蔵

ちくせん　じゅんまいぎんじょう　おまち　あめいろ　びんてーじ はまふくつる　きもと　じゅんまい　からくち

竹泉　純米吟醸　雄町　飴色Vintage 浜福鶴　生 純米　辛口

使用米/ 和田山産雄町 使用米/ 掛米：山田錦麹米：一般米

精米歩合/ 55％ ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 75％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 1.5 日本酒度/ +9 酸度/ 1.4 日本酒度/ +5

Ｄコード 21500 21501 Ｄコード 17459 17460

容量/入数 1800ml 6 720ml 12

小売価格 2165

容量/入数 1800ml 6

/JAN 4902263223294

720ml 6

小売価格 3400 1900 992

1800ml /JAN 4995692132879 1800ml

720ml /JAN 4902263223324
地元和田山産の契約栽培米「雄町」を100％使用した純米吟醸
酒。優しい香りと甘味を感じる含み口で、やわらかい米の旨味を
感じるのが特徴のお酒です。冷たくしても、もちろん美味しいで
すが、お燗でも食欲の出るようなやさしい酸のあるお酒です。1
～2年の熟成酒です。アミノ酸度1.1

灘酒の真髄であり、最も正統的な醸造方法である「生 造り」に
よって醸される酒は、近代の醸造方法では決して表現すること
が出来ない、深みのある豊かなコクと洗練されたキレの良い味
わいが特徴です。清々しく奥行きのあるバランスのとれた上質
の味わいは、料理を最高に活かし、お燗をすることでさらに心躍
る味わいへと変化いたします。

720ml /JAN 4995692132886

備考 備考

兵庫 灘　浜福鶴蔵 兵庫 灘　浜福鶴蔵

はまふくつる　じゅんまいぎんじょう うまくち はまふくつる　じゅんまいだいぎんじょう

浜福鶴 純米吟醸 旨口 浜福鶴　純米大吟醸

使用米/ 国産米 使用米/ 兵庫県産米100％

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 45％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 1.5 日本酒度/ +1 酸度/ 1.5 日本酒度/ +1

Ｄコード 24183 24184 Ｄコード 17458 12501

容量/入数 1800ml 6 720ml 6 容量/入数 1800ml 6 720ml 6

小売価格 2458 1188 小売価格 2711 1320

/JAN 4902263131018

1800ml /JAN 4902263141192 1800ml /JAN 4902263131025

吟醸工房の技術を結集して丹精込めて仕込んだ純米吟醸酒で
す。やわらかな香りと旨みが絶妙に溶け合い、キレの良いのど
越しでどんな料理とも一緒にお楽しみいただけます。

灘本流伝承の技と経験を生かし、45％まで丁寧に磨き上げた兵
庫県産米を100％使用して造りあげました。上品な香り、なめら
かで口当たりの良い米の旨みと心地よいキレをお楽しみ頂けま
す。普段の食卓に並ぶ料理とも相性良く、気軽にお楽しみ頂け
る純米大吟醸です。お祝い事や贈答品などハレの日にもふさわ
しい高級感あるデザインです。

720ml /JAN 4902263141208 720ml

備考 備考

兵庫 茨木酒造

らいらく　やまだにしき　じゅんまい75

来楽　山田錦　純米75

使用米/ 山田錦

精米歩合/ 75％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 1.4 日本酒度/ +2前後

Ｄコード 21594 21595

容量/入数 1800ml 6 720ml 12

小売価格 2420 1204

/JAN 4560279410963

1800ml /JAN 4560279410956

山田錦の低精白×7号酵母。立ち香は穏やか。口に含むとグ
レープフルーツの様な爽やかなテイスト。冷酒ではキレの良さ、
燗では味の膨らみがやさしく広がる。

720ml

備考

兵庫 田治米

「一粒の米にも無限の力あり」
地元地域のお米や水を使用し,地域と
一体化した酒造りを目指しています

兵庫 灘 浜福鶴蔵

蔵内の井戸から湧き上がる天然の
伏流水を使用して醸造したお酒の
味わいは芳醇な旨みが特徴です

兵庫 茨木酒造

「来楽」は孔子の論語に由来
大がかりなことをしない、

昔ながらの手造りで仕込みます

11
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/ / / / /

/ / /

/ / / /

※表示価格に消費税は含まれておりません。

じゅんまいげんしゅ　いけくも

純米原酒　池雲

使用米/ 舞鶴市水間産雄町

精米歩合/ 80％ ＡＬＣ度/ 17

酸度/ - 日本酒度/ +3

Ｄコード 21488 21489

容量/入数 1800ml

京都 池田酒造

6 720ml 12

小売価格 2998 1500

1800ml /JAN 4937888010592
720ml /JAN 4937888020621

地元舞鶴市水間地区の契約農家小谷宗久さんが作られた農薬
不使用米の雄町を100％使用したお酒です。香りは控えめで、
すっきりとした口当たりからその後に広がる旨味、そして柔らか
な酸味と共にきれいに切れていく味わいは食中酒としてどんな
料理にもよく合います。

備考

京都 京姫酒造

じゅんまいぎんじょう　たくみ

国産米

やまだにしきだいぎんじょう　たくみ

純米吟醸　匠 山田錦大吟醸　匠

使用米/ 使用米/ 山田錦

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15～16 精米歩合/ 50％ ＡＬＣ度/ 15～16

酸度/ 1.4 日本酒度/ +2酸度/ 1.5

Ｄコード 19004

日本酒度/

19005

720ml

京都

±0

1800ml /JAN 4960689813666

126

小売価格 2078

1800ml /JAN

1800ml

4960689713669

989

6容量/入数

4960689833664
酒造りの長い歴史の中で、その中核を担ってきた「京都伏見」に
蔵を構える「京姫酒造」が、長きにわたり積み重ねてきた「匠」の
技を結集して醸した純米吟醸酒です。
ほのかに香る吟醸香、米本来のふくよかな旨味、
料理に合わせやすいやわらかな口あたりが特徴です。

720ml /JAN 4960689733667

備考

京都 京姫酒造

備考

京都 齋藤酒造

じゅんまいだいぎんじょう　たくみ えいくん　ぎんじょう　げんていしゅ

純米大吟醸　匠 英勲　吟醸　限定酒

使用米/ 山田錦 使用米/ 五百万石、他

精米歩合/ 45％ ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15～16

酸度/ 1.5 日本酒度/ -1 酸度/ 1.2 日本酒度/ +3

Ｄコード 18984 18987 Ｄコード 17406 17444

容量/入数 1800ml 6 720ml 6

小売価格 2100

容量/入数 1800ml 6

/JAN 4973470350097

720ml 6

小売価格 2711 1320 1050

1800ml /JAN 4960689913663 1800ml

720ml /JAN 4973470352633
原材料にこだわり、酒造好適米の山田錦を100%使用し45％まで
贅沢に磨きあげました。飲み飽きしない上品な吟醸香と、キレが
ある飲み易さが特徴です。

底冷えする京都伏見で五百万石を丹念に磨き込み醸しました。
吟醸香とフルーティーな味をバランス良く調和させた落ち着きの
ある繊細なお酒です。

720ml /JAN 4960689933661

備考 備考

京都 キンシ正宗

精米歩合/

キンシ正宗

きんし　とくべつじゅんまい　ごひゃくまんごく　ひょうたん きんし　じゅんまいぎんじょう　いわい　ひょうたん

キンシ　特別純米　五百万石　瓢箪 キンシ　純米吟醸　祝　瓢箪

京都

精米歩合/

使用米/ 祝

55％ ＡＬＣ度/ 15

使用米/ 五百万石

ＡＬＣ度/ 15～1660％

1.2 日本酒度/ +3酸度/ 1.6

21407 21408

日本酒度/ +5 酸度/

Ｄコード 12416 16408

容量/入数 1800ml

Ｄコード

小売価格 2800

6 720ml 6 容量/入数 1800ml 6

/JAN 4907697320649

720ml 6

小売価格 2464 1232

/JAN 4907697621654

1400

1800ml /JAN 4907697620657 1800ml

720ml /JAN 4907697321677
京都産の五百万石を60％精米して、手造りにて丁寧に仕込みま
した。手造りならではの上品な香りとやさしいお米の旨味があ
り、キレの良い味わいです。

京都産祝米使用。華やかな吟醸香とフルーティーな味わいが特
徴でスッキリとしたキレの良いお酒です。

720ml

備考 ☆ 備考 ☆

京姫酒造

Dコード 12817 12816 12819

容量/入数 1.8 6 720 6 300

小売価格 2347 1026 481

300ml /JAN 4960689843663

720ml /JAN

☆

酒造りの長い歴史の中で、その中核を担ってきた「京都伏見」に
蔵を構える「京姫酒造」が、長きにわたり積み重ねてきた「匠」の
技を結集して醸した大吟醸酒です。原材料にこだわり、酒造好
適米の山田錦を100%使用して醸しました。飲み飽きしない上品
な吟醸香と、キレがある飲み易さが特徴です。

京都 池田酒造

派手な香りや強い個性のある味では
ありませんが、飲むと幸せを感じられるお

酒を

京都 京姫酒造

「品質第一主義」がモットー
長い歴史の中で培われてきた技術を継承

しながら和を重んじた酒造りに臨んでいます

京都 齊藤酒造

全国新酒鑑評会14年連続金賞受賞蔵
京都府産米を中心とした酒造り

上品な香りと飲み良い味が絶妙な酒質

京都 キンシ正宗

「伝統から未来へ」
命の水と伝承の技を礎に

時代を超えて愛される至高の一滴
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※表示価格に消費税は含まれておりません。

720ml /JAN

備考

720ml /JAN 4941361997607 720ml

京都 竹野酒造

備考 備考

720ml/JAN

備考

4941361998109

容量/入数 720ml

酸度/ 2 日本酒度/ -4 酸度/ 1.9

22062

720ml

備考

精米歩合/精米歩合/

4941361997652

2400

容量/入数 720ml 12

4948399001795

1800ml

無農薬米滋賀旭１００％純米吟醸酒。フレッシュでやさしい香り
から始まり、ライチやパイナップルを思わせながらミルキーで穏
やかな味わいが拡がります。

やや辛口で、新鮮で炭酸の軽やかさを感じます。新鮮さが消え
る2～3年後、すばらしいやわらかで旨口の味わいが楽しみな純
米大吟醸です。ワイングラスで飲むのがおすすめです。食中酒
として肉料理に向いていて、脂濃いものの旨味を倍化させてくれ
ます。

合鴨農法による祭り晴を１００％使用。メロン様のノーズで始ま
り、すこぶる甘美な味わいの中にもシナモン様のほろ苦さが見
え隠れし、程よく口の中に消えていきます。

米本来の旨味がのった仕込みで、料理を際立てる味わいを創り
出した純米酒。仕込み水には当蔵で湧き出る地下水を使い、や
わらかくなめらかな口当たりの良さがあります。口に含むと、ほ
んのりと感じられるバナナ香。味わいはふくよかな米の甘味と、
かすかな苦みがポイントです。後味はすっきりと短め、ほどよく
鼻に抜ける余韻が楽しめます。

京都 増田徳兵衛商店

12

23923

1800ml

酸度/

/JAN

2300 1150

Ｄコード

6

23922

容量/入数 720ml

小売価格

/JAN

小売価格 1850 小売価格 2500

つきのかつら　じゅんまいしゅ

月の桂　純米酒

青リンゴやイチゴを思わせるフルーティーな香りと、米本来の旨
味が絶妙に混じりあい、複雑でありながらエレガントなまとまり
のある味わいに仕上げた純米吟醸酒。当蔵で湧き出る地下水
を仕込み水として使い、なめらかな口当たりで、米のふくよかさ
とほんのりとした酸味を感じられながら、透明感がありすっきりと
綺麗にまとまっています。

/JAN

日本酒度/ -

4948399001788

15ＡＬＣ度/

2800 1400

6

720ml

1800ml

小売価格

容量/入数

4948399001818

Ｄコード

使用米/ 非公表

60％精米歩合/

- 日本酒度/ -

小売価格

16

容量/入数 720ml 12

Ｄコード 22088

使用米/

純米酒の蔵舞シリーズで一番の甘口、旨口すっきり純米吟醸。
爽やかな酸味と甘みのバランスがよく、出汁料理全般との相性
抜群です。

竹野酒造

非公表

ＡＬＣ度/

月の桂　純米吟醸酒

720ml 12

1800ml /JAN

Ｄコード

720ml /JAN

小売価格 1750

12

22087

京都府産亀の尾

4948399001825

Ｄコード 22085

2.2 日本酒度/

合鴨農法米　祭り晴

-19.9

14～1550％ ＡＬＣ度/

増田徳兵衛商店

55％

-

23925

精米歩合/

酸度/

つきのかつら　じゅんまいぎんじょうしゅ

使用米/

23926

京都

/JAN

やさかつる　じゅんまいだいぎんじょう　えがおひゃくやく

60％ ＡＬＣ度/ 14～15 50％ ＡＬＣ度/ 15.6

酸度/

京都 竹野酒造

使用米/

精米歩合/

京都

日本酒度/ +2.3

無農薬栽培　滋賀県産旭

12

弥栄鶴 純米吟醸 旭蔵舞 2021 弥栄鶴 純米大吟醸 錦蔵舞 2020 弥栄鶴 純米大吟醸 笑顔百薬 2021

やさかつる　じゅんまいぎんじょう　あさひくらぶ やさかつる　じゅんまいだいぎんじょう　にしきくらぶ

備考 備考

使用米/ 京都府産山田錦

4941361997621

青リンゴを思わせるシャープな香りと京丹後の大地の恵みであ
るミネラル感が口中に広がり旨味となります。後口に爽やかさを
感じる無濾過原酒。

小売価格 1350

720ml 12容量/入数

4941361997591720ml /JAN

1.7

容量/入数

-10

720ml

Ｄコード

-1.8酸度/ 2

京都 竹野酒造竹野酒造

日本酒度/日本酒度/ 酸度/

15～16 精米歩合/74％ ＡＬＣ度/

Ｄコード 22089

60％ ＡＬＣ度/ 14～15精米歩合/

やさかつる　じゅんまいぎんじょう　かめのおくらぶ

弥栄鶴 純米 祝蔵舞 2021 弥栄鶴 純米吟醸 亀の尾蔵舞 2021

使用米/使用米/

備考 備考

4948399000439

備考

720ml4948399000347/JAN

果実のようなスッキリとした酸味と米本来のなめらかな丸みが口
中に広がる上品な味わい。食前酒に好適で、日本酒を呑みなれ
ない方にもツウの方にも自信をもっておすすめできます。しぼり
たての美味しさを味わうため、5～8℃に冷やしてワイングラスで
どうぞ。

京都産の「旭米」を月の桂で復活栽培、伏見の農家と特別に無
農薬有機栽培で育て、仕込んだお酒です。炊き立てのお米のよ
うなミルキーな香りが口の中に柔らかく広がります。乳酸のよう
な程よい酸味とコク旨な味わいで、幅広いお料理とお楽しみい
ただけます。

香りの華やかさとは反対に上品によく、お料理の味を口中で調
和しゆっくりと消していきます。全ての料理を見越して仕込みま
した。ゆったりとした吟醸香、軽やかさ、そしてキメの細かさがバ
ランスよく調和します。ビターチョコレートや甘すぎないスイーツ
との相性も抜群です。ワイングラスで柔らかい香りと飲み口を同
時にお楽しみください。

720ml

京都 増田徳兵衛商店

小売価格 2500 小売価格

/JAN

1.6

4948399000880 /JAN 4948399000330

6

1650 4400

6

1800ml

6 720ml 720ml

19934 19935

容量/入数 1800ml

Ｄコード

2200

12

/JAN

京都

ＡＬＣ度/ 1650％

1.7

増田徳兵衛商店

容量/入数 12

小売価格

日本酒度/ 酸度/

4948399000293

+3

3300

+3日本酒度/

27241Ｄコード

8 精米歩合/

720ml

酸度/

山田錦 使用米/ 使用米/

60％

27242

ＡＬＣ度/

1800ml

京都

やさかつる　じゅんまい　いわいくらぶ

京都府産祝

つきのかつら　やなぎ　じゅんまいぎんじょうしゅ

月の桂　柳　純米吟醸酒

酸度/ 6 日本酒度/ -60

山田錦・夢錦

15

旭米

京都 増田徳兵衛商店

月の桂　純米酒　稼ぎ頭 月の桂　旭米　純米酒

使用米/

つきのかつら　じゅんまいしゅ　かせぎがしら つきのかつら　あさひまい　じゅんまいしゅ

容量/入数 1800ml

Ｄコード 23910

精米歩合/精米歩合/ 70％ ＡＬＣ度/

京都 増田徳兵衛商店

伏見では、最も古い歴史を持つ造り
酒屋何よりも酒の「季節性」と「個性」

を

京都 竹野酒造

地域と共に共存共栄し
安全安心な食品づくりと

幸せな世界への貢献を目指す

13



/ / / /

/ / /

/ / / /

/ / / /

※表示価格に消費税は含まれておりません。

ビンテージ表記商品

五百万石、他

日本酒度/

京都

使用米/

京都 豊澤本店

ぎんとよ　ぎんじょう だいぎんじょう　とよとよ　きばこいり

吟豊　吟醸 大吟醸　豊々　木箱入り

豊澤本店

使用米/ 八反錦（はったんにしき）

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15 50％ ＡＬＣ度/ 15～16

酸度/ 1.2

Ｄコード 18068

1800ml 6 720ml

精米歩合/

+4.5 酸度/ 1.1 日本酒度/ +4

容量/入数 12 容量/入数

17774

6 720ml 61800ml

18069 Ｄコード 17773

小売価格 2200 1200 小売価格 5000 3000

1800ml /JAN 4965018124253 1800ml /JAN 4965018124154
720ml /JAN 4965018124246 720ml /JAN 4965018124147

酒造好適米の五百万石など最良の米を60％まで磨き、丹精込
めて造り上げた吟醸酒。濃いめの味わいにきれいな吟醸香が
のった贅沢な味わいです。

伏見七つ井の一つ「白菊水」を天然水のまま仕込みに使ったこ
のお酒は、辛口のすっきりした飲み心地に加えしっかりとした旨
さをもつお酒に仕上がりました。※こちらの商品は木箱に入って
おります。

備考 ☆ 備考

京都 豊澤本店

京都府産祝

じゅんまいだいぎんじょう　くらまとい じょうよう　じゅんまいしゅ

純米大吟醸　蔵纏 城陽　純米酒

使用米/ 京都府産五百万石使用米/

精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 15精米歩合/ 50％ ＡＬＣ度/ 15～16

1.2 日本酒度/ +4 酸度/ 1.8 日本酒度/ +3

Ｄコード 28897

酸度/

容量/入数 720ml 6 1800ml

京都 城陽酒造

Ｄコード 28732 28733

小売価格

容量/入数

/JAN

6 720ml 12

小売価格 2500

4934804101006

2300 1150

720ml /JAN 4965018126059 1800ml

ビンテージ表記商品

4934804100993
720ml /JAN

日本酒度/

京都産「祝」をあえて精米５０％で抑えることにより米の旨みをひ
きだし、上品な吟醸香に仕上 がっています。辛口仕上げの心地
よい飲み口ですが、奥行きのある味わいは、お料理に合わせる
と広がりをみせます。

京都府産の「五百万石」を100％使用したバランスの取れた純米
酒。落ち着いた香りと、ふくよかな米の旨みがあり調和の取れた
酸味が心地よい味わいです。

備考 備考

京都 城陽酒造 京都

京都府産祝 使用米/

じょうよう　とくべつじゅんまいしゅ じょうよう　ぎんじょうおおからくち55

京都府産祝

精米歩合/ 60％

城陽　特別純米酒 城陽　吟醸大辛口55

使用米/

ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 55％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 1.6 日本酒度/ +5 酸度/ 1.3 +10

Ｄコード 28729 28730 Ｄコード 28784 28785

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml 6 720ml 12

城陽酒造

小売価格 2600 1300 小売価格 2700 1350

1800ml /JAN 4934804100979 1800ml /JAN 4934804101013
/JAN 4934804100986 720ml /JAN 4934804101020

備考 備考

「祝」を100%使用して醸した辛口の特別純米酒です。爽やかな含
み香が特徴で、奥行きのある米の旨みと、キリッと引き締まる
シャープな酸味が心地よく食中酒に最適です。

京都を代表する酒造好適米「祝」を100%使用して丁寧に醸した
日本酒度+10の辛口吟醸酒。吟醸酒らしい上品な香りを持ち、
淡麗でスッキリとした味わいが特徴です。

720ml

京都 東山酒造 京都 東山酒造

山田錦 使用米/ 山田錦

酸度/

東山酒造

れお2020 じゅんまいぎんじょうげんしゅ れお2018 じゅんまいぎんじょうげんしゅ とくべつじゅんまいしゅ りゅうこすい らくでん

Leo 2020  純米大吟醸原酒 Leo 2018  純米吟醸原酒 特別純米酒 龍口水 洛伝

京都

使用米/ 使用米/ 特別栽培米「雄町」（岡山県産）100％

精米歩合/ 50％ ＡＬＣ度/ 18 精米歩合/ 50％ ＡＬＣ度/ 18 精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 15.5

日本酒度/

22751

±0酸度/ 1.31.8 日本酒度/ ±0 酸度/ 1.4

容量/入数 500ml 6 容量/入数

日本酒度/ +4

500ml 容量/入数 1800ml 6

Ｄコード 22752Ｄコード 20219 Ｄコード 20212

720ml 6

小売価格 3000 小売価格 3000 小売価格 2800 1400

500ml /JAN 4580113961277 500ml /JAN 4580113960942 1800ml /JAN 4580113960041

備考 備考 備考

720ml 4580113960102
坤滴の「坤」の意である“万物を成長させる大地”にふさわしく、
大地の恵みをしっかりと実りに変えた鳥取県田中農場産の最高
級「山田錦」を50%まで磨き、篠原氏自身が選定した酵母を使用
して京都伏見の名水「伏水」でじっくりと時間をかけて醸した純米
大吟醸原酒。

☆

/JAN

2018年物は加水をせず原酒でリリースし、辛口の切れのあるタ
イプに仕上がりました。50%磨きなので大吟醸と明記できます
が、一般的な大吟醸のイメージとは違うので、純米吟醸原酒とし
ています。一口目より二口目、三口目の方が米の旨味を感じる
ため飲み飽きず、キャビアやカラスミと言った魚卵や皮目を炙っ
た白身魚ともあいます。

旨みがあってキレもある、すっきり飲みやすい「京都テイストの
雄町」。減農薬減化学肥料栽培の雄町を使用し、京都の名水
「伏水」でじっくりと低温発酵、米の味わいを充分に引き出しまし
た。豊かな旨みがあり、　しっかりとした味わいとおだやかな香り
を持つ特別純米酒です。

☆

ビンテージ表記商品

6

京都 城陽酒造

山城地域唯一の地酒
京都府産 祝など全量酒造好適米使用

フレッシュで芳醇な味わい

京都 東山酒造

原料米：契約農家の米を使用
仕込水：桃山丘陵の「伏水」を使用
杜氏：南部杜氏の伝統的な仕込み技術

京都 豊澤本店

「飲んで頂いた全ての人が楽しく、
そして幸せな気分になれるようなお酒」
を作る心を頑なに守っています

14



/ /

/ / /

/ / / /

/ / / /

※表示価格に消費税は含まれておりません。

有機雄町

日本酒度/

ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 60％

京都

使用米/

たまのひかり　ゆうき　じゅんまいぎんじょう　ぐりーん　やまだにしき たまのひかり　ゆうき　じゅんまいぎんじょう　ぐりーん　おまち

玉乃光 有機 純米吟醸 ＧＲＥＥＮ 山田錦 玉乃光 有機 純米吟醸 ＧＲＥＥＮ 雄町

使用米/ 有機山田錦

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 1.3 +1.5 酸度/ 1.5 日本酒度/ +3

Ｄコード 18957 Ｄコード 18956

容量/入数 720ml 6 容量/入数 720ml

京都 玉乃光酒造玉乃光酒造

6

小売価格 1980 小売価格 1980

720ml /JAN 4907005006463 720ml /JAN 4907005006470

有機農法で丹精こめて育てた山田錦だけを使用した純米吟醸
「GREEN 山田錦」。環境との調和や、ほんとうに美味しい酒をめ
ざして誕生した日本酒です。

かつて幻の酒米と呼ばれた「備前雄町」を、有機農法で育て使
用した純米吟醸「GREEN 雄町」。ほんとうに美味しい酒をめざし
て誕生した日本酒です。

備考 備考

たまのひかり　じゅんまいぎんじょう　からくちじこみ じゅんまいぎんじょう たま

玉乃光　純米吟醸　辛口仕込み 純米吟醸 TAMA

京都 玉乃光酒造

使用米/ 美山錦、他 使用米/ 雄町（岡山県産）

720ml

日本酒度/ -25

ＡＬＣ度/精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15.4 精米歩合/ 60％ 12

酸度/ 1.2 日本酒度/ +4 酸度/ 2.8

京都 玉乃光酒造

6

19014

6

2150 1075 小売価格 1500

容量/入数

19013 Ｄコード 18964

1800ml 6 720ml 容量/入数

精米からの一貫手造りの製造工程で醸しました。濃厚な味わい
を持ちながらもキレがある、飲み飽きしない「濃醇辛口」の純米
吟醸酒です。

たまには変わった日本酒を飲んでみたいという方に応えたい。
たまたま飲みやすいお酒を口にして日本酒が好きになった、と
いう人を増やしたい。『ワイン酵母』で備前雄町を醸した純米吟
醸「TAMA」はそんな思いで誕生しました。従来の日本酒では味
わえない、多彩な甘味と酸味、そして旨味のハーモニーをお楽し
みください。

720ml /JAN 4907005003837

/JAN 4907005005411

Ｄコード

小売価格

1800ml /JAN 4907005003844 720ml

京都 北川本家

備考 備考

精米歩合/ 68％ ＡＬＣ度/

京都 北川本家

とみおう じゅんまいぎんじょう ぜんりょうきょうとさん とみおう　やまだにしき　じゅんまいしゅ とみおう　じゅんまいぎんじょう　やまだにしき

兵庫県産山田錦１００％

富翁 純米吟醸 全量京都産 富翁　山田錦　純米酒

☆

京都 北川本家

富翁 純米吟醸山田錦58

使用米/ 京都府産米（五百万石・京の輝き） 使用米/ 山田錦 使用米/

14ＡＬＣ度/ 15精米歩合/ 58％ 精米歩合/ 58％ ＡＬＣ度/ 16

酸度/ 1.3 日本酒度/ +3 酸度/ 1.4 日本酒度/ +4 酸度/ 1.7 日本酒度/ +1.5

Ｄコード 27732 27733 Ｄコード 22809 22819 Ｄコード 17786

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml

小売価格 3000

6 720ml 6 容量/入数 1800ml 6

/JAN 4971631812026

小売価格 2600 1300 小売価格 2120 1060

/JAN 4971631724046

1800ml /JAN 4971631213021 1800ml /JAN 4971631724022 1800ml

全量京都府産米（五百万石・京の輝き）使用。酵母は京都酵母・
京の琴、水は京都伏水仕込みで、京都にこだわった純米吟醸で
す。加熱処理を1回だけにしていますので、豊かな風味をお楽し
みいただけます。

兵庫県産酒造好適米山田錦100％使用し、京都伏見の名水「伏
水（ふしみず）」と米だけで醸した純米酒です。芳醇辛口ですっき
りとした味が特徴です。

酒造好適米山田錦のみで醸した純米吟醸酒。フレッシュな「一
度火入れ」の風味とやわらかな口当たりをお楽しみください。

720ml /JAN 4971631213045 720ml

備考 備考 備考

京都 北川本家 京都 北川本家 京都 北川本家

とみおう　だいぎんじょうやまだにしき じゅんまいしゅ　あなぜ　ごひゃくまんごく じゅんまいぎんじょう　あなぜ

富翁　大吟醸山田錦 純米酒　乾風　五百万石 純米吟醸　乾風　山田錦

使用米/ 山田錦 使用米/ 京都府産五百万石100％ 使用米/ 兵庫県特A 地区産山田錦１００％

精米歩合/ 39％ ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 58％ ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 58％ ＡＬＣ度/ 16

酸度/ 1.1 日本酒度/ +5 酸度/ 1.6 日本酒度/ +3 酸度/ 1.7 日本酒度/ +1.5

Ｄコード 12799 Ｄコード 22800 22801 Ｄコード 17700

容量/入数 720ml 6 容量/入数 1800ml

小売価格 3084

6 720ml 12 容量/入数 1800ml 6

/JAN 4971631512025

小売価格 3000 小売価格 2672 1337

720ml /JAN 4971631333040 1800ml /JAN 4971631523021
720ml 4971631523045

酒造好適米の最高峰「山田錦」を惜しみなく磨いて、伝統の技で
醸した大吟醸酒です。おだやかな芳香（りんご香）と、まろやか
な味わいが特徴です。

ほど良い酸味とやわらかな口当たりが特徴の特別純米酒です。
料理に合わせやすく食中酒としておすすめです。

酒造好適米山田錦のみで醸した純米吟醸酒。やや辛口で穏や
かな酸味があり、食中酒にぴったりです。「一度火入れ」のフレッ
シュな風味をお楽しみください。

備考 化粧箱入り 備考

/JAN

備考

1800ml

京都 玉乃光酒造

米、水、麹、心意気。
ただ良い酒を、340年

京都 北川本家

350年以上に渡り伝えられた伝承の技
と原料にこだわり、京都・伏見の豊かな
水に恵まれた環境で続く酒造り
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※表示価格に消費税は含まれておりません。

720ml

/JAN

+2.4

ＡＬＣ度/精米歩合/

5000 2500

1800ml 12

70％

29197

日本酒度/1.2

京都

使用米/

きらくすいめい じゅんまい

Ｄコード 29023

1.3

佐々木酒造

きょうきっすい　じゅんまいぎんじょう

ＡＬＣ度/ 15

京都産米

+3

京都府産山田錦

嬉洛水明 純米 京生粋　純米吟醸

使用米/

15 精米歩合/

日本酒度/

1800ml

29024

酸度/

/JAN

酸度/

小売価格

4512672511044

206 720ml 12

2360 1180

容量/入数

720ml

1800ml /JAN 4512672513390 1800ml

多々霧が発生するほど寒暖差が激しく、ミネラル豊富で米作り
に適した土壌を持つ京都府亀岡市馬路町で獲れた契約栽培米
山田錦を100％使用。精米歩合は70％で良質な米の味わいや
特性を残しつつ、完熟したメロンのような魅惑的な甘い香りが鼻
腔を刺激。優しさに包まれた口当たりの中にも、自然な旨みや
甘みがじんわりと広がります。

720ml 4512672513406 4512672511051

備考 ☆ 備考 ☆ 720ml箱入り／1800ml箱無し

/JAN

京都 佐々木酒造 京都 佐々木酒造

きょうきっすい　じゅんまいだいぎんじょう　やまだにしき きょうきっすい　じゅんまいぎんじょう　（けしょうばこいり） へいあんししん　ぎんじょう　ぶるー

京生粋　純米大吟醸　山田錦 京生粋　純米吟醸（化粧箱入り） 平安四神　吟醸　ブルー　

使用米/ 山田錦 使用米/ 京都産米 使用米/ 五百万石、他

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15精米歩合/ 40％ ＡＬＣ度/ 16～17 精米歩合/ 60％

酸度/ 1.6 日本酒度/ +3.5 酸度/ 1.3

Ｄコード 17946 Ｄコード 29110 29094

小売価格 3000

容量/入数6容量/入数 1800ml

小売価格

1800ml 6

/JAN 4512672512003

720ml 12

15003000小売価格

/JAN 4512672512300 1800ml /JAN 4512672511075

容量/入数 720ml 12

佐々木酒造

京都産山田錦を100％使用しを最高まで精米し、腕利きの杜氏
や蔵人が低温でじっくり育て上げたお酒です。果実のような吟醸
香と気品のある味わいをお楽しみください。

吟醸酒特有のフルーティーな香りと、すっきりキレの飲みくちが
調和。冷酒からぬる燗まで幅広い温度でお楽しみいただけま
す。

1800ml720ml

へいあんししん　とくべつじゅんまい　ほわいと

備考 備考 備考

京都 佐々木酒造 京都

日本酒度/

16

平安四神　特別純米　ホワイト 平安四神　純米大吟醸　レッド 平安四神　大吟醸　ブラック

使用米/ 五百万石 使用米/ 使用米/ 五百万石、他

小売価格

へいあんししん　じゅんまいだいぎんじょう　れっど

山田錦

精米歩合/ 50％ ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 40％ ＡＬＣ度/

1.4

精米歩合/ 50％ ＡＬＣ度/ 15

京都 佐々木酒造

Ｄコード

へいあんししん　だいぎんじょう　ぶらっく

Ｄコード 17938 Ｄコード 17937

酸度/ 1.3 日本酒度/ +4 酸度/ +4.5 酸度/ 1.3 日本酒度/ +3.5

17929 17914

容量/入数 6容量/入数 500ml 12 容量/入数

小売価格 2000 小売価格 3000

500ml /JAN 4512672512072 500ml /JAN 4512672512256

備考 備考 備考

720ml /JAN 4512672512041
精米歩合５０％の五百万石をじっくり低温長期醗酵させた大吟
醸仕込みの純米酒。ほのかに香る吟醸香と幅のあるふくよかな
純米酒特有の味わいが特徴です。

酒造好適米を最高まで精米し、低温でじっくり育て上げた純米
大吟醸は、腕利き杜氏・蔵人たちの技術の結晶ともいえる清酒
の中の芸術品。果実のような吟醸香と気品あふれる軽やかな味
わいです。

じゅんまいだいぎんじょう　まない　あか こうでん　とくべつじゅんまい

純米大吟醸　真名井　赤 香田　特別純米

京都

容量/入数

使用米/ 京都丹後産山田錦

京都 ハクレイ酒造

Ｄコード

720ml 12 12

ＡＬＣ度/50％

使用米/ 山田錦・京の輝き

ＡＬＣ度/ 14～15精米歩合/ 70％

容量/入数

日本酒度/ +3

Ｄコード 28840 28841

61800ml 720ml

720ml /JAN

小売価格 1650 小売価格 2860 1430

1.6酸度/

備考

/JAN 4985237110202
軽やかな米の旨味と十分な吟醸香を楽しめる。「山田錦」の栽
培を委託している生産者の方々はエコファーマの認定者で、農
薬や化学肥料を減らして環境に優しい農業を実践。米作りから
取り組んで醸した逸品です。

1800ml /JAN 4985237110196

素濾過の原酒ですが軽やか、甘い香りとコク、キリッとした後
口。少し冷やして、食中酒としてお楽しみいただけます。

720ml

3050

酸度/ 1.6

ハクレイ酒造

4985237551753

厳選された原料米を使い、日本酒本来の旨みと、果実のような
吟醸香をバランス良く仕上げました。すっきりとした辛口、爽や
かで軽快なタイプです。作家・木村英輝さん描きおろしのラベル
です。

備考

京都 佐々木酒造

Ｄコード 12572

日本酒度/ 1.3+3 酸度/

ＡＬＣ度/ 15

「金明水・銀明水」を仕込水に、酒造好適米「祝」を中心とした全
量京都産米、京都吟醸酵母「京の琴」で仕込まれた京の酒。お
だやかではんなりとした味わいで、素材の旨みを存分に引出し
た旨口タイプ。

720ml /JAN 4512672512010

4512672512034

500ml 12

日本酒度/

日本酒度/ +1

1800ml /JAN

+4

精米歩合/

☆ 数量限定品

16

佐々木酒造

商品コード 12571 12570 12578

容量/入数 1.8 6

60％

720 12 300

小売価格 2700 1400 595

300ml /JAN 4512672511068
「金明水・銀明水」を仕込水に、酒造好適米「祝」を中心とした全
量京都産米、京都吟醸酵母「京の琴」で仕込まれた京の酒。お
だやかではんなりとした味わいで、素材の旨みを存分に引出し
た旨口タイプ。

☆

京都
京都 佐々木酒造

豊臣秀吉の邸宅【聚楽第】の南端にて創業

良質な地下水に恵まれたこの地で

洛中伝承の思いを胸に酒造りを続けています

京都 ハクレイ酒造

創業1832年 江戸時代から続く伝統
大江山連峰に属する丹後富士に流れ
出る不動山水を仕込水に使用
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4983224017121

備考 備考

島根県産の酒米「改良雄町」と「五百万石」を掛け合わせて使
用。改良雄町のうま味と五百万石のすっきり感を併せ持ったい
いとこどりのお酒です。うなぎや焼き鳥などしっかりした味付け
の料理と相性抜群です。

香りは華やかな吟醸香、口に含むと山田錦の旨味を感じられ、
後味はすっきりとキレがあります。香りと味とキレをバランスよく
仕上げた純米吟醸酒。刺身などさっぱりした料理との相性がよ
く、女性や日本酒初心者の方にもおすすめしやすいお酒です。
名前の由来は、競馬で最も馬券が売れている馬を意味する「一
番人気」。

720ml /JAN 4983224007320 720ml /JAN

1800ml /JAN 4983224007313 1800ml /JAN 4983224017114

小売価格 2750 1450 小売価格 3600 1800

6 720ml 12容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml

Ｄコード 17012 17013 Ｄコード 17009 17010

日本酒度/ +4酸度/ 1.5 日本酒度/ +4 酸度/ 1.5

ＡＬＣ度/ 15～16精米歩合/ 55％ ＡＬＣ度/ 15～16 精米歩合/ 50％

使用米/ 改良雄町、五百万石（ともに島根県産） 使用米/ 山田錦

とくべつじゅんまい　ななかんば じゅんまいぎんじょう ななかんば いちばんにんき

特別純米 七冠馬 純米吟醸 七冠馬 一番人気

備考

島根 簸上清酒 島根 簸上清酒

720ml /JAN 4983224004121
20世紀最強の競走馬、"皇帝"「シンボリルドルフ号」をイメージ
した日本酒「七冠馬」シリーズの定番純米酒。すっきりとした味
わいがルドルフの末脚の切れ味を思わせる食中酒。

1200

1800ml /JAN 4983224004114

720ml 12

小売価格 2400

容量/入数 1800ml 6

Ｄコード 17018 17019

酸度/ 1.6 日本酒度/ +4

精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 15～16

使用米/ 五百万石

じゅんまい　ななかんば

純米 七冠馬

島根 簸上清酒

京都産の酒米「祝」を100％使用し、伏見の名水で醸した、ほん
のり華やかな果実香と、すっきりとしたきれ味の純米吟醸酒で
す。祝特有のやわらかな口当たり、すっきりとした切れ味がお楽
しみいただけます。

自然な酸味、上品な甘さが特徴で、口当たりもはんなりとやわら
か。米の旨みが活きた純米酒ならではの味わいを招德独自の
製法で仕上げました。料理の味を邪魔しない、今までになかった
純米にごり酒。ビタミンや有機酸などの栄養成分をたっぷり含ん
だ健やかなお酒です。通の方から初心者まで幅広く楽しめるお
酒です。

備考 備考

4906630432418
720ml /JAN 4906630459422

1200

1800ml /JAN 4906630459002 720ml /JAN

6

小売価格 3330 1660 小売価格

1800ml 6 720ml 6 容量/入数 720ml

京都 招徳酒造招徳酒造

15978 Ｄコード 20991

容量/入数

+3 酸度/ 1.9 日本酒度/ -8

Ｄコード 15977

精米歩合/ 75％ ＡＬＣ度/ 15

酸度/ 1.5

使用米/ 京都府産米

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15

じゅんまいぎんじょう からく いわい じゅんまいにごりさけ

純米吟醸　花洛　祝 純米にごり酒　

京都府産祝

日本酒度/

京都

使用米/

京都 招徳酒造

米の旨みと穏やかな香味が調和し、
肌理細やかで柔らかな口当たり
京料理と合う理想の食中酒です

島根 簸上清酒

地元奥出雲の食文化に根差した酒造り
「酸味のバランス」を重視した
辛口濃醇な味わいが特徴です
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愛媛 首藤酒造

びじょうふ　とくべつほんじょうぞう

山田錦

日本酒度/

17～1817～18 精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/

山口

使用米/

じゅんまいぎんじょう　やまざる　やまだにしき

精米歩合/ ＡＬＣ度/60％

じゅんまいぎんじょう　やまざる

純米吟醸　山猿　山田錦 純米吟醸　山猿

使用米/ 西都の雫、他

酸度/ 1.3

容量/入数

酸度/ 1.7

6 容量/入数 1800ml

日本酒度/ +3

Ｄコード 16577 16578 Ｄコード 16483

1800ml

山口 永山酒造永山酒造

6 720ml 6

16484

+3

6 720ml

小売価格 2900 1450 小売価格 2660 1330

1800ml /JAN 4986818003685 1800ml /JAN 4986818003173
720ml /JAN 4986818003579 720ml /JAN 4986818003067

山口県産「山田錦」を使用した純米吟醸酒を建造１００年の自慢
の煉瓦蔵にて、優れた貯蔵環境を生かし天然熟成させた四季
折々楽しめる「味吟醸」です。メイプルや果実のような甘い香り
と、柔らかくふくよかな味わいながらキレが良い。

建造１００年の自慢の煉瓦蔵にて、優れた貯蔵環境を生かし天
然熟成させた四季折々楽しめる「味吟醸」です。メイプルのよう
な甘い香りと、違いがわかりやすい果物のようなうま味を持ちな
がらキレが良いです。

備考 備考

使用米/

/JAN

松山三井

愛媛

使用米/

Ｄコード

日本酒度/

首藤酒造

すきごころ　まつやまみい　ほんじょうぞう すきごころ　にこまる　じゅんまい

寿喜心　松山三井　本醸造 寿喜心　ニコマル　純米

首藤酒造愛媛

ニコマル

精米歩合/ 68％ ＡＬＣ度/ 15 精米歩合/ 68％ ＡＬＣ度/ 16～16.9

酸度/ 1.2 1.9 日本酒度/ -0.5

20004

12 容量/入数 1800ml

+1 酸度/

容量/入数 1800ml 6 6

20033 Ｄコード20032

720ml

1273

/JAN 4938711174009

4938711174023

720ml

4938711180000 1800ml

1100

12720ml

20003

小売価格 2547

1800ml /JAN

小売価格 2200

備考 備考

/JAN

とても丸みが有りほんのり甘く美味しいです！食事のお供にも
なるし、単体でも十分戦力になる一品だと思います。規格は、本
醸造ですので派手な香りなどはないですが、味乗りは言う事無
しのお酒です。酸を抑えて丁寧な造りをしているので、嫌みが無
く上品さも有ります。

飯米のニコマル100％で仕込んだお酒です。日本酒の原料とし
てはまだまだ聞きなじみのがありませんが、酸味が効いた
シャープな味わいが特徴的です。
首藤（すとう）酒造では、酒本来の味を大切にする理念により原
酒の表記を行っておりません。

山田錦

720ml 4938711180024

浜川商店

すきごころ やまだにしき じゅんまい

寿喜心 山田錦 純米 美丈夫　特別本醸造

高知

使用米/ 使用米/ 愛媛県産松山三井

精米歩合/ 68％ ＡＬＣ度/ 16.5 精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 14～15

酸度/ 1.4 日本酒度/ +2.5 酸度/

Ｄコード 20000 20090

1.2 日本酒度/

1800ml 6

Ｄコード 29132

720ml

29133

+6

小売価格

容量/入数6 720ml 12 12

小売価格 2640 1320

容量/入数 1800ml

1000

1800ml /JAN 4933277302101

2000

1800ml /JAN 4938711159006

4933277302118

備考 備考

720ml

口に含むと柔らかく、キレも良く綺麗という印象、そしてとっても
フルーティー。調和のとれた酸味がキレの良さを促進し、キメの
細やかさと甘味が折り重なって美味しくなってます。

爽やかな酸味が食べるものをより引き立て食中酒として真価を
発揮します。燗をしていただいても切れが良く深い味わいが楽し
めます。

720ml

高知 浜川商店 高知

美丈夫　純米吟醸　純麗たまラベル

精米歩合/ 55％ ＡＬＣ度/

浜川商店

使用米/ 愛媛県産松山三井

日本酒度/

びじょうふ　とくべつじゅんまいしゅ びじょうふ　じゅんまいぎんじょう　じゅんれいたまらべる

美丈夫　特別純米酒

使用米/

精米歩合/ 60％ ＡＬＣ度/ 15～16 15～16

愛媛県産松山三井

酸度/ 1.6 日本酒度/ +4 酸度/ 1.4 +4

Ｄコード 27931 27932 Ｄコード 16520 16521

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml 6 720ml 12

小売価格 2600 1300 小売価格 2850 1450

/JAN 4933277600030

1800ml /JAN 4933277201107 1800ml /JAN 4933277600023

ふっくらとしたお米の旨味を感じ、清涼感のある辛口のお酒に仕
上がっています。飲めば飲むほど旨味が増し、バランスのとれ
た逸品です。

近年、全国区で人気のある酒造好適米「松山三井」を精米歩合
55％まで磨き、麹をしっかり造り込み、熊本酵母（KA-1）を用い
て低温で30日間じっくりと醸しました。ほのかな吟醸香、スッと入
る飲み口とは裏腹に膨らみも十分な実力派清酒です。

720ml /JAN 4933277201114 720ml

備考 備考

/JAN/JAN 4938711159020

山口 永山酒造

明治20年創業百年煉瓦で醸す味わいの酒

農業とともに生きる！山猿努力で栽培する復刻米

山口で最初に純米酒を商品化した蔵

愛媛 首藤酒造

瀬戸内の穏やかな気候、風土、石鎚山系の伏

流水によって醸されるお酒は香り、味わい共に、

まとまった中甘口の流れの良いタイプです

高知 浜川商店

小さい蔵だからこそできる本物を追求する
酒造り 常においしい状態でもう一度

呑みたいと思われる酒造りに取り組んでいます
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使用米/ 山田錦、他

1.5

6

酸度/

国産米

日本酒度/

精米歩合/ 50％ ＡＬＣ度/

+7

高知

使用米/

すいげい　とくべつじゅんまいしゅ

ＡＬＣ度/ 15精米歩合/

すいげい　じゅんまいぎんじょう　ぎんれい

酔鯨 特別純米酒 酔鯨 純米吟醸 吟麗

使用米/ 松山三井（愛媛）、中生新千本（広島）

16

酸度/ 1.7

55％

1.7

Ｄコード 17424

61800ml容量/入数

日本酒度/ +6.5

Ｄコード 17425 17350

6 720ml

酸度/

12

17398

720ml 12

小売価格 2450 1130

容量/入数 1800ml

高知 酔鯨酒造酔鯨酒造

4901190801261

1800ml /JAN 4901190801070

松山三井、あけぼの

/JAN

小売価格 2840

ＡＬＣ度/

4901190801278
素材の旨みに酔鯨独特の酸味を組み合わせ、「味わいに幅が
あるのにキレが良いお酒」に仕上げました。酸味や苦味など「味
の五味」を十分に引き出し、味わいの幅を広げました。香りはあ
くまで控えめとし、一緒に頂くお料理の良さを引き出します。

土佐麗（とさうらら）

1450

1800ml /JAN 4901190801032
720ml

備考 備考

じゅんまいだいぎんじょう　とさうらら

米の旨みにキレの良い後口を組み合わせた純米酒です。香り
はあくまで控えめで、酔鯨特有の酸味があり、幅があるのにキ
レがある味わいに仕上がっております。お料理との相性が良く
食中酒に最適です。

720ml

高知

/JAN

使用米/

60％

とくべつほんじょうぞう　とさつる　ちょうからくち

純米大吟醸　tosa urara 特別本醸造　土佐鶴　超辛口

使用米/

酸度/

精米歩合/ 48％ ＡＬＣ度/ 15.5 精米歩合/

日本酒度/

15

酸度/ 1.6 +2 1.1 日本酒度/ +12

Ｄコード 13957

6

27867

容量/入数 720ml 6

Ｄコード

容量/入数 1800ml

高知 土佐鶴酒造土佐鶴酒造

6 720ml

27863

1295

4965387020699

4965387020798
酒造好適米「土佐麗（とさうらら）」100％、酵母、水すべて高知県
産を使用した純米大吟醸酒。フルーティーで華やかな吟醸香
と、まろやかな飲み口が特徴です。

爽やかな香りにスッキリとした超辛口の味わい。 和食との相性
は抜群です。超辛口の特別本醸造 現代の名工 池田健司が醸
した酒です。

備考

/JAN

小売価格

1800ml /JAN720ml

2663

720ml

備考

高知

+7

小売価格 1980

高知 司牡丹酒造

/JAN 4965387010393

15.0～15.9

27910

酸度/

司牡丹酒造

つかさぼたん　ながたのうほう　じゅんまいしゅ ほうれい つかさぼたん じゅんまいしゅ

65％ ＡＬＣ度/15～15.9

使用米/

司牡丹　永田農法　純米酒 豊麗　司牡丹　純米酒

酒母米：山田錦・北錦　掛米：アケボノ

精米歩合/ 65％ ＡＬＣ度/ 精米歩合/

日本酒度/

1800ml

/JAN

1800ml /JAN

Ｄコード 27911

1.4 日本酒度/

12

Ｄコード 28847 27926

+6.5

容量/入数 1800ml容量/入数

2664小売価格 2673 1300

1800ml /JAN 4975531121011

6

1136

720ml 720ml 12

小売価格

4975531121721

備考

4975531121028
永田農法で育てた米は、タンパク質含有量が少ない優れた酒米
となり、その土地の風土を見事に体現します。この酒の大らかな
母性あふれる味わいをお楽しみください。

艶のある香りとなめらかで豊かな旨味を感じられます。コクがあ
りながらサラリとした爽やかさがある、土佐の代表的純米酒で
す。

720ml /JAN 4975531121745

福岡産ひのひかり

酸度/

備考

福岡 瑞穂菊酒造

いっちょうまんぽう　じゅんまいしゅ

ＡＬＣ度/ 15～16

日本酒度/ -1

使用米/

一鳥万宝　純米酒

精米歩合/

1.5

17735

12720ml

720ml

容量/入数

1500

720ml

Ｄコード

1800ml

1.8L→ケース単位受注備考

/JAN

6

/JAN

アイガモ農法の先駆者、古野隆雄氏の無農薬米を使用し徹底し
たこだわりの造り、日本酒を作ることは生き物を育てることだと
語る杜氏の渾身の一本。やや甘口で飲み応え抜群です。

小売価格 3000

4936624001627

4936624001610

1800ml

17736

59％

高知 酔鯨酒造

～経営理念～
酔鯨こだわりのお酒を通じて
世界中のお客様に最高の感動を

高知 土佐鶴酒造

水・米・技・人へのこだわりと
酒にかける情熱が、日本國土佐に
銘酒「土佐鶴」を育みました

高知 司牡丹酒造

土佐の高知の老舗日本酒蔵元
永田農法で育てた米を使用するなど、
人生を健康で楽しく豊かにする酒造り

福岡 瑞穂菊酒造

明治元年創業 品質本位をモットーに、

伝統産業としての誇りを忘れず、

真心こめた日本酒造りに精進しております
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焼き芋焼酎　魔界への誘い
やきいもじょうちゅう　まかいへのいざない

黄金千貫・米麹（黒）

佐賀 光武酒造場

小売価格 2432

720ml

1800ml

備考

/JAN 4939662003578

/JAN 4939662004209

蒸留方法/

1290

備考

芋本来の味わいを楽しめるように国産芋100％で造った全量芋
焼酎。芋の甘くほのかな香りと、上品かつ重厚な味わいが特徴
です。

五島列島の伝統食「かんころもち」の原料となる甘みの強い食
用のさつま芋で仕込みました。お芋の豊かな甘みとフルーティー
な香りで女性ファンも多い飲みやすい芋焼酎です。

小売価格

容量/入数 720ml 12

1600

容量/入数 1800ml 6 720ml 12

/JAN 4560391287030720ml

32156

25 蒸留方法/

長崎

Ｄコード

さつま芋、米麹(いずれも長崎県
五島市産）

常圧

Ｄコード 30441 30449

ＡＬＣ度/ 25 ＡＬＣ度/

五島列島酒造

ぜんりょういも　まかいへのいざない ごとういも

全量芋　魔界への誘い 五島芋

佐賀 光武酒造場

常圧

原料/

備考

原料/ 黄金千貫・芋麹（黒）

1800ml

720ml /JAN 4939662004711
鹿児島県産のさつま芋：黄金千貫を原料に黒麹で仕込んだ『焼
き芋焼酎』。焼き芋焼酎はその名の通り焼き芋を使い仕込みま
す。雑味が少なく、味・香りとも芳醇で、焼き芋独特の柔らかな
甘みとまろやかさを醸し出した上品な味わいが特徴です。

1290

6

/JAN 4939662004704

720ml 12

小売価格 2450

容量/入数 1800ml

常圧

Ｄコード 30496 30497

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/

原料/

麹米に山田錦を５０％まで精米して使用し、掛米には佐賀県産
米のレイホウを５０％まで精米して仕込みました。麹造りも機械
ではなく、昔ながらの箱麹と呼ばれる方法で行い、純粋に米の
旨みだけを味わえるように仕込みました。純米酒ならではの芳
醇で豊かに旨みのある味わいと、フルーティーな芳香が特徴の
手造り純米酒です。

備考

720ml /JAN

1800ml

小売価格 2700 1350

光武酒造場

1800ml 720ml容量/入数 6

Ｄコード 29114 29115

酸度/ 1.6

佐賀

備考

ＡＬＣ度/ 15

手造り純米酒　光武

使用米/ 麹米：山田錦　掛米：レイホウ

720ml /JAN 4956203174573
菜の花残渣を肥料にし除草剤のいらない健康な土と、菜種から
搾った粕で作る有機肥料を使った有機米100％。 お米の味が活
きた柔らかな甘さの中に、さわやかな酸味を感じるスッキリとし
た味わいが特徴の純米酒です。

農薬・化学肥料は一切使用せず造った吟のさと、阿蘇の伏流
水、熊本酵母、地産の素材と質にこだわった純米吟醸酒。 健康
な大地で育った酒米独特のスッキリとした喉越しと飽きのこない
芳醇な味わいが特徴的です。

720ml /JAN 4956203174627

1760

1800ml /JAN 4956203174658 1800ml 4956203174566

12

小売価格 2800 1450

6 720ml

3300

/JAN

+2.6

Ｄコード 22826 17721

容量/入数 1800ml 12 容量/入数 720ml

使用米/ 熊本県産吟のさと

酸度/ 1.6 日本酒度/ +5

58％ ＡＬＣ度/ 16～17

1800ml

小売価格

6

酸度/ 2.4

22827 Ｄコード 17720

瑞鷹

じゅんまいしゅ　さいさい じゅんまいぎんじょう　すうくん

ＡＬＣ度/ 精米歩合/

純米吟醸　崇薫

瑞鷹

熊本県産吟のさと

日本酒度/

精米歩合/ 65％ 17～18

熊本熊本

使用米/

純米酒　菜々

±0

精米歩合/ 50％

日本酒度/

6

4939662003615

/JAN 4939662003608

てづくりじゅんまいしゅ　みつたけ

備考

熊本 瑞鷹

創業慶応3年
県下でいち早く清酒造りを始め
熊本の酒の発展を担ってきました

佐賀 光武酒造場

「酒造りは人づくり」昔からの酒造りの
伝統は守りながらも、製品の品質向上には

絶え間ない努力を続けています

佐賀 光武酒造場

「酒造りは人づくり」昔からの酒造りの
伝統は守りながらも、製品の品質向上には

絶え間ない努力を続けています

長崎 五島列島酒

島の農産物にこだわり、丁寧な仕込みを
心掛け、おいしい焼酎をお届けできるよう

取り組んでいます
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原料/ さつま芋（ムラサキマサリ）・米麹

☆

原料/ ムラサキマサリ・米麹（黒）

原料/ 高系14号・米麹（黒）

熊本 深野酒造

あろく

阿麓　Aroku

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧

720ml 12

Ｄコード 31116 31117

容量/入数 1800ml 6

小売価格 2070 1230

4943907257268

1800ml /JAN 4943907251846
720ml /JAN

阿蘇の麓、大津町で栽培された高系１４号をふんだんに使用。
雄大なイメージ、そして心を癒してくれる黒麹・かめ壺仕込みの
芋焼酎です。

備考

熊本

しりゅう

紫流 蔵八ジョイホワイト

原料/ ジョイホワイト・米麹（白）

熊本 堤酒造堤酒造

ALC度 25 蒸留方法/

くらはちじょいほわいと

常圧・減圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧

Ｄコード 30808 Ｄコード 31811 31810

容量/入数 1800ml

小売価格 2376

6 容量/入数 1800ml 6

/JAN 4996734518002

720ml 6

小売価格 2034 1175

1800ml /JAN 4996734518217 1800ml

720ml /JAN 4996734572011
稀少な「ムラサキマサリ」を自家農園で栽培することで、醸造可
能になりました。ポリフェノールの一種アントシアニンをたっぷり
含んだムラサキマサリを原料に500年以上の伝統を持つ球磨焼
酎の技術を用いて造り上げた本格芋焼酎です。

さつま芋の中でも最もフルーティーでキレのあると評される「ジョ
イホワイト芋」。この「ジョイホワイト芋」を自家農園で最高のコン
ディションに栽培し、さらにワイン酵母で仕込む事で香りを際立
たせました。柑橘果実を思わせる美しい香りと、氷のように鋭い
喉ごしを兼ね備えており、ロックや水割りで召し上がると美点が
傑出します。

備考 備考☆

熊本 堤酒造 熊本 房の露酒造

あかわいんこうぼじこみ　むらさきいも しもんのつゆ

赤ワイン酵母仕込み　むらさきいも しもんの露

原料/ しもん芋・米麹（白）

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧・減圧

Ｄコード 31835 31834 Ｄコード 31804 31805

容量/入数 1800ml 6 720ml 6

小売価格 2150

容量/入数 1800ml 6

/JAN 4955213518315

720ml 12

小売価格 2376 1175 1300

1800ml /JAN 4996734518026 1800ml

720ml /JAN 4955213572324
広く赤ワインの醸造に使用されている酵母をヨーロッパから取り
寄せ、「むらさきいも」の焼酎を仕込みました。自家農園で最高
の品質に成熟した「むらさきまさりいも」特有の味わいが、赤ワイ
ン酵母の発酵で濃厚な旨味と高級感のあるスパイシーな香りへ
と変遷を遂げました。フルボディの味わいを楽しめる逸品です。

高い栄養価を誇るしもん芋は、土壌の栄養分を多く吸収するた
めに２年に一度しか栽培することが出来ません。「しもんの露」
はそのしもん芋で造られ、芳醇な香りとまろやかな味になってい
ます。

720ml /JAN 4996734572042

備考 備考 ☆

宮崎 落合酒造場

Ｄコード

常圧

黄金千貫、米麹（国産米）

落合酒造場

べにきらら かがみず

紅きらら 鏡洲

小売価格

720ml

25 蒸留方法/ 常圧ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/

30604 30605

容量/入数 1800ml

Ｄコード 30575

720ml 12

30578

12 容量/入数720ml

小売価格 3000 1600

1800ml 6

宮崎

ＡＬＣ度/

原料/

2381 1191

1800ml /JAN 4932381000620 1800ml /JAN 4932381000279
720ml /JAN 4932381000286

紅きららの風味が特徴的な芋焼酎です。黄金千貫の香りに加え
て、紅きらら由来のほのかな柑橘系の香り。穏やかな喉越しと、
ゆったりと豊かな余韻。無濾過で仕上げた特別な芋の香味と、
しっかりした深みを併せ持つ奥深い味わいです。

軽やかに立ち上り、フワッと大きく広がるスイートポテトの香り。
麹によるバニラ香が芋の後に静かに続きます。芋焼酎の旨み
がしっかりと感じられる味わい。口の中に味が残るようなしつこ
さは無く、食事を邪魔しない味切れの良さを持ちます。

甘藷（宮崎県産）、米麹（国産
米）

備考 備考

/JAN 4932381000613

6

原料/

熊本 深野酒造

1823年創業
人吉盆地の豊富な米、良質な水、

冬の冷涼な気候の中製造を行っています

熊本 堤酒造

伝統手法による職人の丁寧な手造り焼酎

小規模な限定生産の希少な味わい

日本を越え、海外からの注文も増加中！

熊本 房の露酒造

100年以上の伝統と先端技術の融合

自家農園を所有する原料へのこだわり

焼酎の本場 球磨郡で親しまれる蔵元の一つ

宮崎 落合酒造場

新たな味わいを作り出す革新性
伝統を基にゆったりと時間をかけて醸す
旨い食中酒の為に杜氏が思うままに造る蔵
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宮崎 松の露酒造

原料/ 黄金千貫、米麹

たくみのくら よいのくら

匠蔵 酔蔵

原料/ 黄金千貫・米麹（白）

宮崎 松の露酒造

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧・減圧

Ｄコード 31075 31076 Ｄコード 31088 31089

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml 6 720ml 12

小売価格 2300 1240 小売価格 2670 1450

1800ml /JAN 4966313701187 1800ml /JAN 4966313010364
720ml /JAN 4966313701194 720ml /JAN 4966313010418

「日南焼酎こだわり会」のオリジナル焼酎第一弾、「匠蔵（たくみ
のくら）」は、これまで宮崎県内の加盟店限定販売品。県外では
ディオニーのみが取扱い。焼酎が持っている風味を損なわず、
さらに飲みやすく、のど越しの良い味を追求し完成しました。

こくのあるタイプ、まろやかなタイプ、香りの引き立つタイプ、の
ど越しのスッキリとしたタイプなど様々な原酒をブレンド。くせの
少ない、マイルドな口当たりです。

備考 備考

宮崎 松の露酒造 宮崎 松の露酒造

しょうあん くろこうじじこみ　しょうあん

松庵 黒麹仕込　松庵

原料/ 黄金千貫・米麹（白） 原料/ 黄金千貫・米麹（黒）

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧・減圧 ＡＬＣ度/ 25 日本酒度/ 常圧・減圧

Ｄコード 30997 30995 Ｄコード 31030 31031

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml 6 720ml 12

小売価格 2196 1134 小売価格 2196 1134

/JAN 4966313103134

1800ml /JAN 4966313010500 1800ml /JAN 4966313103127

おだやかな黄金千貫の香りと存分に引出された甘味が特徴。優
しくおだやかで飽きのこない味わいは、毎日のダレヤメ（晩酌疲
れを止める）にもってこい。また、食中酒として最もその真価を発
揮します。

常圧蒸留の原酒と新しい減圧蒸留の原酒をブレンドすることに
より、口に運んだときのまろやかなコクと黒麹仕込みならではの
喉越しのキレを両立しました。

720ml /JAN 4966313010517 720ml

備考 ☆ 備考 ☆

宮崎 すき酒造 宮崎 すき酒造 宮崎 すき酒造

でんすき　くろこうじじこみ でんすき　しろこうじじこみ やまじし

伝須木　黒 仕込み 伝須木　白 仕込み 山猪

原料/ 黄金千貫・米麹（黒） 原料/ 黄金千貫・米麹（白） 原料/ 甘藷（南九州産）、米麹

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧

Ｄコード 31991 31992 Ｄコード 31993 31994 Ｄコード 31964 31988

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml

小売価格 2400

6 720ml 12 容量/入数 1800ml 6

/JAN 4513288000861

720ml 12

小売価格 2400 1264 小売価格 2400 1264

/JAN 4513288001431

1264

1800ml /JAN 4513288001448 1800ml /JAN 4513288001417 1800ml

720ml /JAN 4513288001370
長期に渡り、仕込み毎に手を加え、時を経て黒麹の持つ良さ
「甘味の強さ・濃厚な芋の風味・喉越しの旨味」を引き出した芋
焼酎に造り上げました。地元産ヒノヒカリ米の麹を百年の時を超
えた和甕で醸し、芋は南九州産の黄金千貫、仕込み水は九州
山脈の伏流水で仕込みました。

長期に渡り、仕込み毎に手を加え、時を経て白麹の持つ良さ、
「甘く・優しく・きれい」を引き出した芋焼酎に造り上げました。地
元産ヒノヒカリ米の麹を百年の時を超えた和甕で醸し、芋は南
九州産の黄金千貫、仕込み水は九州山脈の伏流水で仕込みま
した。

宮崎の西部にあるここ須木は、九州山脈の山々が連なり、本庄
川から湧き出でる豊かで良質な水は焼酎造りに最適と言われて
います。
「須木　山猪（やまじし）」はここ最近では非常に少なくなった、昔
懐かしい芋の香りと、濃厚で重みのある味わいを持つ焼酎で
す。

720ml /JAN 4513288001455 720ml

備考 備考 備考

宮崎 すき酒造 宮崎 正春酒造

あかやまじし かめじこみ・きゅうねんちょぞう　まさはる

赤山猪 甕仕込み・九年貯蔵　正春

原料/ 甘藷（鹿児島産）、米麹 原料/ 黄金千貫・米麹（白）

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧

Ｄコード 31968 31954 Ｄコード 31879

容量/入数 1800ml 6 720ml 12

小売価格 1300

容量/入数 720ml 12

/JAN 4981295111359

小売価格 2667 1364

1800ml /JAN 4513288001172 720ml

この「赤山猪」は黒麹ゴールドで仕込み、ゆっくりと熟成させた長
期貯蔵酒と新酒を優混合して造り上げた焼酎です。長期貯蔵酒
のまろやかさが際立ちますが、その中にも芋の華やかで濃厚な
風味と甘みが口の中に広がります。どの飲み方にも合いますの
で、色々な飲み方でお楽しみ下さい。

地元産原料にこだわり、宮崎県綾町の福富農産の合鴨農法に
より農薬を使用せず生産された米こうじと、宮崎県都城市の新
福青果による契約栽培の有機甘藷を使用しています。　白麹の
芋焼酎独特の香りの中にやさしい味の特徴を生かした個性の
ある焼酎に仕上げています。

720ml /JAN 4513288001363

備考 備考

宮崎 松の露酒造

歴代杜氏によって伝えられた伝承の技と
最新の技術との融合が織り成す、
こだわりの焼酎をお楽しみください

宮崎 すき酒造

百年の時を超えた和甕を用い、

伝統「黒瀬杜氏」の伝承を受け継ぐ杜氏が
その技を駆使し、多彩な味を醸し出す

宮崎 正春酒造

「酒発祥の地」といわれている西都に残る
神話を大切に、恵まれた自然・水を大切

に
昔ながらの製法で芋焼酎を作り続ける
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原料/ 紅寿芋・米麹（黒）

61800ml 720ml

蒸留方法/

容量/入数

超不阿羅王

12

ＡＬＣ度/

ちょうふぁらお

30372 30390 30273Ｄコード

宮崎 酒蔵王手門

黄金千貫・米麹（白）

常圧・減圧25

原料/

25 ＡＬＣ度/

宮崎 酒蔵王手門

小売価格

常圧・減圧

小売価格 2980

容量/入数 720ml

30697Ｄコード

1800ml 6

1800ml

不阿羅王

/JAN

/JAN

1520

4986294042505

ふぁらお

蒸留方法/

12

4986294042604

3180 1840

720ml

超不阿羅王の由来は、当蔵の定番酒である「不阿羅王」の番外編であり、
もっとうまいを真剣に追求し、ファラオを超える金字塔のように存在感溢れ
る商品になればと考え名づけられました。宮崎県串間市大束産の良質な
紅寿芋を使用し、選び抜かれた常圧・減圧蒸留の原酒をブレンドすること
により上品な口当たりに仕上げています。

芋焼酎ならではの豊潤な味覚をそこなわず、素材の持ち味を余
すことなく搾り出された味は、手作り醸造ならではの持ち味。 飲
み口は、ソフトタッチでフルーティーな感覚をもたらし、芋の香り
を融合させた一品です。

ひゅうが　あくがれ　くろこうじじこみ

1800ml /JAN

備考

4986294042598/JAN

ひゅうが　あくがれ　しろこうじじこみ

25

備考

宮崎

原料/

日向あくがれ白麹仕込み

あくがれ蒸留所あくがれ蒸留所

黄金千貫・米麹（白）

常圧ＡＬＣ度/

日向あくがれ黒麹仕込み

宮崎

Ｄコード 30063 3006430066

蒸留方法/ 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/

Ｄコード 30065

容量/入数 6 容量/入数 1800ml 61800ml

4560230130114

720ml 12

小売価格 2500

720ml

小売価格 2500 1250

12

1250

1800ml /JAN 4560230130015 1800ml /JAN

4560230130121
仕込みには甕を用いた昔ならではの甕壺仕込み。仕込み水は
蔵の真横を流れる耳川の伏流水を使用しております。原材料に
コガネセンガンと国産米。また、白麹・平成宮崎酵母の力にり、
甘藷の甘い香りが強く、口の中に残らないスッキリとした飲み口
が特徴です。

熟成された芋焼酎ならではの深み、飲みごたえのあるのある本
格芋焼酎。濃厚なコク・香り・芋の甘みのハーモニーを三年以上
の熟成期間が一つにまとめあげてくれます。黒麹仕込みならで
はの逸品です。

720ml 4560230130022/JAN

宮崎 姫泉酒造

720ml

Ｄコード

紅サツマイモ・米麹

蒸留方法/

宮崎

/JAN

12

無濾過　芋里

25 蒸留方法/

備考 備考

原料/

姫泉酒造

25

30755

常圧

むろか　いもり

原料/ 黄金千貫・米麹（白・黒）

30483

常圧

無濾過　御幣～紅雲～

3048130744

6

ＡＬＣ度/

4571154072220 1800ml /JAN

小売価格

容量/入数 1800ml

4571154078031

900ml

小売価格 2482

6

1800ml

720ml 4571154072183

943

900ml /JAN 4571154078024

12

1364 1885

厳選された小金千貫を使い、常圧蒸留によって、芋本来の旨み
を引き出しました。蒸留後のフーゼル油を一年がかりの作業で
すくい取る為、少しにごりがありますが充分にその旨みを感じて
頂けます。

備考備考 ☆

いっこしゅん

Ｄコード 30774

ＡＬＣ度/ 25

容量/入数

小売価格 2830 1490

4907543161396/JAN

創業以来の県内唯一の土蔵造り。気候、風土に生きた手づくり
を頑固に守り続けている。醪は締焼の大甕で醗酵させ、厳選し
た原料を家伝の技と新しい技術のもと精魂込めて一釜一釜蒸
留し本物の古老の味を醸している。酷味、香味とも腰が強く、ど
んな飲み方でもカラッと明るい酔い心地である。三年熟成した本
格焼酎。

720ml

一壷春

1800ml

備考

720ml 4986294111461

宮崎 古澤醸造

/JAN

Ｄコード

/JAN 4907543161198

6

蒸留方法/

720ml

ＡＬＣ度/

30775

1800ml

常圧

720ml 12

無濾過本格赤芋焼酎。仕込み水は、蔵の対岸より湧き出る湧き
水を使用し、蔵人の技により紅さつまいも本来の旨み、甘みの
残ったまろやかで軽快な味わいと風味豊かな香りが特徴です。
ロック、水割り／お湯割り（焼酎6 ： 4） でお楽しみ下さい。

容量/入数 1800ml

/JAN

原料/ 黄金千貫・米麹（黒）

むろか　ごへい　こううん

原料/ 甘藷、米麹（白）

宮崎 酒蔵王手門

乙類焼酎として初めて献上酒となった歴史

思わず手に取りたくなる斬新なデザイン

虜になる引き出された原料の旨味

宮崎 姫泉酒造

もの造りの原点を忘れずに、
仕込みから瓶詰ラベル貼りまで、
現在も手作業中心で行っております

宮崎 あくがれ蒸留所

2004年に産声を上げた小さな焼酎蔵
伝統の甕壺仕込みで手間暇惜しまず、
少量すつ丁寧に醸しています

宮崎 古澤醸造

”手づくり”古老の味。創業以来の県内唯一の土蔵
造りの醸造蔵と、麹室で麹蓋を使い、永い歴史に支

えられ、気候、風土に生きた手造りを頑固に守り続
けている。
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さつま芋・米麹（黒）

ＡＬＣ度/ 25

岩川醸造

紅芋薩摩邑

原料/

ＡＬＣ度/

容量/入数

さつま芋・米麹（黒）原料/

蒸留方法/

鹿児島

くろ　りえもん

25

鹿児島 指宿酒造

常圧

原料/ 黄金千貫・米麹（黒）

Ｄコード 30488

黒りえもん

紅さつま・米麹（黒）

1800ml

指宿酒造

あか　りえもん

蒸留方法/

赤利右衛門

ＡＬＣ度/ 25

6

常圧

30527 30528

61800ml 6 容量/入数

Ｄコード 30529

720ml

4930867100086

720ml

小売価格

4930867101151

12

小売価格 1864 899 899

1800ml /JAN /JAN

1864

720ml 4930867101243

備考

さつまむら

前田利右衛門 薩摩邑

25 ＡＬＣ度/

容量/入数

あの利右衛門シリーズより黒麹の先駆け焼酎。さつまいもの甘
さが際立ち、香り豊かな焼酎です。

鹿児島 指宿酒造

ＡＬＣ度/

まえだ　りえもん

1800ml 6

Ｄコード

蒸留方法/ 常圧

31041

1800ml

小売価格

蒸留方法/

31040

6容量/入数 1800ml

25 常圧

12

4931348251228

720ml

1985

720ml 4931348451222

/JAN

Ｄコード 30590 30591

720ml

1800ml /JAN

2450 1430

4930867100338

原料/ 黄金千貫・米麹（黒）

岩川醸造 岩川醸造

べにいもさつまむら どま りゅうすい

土魔

鹿児島

原料/

龍酔

25

鹿児島

/JAN 4931348481281

蒸留方法/ 常圧

1080

蒸留方法/ 常圧

鹿児島

Ｄコード 30250 30251

2330

1800ml 6

/JAN

6

ＡＬＣ度/ ＡＬＣ度/ 25

Ｄコード 31050 31051 Ｄコード

蒸留方法/ 常圧

31818 31819

720ml 12 容量/入数

小売価格

6 720ml 12 容量/入数 720ml 12

小売価格 2170 1080 小売価格 2145

1800ml容量/入数 1800ml

720ml

1260

1800ml /JAN 4931348201285 1800ml /JAN 4931348281287 4931348211482

備考 備考

720ml /JAN

1800ml

/JAN 4931348401289 4931348411486
「薩摩邑」に食用としても人気がある「紅芋」を使用することで、さ
らなる甘味とコクを醸し出した本格芋焼酎に仕上げました

大隈半島岩川の天然地下清水を用い、創業以来の独自の技法
で現代に甦った、古来からもつ本格的な旨みのある芋焼酎で
す。黒麹特有の甘味やコク、キリッとした味わいをお楽しみくださ
い。

丹念に選別されえた鹿児島県産の「黄金千貫」を使用し、仕込
み水にシラス台地で濾過された天然地下清水、麹は伝統の黒
麹を使用し、蒸留は常圧で行い、芋特有の「旨み」、「甘み」を充
分に引き出しだ薩摩の芋焼酎です。

720ml

原料/

備考

鹿児島 岩川醸造

黄金千貫・米麹（黒）

こうもり

ＡＬＣ度/

ひとりぐら

蝙蝠 一人蔵

原料/ 黄金千貫・麦・米麹（白・黒）

25 蒸留方法/ 常圧 ALC度 25 蒸留方法/ 常圧

Ｄコード 30716 30715 31391

容量/入数 1800ml 6 720ml 6 容量/入数 1800ml

Ｄコード 31390

6

鹿児島 木場酒造

720ml 12

小売価格 2750 1375小売価格 2503 1252

4524516000133

1800ml /JAN 4931348251211

杜氏一人の小さな蔵として、仕込みから熟成までこだわりを持っ
て醸し続けています。白麹と黒麹の長所を取り入れた焼酎に、
古酒をブレンドしたちょっぴり贅沢な焼酎です。

720ml /JAN 4931348451215

1800ml /JAN 4524516000126
720ml /JAN

備考

備考備考 ☆

蒸留したアルコールの通り道、ポットスチルの首を長くしたことに
より、香りと蒸留成分の融合時間が長くなり、独特なまろやかな
甘みが漂う。黒麹仕込み、常圧蒸留法、荒ごし濾過による濃密
で深みのある味わいです。

黄麹由来の吟醸香があり、上質な味わいと口当たりの綺麗系芋
焼酎です。あの利右衛門シリーズの最高峰です。

小売価格

720ml /JAN 4930867100345 /JAN

980

備考

本格芋焼酎の原点、黒麹特有の甘みとコク、キリッとした味わい
の本格芋焼酎「薩摩邑」です。のど越しが良く食事の味を邪魔し
ないすっきりとした飲みやすい本格芋焼酎に仕上げました。

12

紅さつま自体がもつ美味しさを最大限に生かしました。『利右衛
門』伝統の味わいに、甘く華やかな香り、トロける旨みを重ね合
わせた逸品です。

49308671010761800ml

/JAN

鹿児島 岩川醸造

720ml /JAN

備考

原料/ 黄金千貫・米麹（黄）

原料/ 黄金千貫・米麹（黒）

2023年6月1日より上記価格に改定

鹿児島 指宿酒造

水質・原料の確保、流通など、焼酎の製造に最も

適している指宿の池田湖近くに工場を立地

「利右衛門」がメインの酒蔵です

鹿児島 岩川醸造

明治が生んだ薩摩焼酎の傑作
余分な雑味成分を取り除き、

口当たりまろやかな味わいを実現します

鹿児島 木場酒造

仕込から熟成まで、こだわりを持って
個性豊かな焼酎を醸します
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原料/ さつま芋・米麹

鹿児島 相良酒造

原料/ 黄金千貫・米麹（白）

さがら ほんかくいもしょうちゅう　さがらちゅうえもん

相良 本格芋焼酎　相良仲衛門

原料/ 黄金千貫・米麹（黒）

鹿児島 相良酒造

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧 ＡＬＣ度/ 30 蒸留方法/ 常圧

Ｄコード 31386 31387 Ｄコード 30030 30031

容量/入数 1800ml 6 900ml 12 容量/入数 1800ml 6 900ml 12

小売価格 2104 1074 小売価格 2400 1335

1800ml /JAN 4930439000073 1800ml /JAN 4930439000011
900ml /JAN 4930439000080 900ml /JAN 4930439000028

焼酎のうまみ成分（高級脂肪酸エステル類）を生かすため、焼
酎を無濾過で貯蔵熟成させ、さらにミネラル分の豊かな水で割
水して造られたまろやかな味わいの焼酎です。

焼酎の旨みが最も幅広く味わえる度数が、アルコール分30％で
あることに着目して、そのための蒸留と調合熟成して造られた焼
酎でストレートでも美味しく、色々な飲み方が楽しめます。

備考 備考

鹿児島 神川酒造 鹿児島 神川酒造

とろとろ べっせん　かみかわ

瀞とろ 別撰　神川

原料/ さつま芋・米麹

ALC度 25 蒸留方法/ 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧

Ｄコード 31820 31821 Ｄコード 31822 31823

容量/入数 1800ml

小売価格 2180

6 720ml 12 容量/入数 1800ml 6

/JAN 4909444312020

720ml 12

小売価格 1915 1084

/JAN 4909444312129

1239

1800ml /JAN 4909444312075 1800ml

720ml /JAN 4909444312013
地元産の選りすぐりのさつまいも「黄金千貫（コガネセンカン）」
と、「黒麹」を用い、まろやかなコクと深い味わいを持ちつつ、い
も焼酎通も納得の「パンチの効いた」いも焼酎。 「瀞」とは「とろ」
と読み、「河川の流れの中で、水が深くて流れの緩やかな所」を
さした言葉。

丹精込めて醸した焼酎の中で選りすぐりの原酒をさらに熟成用
かめつぼで熟成させました。かめつぼ熟成によりやさしく落ち着
いた香りで、味わい丸く非常にのどごしの柔らかいいも焼酎で
す。

720ml

備考 備考

鹿児島 神川酒造

しょうようじゅりん

照葉樹林

原料/ さつま芋・米麹

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧

Ｄコード 31831 31832

容量/入数 1800ml 6 720ml 6

小売価格 1915 1084

1800ml /JAN 4909444315151

鹿児島県大隅地方で収穫した新鮮な黄金千貫と国産米を原料
に使いました。弊社独自の柔らかい蒸気を吹き込む常圧蒸留法
により、もろみ由来の華やかな香りを引き出しました。さつまいも
の甘い香味とすっきりとした味わいが特長です。お湯割り・水割
り・ロックなどでお楽しみ頂けますが、特にお湯割りで香味が引
き立ちます。

720ml /JAN 4909444315168

備考

完全焙煎麦焼酎　こふくろう

原料/ 焙煎麦・焙煎麦麹

福岡 研醸

かんぜんばいせんむぎしょうちゅう　こふくろう

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧

Ｄコード 30800 30799

小売価格 2750

容量/入数 1800ml 6

/JAN 4972971189250

720ml 6

720ml /JAN

1470

1800ml

4972971257386
掛け麦だけではなく麹用麦まで、製造特許を取得した独自の焙
煎法で造られた麦焼酎。特にロックでお飲み頂くと焙煎の香りと
共に、奥深くきめ細かい味わいをお楽しみ頂けます。又、水割
り、お湯割りでもロックとは違った焙煎の香りを楽しむ事が出来
ます。

備考

鹿児島 相良酒造

1730年創業 歴史深き建造物が多く
残る鹿児島市内中心部に位置し、
原料にこだわり丹念に作り上げます

鹿児島 神川酒造

小さな蔵なりの丁寧な仕事
理想の味を求める、こだわりの情熱が
こもった美味しい芋焼酎がここに。

福岡 研醸

焙煎した麦を使用することにこだわり
小さな蔵だからこそ手間暇かけた
商品づくりに励んでおります
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長崎・五島列島産の二条大麦を全量使用した麦焼酎です。周り
を海に囲まれ、ミネラル豊富な潮風を受けて育った高品質な島
の二条大麦の香ばしさと、2年間の熟成によるまろやかな甘み
が特徴。2012年、2015年の2度にわたり、福岡国税局酒類鑑評
会において第1位となる大賞を受賞しています。

原料/
二条大麦、麦麹（いずれも長崎

県五島市産）

蒸留方法/

原料/ はだか麦・麦麹（白）

農家のガソリン　ほげほっぽ 常蔵

原料/ 大麦・麦麹（白）

原料/ 麦、麦麹（熊本県産大麦100％）

原料/ 麦・米・米麹（白）

4943907251860

備考

900ml4983862128326

☆ 2023年6月1日より上記価格に改定

/JAN

2023年6月1日より上記価格に改定

/JAN

/JAN

備考 2023年6月1日より上記価格に改定 備考

1800ml /JAN 4983862204303 /JAN 4983862159306

4983862160319
ほのかな甘味、黒麹仕込みによるトロッとした舌触りと丸みのあ
る味わいが特徴の大分麦焼酎です。味に厚みがあり、重厚感
のある味がお楽しみいただけます。

はだか麦と常圧蒸留の組み合わせで材料の旨味を充分に抽出
した、濃厚で飲みごたえのある本格麦焼酎です。「ほげほっぽ」
とは「でたらめな」「おもしろい」という大分の方言、破天荒だがど
こか憎めない人に対して使う事があり、まさにこの焼酎の飲み
心地です。

ほんのりと麦独特の味わい・香りが残った、原酒に近い自然派
焼酎です。1年以上熟成させているため、口当たりのまろやかさ
は格別で、本格焼酎をじっくり楽しまれる方のための焼酎です。

720ml /JAN 4983862205324 720ml

1800ml 4983862127305

小売価格 2723 1223 小売価格 2624 1218

容量/入数 1800ml 6 900ml 12

小売価格 2086 1100

1800ml

Ｄコード 30979 30980

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 減圧

Ｄコード 30956 30955 Ｄコード 30893 30894

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧

大分 久家本店

6 720ml 12

大分 久家本店

つねぞう

KUROBOZE　クロボウズ

大分 久家本店

原料/

ＡＬＣ度/ 25

備考

蒸留方法/ 常圧

はだか麦・麦麹（黒）

4956203687981
熊本産の大麦と阿蘇の伏流水を使いじっくりともろみを仕込んだ
後、昔ながらに常圧で蒸留し、焼酎本来の風味を残しながらも
雑味を取り除くために、氷点（0℃）で濾過、瓶詰めしました。大
麦に由来する、力強く香ばしい風味と厚みのある味わいが特徴
の本格焼酎です。
異風者…方言で「ちょっと風変りな頑固者」の意

720ml /JAN

1800ml /JAN 4956203685147

小売価格 2450 1270

6 720ml 12容量/入数 1800ml

Ｄコード 30807 30820

蒸留方法/ 常圧ALC度 25

むぎじょうちゅう　いひゅうもん

麦焼酎　異風者

熊本 瑞鷹

備考

かめ仕込球磨産麦焼酎。おだやかに麦の甘みが広がります。
球磨ン衆同様、地元でこよなく愛される本格麦焼酎です。

小売価格 1830

1800ml /JAN

容量/入数 61800ml

Ｄコード 31006

蒸留方法/ 減圧ＡＬＣ度/ 25

ちすいかふう

地水火風

熊本 深野酒造

備考

720ml /JAN 4560391287016

小売価格 1420

容量/入数 720ml 12

Ｄコード 32154

減圧

ごとうむぎ

五島麦

ＡＬＣ度/ 25

長崎 五島列島酒造

熊本 深野酒造

1823年創業
人吉盆地の豊富な米、良質な水、
冬の冷涼な気候の中製造を行っていま

熊本 瑞鷹

創業慶応3年
熊本県酒造研究所の設立の中心的蔵と
して熊本の酒の発展を担ってきました

大分 久家本店

材料本来の旨味がしっかりとした酒を、

ひたむきに造り続けております

地元の食材に合った酒造りを充実して参ります

長崎 五島列島酒

島の農産物にこだわり、丁寧な仕込みを
心掛け、おいしい焼酎をお届けできるよう

取り組んでいます
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備考

原料/ 麦麹（黒）・米麹（黒）

原料/ 麦(国産）・麦麹

ＡＬＣ度/

備考

宮崎

むぎやまじし

すき酒造

ＡＬＣ度/

ふしぎや

藤居酒造

原料/ 麦、麦麹

ふしぎ屋 ふしぎ屋 長期貯蔵

原料/ 麦、麦麹

大分

Ｄコード 31947

25 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧蒸留方法/

大分 藤居酒造

ふしぎや ちょうきちょぞう

31948 Ｄコード 31975

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml 6

小売価格 1950 1000 小売価格 3300

1800ml /JAN 4958328951206 1800ml /JAN 4958328951237
720ml /JAN 4958328951411

麦の本来の旨みを引き出すため、「常圧蒸留」の後、原酒を氷
点まで冷却する「氷点濾過」のみを行い、更に味の深みやまろ
やかさを演出するため一定期間熟成させた、１ランク上の定番
焼酎。

「常圧蒸留」と「氷点濾過」で仕上げた。味わい深く芳ばしい大分
麦焼酎「ふしぎ屋」を、風連鍾乳洞に連なる「山中の洞窟貯蔵
庫」のかめの中で眠らせ、3年以上の貯蔵、熟成を経て目覚め
た「ふしぎ屋」の最高傑作です。より一層の深い旨みと柔らかさ
を増した絶品の味わいを是非ご堪能下さい。

備考

麦山猪

31978

蒸留方法/ 常圧25

1800ml

Ｄコード 31977

容量/入数 6 720ml 12

小売価格 2400 1264

/JAN 4513288001387

1800ml /JAN 4513288001349

この麦焼酎はあえて黒麹を用い、当蔵の一世紀の時を越えた
甕で全量和甕仕込みとしました。その味わいは、通常長期貯蔵
させる事で味わえる旨味や香りを、なんと一年半程の短い熟成
期間で再現しました。

720ml

宮崎 松の露酒造

ばくと

麦斗

原料/ 麦・麦麹（白）

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 減圧

Ｄコード 31032 31033

容量/入数 1800ml

1119

6 720ml 12

小売価格 2184

720ml /JAN 4966313103158

1800ml /JAN 4966313103141

常圧蒸留と減圧蒸留の原酒を巧みなブレンドで程よいバランス
のとれた麦焼酎に仕上っています。毎日に欠かせない一品とな
ること受け合いです。

6

備考 ☆

900ml 12

ななだいめひめの　23ど

七代目姫野　23度

ＡＬＣ度/ 23 蒸留方法/ 減圧

Ｄコード 30749 30748

容量/入数 1800ml

小売価格 2150

1800ml /JAN 4571154070318

宮崎 姫泉酒造

/JAN

1100

全量黒麹仕込みの本格麦焼酎です。天保二年創業の姫泉酒
造、現在で七代目ですが、その姫野氏渾身の焼酎。熟成により
甘味や旨味が一層増す逸品です。

900ml 4571154070325

備考

大分 藤居酒造

常圧蒸留麦焼酎「ふしぎ屋」は
iTQi国際味覚機構にて8年連続三ツ星
獲得、ダイヤモンド賞を受賞しました

宮崎 すき酒造

百年の時を超えた和甕を用い、

伝統「黒瀬杜氏」の伝承を受け継ぐ杜氏が
その技を駆使し、多彩な味を醸し出す

宮崎 姫泉酒造

もの造りの原点を忘れずに、
仕込みから瓶詰ラベル貼りまで、
現在も手作業中心で行っております

宮崎 松の露酒造

歴代杜氏によって伝えられた伝承の技と
最新の技術との融合が織り成す、
こだわりの焼酎をお楽しみください
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三悪人の由来は、3つの味覚のコラボレーションに由来。麦の香
ばしさと甘み、まろやかさを融合させ、麦のかつてない持ち味を
引き出しています。そして、隠し蔵の由来は、時代のニーズに合
わせ、時が来るのを待ちわびていた杜氏のこだわりの集大成を
表現しています。

原料/ 麦、麦麹（白）

備考

地元岩川の天然地下水を、仕込から割り水まで全てに使い丹
精込めて仕上げました。深い味わい、スッキリとした飲みやす
さ。国産麦使用。

720ml /JAN 4931348421010

1800ml /JAN 4931348221016

小売価格 1720 880

1800ml 6 720ml 12容量/入数

Ｄコード 31826 31902

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧

ほんかくむぎしょうちゅうむら

本格麦焼酎邑

鹿児島 岩川醸造

備考

鹿児島県で野中さん一家により栽培された鹿児島県産大麦。こ
の鹿児島県産大麦を全量使用して仕込むことで素朴な大麦の
香りの中に、柔らかな甘さや軽快さが感じられる酒質に仕上げ
ています。長期貯蔵によりまろやかな口あたりをお楽しみいただ
けます。

720ml /JAN 4966761074130

小売価格 1250

6容量/入数 720ml

Ｄコード 30723

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧・減圧

野中さんちの麦　長期貯蔵

原料/

鹿児島 田苑酒造

のなかさんちのむぎ　ちょうきちょぞう

大麦（鹿児島県産）、大麦麹（鹿
児島県産）

備考

720ml /JAN 4986294005210

1800ml /JAN 4986294062510

小売価格 2980 1740

12容量/入数 1800ml 6 720ml

Ｄコード 30739 30299

ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧・減圧

原料/ 麦・麦麹

かくしぐらのさんあくにん

隠し蔵の三悪人

宮崎 酒蔵王手門

備考 2023年5月1日より上記価格に改定

控えめで嫌みのない香ばしさが、大麦由来の爽やかな甘い香り
を引き立てます。尖りを持たないまろやかな舌触りと適度なバラ
ンスの香味が相まって、軽い飲み心地の奥に、しっかりした旨さ
の柱が通っています。

720ml

1800ml /JAN 4932381251893

小売価格 2250 1400

6 720ml 12容量/入数 1800ml

Ｄコード 30577 30582

蒸留方法/ 減圧

宮崎 落合酒造場

/JAN 4932381257284

原料/ 麦（国産麦）、麦麹（国産麦）

かぜのふくろう

風の梟

25ＡＬＣ度/

宮崎 落合酒造場

新たな味わいを作り出す革新性
伝統を基にゆったりと時間をかけて醸す
旨い食中酒の為に杜氏が思うままに造る蔵

宮崎 酒蔵王手門

乙類焼酎として初めて献上酒となった歴史

思わず手に取りたくなる斬新なデザイン

虜になる引き出された原料の旨味

鹿児島 田苑酒造

日本初の「樽貯蔵の本格麦焼酎」完成
焼酎のグローバルスタンダードを目指して

焼酎の可能性をどこまでも追及し続けます」

鹿児島 岩川醸造

明治が生んだ薩摩焼酎の傑作
余分な雑味成分を取り除き、

口当たりまろやかな味わいを実現します
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6

ＡＬＣ度/ 30 蒸留方法/

30241

常圧

12

沖縄

原料/

ずいせん　せいりゅう

瑞泉　青龍

米・米麹（黒）

Ｄコード 30240

容量/入数 1800ml 720ml

瑞泉酒造

小売価格 2500 1350

1800ml /JAN 4955204000676

熟成古酒のブレンドによる泡盛です。
アルコール度数30度とロックでも飲みやすく、口に含むと古酒な
らではの独特のまろやかな甘味が広がります。

720ml /JAN 4955204000720

原料/ 米・米麹（白）

備考

熊本 堤酒造

吟球磨　堤

ＡＬＣ度/

誉の露 球磨ン衆

原料/ 米・米麹（白）

ほまれのつゆ

原料/ 米・米麹（黒）

25 蒸留方法/ 減圧 ＡＬＣ度/ 25 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/

熊本 深野酒造

1800ml 6

深野酒造

減圧

くまんしゅう

Ｄコード 31807 Ｄコード 31015 31014

熊本

ぎんくま　つつみ

蒸留方法/

30921

容量/入数 720ml 6 容量/入数 1800ml

Ｄコード

6 12 容量/入数720ml

小売価格 1201 小売価格 2330 1450 小売価格 1830

720ml /JAN 4996734172600 1800ml /JAN 4943907525183 1800ml /JAN 4943907255004
720ml /JAN 4943907525725

500年の伝統の粋を集め、清酒麹と呼ばれる黄麹と吟醸酵母を
用い、通常より低温発酵させる事によって出来た吟醸酒のよう
な本格米焼酎。なめらかな味わいと典雅な香りが広がります。

常圧蒸留のため黒麹独特の香り、カメならではのまろやかさ・・・
原料本来の旨み、濃厚な香りやコクが生まれ味わい深い焼酎で
す。

かめ仕込の純米球磨焼酎。その名の通り、地元「球磨」で最も
愛され身近に飲まれている焼酎です。軽やかな飲み口とおだや
かな香りが特徴で、毎日飲んでも飲み飽きない旨さは、晩酌に
最適です！

備考 備考

原料/

備考

熊本 大和一酒造

まきばのゆめ しまんとくりのくりしょうちゅう

牧場の夢 四万十栗の栗焼酎

米（国産）・牛乳（熊本県産）・米
麹（国産米）

原料/ 栗・米･米麹

ＡＬＣ度/ 25 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/

高知 土佐鶴酒造

減圧

Ｄコード 30905 30906 Ｄコード 30685

容量/入数 1800ml 6 720ml 12

小売価格 1936

容量/入数 720ml 6

/JAN 4965387031169

小売価格 3400 1700

1800ml /JAN 4920170125869 720ml

製法特許を取得している文字通り日本唯一の牛乳焼酎。地元
酪農家から集めた新鮮な牛乳と良質の米、蔵に湧く温泉水で造
り上げたこだわりの商品です。甘くフルーティな香りとスッキリし
た口あたりが特長。おすすめの飲み方はロック。また、牛乳焼酎
牧場の夢は、発売以来、飲んで美味しいだけでなく、髪やお肌
にご利用のお客様にもよろこんでいただいております。

豊かな自然に囲まれた高知県四万十川。その四万十川流域で
育まれた風味豊かな栗を使って丹念に仕込んだ栗焼酎です。
ふっくらした香りとまろやかで優しい味わいをお楽しみください。

720ml /JAN 4920170125753

備考 備考

熊本 深野酒造 宮崎 姫泉酒造

ふかのぐらのくりしょうちゅう くろこうじじこみ　そうらく

深野蔵の栗焼酎 黒麹仕込み　蕎楽

原料/ 栗、米、米麹 原料/ そば・米麹（黒）

常圧ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/ 常圧 ＡＬＣ度/ 25 蒸留方法/

Ｄコード 31108（箱入） 31109（箱無）

容量/入数 1800ml 6

Ｄコード 30484 30485

900ml 12容量/入数720ml 6 720ml 6

小売価格 1885 943

箱入り /JAN 4943907250832 1800ml /JAN 4571154073043
900ml /JAN 4571154073050

クルーズトレイン・ななつ星列車、ディナーのデザートにも使用さ
れた熊本県・山江村産の「やまえ栗」をふんだんに使用し、昔な
がらの手造り・カメ仕込みで丁寧に仕込んだ栗焼酎。栗の鬼皮
（外側の硬い部分）を一つ一つ手作業でむいて、渋皮を残すこと
で、栗の香りをより一層、引き出しました。素朴で優しい栗の旨
みが特徴的。

米麹以外はそばのみで造られ、仕込み水には千数十年の阿蘇
の大噴火によりできた岩層より湧き出る水を使用。 味にキレが
あり単式常圧蒸留による原料の香り、旨みの凝縮した成分を存
分にお楽しみ頂けます。

箱無し /JAN

備考 備考 ☆

小売価格

4943907250849

1850 1660
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720ml /JAN 4971631595042 720ml /JAN

小売価格

40850

4971631597046 720ml

720ml 6 720ml 6

/JAN 4937174400021

1500

720ml

720ml 12

/JAN 4971631757150

12 12 13

40879 40876

720ml /JAN 4906630078951 720ml /JAN 4971631595172

40882

720ml 6 720ml 6 720ml 6

12 20

蒸留方法/ 減圧

鹿児島

原料/ 黒糖、米麹（白）

6

あまんゆ

ＡＬＣ度/ 27

Ｄコード 30376 30375

容量/入数 1800ml 900ml 12

奄美大島にしかわ酒造

小売価格 2243 1265

1800ml /JAN 4948264271810
900ml /JAN 4948264270912

減圧蒸留の黒糖焼酎にはあまり使われない白麹を使用し柑橘
系の爽やかな香りとライトな甘味が口の中で広がります。

備考 720mlはフロスティ瓶の為、割高になっております。

京都

ちょうきじゅくせいうめしゅ「じょうしゅう」 ちょうきじゅくせいうめしゅ「じょうしゅうぷれみあむ」

長期熟成梅酒「城州」 長期熟成梅酒「城州PREMIUM」

原料/
梅果実(京都府産)・醸造アル
コール・ぶどう糖果糖液糖

原料/
梅果実(京都府産)・醸造アル
コール・ぶどう糖果糖液糖

ＡＬＣ度/ ＡＬＣ度/

京都 城陽酒造城陽酒造

Ｄコード 39109 39110 Ｄコード 39135 39136

容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数 1800ml 6 720ml 12

小売価格 2600 1300 小売価格 5000 2500

1800ml /JAN 4934804210012 1800ml /JAN 4934804210111
720ml /JAN 4934804210029 720ml /JAN 4934804210128

京都府城陽市青谷梅林産の厳選した大粒の固有品種「城州
白」のみを使用して漬け込んだ梅酒をじっくりと3年以上貯蔵した
こだわり梅酒です。城州白の特徴である桃の様な芳醇な香りと
まろやかな旨みと上品な甘み、そしてスッキリとした酸味がバラ
ンス良く調和の取れた味わいです。

京都府城陽市青谷梅林産の「城州白」のみを使用して漬け込ん
だ梅酒をじっくりと3年以上貯蔵したこだわり梅酒。桃の様な芳醇
な香りと、長期熟成による深みのある鮮やかな色あい、アル
コール分20度の濃厚で深みのあるまろやかな旨み、甘さ控えめ
で梅の凝縮された味わいが特徴のPREMIUM梅酒です。

備考 備考

京都 招徳酒造 京都 北川本家 京都 北川本家

きょうのにごり　うめしゅ はんなりきょううめしゅ にごりゆずうめしゅ

京のにごり梅酒 はんなり京梅酒 にごり柚子梅酒

原料/ 梅・純米酒・しょ糖 原料/ 梅・米焼酎・糖類・清酒 原料/ 梅・柚子・米焼酎・糖類・清酒

ＡＬＣ度/ ＡＬＣ度/10 13 ALC度 12

Ｄコード Ｄコード40999 40871 Ｄコード

容量/入数 容量/入数

小売価格

容量/入数

小売価格 小売価格

京都産梅を旨味豊かな純米酒に漬け込んで作ったぜいたくな梅
酒です。甘さ控えめで青梅の酸味の際立った新しいおいしさを
お楽しみください。

自社で蒸留し、2年貯蔵した本格米焼酎「はんなり」に和歌山県
産「南高梅」を主体にじっくり漬込みました。甘さを抑えた食中酒
タイプの梅酒です。

梅酒の甘酸っぱさと和歌山県竜神村産の柚子の香りが特徴で
す。柚子の酸味1本に凝縮された美味しさです。オリが生じる場
合がありますが、品質に問題はありません。

1500 1300 1500

備考 備考 箱入り 備考 箱入り

京都 北川本家 京都 北川本家 和歌山 初桜酒造

うじぎょくろ　うめしゅ やつはしうめしゅ きしゅう　こうやさん　うめしゅ

宇治玉露梅酒 八ツ橋梅酒 紀州　高野山　梅酒

原料/ 梅・茶葉（玉露）・米焼酎・糖類 原料/
米焼酎・梅・糖類・桂皮（シナモ
ン）・清酒

原料/ 高野山南高完熟梅・清酒・糖類

ＡＬＣ度/ ＡＬＣ度/ ＡＬＣ度/

Ｄコード Ｄコード Ｄコード

容量/入数

小売価格 小売価格 1400

梅酒の甘酸っぱさと、宇治茶の碧翠園の最高品種「玉露」のほ
ろ苦さのバランスがよい京風梅酒です。
オリが生じる場合がありますが、品質に問題はありません。

梅酒の甘酸っぱさとシナモンの香りが特徴です。京都を代表す
るお菓子八ツ橋を思わせる風味ある梅酒です。

紀州高野山の完熟南高梅をもちいて、熟成させ造った梅酒で
す。

容量/入数 容量/入数

1770

備考 ☆ 2023年6月1日より上記価格に改定備考 箱入り 備考 箱入り
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備考 備考 ケース単位受注

香料・着色料を加えず仕込んだ梅酒に「知覧茶」を浸漬させまし
た。新芽を摘み採って作られる「一番茶」のみを使用。フレッシュ
な香りと柔らかな甘味をじっくり抽出した、ワンランク上の緑茶梅
酒です。

「44度瑞泉」に「紀州南高梅」を漬け込み「沖縄黒糖」で仕上げた
梅酒の原酒。約半年間の熟成の間にアルコール分を梅が吸収
し度数が26度になっています。何も足さず引かずそのまま瓶詰
めしました。吸収されたアルコールの分梅の成分が豊富に抽出
され、濃厚な味わいを楽しめます。

720ml /JAN 4976881702202 250ml /JAN 4955204602818

小売価格 1349 小売価格 1500

容量/入数 720ml 12 容量/入数 250ml 12

Ｄコード 34987 Ｄコード 41048

ＡＬＣ度/ 10 ＡＬＣ度/ 26

原料/
梅・茶葉・醸造アルコール・糖
類・ビタミンＣ

原料/
琉球泡盛・糖類（沖縄黒糖他）・

紀州南高梅

じょうとう　うめしゅ　ちらんちゃ ずいせん　うめしゅ　げんしゅ

上等梅酒　知覧茶 瑞泉 梅酒 原酒

備考

鹿児島 本坊酒造 沖縄 瑞泉酒造

備考 備考

720ml /JAN 4976881701816

身体にやさしい温泉焼酎、さらに健康成分豊富な焼酎醪。この
二つがしっかりと解け合い、熟成した酒に新鮮な国産南高梅を
漬け込みました。健康成分アミノ酸やクエン酸を共通に有する
梅と醪は相性がとても良く、その相乗効果で味わいは深みを増
し、美味しさが引き立ちます。

昔ながらの造りに徹した優しい味わい。純良な焼酎と糖類、ブラ
ンデー、蜂蜜、そして梅実だけを使った「上等梅酒」は、香料や
酸味料などをいっさい使わない自然な美味しさ。創業当時の手
造りの梅酒の味を今に伝えます。懐かしい香りとともにご賞味く
ださい。

鮮やかに黄色味を帯びたもぎたての柚子から搾られた果汁と、
星舎蔵で製造された梅酒の絶妙なコラボ。柑橘類の洗練された
香りは心地よく、ほんのりとした甘さと生き生きとした酸味がほど
よく調和したフレッシュで爽やかなゆず梅酒をご賞味下さい。

500ml /JAN 4920170200627 720ml /JAN 4976881700918

容量/入数 720ml 12

小売価格 1200 小売価格 1000 小売価格 1007

容量/入数 500ml 12 容量/入数 720ml 12

Ｄコード 41091 Ｄコード 34972 Ｄコード 34980

ＡＬＣ度/ 12 ＡＬＣ度/ 14 ALC度 10

原料/
温泉仕込本格焼酎・焼酎濃縮醪

（もろみ）・梅・氷砂糖
原料/

梅実、醸造アルコール、ブラン
デー、糖類、蜂蜜

原料/
梅実、ゆず果汁、醸造アルコー
ル、糖類、蜂蜜

鹿児島 本坊酒造

ほんかくうめしゅ ゆめまんよう じょうとううめしゅ じょうとううめしゅ ゆず

本格梅酒　夢万葉 上等梅酒 上等梅酒 ゆず

備考

熊本 大和一酒造 鹿児島 本坊酒造

備考 備考

720ml /JAN 4996734972507

フレッシュなレモンの香りと酸味に、厳選した蜂蜜の甘さが加わ
り、とても美味しく飲みやすく仕上げました。全国梅酒品評会で
の金賞受賞歴もある、味に間違いなしの梅酒です。炭酸やト
ニックで割ってレモンスカッシュの様に飲んでも良し、冬になれ
ばお湯割りにしてホットレモン風にしても良し、の梅酒です。

厳選した熊本県産の梅を自社製の米製本格焼酎にじっくり漬け
込んで純米酒で仕上げた、芳醇な味わいの梅酒です。アルコー
ル分高めで、しっかりとしたコクがありますのでロックはもちろ
ん、水割り、炭酸割りでも美味しくお楽しみいただけます。「くまも
と産の梅酒」として、特に業務用（料飲店様）におすすめ下さい。

長期樽貯蔵の本格焼酎に、白加賀の梅、氷砂糖という贅沢な材
料でゆっくりねかせて造った極上品、コクのあるデリケートな味
わい。醸造アルコール・酸味料・香料・着色料等、一切無添加の
梅酒です。

720ml /JAN 4972971720057 720ml /JAN 4956203152762

容量/入数 720ml 6

小売価格 1480 小売価格 1200 小売価格 1519

容量/入数 720ml 6 容量/入数 720ml 6

Ｄコード 39147 Ｄコード 40900 Ｄコード 41021

ＡＬＣ度/ 9 ＡＬＣ度/ 15 ＡＬＣ度/ 14

原料/
本格焼酎・蜂蜜・レモン果汁・梅
酒

原料/ 本格焼酎・梅・糖類・日本酒 原料/ 白加賀梅・本格焼酎・氷砂糖

熊本 堤酒造

れもねーど　うめしゅ ずいよう うめしゅ じゅんまいしゅじたて つつみ　くらはちうめしゅ

レモネード梅酒 瑞鷹 梅酒 純米酒仕立て 堤　蔵八梅酒

備考

福岡 研醸 熊本 瑞鷹

備考 備考

ごま焼酎に浸けこんだ「どっしりとした大人の梅酒」。紀州産の
古城梅、その中でも2L、3Lの大きいサイズの梅を昔ながらの手
法で抽出し、貯蔵熟成させます。芳醇な香りと美しい琥珀色も楽
しめます。

いちごの味を従来品より前面にだして、さらにフルーティーでフ
レッシュな味わいになりました。全体的な味のバランスを調整し
て、ストレートでもスッキリと飲み易くなりました。

マンゴーの甘味にミルクと梅の酸味がマッチして、他にはないフ
レッシュでおいしいマンゴーの梅酒が出来ました。

720ml /JAN 4985159210363 720ml /JAN 4972971720071

6 容量/入数 720ml 6

720ml /JAN 4972971720095

小売価格 1470 小売価格 1690 小売価格 1640

39049 Ｄコード 39150 Ｄコード 39151

容量/入数 720ml 6 容量/入数 720ml

原料/
果糖ぶどう糖液糖、ﾏﾝｺﾞ-ﾊﾟﾙ
ﾌﾟ、原料用ｱﾙｺｰﾙ、乳等を主要
原料とする食品、梅果汁、香料

ＡＬＣ度/ 18 ＡＬＣ度/ 8 ＡＬＣ度/ 8

福岡 研醸

おはこ　うめしゅ みるくたっぷりいちごのうめしゅ みるくたっぷりまんごーのうめしゅ

十八番梅酒 ミルクたっぷりいちごの梅酒 ミルクたっぷりマンゴーの梅酒

研醸

焼酎、いちご、果糖、梅、粉乳

Ｄコード

原料/

福岡 紅乙女酒造 福岡

梅・本格焼酎・糖類 原料/
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厳選日本酒の米の旨味と調和を追求し、香り高いゆず果汁とゆ
ず皮を使い、まろやかで爽やかな味わいを併せ持ちます

協会9号・米・米麹・浜松産ブ
ルーベリー

ＡＬＣ度/

1400

6

静岡産いちごの章姫をそのままピューレ状にし、微発泡日本酒
とブレンド。お米の優しい甘み、いちごの贅沢感と無添加ならで
はのすっきり感をお楽しみいただけます。

備考 ケース単位受注・蔵元直送

原料/

29416

静岡産マスクメロンのトップブランド「クラウンメロン」と「アローマ
メロン」を微発泡日本酒とブレンド。メロンの贅沢感とジューシー
なフレッシュ感をお楽しみいただけます。

備考 ケース単位受注・蔵元直送

かわぶ しとろん あおみかん

KAWABU しとろん ゆず

7

4985820001580

三重県御浜町産のセミノール青みかんの果汁を使用し、日本酒
の米の旨味と調和を追求し、香り高いみかん果汁と、ゆず皮を
使用して軽やかで爽快な味わいに仕上げました。

備考

720ml

みかん(国産セミノール果汁使用）、日本
酒(国産米100％使用）、果糖、醸造アル
コール、ゆず（皮　国産）、酸味料

ＡＬＣ度/

静岡 花の舞酒造

43423

12

ぷちしゅわブルーベリー酒　ちょびっと乾杯

小売価格

709

/JAN 4964232317991

4964232318615 720ml /JAN

709

容量/入数容量/入数

米・米麹・静岡産マスクメロン・香
料

静岡 静岡 花の舞酒造

ぷちしゅわメロン酒　ちょびっと乾杯 ぷちしゅわイチゴ酒　ちょびっと乾杯

花の舞酒造

原料/原料/
協会9号・米・米麹・静岡産いち
ご（章姫）

ＡＬＣ度/ 6 ＡＬＣ度/ 6

Ｄコード 43421 Ｄコード

容量/入数 300ml 12 容量/入数

43422

300ml

300ml 12

三重三重 河武醸造

小売価格 709 小売価格

300ml /JAN 4964232317793

小売価格

河武醸造

ゆず果汁（国内製造））、日本酒（国産
米100％使用）、果糖、醸造アルコー

ル、ゆず皮（国産）

7

小売価格

原料/

29417

原料/

ＡＬＣ度/

かわぶ しとろん ゆず

720ml 12

KAWABU しとろん 青蜜柑

Ｄコード Ｄコード

300ml

Ｄコード

1400

齋藤酒造京都

/JAN

備考

/JAN 4985820001573300ml

静岡県浜松市産のブルーベリーを微発泡日本酒とブレンド。お
米の優しい甘みにブルーベリーのフルーティーな酸味が加わり
無添加ならではのすっきりとした味をお楽しみいただけます。

備考 ケース単位受注・蔵元直送

三重

清酒、ゆず果汁、ゆず皮、醸造アル
コール、果糖

原料/

40867 Ｄコード

のうじゅんぷれみあむ　ゆずにごりしゅ はやづみあおみかんにごりしゅ　らいと

日本酒（国産米100％使用）、みかん(国
産セミノール果汁使用）、ゆず皮、果糖、
醸造アルコール、酸味料(クエン酸)

Ｄコード

原料/

えいくん　ぎんじょう　ゆずしゅ

濃醇プレミアム　柚子にごり酒 早摘み青みかん にごり酒 Lite 英勲　吟醸　柚子酒

河武醸造

原料/
日本酒（吟醸酒）・柚子果汁・醸
造アルコール・糖類・酸味料

三重 河武醸造

7 ＡＬＣ度/ 7 ＡＬＣ度/

容量/入数 720ml 12 容量/入数 容量/入数

12

40908 Ｄコード 40973

1250

720ml 12

/JAN 4985820001603

500ml 12

小売価格 1600 小売価格 1300 小売価格

ＡＬＣ度/

500ml /JAN 4973470903040

柚子にごり酒に、柚子果汁、柚子皮をさらに増量して、濃醇な味
わいに仕上げました。オンザロック、ソーダなどで割ってもお楽し
め頂けます。

日本酒の米の旨味と調和を追求し、三重県熊野のすぎもと農園
様の香り高いセミノールみかん果汁と、ゆず皮を使用してまろや
かな味わいに仕上げました。（「早摘み青みかん にごり酒」より
もすっきりとした味わいです）

吟醸酒ベースのリキュールです。冷やしてストレートで、クール
にオンザロックで、爽やかにソーダ割り、熱いお湯を注いでホッ
トでお飲み下さい。

720ml /JAN 4985820001283 720ml

備考 備考 備考

京都 佐々木酒造 京都 佐々木酒造

ことのりきゅーる ゆず ことのりきゅーる れもん

古都のリキュール　柚子 古都のリキュール　檸檬

酸度/ 25

Ｄコード

原料/
醸造アルコール、柚子果汁(国

産)、糖類、清酒
原料/

醸造アルコール、レモン果汁(国
産)、糖類

500ml

12

39200 Ｄコード 39201

食事と楽しんでいただけるよう、甘さを抑えた製法で果汁本来の
味わいを引き出しました。アルコール分２５％で、暑い夏には爽
やかな『ソーダ割り』、寒い冬にはホッとする『お湯割り』など、季
節を問わずにお好きな割材・割合でお楽しみいただけます。『最
高の一杯をあなたのために手作りしました』そんな想いが込めら
れたパッケージデザインです。

小売価格 1100 小売価格 1100

500ml /JAN 4512672513277

備考 備考

食事と楽しんでいただけるよう、甘さを抑えた製法で果汁本来の
味わいを引き出しました。アルコール分２５％で、暑い夏には爽
やかな『ソーダ割り』、寒い冬にはホッとする『お湯割り』など、季
節を問わずにお好きな割材・割合でお楽しみいただけます。『最
高の一杯をあなたのために手作りしました』そんな想いが込めら
れたパッケージデザインです。

/JAN 4512672513246

720ml 12容量/入数

容量/入数 500ml 12 容量/入数 500ml

ＡＬＣ度/ 25
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原料/

Ｄコード

原料/

高知 浜川商店

焼酎乙類(国産)、レモン果汁(瀬戸内
産)、果糖ブドウ糖液糖、レモンエキス
(瀬戸内産)、グルコオリゴ糖

びじょうふ くらはいこうちゆず あんど さんしょう

ＡＬＣ度/

高知 浜川商店

びじょうふ くらはい せとうちれもん

41609

びじょうふ くらはい くらふとこーら

美丈夫 蔵ハイ 瀬戸内 レモン 美丈夫　蔵ハイ 高知ゆず&山椒 美丈夫 蔵ハイ クラフトコーラ

浜川商店高知

原料/

焼酎乙類(国内製造)、焼酎甲類、果糖ブドウ糖液糖、ぽん

かん果汁、カラメルシロップ、スパイス混合エキス(ケイヒ、

ダイダイ、ナツメグ、コリアンダー)、ぽんかんエキス、レモ

ン果汁、レモンエキス、マルトオリゴ糖、ガラナエキス、トウ

ガラシエキス

焼酎乙類(国産)、ゆず果汁(高知県産)、果糖
ブドウ糖液糖、ゆずエキス(高知県産)、山椒

エキス(国産)

41295

25 ＡＬＣ度/ 25 ＡＬＣ度/ 25

容量/入数 容量/入数 1800ml 6 720ml 12 容量/入数

41608 Ｄコード

1800ml 6 720ml6

41291 Ｄコード 41294

12

小売価格 3000 小売価格 3000 1500 小売価格 3000 1500

1800ml

1800ml /JAN 4933277202340
1800ml /JAN 4933277202333 1800ml /JAN 4933277202432
720ml /JAN 4933277202388 720ml /JAN 4933277202456

厳選した瀬戸内産レモン果汁をふんだんに使い、蔵の本格米焼
酎でブレンドしました。香料・着色料不使用のピュアな香りとドラ
イな味わいで、食事とともにスッキリと楽しんでいただけるお酒
です。

厳選した高知県産ゆず果汁をふんだんに使い、山椒をピリッと
効かせて蔵の本格米焼酎でブレンドしました。香料・着色料不使
用のピュアな香りとドライな味わいで、食事とともにスッキリと楽
しんでいただけるお酒です。

添加物を使わずにスパイス類を組み合わせてつくったコーラテ
イストです。香辛料と果汁感の絶妙なバランスに蔵の本格米焼
酎をブレンドしました。厳選した素材ならではのピュアな香りとド
ライな味わいで、食事とともにスッキリと楽しんでいただけるお酒
です。

備考 備考 備考

浜川商店

原料/

高知 浜川商店 高知

日本酒・柚子・はちみつ 原料/

41055

びじょうふ　ゆず びじょうふ　ぽんかん

美丈夫　ゆず 美丈夫　ぽんかん

ＡＬＣ度/ 7～8 ＡＬＣ度/ 7～8

容量/入数 1800ml 6 720ml 12

41052

焼酎甲類（国産）、ぽんかん（高知県
産）、液糖（レアシュガースウィート）、
リンゴ酸

Ｄコード Ｄコード 41057 41054

6 720ml 12

小売価格 3200 1600 小売価格 3000 1500

容量/入数

/JAN 4933277201060 1800ml /JAN 4933277201084

1800ml

720ml /JAN 4933277201015 720ml /JAN 4933277201039

1800ml

心地よい酸味と、日本酒の旨味、蜂蜜の自然な甘さがうまく調
和して、非常に飲みやすい味に仕上がっています。

独特の甘さと香りが心地よく、後味もさわやか。アルコール度数
も８％未満で、非常に飲みやすく仕上げています。

備考 要冷蔵 備考 要冷蔵

熊本 堤酒造 熊本 堤酒造 熊本 堤酒造

ばんぺいゆ　の　おさけ とうじが　いれた　コーヒー とまとりきゅーる　くまとまと

晩白柚のお酒 杜氏が淹れた珈琲 トマトリキュール　KUMATOMATO

原料/ 果汁（柑橘類）・本格焼酎・香料 原料/ 珈琲豆・本格焼酎・砂糖・香料 原料/
トマト・本格焼酎・砂糖・食塩・香
料

ＡＬＣ度/ 8 ＡＬＣ度/ 8 ＡＬＣ度/ 8

Ｄコード 41020 Ｄコード 41026 Ｄコード 41025

1263

容量/入数 720ml 6 容量/入数 720ml 6

/JAN 4996734972767

容量/入数 720ml 6

小売価格 1380 小売価格 1263 小売価格

720ml /JAN 4996734972750

晩白柚は、ザボンの一種です。熊本県の八代地方特産で、世界
最重量の柑橘果実として、ギネス記録で認められています。果
実の爽やかな甘さを活かし、爽やかな風味に仕上がっていま
す。

厳選した深煎り珈琲豆を、球磨地方の本格米焼酎にそのまま
じっくりつけ込み、珈琲の芳醇な香りとうま味を存分に抽出した、
コクのあるコーヒーリキュールです。

熊本特産のトマトのうま味と健康成分を丸ごとリキュールにしま
した。粗漉しの果肉感と新鮮なトマトジュースを飲んでいる感覚
で、心地よく酔うことができます。

720ml /JAN 4996734972842 720ml

備考 備考 備考

鹿児島 本坊酒造 兵庫 茨木酒造

まるまっちゃ（はこなし） らいらく あまざけ

MARUMATCHA（箱無） 来楽 甘酒

原料/
醸造アルコール（国内製造）・糖
類・緑茶・抹茶／香料・着色料

原料/ 米・米麹

ＡＬＣ度/ 20 ＡＬＣ度/ -

Ｄコード 34990 Ｄコード 74399

940

容量/入数 750ml 12 容量/入数 900ml 13

小売価格 1800 小売価格

900ml /JAN 4560279410017

鹿児島の老舗茶舗「下堂園」の単一畑で有機栽培された「知覧
抹茶」を使用した、抹茶のやさしい香りと柔らかな味わいが特長
のお酒です。ロックやソーダ割りはもちろん、温めてお飲みいた
だくと抹茶のふくよかな香り、濃厚なまるい旨味を感じることがで
きます。

米・米麹だけで仕込んだノンアルコール甘酒です。糖類などの
添加物は一切使用せず、米本来の甘さが美味さを伝えます。

750ml /JAN 4976881702707

備考 ケース単位受注・蔵元直送備考 カートン入りについてはお問い合わせください
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24

小売価格

容量/入数

5

46235

330ml

4580506740021

やわらぎあいぴーえー

4580506740045/JAN

20

Ｄコード 31326

330ml /JAN

46247

540

容量/入数

ALC度/IBU

小売価格 1434

Ｄコード 22108

あさ開

きんのりょうりしゅ じゅんまいりょうりしゅ　びぜんけんしょう

金の料理酒 純米料理酒　美膳健笑

堤酒造

原料/ 米（国産）・米麹（国産米）
米（国産）・米麹（国産米）・砂糖・酵母

エキス・食塩

ＡＬＣ度/ 18 ＡＬＣ度/ 17

岩手

/JAN 4996734972033

6容量/入数 720ml

熊本

720ml

720ml

Ｄコード 21858

小売価格

12

720ml /JAN 4970829234404

「もっとも料理に適した酒とは何なのか」それを追求した結果、生
まれたのが焼酎を原料とする「金の料理酒」です。熟成焼酎なら
ではのまろやかさと、厳選した酵母のうまみ。素材のおいしさだ
けを引き出し、生かす。和洋中から創作料理まで、この1 本があ
らゆる料理を特別な一品に仕上げます。

料亭「菊乃井」と「あさ開」の共同開発で生まれたこだわりの料理
酒。淡い黄金色で濃醇な味わい。料理時のお砂糖とお塩が少な
くても、しっかりとした味わいに仕上がります。

原料/

1225

容量/入数

備考 備考

岐阜 千代菊 京都 嵯峨野匠庵

原料/
有機JAS認定日本晴・米麹（国
産米）

原料/

Ｄコード

広島 入江豊三郎商店

ちよぎく　ゆうきじゅんまいりょうりしゅ じゅんまいほんみりん ともえじるし　ほんみりん

千代菊　有機純米料理酒 純米本みりん トモエ印　本みりん

もち米・米麹・醸造アルコール・
糖類

ALC度 14.3 ＡＬＣ度/ 14 ＡＬＣ度/ 13.5～14.5

もち米・米麹・焼酎 原料/

Ｄコード 31508

636

容量/入数 720ml 6 容量/入数 300ml 12

22512

/JAN 4533548008116

容量/入数 600ml 12

小売価格 1320 小売価格 700 小売価格

600ml /JAN 4952384356029

アイガモ農法によるJAS有機認定米の「日本晴」を１００％使用
した、ワンランク上の有機純米料理酒です。「自然」が醸しだした
高アミノ酸の有機純米酒ですので、料理の際に素材への浸透
性が高いのが特徴です。

もち米・米麹・純米焼酎は全て三河産原料。2ヶ月ゆっくり熟成、
２日間かけてじっくり搾ります。深みある風味豊かな味わいで
す。

みりんの甘さは、もち米が糖に変わったもので、さっぱりとした甘
さですが、コクとまるみが有り、砂糖の甘さとは違います。

720ml /JAN 4965481731118 300ml

備考 備考 ☆ 備考

京都 ウッドミルブルワリー・京都

原料/ 麦芽・ホップ・コリアンダー

京都 ウッドミルブルワリー・京都

ぺーるえーる ごーるでんえーる

ペールエール ゴールデンエール

原料/ 麦芽・ホップ・清酒

ALC度/IBU 5 27

Ｄコード Ｄコード

330ml

46225

330ml 24

540

麦芽・ホップ・番茶

4580506740014 330ml

ウッドミルブルワリー・京都

小売価格

5 10

原料/

和らぎIPA

京都

24

ALC度/IBU 5

Ｄコード 46227

京都

容量/入数 330ml 24 容量/入数

330ml

麦芽・はっさく・ホップ・コリアン
ダー

はっさくホワイト

/JAN

55

/JAN 4580506740038 330ml

小売価格

Ｄコード

イギリス産のマリスオッター麦芽を主体にしたイングリッシュスタ
イルのペールエール。麦芽由来のパンのような風味と甘み、
ホップの程良い苦みをバランスよく楽しめるビール。

備考

2023年6月1日より上記価格に改定　クール便にて直送・ウッ
ドミル商品同士のバラ混載可（ロット：24本で1ケース）　賞味
期限：瓶詰から4カ月

560

はっさくほわいと

原料/

小売価格 560

ウッドミルブルワリー・京都

さっぱり飲みやすいアメリカンゴールデンエールスタイル。通常
より低温で発酵・熟成をしているので、スッキリとした飲み口でど
んな料理とも合わせて頂ける王道ビール。

備考

2023年6月1日より上記価格に改定　クール便にて直送・ウッ
ドミル商品同士のバラ混載可（ロット：24本で1ケース）　賞味
期限：瓶詰から4カ月

はっさくを使った、ベルジャンスタイルの小麦ビール。独特の酸
味と苦みが心地よく、何杯でもおかわりしたくなるビール。

備考

2023年6月1日より上記価格に改定　クール便にて直送・ウッ
ドミル商品同士のバラ混載可（ロット：24本で1ケース）　賞味
期限：瓶詰から4カ月

アメリカ新種のホップ、ローラルを主に使用し、後口にじわじわと
苦みがきます。お食事とも合わせやすく、IPAはちょっと苦手…と
いう方におすすめです。

備考

2023年6月1日より上記価格に改定　クール便にて直送・ウッ
ドミル商品同士のバラ混載可（ロット：24本で1ケース）　賞味
期限：瓶詰から4カ月

ALC度/IBU
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TARLY CHESTNUT CASK FINISH

モルト

/JAN 4512121821113

備考 備考 備考

4512121821014 箱無 /JAN 4512121821021 4512121821038
“TARLY”は「樽の個性を味わう」をコンセプトに、追熟・樽違いで
瓶詰しました。原酒はスコットランドの蒸留所でバーボン樽で３
年熟成後、さらに日本にて新樽で1 年以上追熟しました。華や
かな白壇の香り、イチジクやプルーンの味わい、丸みがありバラ
ンスが良いです。

“TARLY”は「樽の個性を味わう」をコンセプトに、追熟・樽違いで
瓶詰しました。原酒はスコットランドの蒸留所でバーボン樽で３
年熟成後、さらに日本にて新樽で1 年以上追熟しました。爽や
かで明るい桜の香り、桜餅の味わいに程よいタンニンと鼻に抜
けるチェリーの香りがチャーミングです。

“TARLY”は「樽の個性を味わう」をコンセプトに、追熟・樽違いで
瓶詰しました。原酒はスコットランドの蒸留所でバーボン樽で３
年熟成後、さらに日本にて新樽で1 年以上追熟しました。マロン
グラッセの丸みのある香り、コクのある旨味とほっこり感があり、
スモーキーな余韻が心地よいです。

小売価格

箱無 /JAN

5300 5500 5300

箱入 /JAN 4512121821090 箱入 /JAN 箱入

爽やかな苦味、柑橘系とフローラルなアロマをベースに、柚子を
加えることで苦味と香味の絶妙なバランスを目指したシングル
ホップIPA。がっつり系の肉料理と相性◎

備考
クール便にて直送・西陣麦酒商品同士のバラ混載可（ロッ
ト：30本で1ケース）　賞味期限：瓶詰から4カ月

46 46

5500

原料/ モルト

滋賀

46

20

クール便にて直送・西陣麦酒商品同士のバラ混載可（ロッ
ト：30本で1ケース）　賞味期限：瓶詰から4カ月

6 40

46250

330ml 30

590

備考 備考

700ml（箱無）/12

46 46

“TARLY”は「樽の個性を味わう」をコンセプトに、追熟・樽違いで
瓶詰しました。原酒はスコットランドの蒸留所でバーボン樽で３
年熟成後、さらに日本にて新樽で1 年以上追熟しました。香ばし
いナッツや酸化熟成の香り、プルーンの味わいや鼻に抜けるベ
リーの香りがオロロソの特徴をはっきりと表現しています。

700ml（箱入）/12

川島酒造

5.5 20 4.5

22927 22928 22932Ｄコード

モルト 原料/

京都 西陣麦酒

容量/入数

3.5 20

原料/

小売価格 小売価格 590

5

46252

容量/入数 330ml 30

15

330ml 30

Ｄコード

原料/

330ml /JAN 4582531111005

備考
クール便にて直送・西陣麦酒商品同士のバラ混載可（ロッ
ト：30本で1ケース）　賞味期限：瓶詰から4カ月

煮沸中に2段階に分けてしょうがを投入する事で、辛味と香りを
バランス良く抽出、そこにラクトースを加えてジンジャー感の中
にほのかな甘みを感じられるスパイスビール。

備考

京都

22930

滋賀

700ml（箱無）/12

5500

容量/入数

4512121821106

TARLY MIZUNARA CASK FINISH

箱無 /JAN

麦芽・ホップ・レモン/炭酸ガス

Ｄコード

原料/

京都

麦芽・ホップ・柚子/炭酸ガス

備考 備考

西陣麦酒

ゆうずうむげ びゃくやにれもんえーる しるきーばいつぇん

柚子無碍 白夜にレモンエール Silky Weizen

西陣麦酒

原料/
麦芽・オーツ麦・ホップ・はちみつ
/炭酸ガス

ALC度/IBU ALC度/IBU ALC度/IBU

京都

Ｄコード 46251

容量/入数

小売価格 590

330ml /JAN 4582531111029330ml /JAN 4582531111012

西陣麦酒

むろまちせぞん

室町セゾン

原料/

590

麦芽・ホップ・米麹/炭酸ガス

46253

ALC度/IBU

小売価格

クリーンな苦味とパッションフルーツのようなアロマをベースに、
国産レモンを加えることでより爽やかに仕上げた、低アルコール
で飲みやすくおかわりしたくなるビール。塩系、油系のフードと相
性◎

小麦やオーツ麦による、とろっとしたシルキーな口当たりと、カラ
メルモルト等を使用することにより、ボディ感を高めたヴァイツェ
ン。クリームチーズなどクリーミーな料理と相性◎

クール便にて直送・西陣麦酒商品同士のバラ混載可（ロッ
ト：30本で1ケース）　賞味期限：瓶詰から4カ月

Ｄコード

Sweet Ginger Ale

46254

麦芽・ホップ・生姜・ラクトース(乳
糖)/炭酸ガス

容量/入数容量/入数

西陣麦酒

すうぃーとじんじゃーえーる

330ml 330ml 3030

原料/

ＡＬＣ度/

たーりー　さくら　かすくふぃにっしゅ たーりー　ちぇすなっと　かすくふぃにっしゅ

川島酒造

TARLY SAKURA CASK FINISH

小売価格 590

京都

ALC度/IBU

22931

/JAN 4582531111067

Ｄコード 22929

川島酒造

たーりー　みずなら　かすくふぃにっしゅ

京都産の米麹由来の酵素により、うまみ成分を生成し、酵母の
発酵を活性化、発酵中に投入したフレーバーホップのフルー
ティーなアロマやエステルを最大化、全体として華やかでジュー
シーな味わいのあるウィートセゾン。

330ml /JAN 4582531111203 330ml

川島酒造

クール便にて直送・西陣麦酒商品同士のバラ混載可（ロッ
ト：30本で1ケース）　賞味期限：瓶詰から4カ月

滋賀

ＡＬＣ度/

700ml（箱入）/12

ＡＬＣ度/

Ｄコード

小売価格 小売価格

容量/入数 700ml（箱入）/12 容量/入数

滋賀 川島酒造 滋賀

700ml（箱無）/12

モルト

たーりー　ぺどろひめねす　かすくふぃにっしゅ

TARLY PEDROXIMENEZ CASK FINISH

22933 22934

容量/入数

原料/ モルト 原料/

700ml（箱入）/12

Ｄコード 22935 22936

700ml（箱無）/12容量/入数 700ml（箱入）/12

“TARLY”は「樽の個性を味わう」をコンセプトに、追熟・樽違いで
瓶詰しました。原酒はスコットランドの蒸留所でバーボン樽で３
年熟成後、さらに日本にて新樽で1 年以上追熟しました。レーズ
ンの甘い香り、アメリカンチェリーとダークチョコレートの味わい。
余韻に残るリコリスの香りがよいアクセントになっています。

5200 5000

4512121821052

5300

Ｄコード

4512121821137

小売価格 小売価格

箱無

5000

700ml（箱無）/12

ＡＬＣ度/ ＡＬＣ度/

箱入 /JAN

Ｄコード

たーりー　おろろそ　かすくふぃにっしゅ

TARLY OLOROSO CASK FINISH

/JAN 4512121821045 箱無 /JAN

箱入 /JAN 4512121821120

5200
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※表示価格に消費税は含まれておりません。

ブレンデッドの妙味を存分に活かした爽やかでまろやかな味わ
いを演出。大山山系の伏流水を使用することでまろやかな美味
しさをより一層際立てています。モルト比率が高くストレートでも
ハイボールでも存分に満足させてくれるでしょう。

新樽のホワイトオークで熟成させることによりバーボンを感じさ
せる芳醇な味わいを演出。爽やかなグレーン原酒、甘味を感じ
るモルト原酒をブレンド。大山山系の伏流水を使用することでま
ろやかな美味しさをより一層際立てています。

スコットランド産ブレンデッドウィスキーをベースに樫樽貯蔵泡盛
13 年古酒をブレンド、麦芽の力強い風味に米由来の繊細で柔
らかな甘みをプラスしました。ヘビーチャーの新樽使用で樽由来
と泡盛由来のバニラ香が濃厚で複雑に絡み合い、ノンチルフィ
ルター製法により豊富な旨味と香味成分も残り格別な味わいと
なっています。

備考 備考

43

香ばしいナッツやアーモンドの芳醇な香りとどっしりとした麦芽香
が口いっぱいに広がり、12 年以上の長期間の熟成感も感じら
れます。バニラとレーズン、スモーキーさも感じられ、甘さ・ビ
ター・酸味のバランスの良さが際立つ長期熟成物。柔らかで滑
らかな余韻。

備考

4957494031088

700ml 6

700ml /JAN

備考

40032

ジャパニーズクラフトジン　マサハル

Ｄコード

容量/入数

4976881520745

43 43

35969

720ml 12

1480

/JAN

小売価格

容量/入数

720ml

すっきり、爽やかな味わいで飲みやすさを追求。GINを造るうえで欠かせな
いボタニカルであるジェニパーベリーと、宮崎県特産柑橘の柚子とへべす
をそれぞれ一定期間、浸漬し、蒸留を行いボタニカル原料酒を生み出しま
す。その後、ブレンドし、ボタニカルの香り高さ美しさ、口当たりは甘く、後
味はすっきり爽やかな味わいをお楽しみいただけます。

備考

小売価格 3500

ＡＬＣ度/

700ml

容量/入数 700ml

原料/

6

宮崎 正春酒造

国内製造（スピリッツ）

Japanese craft Gin MASAHARU

47

/JAN 4981295111670

Ｄコード

700ml /JAN /JAN 4954621001365

700ml

小売価格 2100 小売価格 2300 小売価格 2571

36513 Ｄコード 36514 Ｄコード 30677

4954621001358 700ml

容量/入数 700ml 12 容量/入数 12 容量/入数

松井酒造

原料/
グレーン( スコットランド産)、モルト( ス
コットランド産)、スピリッツ（泡盛）

ＡＬＣ度/ ＡＬＣ度/

原料/

43ＡＬＣ度/

鳥取 松井酒造 鳥取

モルト、グレーン 原料/

まついういすきーとっとり（ぎんらべる） まついういすきーとっとりばーぼんばれる（きんらべる）

マツイウイスキー鳥取（銀ラベル）

ホワイトオークのバーボン樽で3 年以上熟成させた原酒を使
用。柔らかなモルトの香り・香ばしく爽やかな香りと、レーズン・
ナッツ・バニラといった酸味・ビター・甘さの風味がバランスよく調
和されながら口いっぱいに広がります。

備考

ホワイトオークのバーボン樽で8 年以上熟成させた原酒を使
用。不快な香味成分を取り除き円熟で複雑な味わいに。ドライ
オレンジのような麦芽香と甘くかぐわしい果実香。口に含むとバ
ニラやナッツといった香ばしさも。とても柔らかな口当たり。

備考

/JAN 4954621000993

モルト、グレーン

沖縄 新里酒造

しんさとういすきー

マツイウイスキー鳥取バーボンバレル（金ラベル） 新里ウイスキー

小売価格 10000

容量/入数

700ml /JAN 4954621000894 700ml /JAN 4954621000986 700ml

36503

700ml 12 容量/入数 700ml 12 容量/入数 700ml 12

鳥取

Ｄコード 36505 Ｄコード 36507 Ｄコード

ＡＬＣ度/43 43ＡＬＣ度/

原料/ モルト

松井酒造

ＡＬＣ度/

鳥取 松井酒造

3600 小売価格小売価格 7500

マツイピュアモルトウィスキー倉吉 8 年

まついぴゅあもるとうぃすきーくらよし

マツイピュアモルトウィスキー倉吉

原料/ モルト 原料/

標高798mの日本最高峰に位置するマルス信州蒸溜所。駒ヶ岳
の豊かな水と厳しい自然環境がウイスキー原酒を育みます。ブ
レンデットウイスキーの味を守るブレンダーは個性豊かな様々
な原酒をブレンドし「3＆7」の味を生み出しています。ホワイト
オークの樽香をきかせたウッディな香りと味わいを、お楽しみく
ださい。

松井酒造

まついぴゅあもるとうぃすきーくらよし はちねん まついぴゅあもるとうぃすきーくらよし じゅうにねん

マツイピュアモルトウィスキー倉吉 12 年

備考

マルス信州蒸溜所が位置する「中央アルプス」と東方の「南アル
プス」のふたつのアルプスの雄大さをイメージしたブレンデッドウ
イスキー。柔らかな口当たりと「バニラやクッキーの様な甘い香
り」と「熟したフルーツの香り」の二つの香りが一体となった豊か
な芳香と、穏やかな余韻が特徴です。

備考

4976881501164

マルスウイスキーのブレンド技術により、タイプの異なる複数の
モルト原酒をヴァッティングすることで、複雑さと奥行きを表現し
たモルトウイスキーです。ハチミツやキャラメルを連想させるふく
よかな甘い香りの中に、ほのかなスモーキーフレーバーと熟し
た果実の香りが広がり、口当たりは丸く柔らか、優しい余韻が特
徴です。

備考

小売価格 4400

750ml /JAN 4976881510296 700ml /JAN

小売価格 1880

36032

原料/ モルト

750ml 12 容量/入数 700ml 6

43ALC度 40 ＡＬＣ度/ ＡＬＣ度/

鹿児島

原料/

Ｄコード 35972 Ｄコード

モルト・グレーン 原料/ モルト・グレーン

Ｄコード

本坊酒造

まるすういすきー 3&7 まるすういすきー ついんあるぷす まるす もるてーじ こすも もるとせれくしょん

マルスウイスキー　３＆７ マルス モルテージ 越百 モルトセレクション

鳥取

モルト

鹿児島 本坊酒造 鹿児島

マルスウイスキー　TWIN ALPS

40

本坊酒造
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